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　新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり
謹んでごあいさつを申し上げます。

　昨年は、「百年に一度の経済危機」ともいわれる経済
不況に加え、新型インフルエンザが世界中に流行し、人々
に不安を与えた一方、歴史的な政権交代が現実のものと
なり、時代の変化を強く意識させられる年でありました。
また、北海道日本ハムファイターズがリーグ優勝を見事
達成し、札幌市民はもとより、道民が歓喜にわいた一年
でもあったと思います。

　私が市長に再選されてから、およそ二年半が経過いた
しました。この間、一期目から引き続き「市民の力みな
ぎる、文化と誇りあふれる街」の実現を目指し、施政方
針である「さっぽろ元気ビジョン第二ステージ」に掲げ
る取り組みを着実に実行してまいりました。中でも、市
民の皆さんと共にまちづくりを進める取り組みが市政の
中に根付き、また、そうした取り組みを後押しする「自
治基本条例｣、｢市民まちづくり活動促進条例｣、｢子ど
もの最善の利益を実現するための権利条例」の三つの条
例がそろったことは、市民主体のまちづくりを次の段階
へ発展させていく契機になるものと考えており、身が引
き締まる思いでおります。

　一方、厳しい財政状況を克服するため、一期目から継
続して行財政改革に取り組んでまいりました。その結果、
当初二兆三千億円あった市債残高を、二兆円を切るとこ
ろまで改善し、財政の健全性に関する比率が法で定める
基準を満たすなど、持続可能な財政構造への転換を進め
ることができました。このような成果を挙げることがで
きたのは、市民の皆さんのご協力があったからにほかな
りません。皆さんに心から感謝申し上げます。

　昨年世界を襲った同時不況は、本市にも深刻な影響
をもたらしました。私は、中小企業が大部分を占める札
幌において、最大の経済対策は、今ある企業を守り切る
ことと考えております。そのため、社会資本整備の充実
や、「景気対策緊急支援資金」創設による融資枠の拡大
など、地元中小企業を支える取り組みを重視し、これら
を積極的・優先的に予算に計上いたしました。このこと
は、二十一年度の一般会計予算規模が五年ぶりに増加と
なったことにも表れているといえます。また、昨年三月
に創成川通の二つのアンダーパスの連続化工事が完了し、
「創成トンネル」として開通したことは、都心部の交通渋
滞の緩和、ひいては物流などの経済活動の活性化につな
がったのではないかと考えております。

　私は、行政の役割は「世代の良好な循環」を保障する
ことにあるとの思いから、｢子ども・子育て｣、｢福祉 ｣、
｢環境」という三つの課題に力強く取り組んでいこうと
考えております。一点目の、「子ども・子育て」については、
昨年四月に、「子どもの最善の利益を実現するための権
利条例」を施行し、同時に子どもの権利救済機関として
「子どもアシストセンター」を設置いたしました。また、
妊婦健診の助成の拡大や、乳幼児十カ月児健診時の親子
に対する絵本の配布なども行い、出産、育児、教育を支

援する取り組みを進めてきたところです。

　「福祉」の分野においては、七十歳以上の方に交付す
る敬老優待乗車証について、市民の皆さんからの声を踏
まえ、利用上限額の引き上げや、利用期間の延長などを
行い、使い勝手の向上を図ることを通じて、高齢者の豊
かな生活環境づくりに努めてまいりました。

　「環境」に関しては、昨年七月、札幌市政では三十七
年ぶりとなる家庭ごみの有料化や、雑がみの分別など
をはじめとする新ごみルールがスタートいたしました。
ルール導入に当たっては、幸い大きな混乱もなく、多く
の皆さんに理解していただけたものと考えており、また、
早速ごみ減量の効果も表れております。ごみの減量は、
一番身近な環境対策であると同時に、市民自治の目に見
えるかたちでの実践といえます。廃棄ごみ一人当たり一
日四百グラム以下という、高い目標の達成に向け、そし
て何よりもより良い環境を次世代に引き継いでいくため、
市民の皆さんと共にごみ減量の取り組みを継続していき
たいと考えております。

　加えて私が重視するのは、道内市町村との連携、そ
して北海道の声を国に伝え、あるべき政策の必要性を訴
えていくことであります。国政において「地域主権」が
叫ばれ、地域が自らの強みを生かし、発展していく力が
問われています。こうした地域力は、都市同士が連携す
ることで、互いに高め合えるものと考えます。昨年八月
に行った道内中核都市の市長との意見交換会では、こう
した考えを各市と共有することができました。秋に行っ
た「北海道の食を愛するまち札幌」宣言や、百三十万人
以上の方に北海道の食を楽しんでいただいた「さっぽろ
オータムフェスト」などは、札幌が道内各都市との連携
と発展に積極的な役割を果たした一例といえます。北海
道の政令指定都市として、国から具体的な政策を引き出
す努力も尽くさなければなりません。その最たるものが、
北海道新幹線の札幌延伸であります。新幹線は、札幌は
もとより、北海道の発展、さらには東北、北海道が日本
における新たな価値と富を生み出す力となるために欠か
すことのできない社会資本であり、その延伸の実現に時
を置くことはできない旨、国へ提言する努力を続けてい
きます。

　少子高齢社会の急速な到来の途上にあって、これまで
通りの歳出を続けていけば、多額の収支不足が見込まれ
るなど、市の財政は極めて厳しい状況が続きます。こう
した厳しい時代には、市民自身が本当に必要なことを議
論し選択する、すなわち、「自分たちのまちのことは自
分たちで考え、行動する」という市民自治の実践が必要
であると考えます。この考えの下、市民と企業、行政が
共にまちづくりの主体としての役割を担う市政のスタイ
ルを確立し、市民の皆さんと共に、先人から受け継いだ
財産を発展させ、次世代へ引き継いでいくべく、全力で
取り組んでまいります。

　どうか本年も市民一人一人の皆さんのご理解とご協力
を心からお願い申し上げます。
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　長年にわたり、本市の産業経済の進行発展に多大な
貢献をされた方の功績を称える「札幌市産業経済功
労者」の表彰式が、昨年12月16日（水）、札幌グラン
ドホテルで行われ、９名の方が受章されました。
　11月30日（月）には、市内商工業の振興を奨励す
るため、特に優良な工場、店舗、協同組合、その従業
員などを表彰する「札幌市優良工場等」表彰式が札幌
パークホテルで行われ、７団体14個人の方が受章さ
れました。
　また、市内で農畜産業を営む方のうち、農業振興に
貢献したと認められる方の功績を称える「札幌市優良
農業者」表彰式が、12月18日（金）に市役所市長室で
行われ、1名の方が受章されました。

平成21年度
「札幌市産業経済功労者」
「札幌市優良農業者等」
「札幌市優良工場等」表彰

平成21年度 札幌市産業経済功労者（9名）

伊
イ

　藤
トウ

　圭
ケイ

　輔
スケ

　さん
㈱大通公園ホテル　取締役会長
札幌ホテル旅館協同組合　理事長

小
コ

　泉
イズミ

　詔
アキ

　信
ノブ

　さん
㈲小泉　代表取締役　
札幌市商店街振興組合連合会　副理事長
北24条商店街振興組合　理事長

小
コ

　竹
タケ

　邦
クニ

　雄
オ

　さん
㈱小竹金物店　代表取締役社長
札幌市商店街振興組合連合会　副理事長
月寒中央商店街振興組合　理事長

坂
サカ

　　　敏
トシ

　弘
ヒロ

　さん
勇建設㈱　代表取締役社長
札幌商工会議所　常議員

中
ナカ

　村
ムラ

　昌
マサ

　彦
ヒコ

　さん
㈱なかむら美巧社　代表取締役社長
社団法人北海道屋外広告業団体連合会 会長
協同組合札幌広告美術協会　理事長

中
ナカ

　村
ムラ

　光
ミツ

　雄
オ

　さん
中村運送㈱　代表取締役会長
札幌鉄工関連協同組合　理事長

廣
ヒロ

　川
カワ

　雄
ユウ

　一
イチ

　さん 
㈱にしりん　代表取締役
札幌商工会議所　常議員

守
モリ

　　　和
カズ

　彦
ヒコ

　さん
㈱ダテハキ　取締役会長
札幌卸商連盟　副会長
北海道中企業家同友会　代表理事

横
ヨコ

　井
イ

　　　救
タスク

　さん
北海道マツダ販売㈱　取締役副社長
札幌商工会議所　常議員

平成21年度　札幌市優良工場等表彰者

寿産業 ㈱
札幌高級鋳物 ㈱
㈱ ホクシンラマナプロジェクト

大村青果 ㈱
㈲ 霧花

札幌地方生協専門店商業協同組合
星置駅前商店街振興組合

石橋　　勉さん　 加藤　雪江さん
川村　繁之さん　 小林　　晃さん
佐藤　　実さん　 山形　和昭さん

押野　智之さん　 塚原　　勲さん
寺山　　徹さん　 山内みな子さん

池田　久子さん　

大友　義幸さん　 豊田　　博さん
野村　英男さん　

工場の部（３件）

店舗の部（２件）

協同組合等の部（２件）

工場従業員の部（６名）

店舗従業員の部（４名）

組合等職員の部（１名）

技能指導者の部（３名）

増
マス

　田
ダ

　　　征
ススム

　さん
　日頃から切花栽培技術の研究に取組
み、北海道花卉品評会金賞等、多数の受
賞歴を有し、本市切花栽培技術の普及向
上に貢献している。また、札幌における
花卉生産体制の基礎となる組織の中核を
担い、地域の花卉生産体制の発展に貢献
した功績が認められる。

平成21年度　札幌市優良農業者等表彰者
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　新年あけましておめでとうございます。
　本年も皆様のご健勝と益々のご発展を心より祈念
申し上げます。年頭にあたりまして、新年度の展望
について述べさせていただきます。

　昨年は、「100年に1度」といわれた金融・経済危
機の傷跡が残る中、新型インフルエンザが流行する
など、どんよりとした空気が世界を覆っていたよう
に思います。日本ではWBC2連覇や新政権誕生な
どにより時々盛り上がりはしたものの、通してみる
と厳しい話題が目立つ年でした。道内も、厳しさと
いう点では同様ですが、道民の気を晴らしてくれた
北海道日本ハムファイターズの優勝、将来のトップ
ブランドと期待される道産高級米「ゆめぴりか」デ
ビューなど、明るい話題も記憶に残りました。
　改めて昨年の景気動向をみると、国内景気は春先
に底を打ち、持ち直しに向かいました。これは、08
年秋の金融危機による大きな落ち込みの後、国内外
での大規模な金融財政政策発動が効を奏したもので
す。道内経済も、道外需要関連製造業での生産底入
れに加え、経済対策による一部消費の押し上げや公
共工事発注増などから、春先以降、持ち直しの動き
となりました。ただし、雇用・所得環境の悪化によ
る消費・住宅投資の不振、需要減に伴う企業の投資
意欲低迷、国内外からの観光客減少などから、その
テンポは極めて緩慢なものにとどまりました。当行
の経済見通しでは、09年度の道内実質成長率を▲
1.3％（国内は▲2.8％）と予測しています。

　10年度を予測すると、国内景気は、経済対策の効
果が薄れるほか、円高・デフレなどの懸念材料があ
るため楽観視できません。しかし、中国を中心とす
るアジア経済の好調さなどを背景に、外需牽引によ
る回復基調持続が見込まれ、実質成長率は1.6％と3
年ぶりのプラス成長となりそうです。一方、北海道
経済は▲0.1％と、わずかながらもマイナス成長が続

くと予想しています。国内経済の回復持続を背景に、
道外需要関連で持ち直しの動きが続く半面、公共投
資の大幅減による打撃が大きいほか、道内民間需要
の回復遅れもあり、全体としては持ち直しの動きが
足踏みとなりそうです。
　道内の主要な需要項目をみると、まず、個人消費
は、低水準ながら実質0.6％とプラスの伸びを続ける
でしょう。これは、雇用者報酬の減少が続く一方で、
物価下落・制度改正を背景とした家計の実質可処分
所得増加などが消費増につながるためです。住宅投
資は、低水準が続くものの、分譲マンションでの供
給抑制姿勢が緩和されることなどから、総体の着工
戸数は前年度を僅かに上回るとみられます。ただし、
工事進捗ベースでみた投資額は7年連続で前年割れ
（実質▲4.0％）となるでしょう。設備投資は、製造
業が稼働率の回復などから下げ止まりの動きとなり
ます。しかし、非製造業が、大型投資（発電所、空
港ビルなど）一巡や、需要低迷による慎重姿勢など
から減少するため、総体でも減少を続ける（実質▲
6.9％）とみられます。公共投資は、当初予算の抑制
に加えて補正予算規模の縮小から、大幅な落ち込み
（実質▲18.9％）が予想されます。なお、移輸出は、
国内外の景気回復に加え、新型インフルエンザの影
響剥落が観光でプラス材料となるため、増加（実質
2.5％）が見込まれます。

　景気低迷が長引く中、道内経済を成長軌道に復帰さ
せるためには、北海道が優位性を持つ分野の製品・技
術・サービスの付加価値を一層高め、国内外での市場
拡大、新規需要創出につなげていくことが必要でしょ
う。道内各地では、既にこうした取り組みが数多くみ
られるようになっています。例えば、「食」の分野で
は、品種改良や加工の高度化などにより、米や乳製
品を始めとする幅広い道産品への評価が国内外で高
まっています。生産（1次産業）、加工（2次産業）、販
売（3次産業）を掛け合わせた「食の6次産業化」で、
地域経済振興を図ろうという動きも目立ちます。「観
光」では様々なアイデアにより、新たな観光資源が各
地で創り出されるようになりました。「環境・エネル
ギー」関連では、豊富な自然エネルギーの活用が多方
面で実施に移されています。「ものづくり」では、道
内企業の独特な寒冷地技術が道外で注目される例が
増えています。
　こうした事例は、北海道独自の風土や環境から生ま
れた製品、技術、サービスなどにみられる “北海道力”
とでも呼べる魅力に、「付加価値向上」という磨きをか
ける取り組みです。新年は、道民全体で知恵を絞り、一
段と“北海道力”を活かしていく一年にしたいものです。

「北海道力」を活かそう
2010年度北海道経済の展望

株式会社 北海道銀行
経済産業調査部長

松　本　則　栄

緩慢ながらも景気が持ち直した09年

持ち直しの動きが足踏みとなりそうな10年度

付加価値向上で “北海道力”を活かす
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　北海道の自然をテーマに選曲された楽曲が100年前のオルゴールの音色
によって奏でられます。収録曲は全５曲、時代を超えた冬の名曲の数々を
お楽しみ下さい。

　昨年の秋から冬にかけて、道外で札幌の暮らしから産まれるブランド札幌スタイル認証製品
が販売されました。
●2009年９月　広島三越
　札幌スタイル認証製品を持つ企業等の一社であるチエモク㈱が同店で実演販売するのに併
　せ、他の札幌スタイル認証製品群を販売。消費者だけでなく広島市内のデパート関係者にも
　興味を持ってもらうことが出来ました。
●2009年11月-12月　東京表参道Ｒin
　中小企業基盤整備機構が運営するテストマーケティングショップＲinで、ショップスタッフ
　がセレクトした札幌スタイル認証製品が並びました。20代女性を中心に人気で、一部の商品
　は11月の売上ベスト10にランク入りしました。
●今後に向けて
　２箇所での経験から、①販売する場所、販路を個別の製品ごとに丁寧に見極めること②売り
　場で展開しやすいよう製品群のカテゴリ（例えばスキンケア等）を揃えて提案することを次
　の課題としてプロモーション支援をしていきたいと思います。

札幌スタイル認証製品が道外で販売されました  ～９月広島、11月－12月東京表参道～

（販売元）株式会社ディスカバリーファーム
（収録曲）雪の華（中島美嘉）・WINTER SONG（DREAMS COME TRUE）
　　　　 ・サイレント・イブ（辛島美登里） 虹と雪のバラード（トワ・エ・モワ）
　　　　 ・白い恋人たち（フランシス・レイ）
（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。

（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

広島三越での様子

東京表参道Rinでの様子

　12月14日（月）、札幌広域圏8市町村と関係農業団体で構成する｢さっぽろ圏地
産地消推進委員会｣※の主催で、石狩地区ＪＡグループの生産者を対象とした研修
会が、札幌市男女共同参画センター３階ホールで開催されました。
　これは、今年から取り組んでいるさっぽろ圏の農畜産物統一ブランド｢さっぽろ
ハーベストランド｣に取り組む近郊市町村の生産者、ＪＡ職員及び行政関係者を対
象とした研修会で、徳江倫明氏を講師に招き、ブランド化の意義やあり方、今後の
農産物流通システムについての講演を行いました。また、フードジャーナリスト林
美香子氏の進行のもと、農産物のブランド化の意義など講演会の内容を基に、松
尾道義氏(さっぽろハーベストランド推進協議会会長・石狩地区農業協同組合長会
会長)とのパネルディスカッションが行われ、当日は１９２名の参加がありました。

徳江倫明氏の基調講演

パネルディスカッションの様子

○講師：徳江　倫明（とくえ　みちあき）氏
　エフティピーエス㈱代表取締役。日本発の有機農産物専門流通団体｢大地を守る会｣や有機農
産物宅配システム｢らでぃっしゅぼーや｣を設立。現在も農産物の御物流を手がけ、オープンマー
ケット化を目指し活動中。地方市場と連携しオープンマーケット流通を首都圏で展開している。

※さっぽろ圏地産地消推進委員会（平成21年6月26日設立）構成団体
　札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、札幌広域圏組合、
　ＪＡさっぽろ、ＪＡ道央、ＪＡいしかり、ＪＡ北いしかり、ＪＡ新しのつ、サツラク農協、
　北農中央会札幌支所、ホクレン札幌支所

さっぽろ圏農畜産物連携シンポジウム
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　札幌市就業サポートセンター（北区北24条西5札幌サンプラザ1階）では、幅広い就職支援を行うため、札幌市、ハローワーク
（公共職業安定所）、民間の職業紹介事業者が協力し、無料の職業紹介を行っています。
　センターでは、ハローワークによる求人のほか、札幌市が民間事業者に委託して確保した「独自の求人情報」を求職者の方々に
提供しております。
　このため、札幌市が委託した次の事業者の求人開拓員が訪問や電話などにより、求人情報のご提供をお願いすることがござい
ますので、本事業の趣旨をご理解の上、ぜひご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

事業主の皆様へ　　皆様の会社・団体等の求人をご提供ください
～「求人のお申込み」及び「求職者の紹介」は無料です～

　札幌市内の商店街では、年末年始に向けて販売拡大を図ろうと、写
真やイラストで商店街や店を紹介するとともに、各店舗に持参すると
サービスや割引が受けられるクーポン券付きのＰＲ誌を製作し、配布
しました。経済対策による国の交付金を活用した事業で、市内48商
店街で共同制作も含め30種類、発行部数約30万部が、個人配布さ
れたほか、各店舗などに置かれています。
　地域商業の活性化のため、ＰＲ誌を活用して、お近くの商店街を是
非ご利用ください！

　　　　　　市内48商店街がクーポン券付ＰＲ誌を発行しました！

受託事業者名
キャリアバンク㈱　
　電話（011）251-4510　FAX （011）207-7870
　（主な担当地区：中央区、北区、東区、南区、西区、手稲区）

㈱東京リーガルマインド
　電話（011）218-1527　FAX （011）218-1525
　（主な担当地区：中央区、北区、白石区、厚別区、豊平区、清田区）

＊求人のお申込みは
ホームページからも可能です＊

詳　細 札幌市経済局雇用推進部雇用推進課　電話（011）211-2278

区 商店街 タイトル 区 商店街 タイトル

中央

札幌四番街商店街振興組合

大通まち歩きＢＯＯＫ

北
太平8丁目通商店街振興組

KITA!　北区にあふれるおもてなしの心
太平・篠路・拓北版

札幌狸小路商店街振興組合 篠路こまどり商工振興会
札幌地下街商店会 拓北商工会
一番街商店街振興組合

東

札苗商店街振興組合 モエレわが街クーポン
二番街商店街振興組合 栄町中央商店街振興組合 ハッチロード
札幌三番街商店街振興組合 環状通東商工振興会 メム探訪
札幌シャワー通り商店街 伏古商店街振興会 ふしこ商店街とくとくクーポン券
行啓通商店街振興組合 コレって行啓通り 白石 本郷商店街振興組合 本郷商店街とくとくクーポン
五番街振興会 Go！ゴー！五番街

豊平

月寒中央商店街振興組合 ＭＩＴＯＣＯつきさっぷ
札幌二条魚町商業協同組合

札幌市民の台所二条市場商店街
美園商店街振興組合

ふぞろいの林檎たち
新二条市場協同組合 南美園商店街振興会
裏参道商店振興会 WaKuWaKu裏参道 豊平商店街振興組合 とよひら

北

北24条商店街振興組合 KITA!　北区にあふれるおもてなしの心
北24条・北大前版

平岸中央商店街振興組合
平岸人

北大前商工振興会 平岸商店街振興組合
篠路中央商店街振興組合 みんなから注目されるお店になりたい 中の島商店街振興会 中の島商店街　
新琴似中央商店会 新琴似まちの元気発見ペーパー 清田 清田地区商工振興会 ありがとう
あいの里商工振興会 あいマップ

南

石山商店街振興組合 石山・芸術の森お散歩ガイド
新琴似一番商店街振興組合

KITA!　北区にあふれるおもてなしの心
新琴似版

真駒内商店街振興組合 まこまない本町商店街Guide Book
新琴似六番通り中央商工会 真駒内団地商店街振興会 真駒内マルトククーポンガイド
新琴似西商工振興会 藻南商店街振興組合 藻南商店街Guide Book
新琴似三番通商工振興会 藤野中央商工振興会 藤野マルトククーポンガイド
新琴似一番通東商店会

西
発寒商店街振興組合 ぶらりはっさむ

屯田中心街商工会 発寒北商店街振興組合 ぽろ
北区境商店会 手稲 手稲本町商店街振興組合 手稲本町タウンペーパー

　就業サポートセンターのホームペー
ジから、メールフォームで簡単に求人
情報のお申し込みができます。
　お気軽にご活用下さい！

http://www.sapporo-sc.jp/index.html
URL

な



7 2010年1月号

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

対　象 内　容 開催日 講演時間 定員 受講料

「食の安全安心」講習会 HACCPは食品企業の強力なインフラ 2月4日（木） 13:30～16:00 36 2,000

事業計画作成セミナー 起業家に必要な心構えと経営のための基礎知識 2月6日（土） 10:00～16:00 36 3,000

女性・シニアの起業セミナー 企業経営の二大目的と経営道とはなにか 2月10日（水） 18:30～21:00 36 2,000

企画力パワーアップセミナー 企画立案の手法について演習を交えて学ぶ 2月19日（金）   9:30～16:00 24 4,000

女性・シニアの起業セミナー 起業・創業資金の上手な調達方法 2月24日（水） 18:30～21:00 36 2,000

● 平成22年2月のセミナー（12月11日(金)より受付中）

札幌・北海道の食品を海外へ

◆ 第4回 北海道食品展示商談会in北京（開催日：平成21年11月12日）
　平成18年度から開催し、今年度で4回目を迎える北海道食品展示商談会in北京には、札幌市内の食品関連
企業を中心に11社が参加しました。この日の北京は、寒波襲来による大雪であったにもかかわらず、日本料
理店料理長をはじめとした食品業界関係者284名が来場し、例年にも増して活発な商談が繰り広げられまし
た。会場には上田市長も姿を見せ、出展企業を激励するとともに、自ら出展企業の側に立ち、商品を手にと
ってトップセールスを行い、札幌・北海道食品の販路開拓に向けた確かな手応えを得ることができました。

◆ 北海道商談会in香港2009（開催日：平成21年11月16日）
　昨年に引き続き、北海道商談会in香港を開催し、札幌市内の食品関連企業を中心に16社が参加しました。
商談会の冒頭には生島副市長による出展企業への激励が行われ、士気を高めていました。この日の香港は、
過去十数年来経験したことのない寒さを記録したとのことでしたが、日本食を扱う商社、外食、ホテル、小
売業者等74社145名のバイヤーが来場し、会場は、北海道のおいしく安心な食材で香港市民の食生活を豊
かにしようと一生懸命に提案する企業と、北海道食材の新たな魅力を発掘しようというバイヤーの熱気に包
まれました。

● 平成22年1月のセミナー（11月11日(水)より受付中）
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 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 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

 北京・香港で北海道食品商談会を開催！

　「北海道商談会in香港」に続き、食と観光PRイベント「北海道美食広場」を開催しました。
　午前の部「さっぽろスイーツ」には、輸入商社やレストラン、旅行会社、マスコミ等16社29名が来場し、さ
っぽろスイーツ・グランプリ受賞パティシエ若山一哉氏による「ハスカップフロマージュ」の実演･試食、そし
て札幌広域圏の体験観光スポットの紹介を行い、来場者は味覚も視覚も使って北海道を楽しんでいました。
　午後の部「北海道の地酒と道産食材のマリアージュ」は、有名美食家や在香港日本国総領事館大使を迎え、
昨今の品種改良によって旨味が増した北海道米を使った北海道の地酒を、社団法人北海道酒造組合専務理事
の西田孝雄氏が紹介し、利き酒をしました。そして地酒の特徴に合った道産食材と共にテイスティングを行
い、来場者は、北海道の地酒の深い味わいとこれを引き立てる豊かな北海道産食材に舌鼓を打ち、心行くまで
堪能していました。

 香港で食と観光ＰＲイベント「北海道美食広場」を開催！

● 平成22年3月のセミナー（1月12日(火)より受け付け）
対　象 内　容 開催日 講演時間 定員 受講料

「食の安全安心」講習会 農産物の安全とトレンド 3月4日（木） 13:30～16:00 36 2,000

女性・シニアの起業セミナー 自分らしい起業のために必要な考え方 3月10日（水） 13:30～16:00 36 2,000

フレッシュマンセミナー
仕事の進め方やビジネスマナーの基本を学ぶ新入
社員研修

3月24日（水）～25日（木）   9:30～17:00 120 5,000
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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5月 1,901,656 0.3 885,876 1.3 102.8 ▲6.1 100.6 ▲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 ▲11.0

7月 1,902,768 0.3 887,531 1.3 102.9 ▲9.5 100.1 ▲2.2 98.9 ▲4.2 16,915 ▲9.0

8月 1,903,727 0.3 888,542 1.3 102.9 ▲9.5 100.4 ▲2.2 99.3 ▲4.2 13,208 ▲12.4

9月 1,904,340 0.3 889,175 1.3 102.1 ▲7.4 100.4 ▲2.2 99.5 ▲3.5 14,884 ▲3.6

10月 1,904,278 0.3 889,474 1.3 102.2 ▲5.2 100.0 ▲2.5 99.2 ▲3.4 13,461 ▲15.9

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 ▲12.9 5,595 ▲12.0 1,158 ▲33.8 106 ▲21.0 15,875 ▲16.5 6,828 ▲11.7

7月 26,065 2.5 10,071 8.9 7,912 12.6 680 ▲54.4 64 ▲44.1 15,258 ▲16.0 6,756 ▲4.6

8月 26,032 3.4 5,482 ▲8.9 3,805 ▲11.1 1,056 ▲58.8 97 ▲56.7 15,181 ▲15.2 6,501 ▲9.5

9月 23,995 2.6 8,884 1.8 6,602 8.3 1,095 ▲36.6 101 ▲33.3 16,932 ▲10.9 7,967 0.6

10月 25,441 1.8 6,793 3.0 4,814 7.7 1,288 ▲0.1 106 3.5 17,101 ▲7.3 7,061 ▲2.4

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 ▲0.13 463,108 ▲10.7 254,991 ▲3.2 10.6 8.2 217 6.4

7月 56,263 20.2 0.27 ▲0.12 279,942 ▲7.0 255,118 ▲4.3 11.1 11.0 196 ▲9.3

8月 54,420 19.7 0.28 ▲0.11 261,065 ▲3.1 255,200 ▲4.4 10.8 12.5 178 ▲1.7

9月 53,155 15.5 0.32 ▲0.09 266,275 ▲3.8 260,457 ▲3.4 11.1 13.3 173 ▲10.8

10月 52,483 13.2 0.33 ▲0.07 180 ▲7.2

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

21年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

8月 9 ▲55.0 9,827 ▲25.9 100,129 8.9 14,327 ▲23.6 77,657 3.7 59,451 5.8

9月 10 ▲45.7 1,576 ▲84.6 101,993 27.9 12,860 ▲13.7 78,047 4.3 60,023 5.7

10月 9 ▲47.1 957 ▲68.4 93,207 45.2 14,808 87.3 78,095 5.0 60,302 5.1

11月 17 70.0 8,021 765.3 52,483 35.4 8,760 35.3 78,349 4.8 60,461 4.8

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
22
年
1
月
15
日
発
行

印
刷　

留
萌
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
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