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　札幌市では、人材不足に悩んでいる企業が「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」を通してシニア層の雇用を進めることを支援します
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参加企業募集の案内

　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。

◦�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。（企業数80社、来場者のべ約1,800名）

各回とも30名まで先着順となります。

※�駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

オフィシャルサイトからお申込みください。申込〆切日は各開催日の２日前の17時までです。（土日祝除く）
https://www.haj.co.jp/official/information/2018/post-120.php

　60歳以上のシニア層の採用を検
討している企業（検討をはじめる企
業）の採用担当者様

場所：各回ともジョブキタプラザ
（札幌市中央区南1条西6丁目20-1 ジョブキタビル3階）

　正社員、契約社員、準社員、アルバイト、
パートなど（直接雇用に限らせていただき
ます。）

回 日にち 時　間
第１回 2018年� 7月18日（水）13時30分～15時30分
第２回 2018年� 7月27日（金）15時00分～17時00分
第３回 2018年� 8月22日（水）15時00分～17時00分
第４回 2018年� 9月� 7日（金）13時30分～15時30分
第５回 2018年11月27日（火）13時30分～15時30分

開催日 場　所 参加企業枠 申込〆切日
2018年10月� 3日（水）・4日（木） 札幌コンベンションセンター 両日50社 � 8／27（月）17時
2018年10月17日（水） 南区体育館 25社 � 9／10（月）17時
2018年10月31日（水） 北区体育館 25社 � 9／25（火）17時
2018年11月14日（水） 西区体育館 25社 10／� 9（火）17時
2019年� 2月20日（水） 北海きたえーる 50社 � 1／15（火）17時

オフィシャルサイトからお申込みください

https://www.haj.co.jp/official/information/2018/post-119.php

※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。

札幌市経済観光局産業振興部経済企画課
電話 011-211-2352
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検索

SAPPOROベンチャーグランプリ　応募者募集！！

さっぽろソーシャルビジネス担い手育成講座

●ソーシャルビジネスセミナー in札幌

いずれも、詳細は、以下の札幌市ホームページをご覧ください。
　　　https://www.city.sapporo.jp/keizai/socialbusiness/index.htmlURL

●お問い合わせ先　札幌市経済観光局商業・金融支援課　電話：011-211-2372

●さっぽろソーシャルビジネススクール

どんなグランプリなの？？

誰が応募できるの？？

起業前部門
（アイデア）

起業済部門

賞　金

翌年の
経営支援

どんなメリットがあるの？？

応募方法は？？

前回大会プレゼン中の様子

　今後の成長が期待でき、地域活性化の新たな担い手となり得る起業志望者や起業後間もない事業者を称えると
ともに、受賞後の経営支援により成長を後押しするための表彰制度です。

事業開始後５年以内の方（事業の客観的な評価を聞きたい、表彰式のプレゼンで投資家や金融機
関に事業をアピールしたい、などなど）

事業開始前で、札幌での事業化を目指しているビジネスプランのみでエントリー可能！！
（今考えているビジネスプランについて審査委員の評価を聞いてみたい、賞金を起業資金の足し
にしたい、などなど）

大　賞 １者 50万円　　準大賞 １者 20万円
優秀賞 ３者 10万円　　アイデア部門賞 10万円

大賞 １者 300万円　　その他受賞 ５者 100万円
（昨年度までの実績であり、次年度の予算によります）

平成30年７月下旬から募集開始を予定しています。詳しくは以下の札幌市公式ホームページをご覧ください。

http://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/grandprix.html

　札幌市では、社会や地域の課題をビジネスの手法で解決する「ソーシャルビジネス」を学ぶ専門講座やセミナー
を以下のとおり開催します。

日　時 平成30年８月21日（火）18時30分～20時30分（参加費無料）

内　容
　現在活躍中の先輩社会起業家をお招きし、事業内容や起業の体験談などをご講演いただくほか、支援機
関の支援施策紹介や名刺交換会などを行います。

会　場 札幌エルプラザ（札幌市北区北８条西３丁目）

お申込み
札幌市コールセンターへお電話またはWEBでお申込ください。
電話：011-222-4894（受付時間 ８時00分～21時00分）
WEB：http://www.city.sapporo.jp/callcenter/uketsuke/index.html

日　時
平成30年９月19日（水）～平成31年１月９日（水）
※毎週水曜日、18時10分～21時10分　全15回（受講料15,000円）

内　容
　札幌市と札幌学院大学大学院が連携・提供する専門講座。経営戦略理論やビジネスモデルの設計方法を
学ぶほか、ソーシャルビジネスを実践する経営者をお招きし、起業家としての心構えなどを学びます。

会　場 札幌学院大学大通サテライト（札幌市中央区大通西６丁目　札幌ルーテルセンター）

お申込み
区役所などでリーフレットとともに配布する申込書を、８月27日（月）（必着）までに、札幌市経済観光
局商業・金融支援課宛に送付。送付先：札幌市中央区北１条西２丁目（本庁舎15階）

札幌市ベンチャーグランプリ
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会　場 札幌エルプラザ（札幌市北区北８条西３丁目）

お申込み
札幌市コールセンターへお電話またはWEBでお申込ください。
電話：011-222-4894（受付時間 ８時00分～21時00分）
WEB：http://www.city.sapporo.jp/callcenter/uketsuke/index.html

日　時
平成30年９月19日（水）～平成31年１月９日（水）
※毎週水曜日、18時10分～21時10分　全15回（受講料15,000円）

内　容
　札幌市と札幌学院大学大学院が連携・提供する専門講座。経営戦略理論やビジネスモデルの設計方法を
学ぶほか、ソーシャルビジネスを実践する経営者をお招きし、起業家としての心構えなどを学びます。
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起業志望者向け講座

○“夏休み”高校生向け起業講座○

◎お申し込み・お問い合わせ先

工場立地法の届出をお忘れなく！

札幌市では、「町内会に関する条例」の制定を検討しています。

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/

お届出先・お問合わせ先：札幌市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　E-mail business@city.sapporo.jp

詳細は以下の札幌市ホームページでご覧いただけます。
http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/jourei/iinkai.html

問い合わせ先

札幌市市民文化局　市民自治推進課
電話　011-211-2253

■届出が必要な工場（＝特定工場）
　業種➡製造業、電気・ガス・熱供給業者（水力、地熱及び太陽光発電所は除く）
　規模➡敷地面積9,000㎡以上　または　建築面積（合計）3,000㎡以上
■届出の内容
　工場の新設、変更、廃止、社名変更、承継など

■届出の時期
　工事等開始日の原則90日前

○“夏休み”小学生向け起業講座○

　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。

　一定規模以上の工場の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以上となる場合には、事前に
計画を届け出ることが義務づけられています。

　特定工場に該当する場合、生産施設面積や緑地面積等は一定の基準に適合しなければなりません。詳細
は、下記へお問い合わせください。

　札幌市では、地域コミュニティの中心として重要な役割を果たしている「町内会」の一層の活性化を図るため、「（仮
称）札幌市町内会に関する条例」の制定に向けた検討を進めています。

　この条例では、「市内に事業所を有する事業者」の皆様につきましても、地域の一員として町内会活動へのご参加
やご協力をお願いいたしたく、そうした趣旨の条文（努力規定）を盛り込むことを考えています。
　今後、条例の考え方を広くお示しし、事業者の皆様も含む市民の皆さんからご意見をお伺いする「パブリックコメ
ント」を行うべく、準備を進めています。
　市では、パブリックコメントによるご意見を踏まえて、最終的な条例案をまとめ、今年度中に札幌市議会に提案す
ることを予定しています。

内容

　起業に関する基礎的な知識を学ぶと共に、ビ
ジネスアイデアを生み出すための演習を通じ、
発想力や想像力をみがく体験をしていただきま
す。チャレンジ精神に溢れる、高校生の皆さん
の参加をお待ちしております！

日時 ７／30（月）14時00分～16時00分

会場
札幌市中央図書館　３階講堂
（札幌市中央区南22条西13丁目1-1）

対象
札幌市及び近郊の高校生からなる
５名以内のグループまたは個人

定員 20名 費用 無料

内容

　小学５・６年生を対象に、起業や会社のしく
みに関する無料講座を開催いたします。株式会
社の仕組みについて理解するとともに、グルー
プワークを通じて、企画力・表現力・コミュニ
ケーション能力を養います。ぜひお気軽にご参
加ください！

日時 ８／７（火）13時30分～15時10分

会場
札幌市産業振興センター　セミナールーム１
（札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号）

対象
札幌市及び近郊の小学５年生・６年生
（保護者の方も見学可能です）

定員 20名 費用 無料

32018年８月号　経済情報さっぽろ
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札幌市内企業における若手社員の職場定着に係る取り組みの紹介

　企業紹介の第６回は株式会社エ・アロールを取り上げます。同
社は厚別区新さっぽろ地区でカラオケ店を運営する会社です。
　同社は快適な空間の提供に加えて、フード・ドリンク提供にも
力を入れています。新メニューの開発も、アルバイト社員を含め
た全社員による提案や投票により実施しています。また、様々な
店舗内イベントも社員のアイディアにより開催しています。これ
らの取り組みにより、今年３月には、スパークリング清酒の飲食
店１店舗あたりの月間販売量で日本一を達成しました。
　社員育成の取り組みとしては、定期的な社内セミナーがあげら
れます。これは、外部研修の受講者が社内講師となりフィード
バックを行うほか、テーマに応じたディスカッション・ロールプ

レイングを行うことなどにより人
材の育成を図っています。
　また、同社では、「キャリアパ
スプラン」と「キャリアオプショ
ン」という２つのキャリアアップ
制度を採用しています。「キャリ
アパスプラン」とは能力に応じた
ランクを規定し、一定の条件を達

成した場合に昇給を図る制
度、「キャリアオプション」
とは社員の個性に注目し、特
技や資格を認定することによ
り昇給に繋げる制度です。こ
れにより、社員のモチベー
ション向上に加えて、店舗全
体のサービス向上にも繋がっています。
　そのほか、地域との連携の一環としてコミュニティーＦＭラジ
オ番組の制作を行っています。出演するパーソナリティも社員が
務めていますが、社員がタレント化することでの広報効果に加え
て、社員自らのモチベーションアップにも繋がっています。更に、
番組制作にあたっては、事前の準備と収録時の柔軟さの双方が必
要であり、スキルアップも同時に図ることができます。
　働き方への取り組みとしては、女性社員や子育て中の社員など
の働きやすい環境を整えるため、シフトを半月ごとに作成するほ
か、細かい勤務時間の調整を行うなどの対応をしています。こう
いった取り組みが、社員の職場定着に繋がっています。

　札幌市では若者の早期離職を予防し職場定着を図るため、若年層職場定着支援事業を実施しています。この事業は若手社員
や人材育成担当者等向けの研修実施や市内企業の職場定着に係る優れた取組の紹介などを行うものです。今回は、市内企業の
職場定着の取り組みを以下のとおりご紹介します。

株式会社エ・アロール
第６回シリーズ

定着

札幌スタイル認証製品を募集します。

　「札幌スタイル」は、札幌の良好な都市イメージを活用した、札幌市が認証している地域ブランドです。ブランドの価値、
製品の付加価値を高め、市内中小企業等の競争力強化につなげることを目的としています。
　製品が認証されると、JRタワーにある札幌スタイルショップでの販売や地下鉄大通駅の「札幌スタイルショーケース」
での無料展示、カタログや札幌スタイル公式ウェブサイトでの告知ができます。
　「札幌の地域ブランドを全国へ、そして世界へ」。一緒に世界ブランドを目指す、意欲ある企業等のご応募をお待ちして
います。

○募集期間　７月30日（月）～８月31日（金）必着
○申込方法　所定の申請書に製品現物を添えて、申込先へ送付または持参してください。
○申 込 先　〒060-8676 中央区大通西４丁目１番地 道銀別館ビル６階　株式会社 道銀地域総合研究所

詳細は札幌市HP　http://www.city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/cer/information2018.html　
をご覧ください。

お問い合わせ先 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

札幌スタイルショップ 平成29年度の認証製品（一例）

札幌市HP

札幌スタイルショーケース

平成30年度

社員自主作成の売上ボード

２つのキャリアアップ制度で社員のモチベーションアップ！

ＦＭラジオ収録の様子
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札幌市内企業における若手社員の職場定着に係る取り組みの紹介
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➡

北海道労働局からのお知らせ

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

日時　平成30年10月23日（火）13時00分～16時00分

場所　北海きたえーる（札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1）

主催　ハローワーク札幌・札幌東・札幌北

共催　札幌市、北海道障害者職業センター

●就職面接会

職場のメンタルヘルス対策

進んでますか？

　　　 札幌市内にあり、５人以上が受講できる事業所、協同組合・労働組合等の団体

　　　 お申込みの事業所でご用意ください。

　　　　　 平成30年10月１日（月）～平成31年１月31日（木）午前９時～午後８時のうち２時間程度（土日祝可）。

　　　　　 全30回（１事業所につき２回まで派遣できます）

　　　　　 平成30年７月11日（水）～８月10日（金）
　　　　　 応募が派遣回数（全30回）に満たない場合は、派遣回数に達するまで、追加で受付します（先着）。
　　　　　 応募多数の場合は、抽選により決定いたしますが、初めて応募される事業所を優先します。

　　　　　　　　　�札幌市経済観光局雇用推進部HP（http://www.city.sapporo.jp/keizai/koyo/jigyo/）
　　　　　　　　　もしくは各区役所等で配布中のチラシをご覧ください。

　　　　　　　　 （一社）日本産業カウンセラー協会北海道支部　電話 011-209-7000

対象

会場

派遣期間

派遣回数

申込期間

研修内容及び詳細

お問い合わせ先

メンタルヘルス研修の講師を派遣します

●お問い合わせ先

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

『北海道ビジネスサポート・ハローワーク』
♦経営相談、各種雇用助成金や雇用保険制度に関するセミナー開催などのサービスをワン・ストップで提供します。

北海道ビジネスサポート・ハローワーク
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目2 北海道経済センタービル9F　電話：011-200-1622

『北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター』 中小企業・小規模事業所の皆様の
働き方改革を応援！（厚生労働省北海道労働局委託事業）

♦�「働き方改革」に取り組む中小企業などに対して、社会保険労務士や経営コンサルタントなど、ビジネスサポート
の専門家が、労務管理・賃金制度などの悩みに無料でお答えします。

例えば
こんなこと
知りたくありませんか？

『助成金の活用』　『生産性の向上』　『労働時間の見直し』

『人手不足解消』　『働きがいを高める賃上げ策』

北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター
〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1 アスティ45ビル3F　電話：0800-919-1073

（㈱東京リーガルマインド（LEC）札幌本校内）

　北海道労働局では、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開催を予定しておりますので、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。

52018年８月号　経済情報さっぽろ
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調査
概要

調査
結果

調査対象期間：2017年１月１日～2017年12月31日
調査実施期間：2018年２月～５月
調査実施主体：札幌市、（一財）さっぽろ産業振興財団

回答数：215社／507社（回答率：42.4％）

●市内企業の食品輸出額（2017年）
　約78億８千万円

●国・地域別輸出額、輸出企業数順位

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

　札幌市及び（一財）さっぽろ産業振興財団では、海外展開支援施策の更なる充実を図るため、市内食関連企
業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ご報告いたします。
　2017年の市内企業の食品輸出額は、2016年と比べて増加となっております。
　調査にご協力いただいた企業の皆様に心より感謝申し上げます。

輸出額
順位 地域 金額
１ 中　国 約19億８千万円
２ 香　港 約13億２千万円
３ 台　湾 約10億６千万円

輸出企業数
順位 地域 回答数

１
香　港 45社
台　湾 45社

３ シンガポール 41社

札幌市における食関連企業の輸出実態にかかるアンケート調査結果について

※報告書は札幌市公式ホームページにて公開しています。
　http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/exportreport/exportreport.html

札幌市中央卸売市場「消費拡大フェア2018」を開催します！
１日限りの一般開放！！

お問い合わせ先

　毎年ご好評いただいております市民向け市場一般開放イベント「消費拡大フェア2018」を
今年も開催します。
　普段消費者の方が入場することのできない中央卸売市場について、皆様に知っていただくと
ともに、市場ならではの新鮮・安心な生鮮食料品を味わっていただくことで、消費の拡大に繋
いでいくことを目的とし、大人も子どもも楽しめる催し物を盛りだくさんご用意しています。

日時 平成30年９月16日（日）
午前７時30分～12時

中央区北12条西20丁目２－１
札幌市中央卸売市場 水産棟及びセンターヤード

イベント事業実行委員会事務局（中央卸売市場協会内）
電話（011）611－3176　FAX（011）611-3179　http://www.sappro-market.gr.jp

会場（所在地）

イベント内容

お問い合わせ先

生マグロ解体ショー＆即売会、野菜詰め放題、ターレ（構内運搬車）試乗会、
ホタテ釣り（３歳以上小学生以下・数量限定）、水産仲卸売場販売他
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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

　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の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」を設置しています。

相談員が訪問いたします！ もちろんご来所もＯＫです。
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。

【お問い合わせ先】建設業チャレンジ支援センター事務局
　　　　　　　　 電話 011-213-1647 FAX 011-213-1648
　　　　　　　　 Eメール sapporo-kisetsu@tsr-net.co.jp
　　　　　　　　 札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45 10F

※�建設業チャレンジ支援センターは㈱東京商工リサーチ北海道支社
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て
運営しております。（平成31年３月29日終了）

【ご利用時間】９時00分～17時00分　※ご予約をお願いします。
� （土日祝日および12月29日～１月３日はお休みです。）

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介

北海道カラーデザイン研究室

北海道カラーデザイン研究室

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 C-7
電話：080-8627-1173
Mail：smile@h-colorlab.com　HP：http://www.h-colorlab.com/
ＦＢ　https://www.facebook.com/yukatono.color

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？

代表　外崎　由香（とのざき ゆか）

「彩り豊かな毎日のご提案」

　弊社の事業内容は、①色彩学の講師・講演業、②カラーコン
サルティング、③色彩療法士資格認証事業です。自治体・企業
での講演等の実績が多数あります。さらに藤女子大学で色彩学
を活用したユニバーサルデザインなどの講義、専門学校ではコ
ミュニケーション講師も行っています。カラーコンサルティング
では、建物の内外装、ファッション、プロダクト、広告宣伝など
色彩の良し悪し、見えやすさに配慮したターゲットの心を動か
す配色などを行っています。今年度からは北海道よろず支援拠
点でコーディネーターとして企業相談にも対応しています。資
格認証事業では札幌市産業振興センターで教育や福祉、美容系
で働く方に色彩を実践的に取り入れる方法をお伝えしています。

　ＯＬ時代に交通事故にあったことが大きな人生の転機でし
た。リハビリを兼ねて学生時代に描いていた絵を描き始める

◆色彩を活用した事業展開

◆きっかけは色彩に癒された経験

　札幌市産業振興センター３Ｆに設置している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。

と、心身共に不調な様子が色にも表れ、暗く濁った色ばかり選
んでいました。毎日、病院と家との往復。誰にも会わないため
服装にも気を使うこともありませんでした。しかし、このまま
ではダメだ！と気持ちを変えると選び色も明るくなり、私の心
も明るくなり軽やかになっていきました。私は色には心身を癒
す力があることを体感し、これをもっと学び伝えていきたいと
思ったのが始まりです。あの時、交通事故で追突された経験は、
ぼんやりとＯＬ時代を生きていた私の背中を大きく押してくれ
た「神様の仕業」だったとポジティブに捉えています。

　北海道から飛び出して、色彩を活用した商品開発数も増や
し、新たなジャンルにも挑戦していきます。
　構想２年と温めてきたモノが形になりそうです。これからも
「また外崎なにか始めたってよ」と良い話題提供が出来るよう
に前進して参ります。

◆今後の活動予定

Vol.2
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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４月の百貨店・スーパー販売額（札幌市）は409億円で、
16ヶ月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋1.6％）。

※�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５月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.99倍となり、
99カ月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋0.02）。

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（申込受付中）

●創業希望者向けセミナー（申込受付中）

内　　　　　　　　容 実施日 時　　　間 定員 受講料

ビジネスに活かす「コーチング・コミュニケーション」 ８月16日（木）９時30分～16時30分 36名 5,000円

若手社員を育てる効果的な仕事の伝え方
～ＯＪＴや利き脳を活用した人材育成法～

８月29日（水）９時30分～16時30分 36名 5,000円

中小企業経営者のための、経営に役立つ決算書の読み方・経営計
画書作成方法

９月  5日（水）９時30分～16時30分 36名 5,000円

電話応対徹底トレーニング～基礎から学んで苦手意識を克服 ９月12日（水）９時30分～16時30分 36名 5,000円

すぐに役立つ、分かりやすいマーケティング講座 ９月13日（木）９時30分～16時30分 36名 5,000円

ワークライフバランスで効率的な仕事
～仕事と私生活を充実させる働き方で生産性を上げる～

９月19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

創業希望者の
ための創業支
援施策説明会

北海道および札幌市の中小企業支援センターで受
けることのできる創業支援メニューの紹介。

８月22日（水）13時30分～16時00分 36名 無料

さっぽろ
起業道場
（全３日）

❶ 創業の心構え、成功・失敗事例、創業形態
❷ 事業計画書の作成
❸ 資金・収支計画・資金繰り、税金の知識
❹ 先輩起業家「成功への軌跡」
❺ 初心者向けのホームページ作成
❻ 事業計画の発表、アドバイス

９月  1日（土）
９月  8日（土）
９月15日（土）

  9時30分～15時30分 16名 10,000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/

8 Economic information №194


