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 第10回 札幌国際短編映画祭開催

発行：札幌市経済局産業振興部経済企画課　〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目　電話 011-211-2352 / FAX 011-218-5130
http://www.city.sapporo.jp/keizai/e-info/　※「経済情報さっぽろ」の誌面を掲載。過去の誌面もご覧いただけます。

　札幌国際短編映画祭（通称 SAPPORO ショートフェスト）
は今年10周年を迎えます。
　当映画祭は過去9年間で140以上の国と地域から延べ
24,640作品が応募され、映画祭総来場者数は11万人を超
えるまでに成長しました。
　今年は世界99の国と地域から3,321本の作品が応募さ
れており、10周年企画として、過去の受賞作品等を集めた
プログラムを特別上映するほか、大通公園等での野外 PR 上
映会の開催など、様々なイベントを実施いたします。
　鑑賞チケットについては、9月1日より発売予定です。
　詳細については、下記ＨＰをご覧ください。

 開催日程　平成27年10月7日（水）～10月12日（月・祝）

 開催場所　メイン会場 : 札幌プラザ2・5
　　　　　 特別上映会場 : シアターキノ ／ マーケット・イベント会場 : イベントスペース EDiT

 主　催

　SAPPORO ショートフェスト実行委員会／札幌市

 お問い合わせ

　SAPPORO ショートフェスト実行委員会事務局

 住　所
　〒003-0005
　札幌市白石区東札幌5条1丁目1番1号
　インタークロス・クリエイティブ・センター内
　担当：本間、鈴木
　電話：011-817-8924　FAX：011-812-6550
　E-mail：info@sapporoshortfest.jp
　HP：http://sapporoshortfest.jp
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『社会貢献をビジネスにする』…そんな新しい生き方をする人を社会起業家と呼びます。
　札幌市では、社会や地域の課題をビジネスの手法で解決しようとする「ソーシャルビジネス」の担い手育成に取り組んでおり
ます。この一環として、札幌学院大学大学院と連携し、ソーシャルビジネスの実践者や関心のある市民の方を対象に、少人数
形式のセミナー・交流会「さっぽろソーシャルビジネス・カフェ」を、昨年度に続いて開催いたします。
　札幌で活躍する社会起業家をゲストスピーカーとしてお招きし、その起業のきっかけ・経営への想いを語っていただきます。
新しい生き方やビジネスに関心を持つ市民の皆様の参加をお待ちしております。

●日時、ゲストスピーカー：下記の通り

日　時 ゲストスピーカー

  8/25（火） 18:30～20:30 草野　竹史氏 NPO 法人 ezorock 代表理事

  9/26（土） 13:00～15:00 山田　智子氏 NPO 法人子育て応援かざぐるま代表理事

10/24（土） 13:30～15:30 中塚　忠康氏 合同会社なんもさサポート代表

11/21（土） 15:00～17:00 秋井　利江氏 公益社団法人札幌聴覚障害者協会ほほえみカフェ店長

12/  7 （月） 18:30～20:30 斎藤　ちず氏 NPO 法人コンカリーニョ代表理事

●定　員：15名程度（先着）　●参加費：無料
●お問い合わせ先：札幌市経済局産業振興課（担当　今井）　電話：011-211-2372　
※会場やお申し込み方法等、詳細が決まり次第、札幌市ホームページ等に情報を掲載いたします。

【平成27年度　さっぽろソーシャルビジネス・カフェ】

情 報 Ｂ Ｏ X

平成27年度　さっぽろソーシャルビジネス・カフェ

中小建設業や一人親方の皆さんのお悩みを無料で支援します!

厚生労働省委託事業　通年雇用促進支援事業
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

実施事業 建設業チャレンジ
支援センター

　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会では、季節労働者を雇用する中小建設事業者の経営基盤強化の取り組みを
支援することで、季節労働者の通年雇用を促進することを目的として、建設業の経営等に関する無料の総合相談窓口「建
設業チャレンジ支援センター」を設置し支援を行っています。

通年雇用奨励金につ
いて知りたい！

労務契約・就業規則に
ついて相談したい！

経営戦略について
相談したい！

事業承継に
悩んでいるの
ですが…

建設業許可
申請・経営事項審査に
ついて教えて！

工事原価の管理に
ついて相談したい！

各種申請書類に
ついて相談したい！

建設業界の動向と企業戦略
をアドバイスして！

ホームページを
自分で作りたい！

経営を強化したい！

完成工事高と
完成工事原価の計上
について知りたい！
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気になる課題や疑問の解決をお手伝いします。
まずは、お電話、ＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い
合わせください。
相談員が訪問いたします！もちろんご来所もＯＫです。

●お問い合わせ・連絡先
建設業チャレンジ支援センター事務局
電話：011-209-3611　FAX：011-209-3612
E メール：kensetsu@mail.tdb.co.jp
場所：〒060-8536
　　　札幌市中央区南2条西9丁目1-17
　　   ㈱帝国データバンク 札幌支店内
【ご利用時間】
9時00分～17時00分

（土日祝日および12月29日～1月3日はお休みです。）
※ご予約をお願いします。
駐車場はありませんので、最寄りの一般駐車場をご利用
ください。
※ 建設業チャレンジ支援センターは、㈱帝国データバンク

がさっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会から委託
を受け運営しております。（平成28年3月31日終了）
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 札幌市における食料品製造業の輸出実態把握調査結果について
　札幌市および（一財）さっぽろ産業振興財団では、海外展開支援施策のさらなる充実を図るため、市内食品製造業者の
輸出実態を調査しました。この度、調査結果がまとまりましたのでお知らせいたします。
　市内企業の食料品年間輸出額は2013年から2014年にかけて大きく伸びておりますが、これは乳製品や水産品等の輸
出増加が主な要因となっております。
　調査にご協力いただいた企業の皆さまに心より感謝申し上げます。

 調査概要
　調査対象期間：2014年1月1日～2014年12月31日
　調査実施期間：2015年2月～3月において調査を実施
　調査実施機関：札幌市、（一財）さっぽろ産業振興財団

 調査結果
　回答率：75.8%（132社 /174社）
　●市内企業の食料品年間輸出額（2014年）
　　約53億4千万円
　●地域別輸出額・輸出企業数内訳

輸出額 輸出企業数

順位 地　域 金　額 順位 地　域 回答数

1 台湾 約19億6千万円 1 香港 34社

2 香港 約9億8千万円 2 台湾 29社

3 中国本土 約9億6千万円 3 シンガポール 23社

4 アメリカ 約4億6千万円 3 その他アジア 23社

●お問い合わせ先
　札幌市経済局国際経済戦略室海外戦略推進課　電話：011-211-2481

情 報 Ｂ Ｏ X

60

50

40

30

20

10

0
2008年 2011年 2012年 2013年 2014年

約9億円 約10億円
約13億円

約33億円

約53億円

市内企業輸出額推移（2008-2014）

　札幌市・札幌商工会議所では、外国人留学生及び語学力のある日本人学生と
道内企業をマッチングするための、求人情報提供支援を行っています。外国人
留学生をはじめとするグローバル人材を必要としている、または、今後、海外
展開の取組・拡大を検討されている企業の皆さまは、ぜひ当事業をご活用くだ
さい。

 実施事業　グローバル人材求人情報提供事業

 内　　容　グローバル人材を求める企業の求人情報を募集し、随時、「札商アジ
アン・ブリッジ・プログラム」参加大学等、道内主要大学に提供する。

 そ の 他　年間を通じて、道内企業と外国人留学生のマッチングの場である合
同企業説明会や、観光を題材に社会人としての基礎力を向上させる
講習会等を実施。

	 下記担当までお問い合わせください。

 担　　当　札幌商工会議所	国際・観光部
　　　　　	国際交流・観光課（011-231-1330）

【お問い合わせ先】
札幌市経済局　国際経済戦略室　海外戦略推進課
電話：011-211-2481

札商アジアン・ブリッジ・プログラム参加11大学
●北海道大学 ●小樽商科大学 ●室蘭工業大学
●北見工業大学 ●北海道教育大学 ●札幌大学
●北海学園大学 ●道都大学 ●北海道情報大学
●北海道文教大学 ●苫小牧駒澤大学
他、道内主要大学に提供させていただきます。

 グローバル人材を求める企業の皆様へ
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2015新規認証製品を紹介します

K’s Aroma Style *Sapporo* No.1シリーズ
　国内のラベンダー栽培発祥地である札幌のラベンダーを使い、爽やかな札幌
の風をイメージした香りのシリーズ。陶製ペンダントに香りを付けて身に着け
ることもできます。札幌産の手漉き和紙を使うなど、パッケージにもこだわり
ました。

ブレンド精油	 1,944円
アロマルームミスト（大）	 3,240円
アロマキャンドル	 1,944円
アロマルームミスト（小）	 1,620円
アロマスタイルペンダント	 2,160円

価格（写真後列左から時計回りに）

　「札幌スタイル」とは、札幌市が認証している製品ブランドです。札幌ならではのコンセプトやデザイン、素材などから作られ
た札幌らしい製品を認証し、市内企業のものづくりを支援しています。
　今年度の製品募集は8月17日（月）～9月11日（金）まで。市役所ＨＰ等にて詳細ご確認のうえご応募ください。
http://www.city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/

平成27年度　札幌スタイル認証製品の募集について

Herb&Glass	K’s	Factory　　札幌スタイルショップ
　　　　　　　　　　　　　　（北5西2ＪＲタワーイースト6階展望室入口）等で
　　　　　　　　　　　　　　好評発売中。

販売元 買える場所

JR タワー 6F
ステラダイニング

エスカレータ ●無印良品

展望台
エレベータ

■

札幌スタイル
ショップ

インフォ
メーション

至 

↓
タ
ス
エ

至 立体駐車場→
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プロジェクトメンバー募集

1　クリエイティブビジネスに係るプロジェクトの発案
2　「ＩＣＣプロジェクトメンバー登録申込書」の作成
3　ＩＣＣ事務局へ書類を持込・郵送して申請
4　申請プロジェクトの審査
5　ＩＣＣ事務局より申請プロジェクトの審査結果を通知

・コンテンツ産業に関する事業を行っている法人、個人、団体
・	デザイン・コンテンツまたはさまざまなジャンルのクリエイター、アーティストとの新た
なビジネスの創出を図ろうとしている法人、個人、団体
・その他、コンテンツ産業の振興に寄与すると認めた法人、個人、団体

プロジェクト
登録資格

プロジェクト
メンバーに
なるには

●お問い合わせ先
　〒003-0005　インタークロス・クリエイティブ・センター　電話：011-817-8911
　経済局国際経済戦略室　コンテンツ産業担当課　電話：011-211-2379
　ＩＣＣホームページ：http://www.icc-jp.com/ja/

　インタークロス・クリエイティブ・センター（ＩＣＣ）では、コンテンツを活用した新たなビジネスに関わるプロジェクトの
支援に取り組んでいます。
　コンテンツによる新しいビジネスモデルの構築を目指すクリエイターの方たちはもちろん、デザインの力で市場の優位性を
確保したい、映像を使った斬新なプロモーションを展開したい、音楽により施設環境を向上させたい等、コンテンツクリエイター
との協業による事業の促進を計画している団体、企業、個人の方々による、プロジェクトメンバーの登録を行っています。
　イベントやセミナー等にも使用可能な情報発信スペース「クロスガーデン」のご利用をはじめ、ＩＣＣが主催するセミナーや
イベントへの優先参加、ＩＣＣコーディネーターによるプロジェクト進行サポートや異業種とのネットワーク構築など、ご登
録いただいたメンバーの皆さまに対しサポートをご用意しています。
　クリエイターや企業の方々で、コンテンツを活用した新たなビジネスをお考えの際は、本制度をぜひ、ご活用ください。
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北海道労働局からのお知らせ

障がいのある方を対象とした就職面接会を開催します
　ハローワークでは、障がいのある方の雇用を促進するため全道各地にて就職面接会を開催しています。札幌市において
は次のとおり就職面接会を予定し、事業主の皆様に参加を呼びかけています。障がいのある方々の社会参加を進めていく
ことの重要性、必要性をご理解いただき、更なるご協力をお願いいたします。

札幌市では、市内の中小企業等に、職場のメンタルヘルス研修のための講師を無料で派遣します。
職場のメンタルヘルス対策として、ぜひご利用ください。
●対　　象　札幌市内にあり、５人以上が受講できる事業所（会場はお申込の事業所でご用意ください）
　　　　　　　※応募事業者が多数の場合は中小企業を優先します。

●派遣期間　平成27年10月１日（木）～平成27年12月28日（月）、
　　　　　　午前９時～午後８時のうち２時間程度（土・日、可）。
●派遣回数　全30回（１事業所につき２回まで派遣できます）
●申込期間　平成27年7月11日（土）～7月31日（金）
　　　　　　ただし、応募が派遣回数（全30回）に満たない場合は、中小企業を優先して派遣回数に達するまで、
　　　　　　追加で受付します（先着）。
●研修内容及び詳細　札幌市経済局雇用推進部 HP もしくは各区役所等で配布中のチラシをご覧ください。
●お問い合わせ先　札幌市経済局雇用推進部雇用推進課　電話：011-211-2278
　　　　　　　　　札幌市経済局雇用推進部ＨＰ　http://www.city.sapporo.jp/keizai/koyo/

情 報 Ｂ Ｏ X

「採用に当たって不安を解消したい」とお考えの事業主の皆様へ
～職場体験を活用していい人材の採用へつなげませんか？～

　札幌市が運営する「Skip さっぽろ」は、資格取得や職場体験を活用した就職支援の窓口です。
　職場体験は、企業と参加者がお互いを知る機会となるため、「いい人がいれば採用したい」、「若い人を採用したいが、すぐに
辞めてしまわないか不安」と考えている企業様や、「興味はあるが、実際の仕事のイメージがわかず、応募をしようかどうか迷っ
ている」という求職者様に好評をいただいております。

～職場体験の活用にご興味をお持ちいただきましたら、以下の問合せ先までご連絡ください。～
●お問い合わせ先　Skip さっぽろ事務局	　電話：（011）798-4996

職
場
体
験
の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

採用候補者の適性を、本採用前に判断できます。
5～10日間の体験期間を設けることで、適性を見極めたうえで採否を決定することができます。1

2

3

若年層を採用したい場合に、特に効果的です。
若年層を採用したい場合、適性があるかどうか、すぐ辞めないかなど、不安になることはありませんか？
職場体験は、現場での見極めが可能なので、企業と求職者双方のミスマッチを防ぐことが可能です。

職場体験の活用は無料です。
体験受入れ企業様には、協力謝金として一人につき一日あたり3,500円をお支払いいたします。
また、体験参加者には、Skip さっぽろから参加費として１日2,500円が支給されます。体験参加者と企業様
は雇用契約等を結ぶ必要がなく、参加者の傷害保険、賠償責任保険についても、Skip さっぽろで加入します。

メンタルヘルス研修の講師を
派遣します

職場の
メンタルヘルス対策、

進んでますか？

●就職面接会
　開催日 :平成27年10月27日（火）13:00～16:00
　開催場所 :北海きたえーる　札幌市豊平区豊平5条11丁目
　主催・共催 :ハローワーク、札幌市
※	障がいのある方を雇用する事業主の方々に対する各種支援制度があります。
就職面接会及び各種支援制度の詳細については、最寄りのハローワーク（公
共職業安定所）へお問い合わせください。

●お問い合わせ
　ハローワーク札幌	 電話：（011）562-0101
　ハローワーク札幌東	 電話：（011）853-0101
　ハローワーク札幌北	 電話：（011）743-8609　
　北海道労働局職業安定部職業対策課
	 電話：（011）738-1053
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　札幌市では平成15年より札幌市北京事務所を開設し、札幌市内企業のために中国進出や商品・技術などの販路開拓支
援などのサポートを行っております。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

情 報 Ｂ Ｏ X

 札幌市北京事務所によるビジネス支援をご活用ください

札幌市経済局国際経済戦略室海外戦略推進課　電話：011-211-2481
ホームページアドレス：http://www.sapporo-pek.cn/

：http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/beijing/beijing.html

札幌市北京事務所に
関するお問い合わせ先

北京駐在員レポート	 札幌経済交流室　室長　片岡　泰

○札幌市役所北京事務所ご紹介
　日中経済協会北京事務所札幌経済交流室（通称「札幌市北京事
務所」）の片岡です。
　さて、今回は当事務所のご紹介をさせていただきます。事務
所開設から12年目に入り、現在は、室長、室長代理、中国人職
員2名の4名体制で運営しています。当事務所では、①販路拡
大②観光推進③国際交流の3つを大きな柱と考え活動していま
す。以下、それぞれについて簡単にご説明します。
　現地での実感としては、大きく潮目が変わる予兆を感じていま
す。昨年の安倍首相と習主席の首脳会談の実現は、経済界にとっ
ても大きな転換期を期待させるものでした。さらには、5月の訪
中3,500人からなる日中観光文化交流団に向け、習主席が人民大
会堂で行った講話で「中日両国の民間交流をさらに進化させる」
とのメッセージはたちどころに中国全土に伝わり、関係改善の追
い風となっています。
　外交関係から深刻な状況となった経済関係の回復が期待され
るとともに、販路拡大でも観光推進でも局面に変化があるのは
間違いありません。中国経済の急成長により中国人の海外旅行
者は飛躍的に増え、獲得された金銭的豊かさは、よりよいモノ
の購入へと向かい、そこに札幌、北海道のチャンスがあると思
います。
①販路拡大
　北海道の中小企業の振興を目指し、中国への進出、販路拡大
の支援は当室の大きな柱であり、目標です。ただし、大手であっ
ても中国本土ではうまくいっていない実情もあります。まず、
商慣習の違い、例えば、小売業者に商品を出せたとしても、頻
繁に協力金などの名目で金品を要求してくるとか、文化の違い
と言っていいかもしれませんが、万引きはメーカー側の責任と
なるなど、儲けさせてくれない構造もあります。しかし、中国
市場は、中国で作って日本に持って帰ってくる時代は既に終わっ
ています。経済成長により、中国人はいわゆる「いいモノ」を知っ
てしまっています。必然的に、安心安全を求める消費行動となり、
そこにこそ北海道の強みがあると思います。

②観光推進
　中国人旅行客の急増はよくご存知のことかと思います。中国
人のイメージは、爆買いでしょうか。円安やビザの緩和などが
理由に挙げられるでしょうし、数年前の中国の大ヒット映画も
北海道人気に一役買っていると思います。観光推進の業務の一
環として、中国の旅行会社を回りプロモーションし意見交換を
行いますが、中国人が持つ北海道へのある種の憧れは何なのか
自問してきました。それは、南国タイの人々が「雪」に憧れを持
つのより、やや複雑な心理、中国人の心象風景と道東の光景の
マッチが大きく影響しているのではないかと思います。もちろ
ん、道東以外でも道内各地にある様々な観光資源を活かし、リ
ピーターを増やす循環が必要であって、また、この観光誘致は
官民挙げての体制が道内でも組まれるものと思います。ただ、
この巨大な人口を有する国の人々が、何故、北海道を好きでい
てくれるのか、その視点は常に意識しておく必要があると思い
ます。
③国際交流
　今年は、札幌市と瀋陽市が友好都市連携を結んで35周年にな
ります。35年という永きに渡って培ってきた札幌市民と瀋陽市
民との交流をさらに促進させることにより、両市の経済発展は
もとより、日中両国の友好の輪をさらに大きなものにしていく
ことが期待できます。当室では、瀋陽市外事弁公室とも緊密に
連絡をとりながら、両市の関係の維持発展に努めていきたいと
思います。販路拡大、観光推進でも同じことが言えると思いま
すが、交流の基礎はヒト対ヒトであり、この12年間で培った人
脈をもとに、我々も途絶のない交流ができていることを感謝し
ているところです。
　ちなみに、前回は環境ビジネス、高齢ビジネスの前提となる
中国の実情をご報告させていただきましたが、今回の整理で言
えば、これらは①の販路拡大に当たります。次回は今年3回目
ということもあり、少しばかりくだけた話題を提供できればと
思っています。
　謝謝 ! 再見 !

札幌市北京事務所のスタッフ 中国大手旅行社ファムトリップの企画調整
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がんばれ!! 札幌の企業
第26回 バイオセンサー株式会社

代表取締役　佐々木 常雄
本社：札幌市中央区南1条東2丁目1ｰ2ｰ311
研究ラボ：札幌市北区北21条西12丁目2
　　　　　北大ビジネス・スプリング208号室
TEL：011ｰ302ｰ6200　HP ：http://www.biosensor.co.jp

　札幌市北区、北海道大学北キャンパスにあるインキュベー
ション施設「北大ビジネス・スプリング（北海道大学連携型起
業家育成施設）」に入居する「バイオセンサー株式会社」が、高
性能なバイオセンサーを開発し、注目を集めています。
　韓国で猛威を振るっているMERS ウイルスや鳥インフルエ
ンザウイルス感染症、エボラ出血熱など新興感染症の脅威が世
界的に高まっており、いち早く感染を検出できる技術の開発が
急がれています。こうした中、同社はウイルスを検出する安価
で感度の高いバイオセンサーを開発しました。
　同社のバイオセンサーは、同社取締役であり北海道大学名誉
教授である武笠幸一博士の研究が基盤となっています。武笠博
士は工学部時代に量子物理学の基礎研究に取り組んでいまし
たが、平成16年に定年退職し、特任教授として同大創成科学

研究機構に赴任するにあた
り、工学部時代に培ってき
たナノテクノロジーを生物
分野に応用する実用研究を
始めました。そしてこの研
究が「北大リサーチ &ビジ
ネスパーク（北大 R&BP）」

のモデルに採択されたことから平成21年
3月、同社設立にいたったもの。平成25
年1月には札幌市の「北海道大学連携型起
業家育成施設入居企業等補助金」を受けて
「北大ビジネス・スプリング」に入居しま
した。「私たちのような研究ベンチャーでは高額な研究装置を
自社でそろえることはできません。そこで北大の装置を借りる
のですが、北キャンパスにあるビジネス・スプリングに入った
ことで研究開発が大きく進みました」と武笠博士。
　同社のバイオセンサーは、カーボンナノチューブによる電界
効果トランジスタ技術によってウイルスが体内に入った時に起
こる抗原抗体反応を感知するシステムとして開発が始まり、平
成25年にカーボンナノチューブの代わりにポリシリコンの可
変抵抗素子を用いる改良を加えたことで装置を安価に製造でき
る道を開きました。同社のシステムは従来法の約10万倍と高
感度で、医療領域だけにとどまらず環境、食品領域などへの応
用が可能。現在医療領域の特定分野について実用化に向けた交
渉がメーカーとの間で進んでいます。「北海道発の技術として、
若い世代にこの技術を引き継ぎ、世界に発進させてほしい」と
武笠博士は言います。

5
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●中小企業経営セミナー（2015年8月、9月分、申込受付中）
ビジネススキルアップを目指す方を対象とした各種セミナー

コース 内容 実施日 時間 定員 受講料

実務習得セミナー

クレームはチャンスに変わる
～クレーム客をファンに変える実践術～ 8月  4日（火） 9:30～16:30 36名 5,000円

若手・中堅社員のためのヒューマンスキル向上講座 8月18日（火） 9:30～16:30 36名 5,000円

経営者・管理者のための営業力強化　特訓の一日 9月11日（金） 9:30～16:30 36名 5,000円

ビジネススキルアップ
中堅社員・管理職編 管理者向けチームビルディングセミナー 9月  3日（木） 9:30～16:30 36名 5,000円

経営者及び
支援者向けセミナー 経営に役立つ決算書の見方・経営計画書作成入門 9月  9日（水） 9:30～16:30 36名 5,000円

●創業希望者向けセミナー（2015年8月、9月分、申込受付中）
テーマ別の創業塾のほか、具体的な事業イメージをお持ちの方を対象とした連続講座

コース 内容 実施日 時間 定員 受講料

さっぽろ起業道場
（全3日）

①創業の心構え、成功・失敗事例、創業形態、②事業
計画書の作成と売れる商品、③資金・収支計画・資
金繰り、税金の知識、④創業時のＩＴインフラ整備、
⑤先輩起業家「成功への軌跡」、⑥事業計画の発表、ア
ドバイス

8月  1日（土）
8月22日（土）
8月29日（土）

9:30～15:30
16名
程度

10,000円

創業塾

起業に必要な心構えとリスクとリターン 9月  5日（土） 9:30～12:00 20名   2,000円

必ず実現する事業計画の作り方 9月12日（土） 9:30～12:00 20名   2,000円

起業に必要な手続き・許認可 9月26日（土） 9:30～12:00 20名   2,000円

●お申し込み・お問い合わせ先　
札幌市産業振興センター
　札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1　地下鉄東西線　東札幌駅1番出口徒歩7分
　電話：011-820-3122　FAX：011-820-3220　URL：https://seminar.sapporosansin.jp/

データで見る！さっぽろ経済の動き
統計データの一部から最近の札幌経済の動きをご紹介します。
最近の札幌経済は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直しています。

大型小売店販売額の推移（札幌市）
平成27年4月の大型小売店販売額 ( 札幌市 ) は407億円で、前
年同月を上回りました (前年同月比＋9.5％ )

求人数・有効求人倍率の推移（札幌圏）
平成27年5月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.84となり、63カ
月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋0.11）

その他、統計情報について詳しくは、札幌市経済局ホームページ「データで見る！さっぽろ経済の動き」
をご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/jyouhou/data/index.html

データで見る ! 
さっぽろ経済の動き
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