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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

場

所

事
グループ・局

10月24日（木）
11:15～13:00

2019年 10月度 会長・副会長会議

11月8日(金)
10:00～13:00

第247回 常任理事会

11月15日(金)
15:00～17:00

空知地域会員懇談会

道経連会議室

札幌グランドホテル

ホテル三浦華園

担

当

企画総務グループ

高井

企画総務グループ

中村

企画総務グループ

高井

【10月以降の講座講習会】
日

時

場

講座講習会名
グループ・局

所

11月7日(木)
第一種・第二種衛生管理者受験のための対策講座
9:50～17:00
8日(金)
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
10:00～17:00
11月1日(金)
年末調整の実務講座
11月6日(水)
13:00～17:00
労働政策局
※好評につき2回開催 道特会館 5階 大会議室B
11月13日(水)
新任管理・監督者研修 －管理の原理原則の習得－
14日(木)
10:00～17:00
道特会館 ５階 大会議室A
労働政策局
2019新入社員フォローアップ研修
～周りから信頼される人を目指そう～
11月18日(月)
10:00～17:00
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
11月22日(金)
13:00～17:00
12月9(月)
13:00～17:00

今からでも遅くない！働き方改革対策講座
～管理職・総務人事担当者は必ず押さえておくべき働き方改革実務～

道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
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～
道特会館 6階 中会議室
労働政策局

受講料

担当

一種 28,050円

二種 25,850円

佐藤
会員

6,600円

一般

8,800円

林
会員

24,200円

一般

30,800円

佐藤
会員

15,400円

一般

20,900円

佐藤
会員

6,600円

一般

8,800円

林
会員

6,600円

一般

8,800円

林

※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)
E-mail: kouza@dokeiren.gr.jp

まで。
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掲 示 板
◆ 道経連 より
「北海道のＩＲを考える会」へのご協賛・ご協力のお願い
この度、北海道経済連合会・北海道商工会議所連合会・北海道経済同友会・北海道観光振興機構の4団体が発
起人となり、ＩＲの実現に向けた道民理解促進を目的とした「北海道のＩＲを考える会」を発足し、ＩＲ理解促
進キャンペーンを実施することといたしました。
つきましては、本キャンペーンの内容にご賛同の上、ご協賛・ご協力を賜りますよう、何卒、ご検討の程宜し
くお願い申し上げます。
申込期限：10月28日（月）必着
申込方法：添付の申込書へご記入の上、下記へメールもしくはFaxでお申込みください。
北海道のＩＲを考える会事務局（電通北海道内） 担当：鈴木康仁
Mail: yasuhito.suzuki@dhj.dentsu.co.jp
Fax:011-231-4003
本件に関する問合せ先:道経連 地域政策G 横山 電話:011-221-6115

◆ 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～31日は「国家公務員倫理月間」です！
国家公務員倫理審査会では、毎年、国家公務員倫理週間を設け、様々な啓発活動を行っていますが、本年度
は、国家公務員倫理審査会創立20年の節目であること、昨今の公務員倫理をめぐる情勢等を踏まえ12月１日
（日）～12月31日（火）を『国家公務員倫理月間』とし、各種啓発活動を実施することといたしました。
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。
https://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
供与を行うと、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、国家公務員倫理法令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）
https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.html
※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

◆ 北海道総合政策部 より
地域別「ＳＤＧｓ×北海道 交流セミナー」開催のお知らせについて
北海道では、SDGsを理解し、自分ゴトとして取り組むきっかけづくりとして「SDGs×北海道 交流セミ
ナー」を全道各地で開催します。
基調講演のほか、SDGsに関心がある方や既に取り組まれている方のマッチング交流会もご用意していますの
で、ぜひお越しください。
また、セミナー会場で展示するポスターも募集しております。SDGsの取り組みPRやマッチング相手募集にぜ
ひご活用ください。
交流会のご参加、ポスター展示のご応募につきましては、下記URLを参照してください。
【北海道総合政策部政策局計画推進課ＨＰ】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/networkseminar_2019.htm
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◆ 社会福祉法人北海道共同募金会 より
共同募金へのご協力をお願いいたします
■共同募金とは
共同募金は、法律（社会福祉法）に定められた唯一の募金運動であり、その目的は「地域福祉の推進」にある
とされています。
共同募金の最大の特徴は「計画募金」というしくみにあり、募金への協力の呼びかけをするに先立って、地域
の福祉団体や施設からの資金ニーズを勘案し募金の計画を立て目標額を定めます。
そうして道民から寄せられた募金は毎年三千以上もの道内の民間福祉活動に幅広く助成されています。
また、都道府県共同募金会では同法に基づき国内の大規模災害の発生に備えた
積み立て(=災害等準備金)を行っており、道内においては、胆振東部地震や平成
２８年の台風１０号を始めとする大雨災害の発生にあたって、この資金が被災地
における災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営等に充てられる貴重な財源
となりました。
道民の共有財産である共同募金はこのように私たちの身近な福祉活動や災害支
援にも活かされ、「じぶんの町を良くするしくみ」として期待されています。
■共同募金運動へのご協力を通じた社会貢献活動プログラムのご提案について
単に寄付をお預かりする、という事だけではなく、様々な形での企業とのコラボレーションとでもいうべき取
り組みをご提案しております。詳しくは是非本会ホームページをご覧ください。
北海道共同募金会ホームページ
http://www.akaihane-hokkaido.jp/
“協力する方法”タブ「企業などの社会貢献活動(CSR)」参照
■ひろがる「赤い羽根サポーター」の輪
長らく続く厳しい社会経済情勢のもと共同募金も苦戦を強いられていますが、反面で福祉団体や施設、ボラン
ティアなどによる民間福祉活動の資金ニーズはますます高まりを見せております。
急速に進む少子高齢化を背景に私たちの暮らす町には様々な地域課題・社会課
題が顕在化してきており、福祉団体や施設、ボランティアなどによる民間福祉活
動のますますの活性化が求められます。
そうした活動を支える財源として期待される共同募金ですが、近年では、道内
スポーツチームや本道ゆかりの漫画家の皆さんなどのご協力により運動が盛り上
がりを見せてきています。
我々共同募金関係者は、この「赤い羽根サポーター」の輪を各界に拡げ、やが
ては個人・団体・企業を含む道民のすべてがサポーターになっていただきたいと
願っています。
■共同募金への寄付には税制上の優遇措置があります。
株式会社などの法人が共同募金に寄付した場合には、その全額を損金の額に算入することができます。これ
は、共同募金に対する寄付金が、財務省からの「指定寄付金」として認められているためです。
また、個人の寄付の場合には、所得税や個人住民税で控除の対象となります。

◆ 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2019」地域セミナーのご案内
北海道経済産業局、北海道経済部からセミナー開催の案内がありましたので、お知らせいたします。
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6か所で、10月28日から順次開催します。（添付参照）
○内
容：・これからのエネルギーミックスについて
（第5次エネルギー基本計画ほか）
・北海道における新エネルギー導入拡大の取組
・道の節電の取組について
・停電時の備え（事例紹介）
○参 加 費：無料
○申込方法：添付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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◆ 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 より
第33回ビジネスＥＸＰＯ「北海道 技術・ビジネス交流会」が開催されます。
＜開催内容＞
１．名 称
２．テーマ
３．会 期
４．会 場
５．入場人員
６．商談件数
７．入場料

ビジネスＥＸＰＯ「第33回 北海道 技術・ビジネス交流会」
新時代に挑む Business×Innovation×Success
令和1年11月7日（木）10：00～17：30(※開会式9:30～)
11月8日（金） 9：30～17：00
アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター４丁目３番５５号）
21,200名（前回実績）
5,521件（前回実績）
無 料

※無料シャトルバス運行（地下鉄「大谷地駅」より１５分間隔）
８．主 催
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１．「第33回 北海道 技術・ビジネス交流会」出展状況について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「第33回 北海道 技術・ビジネス交流会」の出展状況が確定いたしました。
出展者数は330社・機関、出展規模は屋内：288小間、スペース：965㎡。
今年は、『スマートエネルギーフォーラム』が新たに登場。
前年度より好評の同時開催『ロボット・IoTワールド』をはじめとした、最先端技術による企画を予定してお
ります。
ぜひ会場で、道内企業の高い技術力とバイタリティを実感してください！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．ビジネスセミナープログラムのご紹介（※一部）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もイベントを盛り上げてくれる豪華セミナー講師が決定しました。
●テーマ：特別対談「北海道から宇宙への挑戦」
講 師：眞鍋 顕秀 氏 (株)SPACE WALKER 代表取締役CEO
酒森 正人 氏 大樹町長
●テーマ：「“夢追い人”からビジネスマンへ～心に響く応援メッセージ!!～」
講 師：吉田 沙保里 氏
●テーマ：「ビジネスに活かす脳科学」
講 師：澤口 俊之 氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３．その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜同時開催イベント＞
（１）令和元年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
（２）令和元年度「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
（３）資源リサイクルフォーラム2019
（４）札幌商工会議所ものづくりコーナー
（５）北のＩＴシーズフェア2019
（６）ものづくり補助金 成果事例発表会
（７）ロボット・IoTワールド2019
（８）スマートものづくりカレッジ＠ビジネスEXPO
（９）スマートエネルギーフォーラム2019
（１０）ヘルスケア・イノベーション展
詳しくは、下記のビジネスＥＸＰＯ公式ホームページをご覧ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
※ビジネスＥＸＰＯ公式ＨＰはコチラ！
http://www.business-expo.jp
【お問合せ先】
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目コラボほっかいどう
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）内
担当：飯田・町田
TEL 011-716-9150／FAX 011-708-6529
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◆ 北海道経済部 より
■令和元年度第３回北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会
北海道では、産学官で構成する北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会を設立し、
会員への情報提供やプロジェクトチームによる検討などを通じて、
衛星データを利用した新ビジネスの創出に取り組んでいます。
今回は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局から技術参与の倉田氏をお招きして、
国の宇宙利用に向けた施策をご紹介いただくほか、
長野商工会議所で長野宇宙利用産業研究会を発足させた
（株）羽生田鉄工所代表取締役社長の羽生田氏をお招きし、
内閣府の先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクトの
採択を受けて進めているワイン醸造用ブドウ栽培への衛星データ等（光学・SAR・ﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙ）
の利用に向けた取組をご紹介します。
また、同じく内閣府の同プロジェクトの採択を受けて、
本協議会の農業分野プロジェクトチームAが進めている農地区画情報や
作付作物の基盤データ化に向けた取組について、
スペースアグリ（株）代表取締役社長の瀬下氏からご紹介いただきます。
会員以外の方の参加も可能（参加無料）ですので、皆様の御参加をお待ちしております。
<開催概要>
日時：令和元年10月29日（火）15:30～17:00
場所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 マーガレット
（札幌市中央区北４条西６丁目１ 毎日札幌会館 5階）
会費：無料
※会員以外の方の参加も可能です。
主催：北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会
後援：スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク（S-NET）
内容
（１）衛星データ利用の取組について（仮）
内閣府宇宙開発戦略推進事務局 技術参与 倉田 育枝氏
（２）長野宇宙産業研究会の取組について（仮）
長野宇宙利用産業研究会 代表 羽生田 豪太氏
（（株）羽生田鉄工所 代表取締役）
（３）農業における衛星データ利用の取組について（仮）
スペースアグリ（株） 代表取締役社長 瀬下 隆氏
（４）北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会の活動について
北海道経済部科学技術振興室
【ホームページアドレス】

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/kyogikai.htm
【お申込み】
参加をご希望の方は、10月25日(金)までに次の事項を明記のうえ、
メールにてご連絡ください。
記載事項：①企業・団体名、②出席者の所属・役職、③出席者氏名

あて先

：sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp

【お問い合わせ】
北海道 経済部 科学技術振興室（篠原・渋谷）
電 話 011-204-5127

E-mail

sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp

【道経連通信 №730】(5)

各 位
「北海道の IR を考える会」へのご協賛・ご協力のお願い
北海道の IR を考える会
北海道経済連合会
北海道商工会議所連合会
北海道経済同友会
北海道観光振興機構

謹啓
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
全国で IR 誘致への機運が盛り上がる中、北海道は未だ正式な誘致表明がなされず、今後の
スケジュールなど憂慮されるところです。その背景には IR 誘致への反対の回答が多い世論
調査の結果が影響していることも一因と考えられます。一方で苫小牧統合型リゾート推進
協議会が 1 月に行った調査では、IR を理解しているのはわずか全体の 22％で、多くの道民
は IR を十分に理解しない中で、回答している状況も伺えます。道民が今後、IR に対して
正しい判断を下すためにも、IR への正しい理解は重要です。
そこでこの度、道内の経済・観光団体である「北海道経済連合会」「北海道商工会議所連合
会」
「北海道経済同友会」
「北海道観光振興機構」の 4 団体が発起人となり、IR の実現に向
けた道民理解促進を目的とした「北海道の IR を考える会」を発足し、IR 理解促進キャン
ペーンを実施することといたしました。
つきましては、本キャンペーンの内容にご賛同の上、ご協賛・ご協力を賜りますよう、
何卒、ご検討の程宜しくお願い申し上げます。
謹白
記
＜キャンペーン概要＞
■活動期間

2019 年 10 月初旬～11 月中旬 予定

■実施概要

別紙をご参照ください

■主催

北海道の IR を考える会
（北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、北海道経済同友会、
北海道観光振興機構）

＜ご協賛・ご協力内容＞
・ご協賛いただける場合はご協賛金として 1 口１万円。
（何口でも可）
・協賛金は別紙キャンペーン費用に充当されます。
・ご協力の場合は、特段のご負担は不要です。
・貴社名をキャンペーンホームページ内にのみ「協賛・協力」として掲載いたします。
・パンフレットの設置などにご協力ください。
（消費者向けの店舗などをお持ちの場合可能な範囲
で）

別紙
IR 理解促進キャンペーン実施概要

① キャンペーンパンフレットの制作、配布
・パンフレットの発行元が本会となります。
仕様： A4 サイズ、４ページ
部数： ３万部（予定）
配布： ・道内大手流通店頭などへの設置
・協賛・協力企業様での配布ご協力 他

② キャンペーンサイトの制作
・サイトの運営者が本会となります。
※サイト内にて協賛・協力企業のお名前を掲載いたします（50 音順）
③ キャンペーン CM（30 秒）の制作、テレビ・Youtube での放送
・インフォマーシャル CM の広告主が本会となります。
④ 新聞広告の掲載
・新聞広告の広告主が本会となります。
以上
＜お申し込み・おい問合わせ＞
北海道の IR を考える会事務局（電通北海道内）
担当 横澤 TEL 011-214-5110 FAX 011-231-4003
nobuhiko.yokozawa@dhj.dentsu.co.jp
北海道経済連合会

担当 柳川・横山 TEL011-221-6166

北海道商工会議所連合会

担当 福井

TEL011-241-6309

北海道経済同友会

担当 寺澤

TEL011-233-3437

北海道観光振興機構

担当 木下

TEL011-231-0941

北海道の IR を考える会 主催

「IR 理解促進キャンペーン」協賛・協力申込書
申込締切：10 月 28 日（月）
以下ご記入の上、メールもしくはファックスにて申込みください。
なお、申込みの際の個人情報は、連絡以外の目的では使用いたしません。
■支援内容
※ご希望する支援内容に○をしてください。

ご協賛

/ ご協力

・ご協賛いただける場合はご協賛金として 1 口１万円。
（何口でも可）
・協賛金は別紙キャンペーン費用に充当されます。
・ご協力の場合は、特段のご負担は不要です。
■貴社情報
貴社名
ご担当者名
連絡先

TEL
MAIL

■ホームページ掲載内容
※貴社名を「協賛・協力」としてキャンペーンホームページ内に記載いたします。
※ロゴの使用はできません。
※「株式会社」などの表記は省略させて頂きますのでご了承ください。
記載名

■「ご協賛」申込み
※「ご協賛」をご希望の場合のみご記載ください。
ご協賛

口

口数
申込料金

お申込み先
北海道の IR を考える会事務局（電通北海道内）担当：鈴木康仁
mail / yasuhito.suzuki@dhj.dentsu.co.jp

fax / 011-231-4003

（1 口 10,000 円）

国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
〜倫理の保持に御協力ください〜

国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることが禁止されて
います。国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理
解・御協力をお願いします。

金銭や物品の贈与
たとえ祝儀や香典という名目であっても違反
国家公務員本人との関係でない場合（例えば国家公務員の配偶者が知人で、祝儀を出すなど）
はＯＫ

酒食等のもてなし
（接待）
公務員が職務として出席した会議で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合は OK
多数の者が出席する立食パーティーで無料で飲食物を提供する場合は OK
割り勘で飲食を共にする場合は OK
※国家公務員が自身の費用を確認するため、会計金額等を確認する場合がありますので、御協力をお
願いします。

車での送迎など、無償でのサービスの提供
職務で来た公務員を、周辺の交通事情等から相当と認められる範囲で、日常的に使用している自動車
（社用車など）
により送迎する場合は OK

一緒に麻雀等の遊技、
ゴルフ、旅行をすること
公務員が自身の費用を負担した場合も違反

金銭の貸付け
金融機関が一顧客である公務員に貸付け
を行う場合は OK

未公開株式の譲渡
有償であっても無償であっても違反

無償での物品や不動産の貸付け
訪問を受けた際などに、文房具等を貸す場合は OK

あなたにとって利害関係者に該当するかは裏面をご覧ください！

あなたはどの国家公務員にとっての
「利害関係者」
ですか？
以下の職務を行う国家公務員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その国家公務員
にとって、
あなたは
「利害関係者」
となります。

あなたの事業を所管している部局の担当職員
立入検査、監査又は監察を行う担当職員
不利益処分や行政指導を行う担当職員
許認可等や補助金等の交付を行う担当職員
契約事務の担当職員
（注）利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後３年間は利害関係者として取り扱われます。

利害関係者です！

該当しない場合

表面の禁止行為に
要注意！
！

あなたは、利害関係者ではありません。
ただし、これらの事務を担当していない国家公務員に対し
ても、繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、
相手方の国家公務員は処分されてしまいます。
「社会通念上相当と認められる」
か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性など
を総合的に勘案して判断することとされています。
判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局へお問い合わせください。

国家公務員倫理審査会ＨＰ
国家公務員倫理審査会

検索

公務員倫理ホットライン
電

（匿名での相談・通報も受け付けています）

話 ０３−３５８１−５３４４（土・日・祝日及び12/29〜1/3までを除く、9:30〜18:15）

Ｆ Ａ Ｘ ０３−３５８１−１８０２
郵

送 〒１００−８９１３ 東京都千代田区霞が関１−２−３

ＷＥＢ

公務員倫理ホットライン

検索

※ 相談・通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、相談・通報したことを理由と
して相談・通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。

国家公務員倫理審査会事務局 （http://www.jinji.go.jp/rinri/）
平成30年11月

資源の少ない日本は、省エネルギーとともに、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いただきます。

入場無料

開 催 地 域

札幌、釧路、岩見沢、函館、室蘭、稚内
（日時、会場等は裏面をご覧ください）

主

催

経済産業省北海道経済産業局、北海道

対

象

消費者、事業者、団体の方
■

これからのエネルギーミックスについて
（第５次エネルギー基本計画 ほか）
＜説明者＞
札幌会場：資源エネルギー庁 資源エネルギー政策統括調整官 覚道 崇文
その他の会場：経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部

プログラム

北海道における新エネルギー導入拡大の取組
■ 道の節電の取組について
■ 停電時の備え（事例紹介）
■

＜説明者＞ 北海道 経済部 環境・エネルギー室

申 込 方 法

裏面の申込書に必要事項を記載の上、
ＦＡＸ、メール、郵送のいずれかの方法によりご送付ください。
※送付先、問い合わせ先は、裏面に記載しています。

『これからのエネルギーを考える2019』 地域セミナー開催地一覧 兼 参加申込書
開
札

催
幌

地 開
市

催

日

2019年１０月２８日（月）
14：00～15：30
（受付開始13：30～）

釧

路

市

2019年１０月３１日（木）
15：00～16：30
（受付開始14：30～）

岩 見 沢 市

2019年１１月 ７日（木）
14：00～15：30
（受付開始13：30～）

函

館

市

2019年１１月１１日（月）
15：00～16：30
（受付開始14：30～）

室

蘭

市

2019年１１月１４日（木）
13：30～15：00
（受付開始13：00～）

稚

内

市

2019年１１月２１日（木）
14：30～16：00
（受付開始14：00～）

時 会

場

・

住

所

TKP札幌ビジネスセンター
カンファレンスルーム５A 【定員１００名】
（札幌市中央区北3条西3丁目1-44
ヒューリック札幌ビル）
釧路市交流プラザさいわい
３階 大ホール 【定員５０名】
（釧路市幸町９丁目１）
空知総合振興局
５階 会議室 【定員５０名】
（岩見沢市８条西５丁目）
渡島総合振興局
４階 ４０２会議室 【定員５０名】
（函館市美原４丁目６－１６）
胆振総合振興局
３階 大会議室Ｂ 【定員５０名】
（室蘭市海岸町１丁目４番１号
むろらん広域センタービル）
宗谷総合振興局
４階 大会議室 【定員５０名】
（稚内市末広４丁目２－２７）

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、木曜開催→当週火曜まで〉）

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
釧路市
岩見沢市
(10/28)
(10/31)
(11/7)

函館市
(11/11)

室蘭市
(11/14)

稚内市
(11/21）

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。

