


「さっぽろスイーツカフェ」がオープン!!

　北海道の豊かな食資源やスイーツに適
した冷涼な気候を生かして「札幌をスイ
ーツの街にしよう！」という活動から生
まれた「さっぽろスイーツ」。洋菓子店
５店舗以上の「さっぽろスイーツ」を毎
月入れ替えて販売する「さっぽろスイー
ツカフェ」が都心部にオープンします。
常に旬なさっぽろスイーツを発信し続
け、市民・道民の皆様に愛されるととも
に、札幌の新しい観光スポットとなるこ
とを目指します。

平成21年10月6日（火）10：00

■オープン日：平成21年10月6日（火）10：00
■所　在　地：札幌市中央区大通西2丁目
　　　　　　　（さっぽろ地下街オーロラタウン内）
■営 業 時 間：10：00～20：00
■運 営 主 体：さっぽろスイーツカフェ運営協議会
　　　　　　　（℡：事務局 623-2112）

▲「さっぽろスイーツカフェ」イメージ図

（さっぽろスイーツカフェ）

22009年9月号

　札幌市では、市民による道産食材のさらなる消費拡大を促すことを目的に、「今こそもっと！道産食
材！！～北海道の食を愛するまち札幌宣言イベント～」を9月26日（土）に開催します。
　このイベントでは、札幌市が「北海道の食を愛するまち」であることを宣言するとともに、ゲストス
ピーカーとして、北海道増毛町出身のシェフ三國清三氏をお迎えして、地産地消や食育にまつわる様々な
フリートークを展開し、札幌市民による道産食材の消費促進の意義を広める契機とします。　

・開催日時
　平成21年9月26日（土）13:00－14:00
・場　　所
　大通公園6丁目（オータムフェスト会場内）
・フリートーク出演
　【ゲストスピーカー】
　　三國 清三氏
　　（ホテル・ドゥ・ミクニ  オーナーシェフ）
　【札幌市長】
　　上田 文雄
　【コーディネーター】
　　林 美香子氏（フードジャーナリスト）
入場は無料です。多数の方の来場をお待ちしています。 ▲さっぽろオータムフェスト2008  6丁目会場の様子
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－平成21年度上期企業経営動向調査速報－

景況感は下げ止まっている

　札幌市は今年8月、市内に事業所を有する資本金1,000万円以上の企業1,000社を対象に市内の景況判断など
を調査する「札幌市企業経営動向調査（平成21年度上期）」を実施し、556社から有効回答がありました。
　市内景況判断（B.S.I.）は、前回調査（平成20年度下期）では過去最悪の水準となりましたが、今回の調査で
は、平成17年度下期以来３年半ぶりに改善し、企業の景況感は依然厳しいものの、下げ止まり傾向にあります。

◇ 市内の景気
　21年度上期の市内の景気について、20年度下期に比べ「上昇」とみる企業の割合（3.2％）から「下降」とみ
る企業の割合（64.1％）を減じたB.S.I.は▲60.9と、過去最悪であった前回調査時（▲77.9）から17.0ポイント
上向きました。21年度下期の景気についても、B.S.I.は▲43.4となり、さらに改善する見通しとなっています。

◇ 業界の景気
　回答企業が属する業界の景気について、21年度上期のB.S.I.は前回調査時（▲75.8）から▲66.0と上昇して
いますが、自社が属する業界の景気判断は、市内全体の景気よりもやや厳しい判断をしています。

◇ 自社の業績（売上高・経常利益）
　自社の売上高に関して、21年度上期のB.S.I.は▲53.4となり、前回調査時（▲48.9）より悪化しましたが、経
常利益は、21年度上期のB.S.I.が▲42.1と、前回調査時（▲50.6）より改善しており、徹底したコスト削減によ
り、利益の確保に努めているものと考えられます。

◇ 設備投資の実施割合
　過去1年間に設備投資を実施した企業の割合は、
34.7％（前回42.0％）となっており、前回と比べるとや
や減少しました。今後1年間に設備投資を実施する予定
の企業の割合は28.2％と、さらに減少する見通しとなっ
ています。

◇ 従業員数
　21年9月末現在の従業員数（常用雇用者）について、
B.S.I.は、▲15.7（前回調査時は▲19.3）と改善してい
ます。21年度下期のB.S.I.は▲11.2と、さらに改善に向
かう見通しとなっています。
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　札幌市及びSAPPOROショートフェスト実行委員会では、ショートフィル
ム（短編映画）の産業化を推進するため、「第4回札幌国際短編映画祭（通称：
SAPPOROショートフェスト2009）」を開催します。
　今年は世界97か国から3,411本の作品が応募され、このうち厳選された28か国
103作品を5日間にわたり上映します。特別プログラムでは、今年アカデミー賞短
編アニメーション賞を受賞した「つみきのいえ」の上映も決定しました。また、応
募作品の権利関係の取引を行うショートフィルムマーケットを開設し、新しいコ
ンテンツビジネスの創出による札幌の産業発展を目指します。

　㈱北海道宝島旅行社は北海道内の体験型観光プログラムのポー
タルサイト『北海道体験.com』の運営を行っている会社です。
同社の代表取締役社長 鈴木宏一郎氏が、長年勤めた㈱リクルートを
退職し、仲間とともに北海道の地で創業したのは2007年4月です。
同氏は「北海道は素晴らしい自然や景観、美味しい食に恵まれ、可能
性を秘めた素晴らしい地域、人があふれている“宝の島”です。その
“宝物”の価値をきちんと世に出し、編集、整理して観光客に提供し
たい」という思いを持っており、「北海道に外貨を呼び込み、地域の
活性化に寄与したい」との一心から、リクルート出身者の方と二人
で起業したのでした。
　現在、同社が全力で進めているのは、道内のアウトドアやクラフ
ト、グリーンツーリズムといった体験型観光プログラムを検索・予約
できるＷＥＢサイト『北海道体験.com』の構築・運営。このサイトを
通じて、道内各地で頑張っているたくさんのガイドやインストラク
ターの方々と、彼らが行っている楽しいプログラムを紹介している
そうです。
　この体験型観光プログラムについて同氏は「バスやクルマで通過
するだけではなく、地域の“宝物”を愛する方々にガイドをしてもら
い、一緒に楽しませてもらうことで、旅の楽しさは何倍にもふくらみ
ます。それこそが北海道観光振興の最重要課題である、滞在時間の
増加、リピーターの増加に寄与すると思いますので、是非『北海道体
験.com』をご活用、広くご紹介下さい」と力強く語っています。
　同社では『地域と都市を結ぶ新たな仕組みの構築』を目指してお
り、これを実現させるため、今年から『ＮＰＯ法人ねおす』などと連
携を図り、都市の人材を地域活性化に携わるコーディネーター候補
として育成することや、農水省が実施している『こども農山漁村プ
ロジェクト』を通じて教育旅行等の受け入れを事業とする『北海道

ふるさとづくりセンター』といっ
た新たな組織作りにも取り組ん
でいるようです。
　北海道の地域活性化に対して
強い思いを持っている鈴木氏か
ら、最後に次のようなメッセー
ジを頂きました。「たくさんの
人々が北海道の旅、暮らしをも
っと楽しむことができ、北海道
各地に住む人々との間に素敵な
“ふれあい”が生まれること、温
かく、深い交流が次々と育って
いる姿を目指してこれからも頑
張ります。ご支援、ご指導をよろ
しくお願いします。」

株式会社 北海道宝島旅行社

株式会社 北海道宝島旅行社
代表取締役社長　鈴木 宏一郎
〒003-0005
札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１
札幌市産業振興センター３Ｆ Ｂ－１
電話：011-815-0880　　FAX：011-815-0886
E-mail:letter@h-takarajima.com
URL: http://blog.h-takarajima.com/company.html
『北海道体験.com』: http://h-takarajima.com/　
『北海道ふるさとづくりセンター』： http://furusato-hokkaido.org/

第4回 札幌国際短編映画祭

▲ 『北海道体験.com』

・ 開催時期／平成21年10月14日（水）～ 10月18日（日）
・ 開催場所／メイン会場：札幌東宝プラザ（中央区南2条西5丁目　狸小路5丁目）
　　　　　　 その他会場：シアターキノ（特別上映会場）、イベントスペースEDiT（ショートフィルムマーケット）、ほくせんギャラリーivory
　　　　　　 　　　　　　（セミナー会場）
・ 主催／SAPPOROショートフェスト実行委員会、札幌市
・ チケット情報／券種（予定）：１プログラム券（当日価格1,200円、前売価格1,000円）など（前売り券は9月1日より発売で、すべて限定発売の予定です）
　　　　　　 　　販売場所（予定）：ローソンチケット（Lコード18875）、チケットぴあ［http://pia.jp/t/shortfest/］（Pコード461-153、
　　　　　　　　　　　　　　　　アワードA、Bとアワードプレミアムは555-581）、e-plus［http://eplus.jp/ssf2009/］、札幌東宝プラザ、
　　　　　　　　　　　　　　　　シアターキノ、PIVOTインフォメーションカウンター、4プラ、大丸藤井セントラル、道新プレイガイド

・ その他のお問い合わせ
　　SAPPOROショートフェスト実行委員会事務局
　　電話：011－817－8924  FAX：011－812－6550
　　E-mail  info@sapporoshortfest.jp　URL　http://sapporoshortfest.jp
　　住所：〒062-0901　札幌市豊平区豊平1条12丁目1番12号　インタークロス・クリエイティブ・センター内　担当：本間、菅田

・チケット・プログラムに関するお問い合わせ／札幌市コールセンター　電話：011－222－4894（8:00～21:00）
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　北海道東海大学の学生と共同企画した、箸を手作りでき
るキット。箸の棒、紙やすり、塗装用のくるみ等がセット
されています。樹種はイチイ、エンジュ、サクラの3種類、
サイズも3種類。家族みんなで作って、みんなで使えま
す。自分でものをつくって使う楽しみ、味わいませんか。

（販売元）チエモク株式会社
（価格）　840円
（サイズ）Ｌ（9mm角、長さ220mm、男性用サイズ)
　　　　 Ｍ（9mm角、長さ200mm、女性用サイズ)
　　　　 Ｓ（9mm角、長さ160mm、子ども用サイズ)
※作る人にもよりますが、約1時間から1時間半で完成します。

（買える場所）
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）等で好評販売中。

　札幌の暮らしから産まれるブランド「札幌ス
タイル」の認証製品を公募します。札幌スタイ
ルとして認証されるのは、札幌市内の企業等
が、北海道内の資源を活用して企画、販売する
札幌発のコンセプトを持った製品又は製品ブラ
ンドです。札幌スタイル認証製品を持つ企業等
に対してはプロモーションと販路拡大を支援し
ています。札幌スタイルの理念に共感し、さま
ざまな立場の企業や人材と一緒に成長しようと
する意欲のある企業様のご応募をお待ちしてお
ります。

（お問合せ先）
　経済局産業振興部ものづくり支援担当課　ブランド推進担当係
　011－211-2362
詳細　http://www.city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/cer/information.html

～10月9日まで～
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　札幌市は、平成22年（2010年）2月に東京ビッグサイト
で開催される「東京インターナショナル　ギフト・ショー春
2010」に“北海道・札幌ブース”を設置し、首都圏での新規
マーケットの開拓や販路拡大を支援します。
　約20万人が来場する当商談会は、高い出展成果が期待で
きますので、是非この機会をご活用ください。

首都圏、全国への販路拡大を目指す皆様へ

問い合わせ先 ハローワーク札幌　  TEL562－0101
ハローワーク札幌東  TEL853－0101
ハローワーク札幌北  TEL743－8609

　若手社員の企業内育成と職場定着を目的として、企業の
人事・人材育成担当者、管理職の方を対象に、人材育成に関
する知識やノウハウを実践的に学習する講座を開催します。

共同出展のメリット
① 共同出展により、より注目度の高い好位置の出展が可能に！
② 統一感のあるブースデザインを行い、全国から訪れる
　 バイヤーへ強力にアピール！
③ 1/2小間（幅1.5m、奥行3m）でのチャレンジ出展可能！
　（参加費用半額367,500円→183,750円）
④ 経費節減効果　　通常必要となるスポットライト等の
　 経費を主催者が負担（スポットライト＋電気工事代、　 
　 床パンチカーペット）

１　出展形態
　（１）規模　１小間（3ｍ×3ｍ程度）
　（２）出展形態
　　展示会場に北海道・札幌ブースを確保。貴社が内部
　　出展者として出展。
　（３）募集対象企業
　　次の品目を取り扱う北海道内の企業
　　ファインシー＆ホビー、文具、雑貨、宝飾、カジュアル
　　ウェア、ペットグッズ、アウトドア用品、スポーツ＆
　　遊戯グッズ、キッズギフト、キャラクター・デザイン、
　　防災・非常用品など
　（４）募集企業数
　　18社程度（応募多数の場合、抽選となります）
　（５）参加費用
　　１小間あたり367,500円（税込）＋α
　　α＝商品配送費、什器レンタル費、要員の滞在費など
　　※全体の統一装飾、社名板については主催者が負担します。
２　申込について
　ＨＰ（http://www.city.sapporo.jp/keizai/oroshiuri/
　tenjikai.html）から申込書をダウンロードし、FAX
　（011-218-5130）で申込願います。
　申込期限：2009年10月13日（火）
３　主催（共同出展）
　札幌市（担当部局:札幌市経済局産業振興課
　電話011-211-2372）、札幌卸商連盟

▲前回の共同出展ブース

企業の人事・人材育成担当者のための
人材育成講座開催！<<受講無料>>

講座名 内　容 開催日

キャリアカウン
セリング講座

若手社員の育成に活用でき
る企業内での指導・相談の
技法を習得

①10月9日㈮・15日㈭
②11月5日㈭・9日㈪

OJTリーダー養
成講座

OJTの実践方法を学び、若
手社員との効果的なコミュ
ニケーション術を習得

①10月23日㈮・27日㈫
②11月16日㈪・24日㈫

事例研究会
若手社員指導における困難
事例を共有し、実践的な解
決方法を探る

①10月29日㈭
②11月26日㈭

開催時間は9：30～16：30、定員は各30名（応募者多数の場合、抽選）
複数の講座を選択受講可（講座の①と②は同内容となります）

＜会場＞
会場名：かでる2･7　道民活動センタービル
（〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目）
＜申込方法＞
電話、ＦＡＸ又はE-mailで、会社名・氏名・連絡先電話番号・
連絡先住所を記載のうえ申し込んで下さい。
申込先　：ヒューマンアカデミー札幌校
電話番号：011-222-7424　FAX：011-222-1197
E-Mail　： sap20@athuman.com
＜申込締切＞
10月実施講座：平成21年9月30日(水)まで
11月実施講座：平成21年10月31日(土)まで

　厚生労働省では、障がいのある方や高年齢の方の雇用促
進に向けたさまざまな取り組みを進めています。障がいのあ
る方や高年齢の方の雇用促進に一層のご理解とご協力をお
願いいたします。
■障がいのある方や高年齢の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。
　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。

障がいのある方や高年齢の方の雇用にご理解を！

東京インターナショナルギフト・ショー春2010
共同出展企業大募集 !!

～ 日本最大規模のパーソナルギフト、生活雑貨の見本市に出展しませんか ～
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女性・シニアのための『さっぽろ起業道場』第3期（土曜5日間コース） 募集締切10月23日（金）

対　象 内　容 期間・時間 講義時間 定員 受講料

札幌市内で起業意欲のある、
女性及び概ね55歳以上のシ
ニアの方

少人数受講制度による、きめ細か
いサポートで、起業に向けたスキ
ルを実践的に学ぶ。

11/7、14、21、28、12/5
全て土曜日

各回
9:30～16:00

10名
程度

15,000円

ホームページ　http://www.sec.or.jp/kigyou-doujyou/

2009 中小企業経営セミナー
産業振興センターの中小企業経営セミナーをご利用ください。
ホームページ（http://seminar.sec.or.jp/）からもお申し込みできます。

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 011-820-3033 FAX 011-820-3220
http://sangyo.center.sec.or.jp

● 平成21年12月のセミナー（10月13日(火)より受け付け）
対　象 内　容 開催日 講演時間 定員 受講料

女性・シニアの起業セミナー （仮）ヒット商品に見るマーケティング戦略 12月2日（水） 18:30～21:00 36 2,000

「食の安全安心」講習会 リスクマネジメントの視点からの是正点 12月8日（火） 13:30～16:00 36 2,000

女性・シニアの起業セミナー
（仮）何故成功し、何故失敗するのか？成功のための
基本原則は何か？

12月16日（水） 18:30～21:00 36 2,000

※ お問い合わせ先：下記札幌市産業振興センター

対　象 内　容 開催日 講演時間 定員 受講料

女性・シニアの起業セミナー こうすると失敗する！失敗しない起業の仕方 11月4日（水） 18:30～21:00 36 2,000

「食の安全安心」講習会
保健所の現場から見た食産業の信頼性確保に必要な
情報提供

11月10日（火） 13:30～16:00 36 2,000

プライバシーマーク内部監査員養成セミナー
プライバシーマーク制度に対応した内部監査員とし
て必要な知識を学ぶ

11月13日（金）   9:30～16:30 30 4,000

女性・シニアの起業セミナー 大きくはばたく起業事例に見る経営戦略 11月18日（水） 13:30～16:00 36 2,000

起業家の心構えセミナー　NO．２ 起業家に必要な心構えと経営のための基礎知識 11月26日（木）～27日（金） 18:30～21:00 36 3,000

リーダーシップ＆コミュニケーションセミナー
組織力の強化を目指し、リーダーシップのあり方とコ
ミュニケーションの基礎知識について、実践的に学ぶ

11月27日（金） 9:30～16:00 30 4,000

● 平成21年11月のセミナー（9月11日(金)より受付中）

「ＩＴ検証人材雇用促進プログラム」研修を開催しています
　市内の求職者等を対象として「ＩＴ検証エンジニア」の育成を目指す研修を札幌市エレクトロニクスセンターで行っておりま
す。研修終了後には、ＩＴ検証等を業務とする企業との就職マッチングを行います。
　厳しい選考をくぐり抜けた研修生は４０名。研修期間は８月１７日（月）～１０月30日（金）。マッチング参加企業は随時募集
中ですので、ご興味のある方は下記までお問い合わせください。

IT検証とは？
　組込機器、アプリケーション等の
ソフトウェアの開発工程において、
利用者の目線で客観的に行われる
製品テストの工程をいいます。
　ソフトウェアの開発部門ではな
く、独立した検証の部門や検証を専
門に取り扱う企業が行います。 

問い合わせ先 札幌市経済局産業振興部新産業担当課
TEL 011-211-2379　FAX 011-218-5130

● 平成22年1月のセミナー（11月11日(水)より受け付け）
対　象 内　容 開催日 講演時間 定員 受講料

女性・シニアの起業セミナー （仮）自らのビジネスを守る！成長のための法務戦略 1月20日（水） 13:30～16:00 36 2,000

「人を育てるリーダー」養成セミナー
OJTを念頭において、リーダーに必要な能力を演習
を交えて学ぶ

1月26日（火）～27日（水）   9:30～17:00 30 5,000

女性・シニアの起業セミナー （仮）起業家のためのモチベーションパワーアップ！ 1月29日（金） 18:30～21:00 36 2,000
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市　内　主　要　経　済　指　標

区分

年・月

人口 世帯 国内企業

物価指数

消費者物価指数（総合） 大型小売店販売額

各年10月1日、各月1日 全国 札幌 百貨店（注1）

（人） 前年比 （世帯） 前年比 17年＝100 前年比 17年＝100 前年比 17年＝100 前年比 （百万円） 前年比

19年 1,894,344 0.3 866,566 1.5 104.0 1.8 100.3 0.0 100.1 ▲0.1 211,771 ▲4.5

20年 1,898,473 0.2 878,345 1.4 108.8 4.6 101.7 1.4 102.1 2.0 201,898 ▲4.7

21年1月 1,899,664 0.2 879,709 1.3 105.5 ▲0.2 100.7 0.0 100.8 ▲0.3 17,383 ▲5.8

2月 1,899,703 0.2 879,951 1.3 105.0 ▲1.1 100.4 ▲0.1 100.4 ▲0.3 12,390 ▲12.6

3月 1,899,848 0.2 880,341 1.3 104.3 ▲2.2 100.7 ▲0.3 100.6 ▲0.7 15,935 ▲15.0

4月 1,898,348 0.3 881,975 1.3 103.0 ▲5.4 100.8 ▲0.1 99.9 ▲1.3 13,472 ▲13.4

5月 1,901,656 0.3 885,876 1.3 102.9 ▲6.0 100.6 ▲1.1 99.5 ▲2.8 13,798 ▲11.6

6月 1,902,217 0.3 886,805 1.3 102.5 ▲7.4 100.4 ▲1.8 99.5 ▲3.5 13,552 ▲11.1

資料 市企画課 日本銀行 総務省統計局 北海道経済産業局

区分

年・月

大型小売店販売額 新車登録・届出台数（注2） 新設住宅着工 職業紹介状況（常用）（注3）

スーパー（注1） 含む軽自動車 除く軽自動車 戸数 床面積 有効求人数 新規求人数

（百万円）前年比 （台） 前年比 （台） 前年比 （戸） 前年比 （千㎡） 前年比 （人） 前年比 （人） 前年比

19年 307,802 2.6 104,433 ▲3.7 75,352 ▲2.8 20,575 ▲24.2 1,691 ▲20.7 255,313 ▲8.4 100,682 ▲8.3

20年 308,768 0.3 95,448 ▲8.5 68,036 ▲9.7 17,996 ▲12.5 1,529 ▲9.6 230,995 ▲9.5 91,837 ▲8.8

21年1月 25,659 1.2 4,378 ▲19.0 2,814 ▲25.8 316 ▲68.9 27 ▲68.2 16,416 ▲17.1 6,933 ▲20.8

2月 22,940 0.5 5,893 ▲23.2 3,819 ▲29.1 538 ▲43.1 48 ▲45.9 16,845 ▲22.6 6,651 ▲30.0

3月 26,719 0.2 12,477 ▲21.8 8,658 ▲26.6 784 ▲59.0 66 ▲62.4 18,128 ▲22.1 8,117 ▲15.5

4月 26,459 3.0 6,616 ▲25.9 4,643 ▲30.8 1,128 ▲19.8 99 ▲19.6 16,247 ▲22.4 6,756 ▲7.0

5月 26,694 5.6 6,030 ▲15.3 4,196 ▲13.7 750 ▲61.7 71 ▲56.4 15,290 ▲20.9 6,139 ▲17.3

6月 25,813 1.7 7,759 ▲12.0 5,595 ▲12.0 1,158 ▲33.8 106 ▲21.6 15,875 ▲16.5 6,828 ▲11.7

資料 北海道経済産業局 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会 国土交通省 北海道労働局

区分

年・月

職業紹介状況（常用）（注3） 勤労者の月1人平均賃金（全産業）
所定外労働時間

法人企業登記数

（注4）有効求職者数 有効求人倍率 現金給与総額 決まって支給する給与

（人） 前年比 （倍） 前年比 （円） 前年比 （円） 前年比 （時間） 前年比 （件） 前年比

19年 533,551 0.3 0.48 ▲0.04 323,724 ▲11.6 264,423 ▲8.7 10.3 ▲4.6 2,730 ▲10.8

20年 543,985 2.0 0.43 ▲0.05 322,914 ▲0.3 266,257 0.7 10.1 ▲1.9 2,408 ▲11.8

21年1月 45,130 12.3 0.36 ▲0.13 272,072 ▲1.5 262,705 ▲0.8 10.7 8.1 162 ▲9.5

2月 47,212 12.7 0.36 ▲0.16 257,230 ▲4.7 256,039 ▲4.8 10.9 4.8 185 6.3

3月 52,546 16.5 0.34 ▲0.18 269,292 ▲4.0 260,645 ▲2.8 11.3 6.6 212 ▲3.6

4月 58,319 19.1 0.28 ▲0.15 256,721 ▲3.8 254,496 ▲4.4 11.3 8.7 250 ▲15.3

5月 58,199 19.8 0.26 ▲0.14 247,492 ▲5.6 245,928 ▲5.9 10.7 11.5 156 ▲22.0

6月 57,892 22.1 0.27 ▲0.13 217 6.4

資料 北海道労働局 市企画課 札幌法務局

区分

年・月

企業倒産（負債額1千万円以上） 公共工事請負額 銀行勘定（各年・月末現在）

件数 負債額 全道 石狩管内 預金 貸出金

（件） 前年比 （百万円） 前年比 （百万円） 前年比 （百万円） 前年比 （億円） 前年比 （億円） 前年比

19年 147 0.0 74,642 ▲43.1 947,799 ▲2.1 154,141 1.5 74,446 1.3 56,226 ▲0.9

20年 198 34.7 69,592 ▲6.8 876,660 ▲7.5 139,858 ▲9.3 76,520 2.8 58,477 4.0

2月 15 25.0 18,058 507.0 20,596 35.6 2,023 15.5 76,517 4.5 58,794 6.1

3月 17 30.8 6,675 91.0 113,676 11.7 15,174 30.4 77,196 3.4 58,834 5.0

4月 10 ▲37.5 5,338 ▲13.7 152,786 20.1 28,099 11.2 77,530 2.8 60,201 3.3

5月 9 ▲52.6 10,884 237.8 67,289 ▲12.3 8,462 ▲14.1 77,346 3.6 59,790 4.4

6月 18 ▲5.3 18,890 495.7 105,157 ▲7.0 16,214 ▲6.8 78,089 3.5 58,848 5.8

7月 10 ▲61.5 4,943 10.1 125,030 2.1 22,352 30.8 77,576 3.5 59,492 6.4

資料 （株）帝国データバンク 北海道建設業信用保証（株） 札幌銀行協会

平
成
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刷　

留
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印
刷
（株）

※表中の一部の数値はのちに発表される確報値と若干異なる場合がある。
(注1）大型小売店販売額の前年比は、No.104より、全店ベースの前年同月比を掲載している。
(注2）札幌運輸局管内の数値である。
(注3）No.124より、札幌、札幌東（江別東、北広島市、新篠津村を含む）および札幌北公共職業安定所管内（石狩市（浜益区を除く）、当別町を含む）の学卒
　　　を除きパートタイムを含んだ数値である。有効求人倍率の前年比はポイント差。
(注4）H18.11月から石狩市と北広島市の数値を含む。

さっぽろ市
02-K00-09-255

21-3-79


