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平成30年10月10日（水）～10月14日（日）（５日間）会期

No Maps ビジネスカンファレンスパス 販売中！

￥8,000／枚通常価格

団体割引

特典

カンファレンスを一部ご紹介

■ ブロックチェーンの未来を語る

■ ディープラーニングの先～ AIが説明能力を持つ時代～

購入
方法

HP内特設サイト https://no-maps.jp/topics/55 より
購入いただけます。

※全て税込

￥4,000／枚（５枚以上まとめて購入する場合）

Business Conference 10月10日（水）～12日（金）
チカホ展示 10月10日（水）～14日（日）
札幌国際短編映画祭 10月11日（木）～14日（日）
Music Weekend 10月12日（金）～14日（日）

Business Conferenceの入場には、パスの購入が
必要となります。

詳細については同封のチラシをご覧ください。

　“No Maps”は、「映画」・「音楽」・「インタラクティブ」
など、多様なコンテンツを体験・体感できるイベントです。
　「まちに、未来を、インストール。」をテーマのもと、No 
Mapsのメインとなる、人工知能／ IoT ／ブロックチェーン／
一次産業×TECH ／などをテーマとした30以上のセミナーを
実施する「Business Conference」をはじめ、札幌駅前通地
下歩行空間にて新技術やサービスを展示する「Touch the 
NEW Street」、今年で13回目を迎える、「札幌国際短編映画祭」、
道内アーティスト等がライブパフォーマンスを行う「Music 
Weekend」などが一体的に開催されます。詳細についてはホー
ムページをご確認のうえ、ぜひ足をお運びください！

５枚以上まとめてご購入いただける企業様・団体様には、カン
ファレンスパスチケットサポーターとして、No Maps公式ホー
ムページやカンファレンス会場にて企業・団体名を掲出させて
いただきます！

登壇者を始めとする参加者との交流が出来るNo Maps
オフィシャルミートアップ１day参加券や札幌国際短編
映画祭１プログラム鑑賞チケット、音楽ライブを鑑賞で
きるMusic Weekend会場入場券などの特典付き！

　2018年「ビットコイン」の国内認知率は９割近くと
なり、ブロックチェーンは注目から現実的な社会実装へ
と着実に近づいている。最新のリアルな取り組みを紹介
するため、ブロックチェーンを活用したイノベーティブ
な取り組みを進める企業３社をゲストに招き、トーク
セッションを開催。

　現在、人間の神経構造を模倣して作られたディープ
ラーニングが多くのAIに導入され、人工知能がさらなる
発達を遂げている。このカンファレンスでは、AIが将来
的に医療や経営など、様々な分野でどう活用されるの
か、AIのさらなる可能性についてディスカッションする。



情 報 Ｂ Ｏ Ｘ

　平成29年度に児童虐待の疑いがあるとして札幌市児童相談所に寄せられた通告件数は、1,494件で過去最多でし
た。これは子どもたちを虐待から助けたいという見守り意識が高まっているためと考えられます。しかし、全国では
いまだに虐待によって子どもの命が奪われる痛ましい事件が起きており、子どもたちを取り巻く環境は依然として厳
しいままです。
　オレンジリボン地域協力員は、児童虐待の予防・防止等の活動を地域で展開していくための大切な担い手です。地
域や学校、企業や事業所などの皆さんとの連携を一段と強め、子どもたちを虐待から守り、そして、子どもたちの笑
顔が絶えないまちを創り上げるため、オレンジリボン地域協力員へご登録をお願いいたします。

　札幌市では、「シニア採用セミナー」や、実際にシニア層と出会う「体
験付き仕事説明会」により、企業の人材確保とシニア層の雇用推進を支
援しています。

　体験スペースと説明スペースが一体となったブースを使い、シニア層の求
職者に仕事説明会を行います。2017年度は、仕事説明会を通じて150名以
上の採用に繋がっています（参加企業数80社、来場者のべ約1,800名）

シニアワーキングさっぽろ

体験付き仕事説明会1

2

開 

催 

概 

要

開 催 日 場 所 参 加 企 業
2018年10月 3日（水）・ 4日（木） 10時～15時 札幌コンベンションセンター 両日50社

2018年10月17日（水） 10時～15時 南区体育館 25社

2018年10月31日（水） 10時～15時 北区体育館 25社

2018年11月14日（水） 10時～15時 西区体育館 25社

2019年 2月20日（水） 10時～15時 北海きたえーる 50社

開 

催 

概 

要

日 時 2018年11月27日（火）13時30分～15時30分

場 所 ジョブキタプラザ（札幌市中央区南１条西６丁目20－１ ジョブキタビル３階）
※駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

申込み 30名まで先着順となります
申し込みはオフィシャルサイトから登録をお願いいたします。〆切は11月22日（木）17時までです。
https://www.haj.co.jp/official/information/2018/post-120.php

札幌市
オレンジリボン

～子どもたちを虐待から守るために～

地域協力員登録のお願い

お申し込み・お問い合わせ先

協力員の役割

札幌市児童相談所 地域連携課 地域連携担当
電話：011-622-8620　Fax：011-622-8701

住所：札幌市中央区北７条西26丁目

協力員の登録方法

お問い合わせ先 札幌市経済観光局産業振興部経済企画課　電話 011-211-2352

シニア採用セミナー

体験付き仕事説明会・シニア採用セミナー

開催のご案内

※2019年２月開催の北海きたえーる会場については、2019年１月15日（火）まで参加企業を募集しています。
※申込み多数の場合は抽選となります。「シニア採用セミナー」を受講することで、優先枠にて抽選させていただきます。

　地域の子どもたちに見守りの目を向け
ていただき、虐待の疑いがある児童を発
見したときは、児童相談所への連絡をお
願いしています。

　１時間程度の簡単な研修を受講することにより、どなたでも登録が
可能です。おおむね10人以上がそろえば、職員が会場や職場などに
お伺いして研修を実施しますので、お気軽にお申し込みください。こ
れまでに15,000名以上の方に登録いただいています。

　社会保険労務士によるシニア採用のコツ・メリットを紹介する講演や、シニア層を積極的に採用している企業によ
る実例紹介など、シニア層の人材活用に関するヒントを見つけるセミナーを開催します。

2 Economic information №195
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平成30年度

◆ 補助金交付決定を受けた事業者およびプロジェクト名

◆ 補助金交付決定を受けた事業者およびプロジェクト名

◆ 補助金交付決定を受けた事業者及びプロジェクト名

◉お問い合わせ先◉ 札幌市経済観光局国際経済戦略室経済戦略推進課　電話 011-211-2481

◉お問い合わせ先◉ 札幌市経済観光局　国際経済戦略室　食・健康医療産業担当課　電話 011-211-2392

札幌市経済観光局国際経済戦略室食・健康医療産業担当課　電話：011-211-2392

事業者名（50音順） プロジェクト名
㈱アイ・ティ・エス 北大ガゴメ昆布を使用したインバウンド向けオーガニックキャンディーの開発
池田食品㈱ 北海道産黒豆を使った黒豆茶のお土産開発
㈱Ｋカンパニー 「札幌発の日本酒」とお土産用パッケージ開発
㈱小六 北海道産牛乳原料を配合した化粧品の開発
㈱のこたべ 残さず食べる　食べるを残す「北海道乾燥野菜プロジェクト」次世代に食べるをつなげます
浜塚製菓㈱ さっぽろ限定幻のイチゴ、さとほろを使用したかりんとう開発と販売
丸本本間水産㈱ 鮭トバダイスカット販売促進

交付決定事業者 プロジェクト名
㈱イークラフトマン ベトナム市場対応マーケティング重視型ローカライズ商品の開発事業
㈱北国生活社 ASEAN・東アジア向けサプリメントブランドの構築
クール北海道㈱ 道産清酒中国輸出促進事業
㈱小山製麩所 北海道小麦（全粒粉）パスタ・冷凍生湯葉（自然解凍）刺身湯葉、無添加で長期チルド保存可能な生湯葉（汲

み上げ湯葉）のオリジナル製品化と海外展開
㈱札米 海外向けおむすびとだんごの開発と販売活動
㈱千野米穀店 輸出用北海道米ギフトの開発プロジェクト
㈱長沼あいす アジア地域進出に伴うアイスクリーム輸出事業
西山製麺㈱ 動物由来原料を一切使用しないにも関わらず本格札幌ラーメンが簡単に家庭でも味わえる個食対応のスープ

付西山生ラーメン
㈱北海大和 海外仕様の粉末MISO SOUP
㈱よねたや 「幸せカタラーナ」「幸せ生チョコレート」の東南アジア向け販路拡大プロジェクト

コンソーシアム構成者（◎代表者）
①１次産業者、②２次産業者、③３次産業者 プロジェクト名

① 山本果樹園㈱（余市町）
②③ ㈱北武フーズ（札幌市）◎

食機能が低下した高齢者等にも食べる喜びを与える余市産果実を使用した
“やわらか素材デザート・サラダ”の開発

① ㈲貞広農場（美唄市）
① ㈲余湖農園（札幌市）
③ ㈱フーズアンドブレッド（札幌市）◎

北海道産さつまいも普及を目的とした加工品開発

① 中村一哉（釧路市）
③ 日中物産白糠工場㈱（札幌市）◎

札幌伝統野菜「札幌黄」と北海道野菜を利用した札幌名物「えぞ鹿まん」
の開発

① 農事組合生産法人 東瓜幕協和生産組合（鹿追町）
②③ ㈱風景（鹿追町）◎
③ ㈱BUNS（札幌市）

北海道十勝鹿追町産生乳を100％使用した無添加スティックタイプアイス
クリーム開発

① 鶴巻アグリファーム（当別町）
② ㈱タンゼンテクニカルプロダクト（小樽市）
③ ㈲マルキタ北友（札幌市）◎

北海道産野菜100％のたっぷり混ぜごはんの素の開発事業

観光商材開発支援事業における補助金の交付決定について

輸出仕様食品製造支援事業における補助金の交付決定について

６次産業活性化推進事業における補助金の交付決定について

　札幌市では、北洋銀行・北海道大学と連携し、外国人観光客による消費拡大を促し、市内企業の販路拡大等につなげるこ
とを目的に、経費補助を軸とした「外国人観光客向け商品開発」を支援する事業を実施しています。
　この度、審査委員会の審査を経て、７事業者が補助金の交付決定を受けました。

　札幌市では、食品輸出を促進するため、平成25年度より海外現地ニーズを捉えた輸出仕様食品を開発し、海外に流通さ
せる事業に対して補助金を交付する輸出仕様食品製造支援事業を実施しています。
　平成30年度につきましては、審査委員会の審査を経て10事業者が補助金の交付決定を受けました。

　札幌市では、北海道の農水畜産物の高付加価値化を促進するため、平成23年度より、北海道内の１次産業者と札幌市内
の２次、３次産業者が連携して行う新商品開発事業に対して補助金を交付する６次産業活性化推進事業を実施しています。
　平成30年度につきましては、審査委員会の審査を経て、５事業が補助金の交付決定を受けました。

◉お問い合わせ先◉

平成30年度

平成30年度

32018年10月号　経済情報さっぽろ
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2018新規認証製品を紹介します

「つむひかり」金森浩太

　ガットギターのインストゥルメンタル演奏で、日々を
そっと彩る小さな音楽。流れていることを感じさせない、
生活の中に溶け込む「インテリアのような音楽」です。

1,296円（税込）

価格

買える場所

「札幌スタイル展2018」開催！

経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課　電話 011-211-2362
http://www.city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/

お問い合わせ先

エスカレータ ●無印良品 ■

インフォ
メーション

展望室
エレベータ

至 立体駐車場→

JRタワー6F
ステラダイニング

札幌スタイル
ショップ

至 

エ
ス
タ
↓

エ
レ
ベ
ー
タ
■

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）他で販売中。

　札幌スタイル認証製品の展示販売のほか、各種イベントやプレゼ
ント抽選会も開催します。

日時：平成30年10月４日（木）～８日（月・祝）
　　　10時00分～21時00分（最終日19時00分まで）
会場：札幌パセオ（paseo）センターＢ１Ｆ テルミヌス広場

「合同企業説明会」（平成31年２月13日開催）の出展企業を募集します！

開催日時・会場

出展企業の募集について

お
問
い
合
わ
せ
先

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会（http://sapporo-kisetsu.jp）
通年雇用マッチング事業合同企業説明会運営事務局
受託事業者：株式会社東京リーガルマインド札幌支社〔業務時間　月～金　９時～17時〕
〒060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目１　アスティ45ビル３階
電話：011-210-5028　FAX：011-218-1525　メール：sap-scc@lec-jp.com　担当：佐藤・山神
＊募集案内をご希望の企業様は、会社名、連絡先をメールまたはお電話でご連絡ください。

　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会では、厚生労働省委託事業の一環として季節労働者および一般求職者
を対象とした合同企業説明会を開催いたします。説明会では通年雇用での採用意向のある企業と通年雇用で働く希望
のある求職者とのマッチングの場を提供いたします。熱意ある人材の確保にぜひご利用ください。

平成31年２月13日（水）10時00分～15時00分　札幌サンプラザ（北区北24条西５丁目）１Ｆふれあい広場

出展企業数は30社程度。出展料は無料。（交通費その他の経費は出展企業の負担となります。）
労働保険・社会保険に加入し、原則最低１年以上継続して雇用する求人に限定させていただきます。
業種は、建設、製造、施設管理、運送・倉庫、介護・福祉、リサイクル、警備、その他、季節労働者が
職種転換しやすい業種を中心に幅広く募集します。申し込み締め切りは10月31日（水）まで。
申し込み多数の場合は、抽選のうえ決めさせていただく場合があります。
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「働き方」が変わります！！ 2019年４月１日から
働き方改革関連法が順次施行されます

　　　2019年４月１日～
（中小企業は2020年４月１日～）
施行 　　　2019年４月１日～施行

1 2 3
　　　2020年４月１日～

（中小企業は2021年４月１日～）
施行

詳細は北海道労働局
ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/
koyou_kintou/hourei_seido/_120025.html

女性ひとりひとりの「はたらく」をサポートする札幌市の窓口

職場体験の受入先として、登録してみませんか？

https://coco-cierge.com
ここシェルジュSAPPORO HP

◦職場体験の活用にご興味をお持ちいただきましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください◦

お問い合わせ先

札幌市国保からのお知らせ
とくとく健診（特定健診）はもう受けましたか？

◉受診に必要なもの

◉検査項目

◉料金

※市・道民税非課税世帯の方、年度中に40歳になる方は基本健診の料金が免除されます。
※受診場所や日程については、受診券に同封のチラシや、ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先 札幌市コールセンター（年中無休８時～21時）　電話 222-4894
札幌市国保ホームページ　http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tokuken.html

受診券、保険証、前年度の健診結果（お持ちの方）

基本健診 診察、身体計測、血液検査（脂質、肝機能、血糖）、尿検査
付加健診（希望制） 血液検査（尿酸、クレアチニン、白血球）、貧血検査、心電図検査

医療機関で受ける場合 基本健診…1,200円　　付加健診（希望制）…＋500円
集団健診会場で受ける場合 基本健診…  600円　　付加健診（希望制）…＋500円

毎年１回とくとく健診を受けて
生活習慣病を予防しましょう

株式会社Ｍａｍｍｙ Ｐｒｏ（運営事業者）　電話：011-206-9150

職
場
体
験
の
メ
リ
ッ
ト

ミスマッチがなく、長期にわたる活躍が期待できます。

職場体験の活用は無料です。2

1

人手不足で悩んでいる 子育て女性を採用してみたいが、
採用の実績がない

実際に働いている姿を見てから
採用したい

　「家庭と仕事の両立が不安」「働きたいけど、子どもの預け先が心配」などの悩みを抱える
子育て女性に向けた就労相談窓口を、10月２日（火）札幌エルプラザ４階に開設します。
　窓口では、子育て女性を対象に職場体験を実施しますので、

正規雇用労働者と非正規雇用労働者
の間の不合理な待遇差（基本給や賞
与など）が禁止されます！

時間外労働の上限（月
45時間、年360時間）
が導入されます！

年次有給休暇の確実な取
得（毎年５日、時季を指
定）が必要です！

　このようにお考えの企業様は、ぜひ職場体験の受入先として登録して
みませんか？　受入先企業様のお名前は、ここシェルジュ SAPPORO 
HPにて公開させていただきます。

職場体験は10日間程度（日数は要相談）実施しますので、仕事ぶりを見極めることができます。
また、職場体験先で就職することを前提としているので、就職意欲が高い方がそろっています。

職場体験参加者には、ここシェルジュ SAPPOROから参加手当を支給いたします。参加者と企業
様は雇用契約等を結ぶ必要がありません。

　札幌市国保では40歳以上の加入者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した、生活習慣病予防
のためのとくとく健診（特定健診）を行っています。（生活習慣病の治療中の方も受診できます。）
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起業志望者向け講座

効果的に企業情報をＰＲしたい とお考えの事業主の皆様へ
～無料企業情報発信サイト「お仕事なぅ」を活用して人材を確保～

「お仕事なぅ」掲載の３つのメリット♪

1 2
企業の魅力を発信

対象となる企業の要件は以下のとおりです。

お問い合わせ先 就業サポートセンター求人開拓事務局　電話：（011）708－7865

○ 起業支援機関見学ツアー
in北海道経済センタービル

● 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/

○ First Step! はじめての創業セミナー
～図書・情報館からはじまる起業準備～

内容

　北海道経済センタービルで起業相談を行ってい
る支援機関を見学する講座です。どこへ相談に
行ったらいいか迷っている方へ、各支援機関の業
務や利用方法等を分かりやすく説明します。起業
へのきっかけづくりに、是非ご参加ください。
見学先： 日本政策金融公庫・北海道よろず支援拠

点・札幌商工会議所・札幌中小企業支援
センター等

日時 10／24（水）　13時30分～15時00分

会場 北海道経済センタービル内
（札幌市中央区北１条西２丁目）

対象 起業に興味のある方

定員 12名 費用 無料

内容

　この講座では創業に関する各データ、創業にあ
たってのチェックポイントの解説を交えながら創
業志望者が金融機関の融資担当者に相談する様子
を、寸劇でお見せしながら分かりやすくお伝えし
ます。

日時 11／８（木）　18時30分～20時00分

会場 札幌市図書・情報館
（札幌市中央区北１条西１丁目）

対象 起業に興味のある方

定員 50名程度 費用 無料

　創業に関する気軽な学びの場として、創業に関心がある方や創業に向けた第一歩を踏み出す前の方などを対象とし
た、起業志望者向け講座（無料）を開催いたします。

　札幌市が運営する「就業サポートセンター」は、職業相談、職業紹介、資格取得及び職場体験を活用した就職支援
の窓口です。
　当センターでは、採用意欲のある企業様と求職者の方のマッチング支援を目的として、無料の企業情報発信サイト
「お仕事なぅ」への掲載企業を募集しております。
　会社の特徴や具体的な仕事内容、自社で働くことのやりがいなどをホームページで詳細に紹介することが可能で、
求人票だけではなかなか伝わりにくい企業の魅力を、効果的にＰＲすることができます。
　掲載料は無料ですので、未掲載の企業様はぜひご利用ください。

　求人情報のみならず、企業の
魅力を掲載することで、求職者
の応募促進につながります。

　毎週２回（水・金）就業サポートセンター
で依頼を受けた最新求人をおすすめ求人と
して、ホームページに掲載いたします。

　掲載料は無料ですので、気
軽にご利用が可能です。

■企業要件（以下の両方を満たす企業）
◦札幌市内に事業所がある企業　◦正社員もしくはフルタイムの従業員を募集する企業

「お仕事なぅ」の掲載を希望される方は、下記のページよりお申込みください。
【企業情報掲載のお申し込み】https://www.sapporo-sc.jp/now/note/

就業サポートセンター情報サイトの
「おすすめ求人」に優先的に掲載

3
「お仕事なぅ」の
掲載は無料
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スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介

札幌市主催

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介
株式会社　　　　　 （Infrastructure System Design Co.Ltd）

株式会社

代表取締役　日和佐　仁

札幌市白石区東札幌５条１丁目　
札幌市産業振興センター３階 A－４
電話：011－833－6100
Mail：info@isd.cnt.co.jp
HP：www.isd.cnt.co.jp

自分らしい働き方を見つけませんか？

女性のためのキャリアデザインセミナー
参加者
募集

働く女性の
キャリアデザインセミナー

詳しいスケジュール等はコチラ➡　
https://mamanavi.tv/2018sapporo/

お申し込み・お問合せ先
株式会社Mammy Pro（受託事業者）　
電話：011-206-9150（平日９時00分～17時00分）

子育てママの
キャリアデザインセミナー

20代前半女性の
女子力UPセミナー

　ライフスタイルの変化に適応しなが
ら働き続けたい女性を応援するための
セミナーです。

【対象】 結婚出産後も働くことを希望
　　　 する女性

【日程】10/6（土）、10/13（土）、
10/27（土）、11/3（土）、11/10（土）

【時間】９時00分～12時00分
【会場】札幌エルプラザ４Ｆ研修室１

　仕事と子育てを両立するコツや社会
保障制度、有効なコミュニケーション
術など復職後に役立つセミナーです。

【対象】 育児休業中、再就職が決まっ
　　　 ている女性

【日程】10/4（木）、10/11（木）、
10/18（木）、10/30（火）、11/8（木）、
11／13（火）

【時間】９時00分～12時00分
【会場】札幌エルプラザ４Ｆ研修室１

　内面と外面の女子力をアップさせ
て、自分が理想とする将来のライフビ
ジョンを明確にするセミナーです。

【対象】20代前半の働く女性
【日程】10/16（火）、10/25（木）、
11/15（木）、11/21（水）

【時間】19時00分～20時30分
【会場】The.Lighthouse
　　　 Coffee&BEER

「社会インフラシステムの設計構築（デザイン）により、企業として安心・
安全な「地域貢献」社会の実現を推進します。」

　社会インフラシステムと呼んでいる「鉄道運行管理」
「道路表示盤」「防災システム構築」「バスダイヤ」など
を中心にソフトウェアの設計・開発を行う会社です。「社
会インフラシステム」という特殊な分野を得意とするこ
とから、その分野では、リーダシップがとれるような会
社を目指し努力しています。また、関連会社が東京にあ
る利点を活かし、東京の仕事を札幌で開発を行い、さら
に新規採用を積極的に行うことで札幌圏の経済の一助に
なりたいと考えています。

１．事業内容

　現在は、鉄道、防災を中心に開発を進めていますが、
バスや航空、道路などの交通系インフラへの事業展開の
ほか、水道や電力といった生活基盤となるシステム開発
への参入も予定しています。その中でも、バスのシステ
ム開発については、システムをパッケージ化し、各所へ
提案していくことを予定しています。将来的には、北海
道新幹線、自動運転技術といったこれからの分野に対し
ても積極的に参入できるよう計画しています。

２．将来について

スタートアップ・
プロジェクトルーム

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：http://www.sapporosansin.jp/spr/

とは？

　札幌市産業振興センター３Ｆに設置している創業間もない個人（企業）が入居可能なインキュベー
ション（起業支援）施設です。新たな技術やビジネスモデルを持つ意欲あふれる個人や、中小企業
を対象に低廉な費用で部屋を提供するとともに、様々な支援策により企業の成長をバックアップし
ます。入居者は随時募集（毎月月末締切）しています。施設見学も受付しておりますので、ご興味
やご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。
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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

百貨店・スーパー販売額の推移（札幌市）

＜資料＞北海道経済産業局 ＜資料＞北海道労働局

求人数・有効求人倍率の推移（札幌圏）
平成30年６月の百貨店・スーパー販売額（札幌市）は413億円で、
18ヶ月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋2.8％）。

※ 平成27年７月から調査対象事業所の見直しを行ったため、これに関わ
る前年比増減率はギャップを調整する処理をした数値で計算しています。

その他、統計情報について詳しくは、
札幌市経済観光局ホームページ「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

平成30年７月の有効求人倍率（札幌圏）は、1.06倍となり、
101カ月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋0.04）。

最近の札幌経済は、緩やかに回復しています。

データで見る！さっぽろ経済の動き

データで見る！
さっぽろ経済の動き

中小企業経営セミナー
●中小企業経営セミナー（10月）

●中小企業経営セミナー（11月）

●起業・開業希望者向けセミナー

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　　容 実施日 時間 定員 受講料

成功するビジネスモデルのつくり方 　ビジネスで利益を出すために、知っておくべき代表的なモデルパ
ターンや企業事例、新たなモデルを考え出すための手法を学ぶ

10月３日
（水）

18時30分～
21時00分

20
名 3,000円

HACCPって何？
誰でもわかる食の安全セミナー

　HACCPって言葉を聞いたことがあるけど内容を知らない、飲食店
や食品工場で働く人、経営している人等にわかりやすく、簡単に食
の安全について解説いたします。

10月４日
（木）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

団塊世代経営者の大量引退期到来！
「事業承継のためのM＆A」

　雇用を守り歴史を繋ぐための事業承継。その手段としてのM＆Aが
一般的であることを知り、会社の存続だけではなく、後継企業の事
業拡大等に繋がるものであることを学ぶ

10月11日
（木）

13時30分～
15時00分

20
名 無料

道産食品をタイへ
～最新市場と規制について～

・食品輸出の取り組み方
・取組事例の紹介
＊タイ編

10月16日
（火）

13時30分～
16時00分

60
名 無料

中小企業経営者のための財務分析の基
礎実務セミナー

　企業経営の実務の中で役立つ財務管理を理解し、自社の財務分析
を行う際の実務ポイントを学ぶ

10月17日
（水）

  9時30分～
16時30分

20
名 5,000円

「アンガーマネジメント」
～不要なイライラを削減し、コミュニ
ケーション力を上げる～

　自分の感情と上手に付き合いたい、怒りの感情を活かす感情コン
トロールを理論とテクニックでわかりやすく学ぶ

10月24日
（水）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　　容 実施日 時間 定員 受講料
ヒット商品を生み出せ！
人気の手描きPOP作成講座（初級実技
編）「筆ペンPOP」も学べます

　キャッチコピーを超える「魔法の１行」が存在します。「魔法の１行」
のつくり方と、誰でも簡単に描けるＰＯＰの実習付きで充実度満点
のセミナー

11月６日
（火）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

一日でわかる最新版の年末調整 年末調整の流れを説明
今年の改正事項を確認する

11月７日
（水）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

百貨店のお客様ニーズにこたえるもの
づくりとは～百貨店バイヤーが売りた
い商品のツボ（６次産業化セミナー）

　これから６次産業化を検討している方や新商品開発でお悩みの方
を対象とした百貨店バイヤーによる６次産業化セミナー

11月９日
（金）

14時30分～
16時30分

60
名 無料

組織力が活きてくる！
チームビルディングセミナー

　「良いリーダー良い組織とは」「組織内の情報の共有化」「リーダー
の３つの役割」について体験実習する

11月14日
（水）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

職場を強くするリーダーの“あり方”を
身につける講座

　職場のリーダーとしてやるべき事は何なのか？部下を育てながら、
目標を達成するための方法を学びます。

11月21日
（水）

  9時30分～
16時30分

36
名 5,000円

ソーシャルビジネス起業塾（第１期）
（第１回）今、なぜソーシャルビジネスなのか！
（第２回）ビジネスを変えるマーケティング発想
（第３回）ソーシャルマーケティングの展開方法

10月16日
（火）
23日（火）
30日（火）

18時30分～
21時00分

20
名 6,000円
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