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今後の主要事業
【11月以降の主な行事予定 】
日

行

時

11月22日（木）
11:15～13:00
11月22日（木）
15:00～17:50

場

事
グループ・局

所

担

当

2018年 11月度 会長・副会長会議
道経連会議室
企画総務グループ
北海道元気宣言！シンポジウム in 札幌
札幌プリンスホテル 国際館パミール

企画総務グループ

高井・郡
猪狩・若松

【11月以降の講座講習会 】
日

時

場

講座講習会名
グループ・局

所

12月3日(月)
13:00～17:00

従業員の交通事故と企業責任

1月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00

実践型職場リーダーシップ研修

1月22日(火)
13:00～17:00

道特会館

道特会館

6階

5階

中会議室

大会議室B

～交通事故リスクから企業を守るために～
労働政策局

会員 8,640円

労働政策局

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

第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座

1月25日(金)
9:20～20:10

安全管理者選任時研修

2月5日(火)
13:00～17:00

一般 11,880円

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～

1月23日(水)
24日(木)
10:00～17:00

1月30日(水)
13:00～17:00

受講料

道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 8,640円

一般 11,880円

第一種 27,540円 第二種 25,380円

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｣
～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～
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

｢従業員トラブル｣の労働法講座 ～トラブルの予防策・対応策のケーススタディー～
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 8,640円

一般 11,880円

※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
◆ 国家公務員倫理審査会事務局

より

【国からのお知らせ】 12月１日～７日は「国家公務員倫理週間」です！
国家公務員倫理審査会では、12月１日から７日までを「国家公務員倫理週間」とし、様々な啓発活動を
行っています。
企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。
企業と「利害関係」（契約関係、許認可の申請、立入検査を受ける等）のある国家公務員に対し、例えば以下
の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法違反に問われます。
・金銭、物品等の贈与をすること
・車による送迎など無償のサービスを提供すること
・供応接待をすること（「割り勘」による飲食は可能）
これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.jinji.go.jp/rinri/
また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益
の供与を与えると、それを受けた国家公務員が倫理法違反に問われます。
具体的な行為の可否について疑義がある場合は､相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせくださ
い。
なお､国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連
絡ください。
◆公務員倫理ホットライン◆
【電話】 03-3581-5344 （土・日・祝日及び12/29～１/３を除く、9:30～18:15）
http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど､通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期してい
ます。
《担当》国家公務員倫理審査会事務局
〒100-8913 東京都千代田区霞が関１－２－３

電話(代表)：03-3581-5311

◆ 日本観光振興協会、北海道観光振興機構 より
「観光立国タウンミーティング ｉｎ 北海道」開催のご案内
近年、自然災害は、日本のどの地域でも起こりうる可能性があり、観光関係者のみならず自然災害に対する
知識を蓄え、それに対する備えをしていくことが不可欠となっています。
日本観光振興協会、北海道観光振興機構では、北海道胆振東部地震を踏まえ、「災害発生時の旅行者への対
応について」をテーマとして、タウンミーティングを開催いたします。（入場無料）
■開催概要
【テーマ】「災害発生時の旅行者への対応について」
【日 時】2018年12月17日（月）13：30～17：00
【場 所】京王プラザホテル札幌 2階エミネンスホール（札幌市中央区北5条西7丁目2-1）
【内 容】・基調講演
㈱ＪＴＢ総合研究所 上席研究理事 観光危機管理研究室長 髙松 正人氏
・パネルディスカッション
（テーマ）「自然災害時における訪日外国人旅行者に対する対応について」
【主 催】 （公社）日本観光振興協会、（公社）北海道観光振興機構
【後 援】 北海道、札幌市、（一社）札幌観光協会、（一社）日本旅行業協会、（一社）全国旅行業協会、
（一社）日本ホテル協会、（一社）全日本シティホテル連盟、（一社）日本旅館協会、
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合、北海道旅客鉄道㈱
※詳細は添付資料をご覧ください。
■申込方法
添付資料または下記リンク先の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ＷＥＢまたはFAXでお申し込みくだ
さい。（定員：300名）
http://www.nihon-kankou.or.jp/home/topics/tmhokkaido/
お問い合わせ・申し込み先
（公社）日本観光振興協会（担当：阪本、田代、増田）
TEL：03-6435-8334、FAX：03-6435-6921
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◆ 北海道 より
「北海道宇宙ビジネスセミナー」の開催について
北海道及び北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会では、 道内外の宇宙産業を紹介することにより、 企
業等の宇宙ビジネスへの関心を高めることを目的として、 道内の企業等を対象に、宇宙ビジネスセミナーを
開催します。
インターステラテクノロジズの稲川社長と北海道大学の永田教授から、大樹町を拠点に開発されている小型
ロケットＭＯＭＯ３号機についてご紹介いただくほか、東京の宇宙ベンチャーＡＬＥの岡島社長を講師にお迎
えして、世界発の人工流れ星ビジネスについてご紹介いただきます。
参加無料となっておりますので、皆様の御参加をお待ちしております。
日 時：2018年12月6日（木）13：30-15：30（※13：00開場）
会 場：札幌ガーデンパレス2F孔雀・白鳥の間 （札幌市中央区北1条西6丁目）
参加費：無料
主 催：北海道、北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会
共 催：北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会
協 力：No Maps 実行委員会
W E B： http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/301206utyu.htm
プログラム
◆講演 13：30-14：40
･･･講演・対談･･･
「続ける宇宙への挑戦、MOMO3号機の打上げに向けて」
インターステラテクノロジズ 代表取締役CEO 稲川 貴大 氏
北海道大学大学院工学研究院 教授 永田 晴紀 氏
- インターステラテクノロジズ 大樹町を拠点に活動するロケットベンチャー。
2017年夏から宇宙空間 （高度100㎞）に達する観測用ロケットの打上げに挑戦。
現在、MOMO3号機を開発中。
･･･講演・・･
「人工流れ星が切り開く未来 ～ サイエンスとエンターテインメントの両立 ～ 」
ALE 代表取締役社長 岡島 礼奈 氏
- ALE （エール） 「人工衛星を用いて人工的な流れ星を作る」世界初の民間宇宙企業。
エンターテインメントを通じて、基礎科学分野に貢献することをミッションに掲げ、
2020年春に人工流れ星の初回実施を目指す。本社東京。
◆パネルディスカッション 14：45～15：30
テーマ：「拡がる、宇宙ビジネス」（仮）
モデレータ：北海道大学公共政策大学院 教授 鈴木 一人 氏
パネラー ：インターステラテクノロジズ代表取締役CEO 稲川
ALE 代表取締役社長 岡島 礼奈 氏
北海道大学北極域研究センター長 齊藤 誠一 氏
（グリーン&ライフ・イノベーション顧問）
経済産業省（調整中）

貴大 氏

【申込方法】
次のいずれかから、①氏名 ②フリガナ ③所属 ④メールアドレス ⑤住所 ⑥電話番号 をお知らせください。
http://www.hokudai-rbp.jp/rbp_event/4149/
１) WEBサイト入力フォームからのお申込み・・・URL:
２) メールでのお申込み ・・・・・・・・・・E-mail： sangaku@noastec.jp

※申込締切：12月3日（月）
【お問い合わせ】
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター
産学連携支援部 〔北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会事務局〕
TEL：011–708-6536

E-mail：

sangaku@noastec.jp

URL: http://www.hokudai-rbp.jp/rbp_event/4149/
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観光立国
タウンミーティング in
日 時
場

12月17日（月）13：30～17：00

入場無料

平成30年

所 北海道札幌市

京王プラザホテル札幌 ２階エミネンスホール

テーマ

目 的

次

北海道

災害発生時の旅行者への
対応について

参加者募集中！
定員300 名
詳細は裏面をご覧ください

北海道観光PRキャラクター

キュンちゃん

近年の自然災害の発生状況をみると日本のどの地域にも起こりうる可能性が
あり、観光関係者のみならず自然災害に対する知識を蓄えるとともに、それに
対する備えをしておくことが不可欠となっています。
特に、
この9月の北海道胆振東部地震では訪日外国人旅行者への対応に問題が
あることが明らかになったことから、本タウンミーティングでは、今回の状況を
振り返るとともに今後の災害発生時の外国人旅行者への情報提供や受け入れ
等のあり方を探ります。

キュンちゃんはエゾナキウサギ。
名前の由来は見るもの・触れるものの
気持ちを「キュン」と感動させること。
小心者の自分をちょっとだけ隠すために
エゾシカのかぶりものを身につけて
北海道の魅力を発見する旅をしているよ。

第
13：30 〜 13：35 主催者挨拶

（公社）
日本観光振興協会

理事長

久保

成人
正人 氏

13：40 〜 13：50 来賓挨拶
13：50 〜 14：50
15：00 〜 16：30

基調講演

（株）
ＪＴＢ総合研究所 上席研究理事
観光危機管理研究室長

髙松

コーディネーター

（株）
ＪＴＢ総合研究所 上席研究理事
観光危機管理研究室長

髙松

正人 氏

（株）
京王プラザホテル札幌
代表取締役社長

池田

純久 氏

喜田

康之 氏

堰八

義博

パネルディスカッション
テ ー マ
「自然災害時における
訪日外国人旅行者に対する
対応について」
パ ネ リ スト

（株）
日本旅行 取締役 兼 執行役員
国際旅行事業本部長
札幌市

16：30 〜 16：50 決
16：50
■主
■後

観光・MICE 推進課長

庄中

将人 氏

議

閉会挨拶

（公社）
北海道観光振興機構

会長

催 （公社）日本観光振興協会、（公社）北海道観光振興機構
援

北海道、札幌市、（一社）札幌観光協会、（一社）日本旅行業協会、（一社）全国旅行業協会、
（一社）日本ホテル協会、
（一社）全日本シティホテル連盟、
（一社）日本旅館協会、
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合、北海道旅客鉄道（株）
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参加お申込方法
WEB からのお申込
日本観光振興協会ホームページ（http://www.nihon-kankou.or.jp/home/）の「新着情報」
の本シンポジウム専用ページよりお申し込み下さい。スマートフォンなどをご利用の方は、こちら
のチラシのQRコードより協会のホームページにアクセス可能です。折り返し参加確認証をお送り
します。
アクセス用QRコード

こ ちら から 観 光 立 国 タ ウ ン ミ ー ティン グin
北海道の項目をクリックしてください。お申込
画面に遷移いたします。

FAX でのお申込
こちらのお申込用紙に必要事項をご記入の上、事務局(FAX：03-6435-6921) 宛にFAXにて
お送り下さい。追って参加確認証をお送りいたします（参加確認証をお送りするまで数日いただく
場合もございます）。
企業・団体・学校名
参加者氏名

部署名・お役職名

1
2
3
4

連絡先氏名

5

連絡先
電話番号
参加確認証
送付先メール

お問い合わせ・お申し込み書送付先

( 公社) 日本観光振興協会( 担当：阪本、田代、増田）
TEL：03-6435-8334 FAX：03-6435-6921
※周辺を含め、駐車場のご利用については、各自のご負担となります。あらかじめご了承ください。
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