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今後の主要事業
【10月以降の主な行事予定 】
日

行

時

10月30日（火）
14:30～18:00
11月1日（木）
11:15～13:00
11月9日（金）
10:00～13:00
11月22日（木）
15:00～17:50

場

所

事
グループ・局

担

当

2018年度 上期 活動報告会
札幌東急REIホテル
地域政策グループ
2018年 10月度 会長・副会長会議

中野・清水

道経連会議室
企画総務グループ
第 241 回 常任理事会
札幌グランドホテル
企画総務グループ
北海道元気宣言！シンポジウム in 札幌

高井・郡

札幌プリンスホテル 国際館パミール

郡・高井

企画総務グループ

猪狩・若松

【11月以降の講座講習会 】
日

時

11月2日(金)
13:00～17:00
＜残席わずかです＞
11月6日(火)
10:00～17:00
11月8日(木)
9日(金)
10:00～17:00
11月14日(水)
15日(木)
10:00～17:00
11月22日(木)
13:00～17:00
＜定員となりました＞
12月3日(月)
13:00～17:00
1月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00
1月22日(火)
13:00～17:00
1月23日(水)
24日(木)
10:00～17:00
1月25日(金)
9:20～20:10

場

講座講習会名
グループ・局

所

受講料

年末調整の実務講座
道特会館

5階

大会議室B

2018新入社員フォローアップ研修
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 6,480円

一般 8,640円

～周りから信頼される人を目指そう～
労働政策局

会員 15,120円 一般 20,520円

第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座
道特会館

5階

大会議室B

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

労働政策局

第一種 27,540円 第二種 25,380円

－管理の原理原則の習得－

大会議室A

労働政策局

会員 23,760円 一般 30,240円

働き方改革関連法対応 ｢労働時間・残業手当をめぐる実務講座｣
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 7,560円

一般 10,800円

従業員の交通事故と企業責任 ～交通事故リスクから企業を守るために～
会員 8,640円 一般 11,880円
道特会館 6階 中会議室
労働政策局
実践型職場リーダーシップ研修
会員 23,760円 一般 30,240円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
労働基準法の実務講座
～非正規雇用を含む採用から退職までの人事労務管理の実務的留意点～
会員 8,640円 一般 11,880円
道特会館 ５階 大会議室B
労働政策局
第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座

道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

第一種 27,540円 第二種 25,380円

安全管理者選任時研修
会員・一般 11,880円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
｢健康保険の実務講座｣
1月30日(水)
～健康保険制度の早分かりと徴収･納付･保険給付･手続き上の留意点～
13:00～17:00
会員 6,480円 一般 8,640円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
※講座・講習会の内容詳細及び申込書は当会ホームページにも掲載しております。
http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
お問い合わせは 労働政策局(ＴＥＬ 011-251-3592)まで。
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掲 示 板
◆ 北海道経済部 より
「働き方改革推進に係る包括連携協定」一周年記念セミナーのご案内
㈱北洋銀行、㈱北海道銀行、北海道及び北海道労働局は、2017年10月31日に、「働き方改革推進に係る
包括連携協定」を締結し、この度、一周年を迎えることから、本道における働き方改革を一層推進するため、
道内中小企業の企業経営者などに対し、働き方改革に取り組む意義やメリット、具体的な手法などを紹介する
セミナーを開催します。是非ご参加ください。（参加費無料）
【日時】2018年11月8日（木）14：00〜16：00
【会場】道庁赤れんが庁舎 2階1号会議室（札幌市中央区北3条西6丁目）
【プログラム】
＜第1部＞
○ 主催者挨拶
○ 基調講演
「生産性向上」と「働き方改革」
日本銀行札幌支店長 小髙 咲 氏
＜第2部＞
○ 道内企業事例の紹介
○ パネルディスカッション 道内中小企業における「働き方改革」の取組について
コーディネーター 特定社会保険労務士 本間 あづみ 氏
パネリスト
㈱北洋銀行 地域産業支援部 常務執行役員審議役 塚見 孝成 氏
㈱北海道銀行 顧問 齋藤 均 氏（前トヨタ自動車北海道㈱取締役技術部長）
北海道 経済部雇用労政課 働き方改革推進室長 大矢 邦博 氏
北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課長 八島 寿春 氏
【詳細・お申込み方法】詳細は下記のWEBサイトをご覧のうえ、お申込み下さい。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/kinenseminar301108.htm
【お問い合わせ・お申込み先】
北海道経済部労働政策局雇用労政課
TEL：011-204-5354

働き方改革推進室（担当：輿水）

◆ 北海道経済産業局
北海道経済部
より
「これからのエネルギーを考える2018」地域セミナーのご案内
資源の少ない日本は、省エネルギーともに、さまざまな資源の組み合わせによるバランスのとれたエネル
ギーミックスを推進し、安全性を前提にエネルギーの安定供給、経済効率性、環境適合を同時達成することが
求められています。
本セミナーでは、我が国におけるエネルギーの現状や将来の姿についてご紹介し、道民の皆様にご理解を深
めて頂きます。
開催日時：道内9か所で、10月24日から順次開催します。（別紙参照）
主
催：北海道経済産業局、北海道
対
象：消費者、事業者、団体の方
内
容：○これからのエネルギー政策（第5次エネルギー基本計画）について
経済産業省（北海道経済産業局または資源エネルギー庁）からの説明
○北海道における新エネルギー導入拡大の取組
○無理のない節電のお願いについて
北海道経済部 環境・エネルギー室からの説明
参 加 費：無料
申込方法：別紙の申込書に必要事項を記入の上、FAX、メール、郵便のいずれかの方法
にて直接お申込みください。
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◆ 道経連 産業振興グループ より
第4回「大学研究シーズ発見ツアー＜道総研

食加研＞」のご案内

当会では、2017年度より産学マッチングの一環として標記ツアーを行っています。今年度からは公的研究
機関も対象とし、今回は北海道立総合研究機構 食品加工研究センターを訪問いたします。時節柄ご多用中の
こととは存じますが、ご参加賜りますようご案内いたします。 なお、大変恐縮ではございますが、参加ご希
望の際は添付の『申込書』により、１０月３１日(水)までにご回答くださいますようお願いいたします。
日
時
集合場所
内
容

：２０１８年１１月２１日（水）１２：３０～１７：００
：札幌駅北口（12：30までに集合）
：12：30～13：25 バス移動
13：30～16：00 北海道立総合研究機構 食品加工研究センター
(江別市文京台緑町589-4 Tel 387-4111)
16：00～17：00 バス移動（札幌駅北口にて解散）
参 加 費 ：無料
定
員 ：２０名
視察内容(予定)
１）食品加工研究センターについて
２）試作実証施設にて研究概要説明
①総合加工試験室、②菓子製麺試作室、③そうざい・飲料試作室
・農産加工品の保存性向上に寄与する殺菌技術
・簡便に喫食可能な水産加工品（ファストフィシュ）の開発
・各種加工機械、評価機器の紹介
３）研究棟にて研究概要説明
①風味機器測定室
・水産加工品のにおい発生要因の解明と低減技術
・北海道発の乳酸菌と酵母の活用事例
４）展示コーナーにて製品化事例説明
５）意見交換および試食
【担当】北海道経済連合会

産業振興グループ

本間、山崎

Tel

011－221－6116

◆ 道経連 より
当会アンケートデータ（２０１６年台風被害）の内閣府委託事業への提供について
２０１６年９月、当会の会員企業様に対しまして、当時、北海道を襲った台風による被害に関しアンケート
を実施いたしました。（２２６社より回答）
このたび、内閣府の委託事業として、委託先である東京海上日動リスクコンサルティング株式会社より、事
業者の災害リスクマネジメント力向上に資するための行政の研究として、当会で行った「台風被害に関するア
ンケート調査の結果（２２６社分）」の提供を求められております。
昨今の激甚化する大規模自然災害への企業のリスクマネジメント力の向上は大変重要な取組みであり、当会
としましては、内閣府の取組みの主旨に賛同し、「台風被害に関するアンケートデータ（２２６社分）」の提
供を行いたいと考えております。
大変申し訳ありませんが、データ提供について賛同頂けない会員様は１０月２７日（金）までに以下の連絡
先へご連絡頂きますようお願いいたします。
なお、提供するデータは、アンケート質問事項に対する会員様からの回答のみとし、企業名は提供いたしま
せん。
また、添付の資料にも記載のとおり、提供するデータは自然災害が事業に与える影響の参考指標の作成のた
めに使用し、参考指標の作成に係る業務以外の目的で使用することはありません。
【当会アンケート質問事項】
Ｑ１．今回の台風により、道内における御社の事業に何らかの被害がありましたか。
Ｑ２．被害状況や復旧の見通しについて、具体的にお聞かせください。
Ｑ３．今回の台風の影響が継続した場合、今後、道内における御社の事業に、何らかの被害が新たに生じ
る・拡大する懸念がありますか。
Ｑ４．懸念される被害について、具体的にお聞かせください。
Ｑ５．今回の台風による被害に関して、国をはじめ関係機関へどのようなことを望みますか。
Ｑ６．その他、ご意見があればお聞かせください。
※データのうち、企業名は削除し、業種区分のみ提供いたします。
【添付資料】・「企業の洪水害による被害データのご提供に関するお願い」（依頼文書）
・「台風被害に関するアンケート調査結果」（当会作成）
【連絡先】・企画総務グループ 郡
☎011-221-6166
kori.hidekazu@dokeiren.gr.jp
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◆ 道経連

より

平成３０年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関す
る配慮について
経団連から下記の依頼がありましたので、参考情報として提供します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018年10月16日
会員代表者各位
一般社団法人 日本経済団体連合会
会長
中 西 宏 明
平成３０年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引
に関する配慮にかかる要請について
先月、北海道胆振地方中東部で発生した地震により、多方面で大きな被害が生じており、事業活動にもさま
ざまな影響が生じることが懸念されます。
こうした中、今月１日、世耕弘成経済産業大臣より、経団連に対し、標記の要請がございました。
経団連ではかねて、企業行動憲章において、下請等中小企業の取引条件の改善に向け、取引先企業に対する
支援・協力等の取組みの推進を掲げているところでございます。
会員各位におかれましては、引き続き、この取組みを推進いただくとともに、別添の要請書をご確認のう
え、要請の趣旨も踏まえた対応をお願いいたします。
〔別添〕
平成３０年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
【本件に関するご連絡先】
経団連 経済基盤本部
電 話：03‐6741‐0132（担当：篠浦、幕内）
以 上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ 道経連 より
北海道観光および北海道産品のご案内について（お願い）
当地北海道は９月６日未明に発生した「北海道胆振（いぶり）東部地震」により被害を受けましたが、官民
一体となった復旧・復興の取組みにより、北海道のほぼ全域で生活インフラや交通機能は回復し、観光客の受
け入れには全く支障がない状況となっております。
しかしながら現在、道内の観光地は来訪者の激減、宿泊の相次ぐキャンセルなどの深刻な状況に直面してお
り、これに伴って飲食やお土産物の購入を通じた北海道産品の消費についても残念ながら落ち込みが続いてお
ります。
北海道の強みは「食」と「観光」です。
この分野で一日も早く本来の活気ある姿を取り戻すことが､北海道のさらなる発展を目指すために必要で
す。
当会といたしましては、このような状況を改善する一助となるよう、持てるネットワークを活用して北海道
の食と観光のＰＲを展開し、復興に向けたお手伝いを今後とも続けてまいる所存です。
そこで､会員企業の皆さま､特に北海道外に本社や事業所がある企業さまにおかれましては､これまで以上に
北海道産品をご愛顧いただきますよう､そしてぜひ北海道にお越しいただき、これからの秋～冬の季節の味覚
や温泉、北海道ならではの雄大な自然･風景､北海道で開催されるさまざまなイベントなどをお楽しみいただき
ますよう､従業員の皆さまやお取引先に対してさまざまな機会を通じてＰＲしていただけましたら幸いです。
北海道に観光に来ていただくこと､北海道産品をお買い上げいただくことが､何よりも復興への助力となりま
す。
北海道の現状へのご理解と地域復興へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
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記
＜お願い事項＞
下記のＵＲＬ（資料）などを貴社内にて「メール」や「イントラネットへの掲示」などの方
法で周知していただき、特に道外在住の貴社従業員の皆さんに北海道の食と観光のＰＲをお願い
申し上げます。
あわせまして、お取引先などに対しましても可能な範囲でＰＲをよろしくお願いいたします。

＜添付資料＞
１．「元気です北海道」（北海道の観光復興ＰＲ)
○北海道 元気です北海道観光
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/h30saigaihukkou.html
・北海道の「秋」は、鮮やかな紅葉や美しい農村風景などの見所が盛りだくさんです。
・また､｢冬｣は､さっぽろ雪まつりなどのイベントやウインタースポーツを楽しめる環境も整っております。
・北海道にお越しいただき、雄大な自然や旬の食材など北海道の魅力に触れていただきますよう、皆さまの
お越しを心よりお待ち申し上げます。
２．「北海道産品が購入できるインターネットショップのＵＲＬ」（ホクレン・ぎょれん・北海道どさんこプ
ラザの紹介）
○ホクレングリーンネットショップ
https://www.hokurengreennetshop.jp/
○北海道ぎょれん産直ネットショップ
https://www.gyoren.net/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc
○北海道どさんこプラザＷＥＢ
https://www.rakuten.co.jp/hokkaido-dosankoplaza/
https://wowma.jp/user/37495451/list/
・北海道には豊かな自然に育まれた美味しい食材が数多くあります。この機会に改めて北海道産品を是非ご
賞味下さい。
・上記は、北海道産品を取り扱う代表的なネットショップのＵＲＬです（ホクレン：農畜産物、ぎょれん：
海産物、北海道どさんこプラザ：北海道オフィシャルアンテナショップ）。それぞれをご覧いただき、北
海道産品をお買い上げいただけますと幸いです。
・もちろん、ほかにも魅力的な「食」の産品が多数あります。お近くの百貨店・スーパーなどで北海道産品
の物産展やフェアなどが開催されていましたら、ぜひお立ち寄りいただけましたら幸いです。
３．「北のハイグレード食品Ｓ ２０１８」（道産の加工食品を紹介するリーフレット）
○北海道 北のハイグレード食品について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/hg.htm
・北海道の食材を活かした数多くの加工食品の中から、食の専門家が厳選したハイグレードな逸品を紹介す
るものです。
・ぜひご賞味いただき、次には北海道にお越しいただいて味わっていただけましたら幸いです。
なお、上記は当会ＨＰにも掲載しております

⇒

●お問合せ先：北海道経済連合会

木下・若松

経済対策担当

http://www.dokeiren.gr.jp/library/topics/2188/
℡011-221-6166
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『これからのエネルギーを考える2018』 地域セミナー開催地一覧兼参加申込書

開

催

地 開

札

幌

市

平成３０年１０月２４日（水）
１４：００～１５：３０
（受付開始１３：３０～）

アスティ４５ ACU-A
１６階 大研修室１６０６ 【定員１００名】
（札幌市中央区北４条西５丁目）

留

萌

市

平成３０年１０月２９日（月）
１３：３０～１５：００
（受付開始１３：００～）

留萌振興局
２階 講堂 【定員３０名】
（留萌市住之江町２丁目１番地２）

浦

河

町

平成３０年１０月３１日（水）
１４：３０～１６：００
（受付開始１４：００～）

日高振興局
地下１階 地下会議室 【定員３０名】
（浦河郡浦河町栄丘東通５６）

江

差

町

平成３０年１１月２日（金）
１５：００～１６：３０
（受付開始１４：３０～）

檜山振興局
３階 ３０１会議室 【定員３０名】
（檜山郡江差町字陣屋町３３６－３）

町

平成３０年１１月５日（月）
１３：３０～１５：００
（受付開始１３：００～）

後志総合振興局
２階 講堂 【定員５０名】
（虻田郡倶知安町北１条東２丁目）
根室振興局
３階 大会議室 【定員３０名】
（根室市常盤町３丁目２８番地）

倶

知

安

催

日

時 会

場

・

住

根

室

市

平成３０年１１月９日（金）
１５：３０～１７：００
（受付開始１５：００～）

北

見

市

平成３０年１１月１５日（木）
１４：３０～１６：００
（受付開始１４：００～）

北見高等技術専門学院
１階 講堂 【定員５０名】
（北見市末広町３５６－１）

旭

川

市

平成３０年１１月２８日（水）
１４：００～１５：３０
（受付開始１３：３０～）

上川総合振興局
２階 ２０４会議室 【定員５０名】
（旭川市永山６条１９丁目）

帯

広

市

平成３０年１１月３０日（金）
１３：００～１４：３０
（受付開始１２：３０～）

十勝総合振興局
３階 講堂 【定員５０名】
（帯広市東３条南３丁目）

所

申込方法
下記に必要事項を記入の上、 FAX、メール、郵便のいずれかの方法でお申し込みください。
（締切日：各開催日の２開庁日前〈月曜開催→前週木曜まで、火曜開催→前週金曜まで〉）

FAX 011-222-5975

メール keizai.kanene@pref.hokkaido.lg.jp

宛先 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道経済部環境・エネルギー室 地域セミナー担当者 （問い合わせ☎011-204-5361）
※メールの場合は、下記の必要事項をメール本文に入力するか、ＰＤＦファイルで添付してください。
※２名以上の場合は、申込書をコピーして使用してください。

参加希望地（１か所○を付けてください）
札幌市
留萌市
浦河町
江差町
(10/24)
(10/29)
(10/31)
(11/2)

倶知安町
(11/5)

根室市
(11/9）

北見市
(11/15）

旭川市
(11/28）

帯広市
(11/30）

会社・団体名：
ご連絡先（電話番号）：
お名前（フリガナ）：
※定員になり次第受付を締め切らせていただきます（定員に達した後に申込みされた方にはご連絡します）。
※ご提供いただいた個人情報は、本セミナー運営以外の目的では使用しません。

（北海道経済連合会

ＦＡＸ番号

０１１－２２１－３６０８）

e-mail:honma.takahiro@dokeiren.gr.jp

※ １０月３１日（水）までにご回答願います。
２０１８年

月

日

北海道経済連合会 宛

第４回「研究シーズ発見ツアー＜道総研＞」申込書
日 時：２０１８年１１月２１日（水） １２：３０ ～
場 所：北海道立総合研究機構 食品加工研究センター（集合場所：札幌駅北口）
１

本件に係るご連絡先
本件に係る御社・団体のご担当者様及びご連絡先について御記入ください。
会社・団体名
御所属 / 御役職
御氏名
電話番号
e-mail アドレス

２ 参加者
御参加いただける方の御所属、御役職、御氏名、電話番号、e-mail アドレスを御記入ください。

No.

御所属
電話番号

御役職
e-mail アドレス

1.

2.

3.

※

いただいた個人情報は、本ツアー以外には利用しません。
・送付状は必要ございませんので、本紙のみを送信してください。

御氏名

２０１８年９月

北海道経済連合会

御中

内閣府委託事業「災害リスクマネジメント促進に係る調査・検討」

企業の洪水害による被害データのご提供に関するお願い
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
内閣府が一昨年度開催した「激甚化する大規模自然災害に係るリスクファイナンス検討会」1の報
告書において、事業者の災害リスクマネジメント力向上のためには、行政においては、自然災害が
事業等に与える影響等に関する研究を進めるべきとした提言がなされています。かかる提言を受け、
今年度内閣府では、これまでの事例や研究、海外での事例、民間コンサルティング会社の知見を収
集し、関係者と協議を行い、自然災害が事業に与える影響について、一つの評価案を提示すること
を予定しています。
上記調査業務の一環として、企業の洪水害による被害事例を収集しており、公表されている以下
のお持ちの洪水害の被害事例データのご提供に関し、ご相談ができれば幸いです。

2016 年 9 月に貴会が会員企業に向けて調査した台風被害に関するアンケート調査結果（226
社）の詳細

なお、ご提供いただきましたデータは、自然災害に関するこれまでの研究等とあわせて、自然災
害が事業に与える影響の参考指標の作成のために使用させていただき、貴社の取引先の状況が特定
されることはありません。また、ご提供いただきましたデータは厳重に保管し、参考指標の作成に
係る業務以外の目的で使用することは絶対に御座いません。
ご多用の中、大変恐縮ではございますが、本件にご理解をいただき、ご協力をお願い申し上げま
す。
敬具
【本件に関する問い合わせ先】
内閣府委託事業「災害リスクマネジメント促進に係る調査・検討業務等」事務局
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社内

担当：宮本、山田
電話：03-5288-6234

1

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/gekijin/index.html

FAX：03-5288-6645

台風被害に関するアンケート調査結果
■調査期間：平成 28 年 9 月 9 日～9 月 16 日
■調査対象：478 社（道経連会員企業）
、
■回答

：226 社（回答率 47.3％）

１．今回の台風による被害の有無
被害有り企業の業種

被害の有無

建設業

被害があった
（82社）
特段の被害は
なかった
（144社）

製造業

22%

36%
64%

12%
12%

29%

卸売業

15%

運輸業

小売業

サービス業

6%

4%

その他

２．主な被害状況および今後の懸念事項
業種

主な被害状況 （82 社）

製造業 ‣道路寸断による原材料の入荷減、
製品納入の遅延、注文キャンセル
‣ライン停止による生産減、製造計画見直し

今後の懸念事項（被害無し企業を含む 114 社）
‣原材料の価格高騰
‣生産減による需要減・売上減
‣製品納入の遅延・停止

建設業 ‣現場冠水・道路寸断による作業の遅延・休止 ‣資材供給の遅れによる工事遅延
‣復旧工事優先による既存工事の遅延

‣復旧工事優先による既存工事の遅延

‣資材・重機・労働者の不足

‣労働者の不足、長時間労働による労災

卸売業 ‣道路寸断等による商品納入の遅延

‣農水産物の入荷減・価格高騰

‣冷蔵庫使用不能による商品損傷
小売業 ‣店舗浸水・破損による商品損傷
‣断水による営業支障
運輸業 ‣道路寸断による配達・集荷の遅延・停止

‣商品調達・配送の遅延、コスト増
‣損害保険料アップ
‣道路通行止めの長期化による物流の変化
‣物流量減少による売上減

ｻｰﾋﾞｽ業 ‣宿泊・宴会・ツアーのキャンセル
‣施設の破損

‣旅行客の減少
‣道産食材の高騰

３．国など関係機関へ望むこと
・激甚災害の指定、被災地域への支援（企業・農家への救済など）
・インフラの早期復旧、道路・河川等の設備強化、防災体制の整備・強化
・物資輸送代替ルートの確保、高速道路の無償化
・風評被害抑制に向けた正確かつ迅速な情報発信
以 上

