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NoMaps2020 開催のお知らせ
　“NoMaps（ノーマップス）”は、北海道を舞台に、新しい価値を
生み出す大きな枠組み。
　クリエイティブな発想や技術によって、次の社会・未来を創ろう
とする人たちのための交流の場（コンベンション）です。
　NoMaps2020のテーマは「beyond」とし、オンライン開催を軸に
しながら、コロナ禍を超えるためのリアルの場づくりにも挑戦をし
ます。
　世界に展開するビジネスから、地方創生を目指したクリエイティ
ブな取り組みまで、多様なテーマのカンファレンスを開催する
「NoMaps カンファレンス2020」、札幌文化芸術交流センター
SCARTSにおいて様々な技術の実験展示や参加型のイベントなどを
行う「Touch the NEW Street & Square」、今年で15回目を迎える
「札幌国際短編映画祭」などが一体的となって開催されます。その
他にもコンテンツは多数用意されており、開催日程以外にも連携イ
ベントを行います。詳細についてはホームページをご確認のうえ、
ぜひご参加ください！

■メイン会期　令和２年10月14日（水）～10月18日（日）（５日間）
　　　　　　　〇NoMaps Conference 2020　　　　　10月14日（水）～18日（日）
　　　　　　　〇Touch the NEW Street & Square　10月14日（水）～18日（日）
　　　　　　　〇第15回札幌国際短編映画祭　　　　10月14日（水）～18日（日）

■メイン会場　・札幌文化芸術交流センターSCARTS　　　　　10月14日（水）～18日（日）
　　　　　　　・札幌市民交流プラザクリエイティブスタジオ　10月18日（日）

～NoMapsカンファレンス、今年はオンラインで無料公開！～
　これまでご来場に有料パスの購入が必要だったNoMapsカンファレンス。今年のオンライン開催では、無料
でどなたでもご覧いただけます。コロナ禍を乗り越えるためのアイデアや知見が集まる多彩なカンファレン
スにぜひアクセスしてください。
　また、見逃し視聴やお得なチケットがセットで利用できる有料プランも用意しています。

各セッションの内容やタイムテーブル等は、NoMaps2020
特設サイトをご確認ください。
http://no-maps.jp
 ■主　　　　催　NoMaps実行委員会

■お問い合わせ　NoMaps実行委員会事務局
　　電話：011-812-2000　FAX：011-812-2001
　　E-mail：info@no-maps.jp
　　HP : https://no-maps.jp
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　昨年度、総来場者数6,000人を
記録した国内最大級のプログラミ
ング体験イベントが今年はオンラ
インで開催！
　小中学生向けの多種多様なプロ
グラミング体験の場を提供すると
ともに、プログラミング教育に関
して、保護者及び教職員向けの
セッションを実施することを目的
とした「ジュニア・プログラミン
グ・ワールド2020」を開催しま
す。

※日程等の詳細については決定次
第ホームページに掲載いたしま
す。
　ジュニア・プログラミング・
ワールド公式ホームページ
（https://j-p-w.jp/）

令和２年度　ジュニア・プログラミング・ワールド2020のご案内

　令和２年９月30日（水）～10月31日（土）の32日間にかけて、さっぽろオータムフェスト実行委員会が主催となり、
「オンラインさっぽろオータムフェスト2020」を開催します。このイベントは、新型コロナウイルス感染症が終息して
いない状況における既存イベントの代替として、オンラインでの開催をすることにより、これまで「北海道・札幌の食」
を発信し続けてきたオータムフェストの開催趣旨を来年度につなげながら、市内飲食店等における消費の喚起や、道産食
品の販売を促進するとともに、道外在住者をはじめとした道内外の認知度を向上させ、来年度以降の誘客を図ることを目
的としております。
　当イベントでは、「北海道・札幌」の魅力発信として、さっぽろオータムフェストのブランド力となる会場毎のコンセ
プトに合致した、魅力あるグルメセットを特設ECサイトで販売します。
　また、今年度のさっぽろオータムフェストに出店予定、または過去に出店した市内・道内店舗及び当イベントの開催目
的に賛同いただいた飲食店舗などに、期間中に道産食材を使用したメニューを主として提供していただき、市内・道内の
飲食店等における消費の喚起に貢献できるよう、公式ウェブサイト上で紹介を行うことも予定しております。
　詳細については、「さっぽろオータムフェスト2020」公式サイトをご覧ください。

【公式サイトURL】
　https://www.sapporo-autumnfest.jp/

【特設ECサイトURL（9月30日開設）】
　http://shop.sapporo-autumnfest.jp/

オンラインさっぽろオータムフェスト2020を開催します！

※参考：昨年度プログラム例（ワークショップ）

※例年のオータムフェストの様子
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　札幌市では、さっぽろ圏内の中小企業等の魅力発信を行うとともに、学生に地元企業の理解を深める機会を創出するた
め、「さっぽろインターンシップ促進事業」を実施します。
　本事業では複数企業をグループ化したインターンシップを、冬休み・春休み期間に開催します。
　ただいま、本事業の参加企業を募集しています。参加条件等は下記をご確認いただき、ぜひお申し込みください。
　なお、本事業で扱うインターンシップは職業体験を指すものであり、就職活動や採用選考の一環として行うものではあ
りません。
【さっぽろ圏】札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、
長沼町の計12市町村を指します。

さっぽろインターンシップ促進事業　参加企業を募集しています

１．さっぽろ圏に本社又は営業所があり、将来にわたって道内で従事する求人のある又は求人を予
定している企業
２．これまでにインターンシップに取り組んでいない企業や、実施をしたが課題（参加学生が少な
い等）のある企業
上記１及び２を満たす中小企業等（社会福祉法人も含む）

全て無料でご利用いただけます。
〇インターンシップ開催支援
　インターンシップのプログラム作成、効果的な開催方法や受入環境の整備などについて、セミ
ナーや個別支援を通じてサポートします。
〇開催後の振り返り及び次年度以降の自主開催支援
　インターンシップ終了後の情報交換会にて学生との意見交換の場を設けるとともに、インターン
シップ内容についての振り返りを行います。
　また、次年度以降の自主開催が可能となるよう、経済団体との連携方法や学生への周知方法など
のアドバイスも行います。

令和２年11月30日（月）

株式会社東京リーガルマインド
〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1
TEL：011-210-5028　　FAX：011-218-1525　E-mail：hokkaido-skillup@lec-jp.com

参 加 条 件

お 申 込 み
お問い合わせ

募 集 締 切

支 援 内 容

　札幌市では、中小企業等の採用力や人材育成力等を強化するため、札幌市中小企業採用力等強化事業を実施します。
　採用や人材育成に課題を抱える企業を募集し、派遣希望企業の希望内容に応じて中小企業診断士、社会保険労務士等の
専門家がお伺いの上、無料でコンサルティングいたします。
　ご参加を希望される企業様は下記をご確認いただき、ぜひお申し込みください。

～中小企業・小規模事業者向け～
採用力・人材育成力強化のための専門家派遣のご案内

以下の要件を全て満たす企業
⑴　札幌市内に事業所又は事務所を有する中小企業基本法（昭和38年法律第154号）に規定する
中小企業
⑵　事業主又は会社法（平成17年法律第86号）に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団員でないこと。
⑶　札幌市税（法人市民税）の滞納がないこと。
⑷　原則として、過去の同事業においてコンサルタント等の派遣を利用していないこと。
⑸　コンサルタント等の派遣を受けた場合、事業終了後３年度間の札幌市の採用状況等に関するア
ンケート調査に同意する企業

令和３年２月26日（金）
※募集定員に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。

札幌商工会議所
人材確保・開発部　人材確保・活用課（担当：伴・佐藤・中森）
〒060-8610　札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター
TEL：０１１－２３１－１７７２　　FAX：０１１－２２２－９５４０
E-MAIL：jinzai@sapporo-cci.or.jp

参 加 条 件

お 申 込 み
お問い合わせ

申 込 期 限
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ワークトライアル事業　職場実習受け入れ企業を募集します！

2020新規認証製品を紹介します

カラダキレイ／　札花蜜（さっかみつ）

シリーズ

定着

【お問い合わせ先】経済観光局国際経済戦略室ものづくり・健康医療産業担当課　電話011-211-2392

情 報 B O X

　洗い流し不要のオールインワンローション（洗浄、保湿、バリア機能）。
安全、洗浄力、保湿試験済み。入浴困難時、高齢者や赤ちゃんのスキンケア、
アウトドア、防災備蓄から介護まで、幅広く使用できます。
　「2019年度 北海道福祉のまちづくり賞 福祉部門」受賞。

【カラダキレイ】

【札花蜜（さっかみつ）】

　80ml（約13日分）　1,320円
150ml（約25日分）　2,200円

＜価格(税込)＞

＜販売元＞
（株）アビサル・ジャパン（電話070-3249-8109）

　札幌の街中に咲く花々から採れたはちみつ、名寄産のひまわり油、下川町
産のトドマツ油を配合した、自然素材だけでつくる化粧石鹸です。はちみつ
は、日本一にも輝いた、札幌大通高校のものを使用しています。

1,540円（容量 約80g）＜価格(税込)＞

＜販売元＞
（株）Savon de Siesta（電話011-206-0710）

　札幌市では、おおむね18～49歳の求職者を対象に、就職に必要な能力や社会人基礎力を身に付ける研修と
職場実習を行い、さっぽろ圏内企業への正社員就職を目指すワークトライアル事業を実施しています。
　現在、本事業研修生の職場実習の受入先企業を募集しています。本事業の特徴は、職場実習を通じて選考
ができるため、採用後のミスマッチが少ないことです。下記の条件等をご確認いただき、ぜひお申し込みく
ださい。

以下のすべてを満たす企業
・さっぽろ圏内に勤務地があること。 
・「実習終了後の正社員採用」又は「実習終了後１年以内の正規転換」が可能であること。
・職場実習中に、研修生への交通費をご負担いただけること。研修生への給付金の負担はありません。
・本市が実施する定着に関するアンケート調査に協力し、マッチング完了時に調査への同意書を提出す
ることに同意していただくこと。 
・本事業の趣旨を理解していること。

令和２年11月10日（火）～令和３年２月26日（金）
上記期間内で１日あたり８時間以内、最長２１日間

さっぽろ圏内で働くことを希望する求職者（おおむね18～49歳）

 Aコース
株式会社東京リーガルマインド札幌支社 ワークトライアル事業運営事務局
札幌市中央区北４条西５－１　アスティ45ビル３階　E-mail：u-job@lec-jp.com
TEL：011-271-5683　FAX：011-218-1525　※月～金（祝日除く）９時～17時
 Bコース
キャリアバンク株式会社 ワークトライアル運営事務局
札幌市中央区北５条西５丁目７番地 sapporo55 ５階　E-mail：worktrial@career-bank.co.jp
TEL：011-221-9482　FAX：011-223-3048　※月～金（祝日除く）９時～18時
※上記２事業者合計で75名の研修生を受け入れ予定ですので、両方にお申し込みいただくことをお勧
めいたします。

実 習 期 間

お申し込み
お問い合わせ

対 象 企 業

対象研修生
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　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（限定無料）を開催いたします。

●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　Eメール：seminar@sapporosansin.jp
　URL：http://www.sec.or.jp/other/2135.html

　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会では、季節労働者と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。通年雇用での採用意向のある企業と求職者とのマッチングを目的として、出展企業を募集します。熱意ある人材の
確保にぜひご利用ください。

会場　両日とも札幌サンプラザ１Ｆ ふれあい広場（北区北24条西５丁目）

出展企業の募集について
　出展料は無料です（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１年以上継続して雇用する求人と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。
　申込締切は10月21日（水）まで。なお、申込多数の場合は、抽選により出展企業を決定します。

※　新型コロナウイルス感染症の影響により、出展者及び来場者の安全確保の観点から中止となる場合があります。

名称・開催日時・募集企業枠（予定）

【詳細・お問い合わせ】
　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〕
　TEL：011-210-5028　　FAX：011-218-1525　 メール：sap-scc@lec-jp.com　　 担当：安井
　＊出展をご希望の企業様は、電話又はメール（会社名及び連絡先を明記）にてお問い合わせください。

合同企業説明会の出展企業を募集します！

情報BOX


NoMaps開催期間中に札幌市内のコワーキングスペースを訪問することで、各施設の特長や利用方法を理解してもらい、創
業希望者が選択肢を広げることで起業意欲の向上を図る講座です。ぜひNoMapsのメルマガに登録し、ご参加ください！
10/14（水）～10/18（日）
札幌市内の各コワーキングスペース
起業に興味のある方や多様な働き方をお考え方
各コワーキングスペースによる
NoMapsのメルマガで事前登録した人及び、メルマガ登録完了した人は無料。その他は通常料金。

日時

定員
費用

対象

内容

会場

名　　　称

お仕事いろいろ合同企業説明会

60歳以上応募歓迎合同企業説明会

開催日時 募集企業枠

令和３年２月17日（水） 13時～16時

令和３年３月５日（金） 13時～16時

25社

10社

起業志望者向け講座 （仮）コワーキングスペース紹介プロジェクト

　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。

●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　Eメール：seminar@sapporosansin.jp
　URL：http://www.sec.or.jp/other/2135.html

この講座では女性が起業するうえでの基礎的な知識やヒントをご案内するとともに、実際に起業がどのようなものかをわか
りやすく説明いたします。さらに女性専用コワーキング・スペースや札幌市民交流プラザにある図書・情報館【「はたらく
をらくに」する新しい図書館】の利用方法もご案内いたします。ぜひお気軽にご参加ください！
11/28(土)　13：00～14：30
札幌市民交流プラザ１階　ＳＣＡＲＴＳコート（札幌市中央区区北1条西1丁目）
起業に興味のある方（女性向け）
50名程度
無料

日時

定員
費用

対象

内容

会場

起業志望者向け講座 女性のための起業のヒント
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　令和元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、2,100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、虐待によって子どもの命が奪われる痛ましい事件は
後を絶たず、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。

【協力員の役割】
　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。
【協力員の登録方法】
　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16,000名以上の方に登録いただいています。

お問い合わせ・申込先
　札幌市児童相談所　地域連携課　地域連携担当
　住所：札幌市中央区北７条西26丁目　Tel：011-622-8620　Fax：011-622-8701

札幌市オレンジリボン地域協力員登録のお願い
～子どもたちを虐待から守るために～

　「さっぽろまちづくりスマイル企業認定制度」では、１年度間に一定基準の地域のまちづくり活動に積
極的にご協力いただいた企業を「さっぽろまちづくりスマイル企業」として認定しています。
　近年、少子高齢化や、核家族化など社会情勢が大きく変化する中で、札幌市の人口は、今後減少に転じ
ることが見込まれています。こうした時代を迎えるに当たり、豊かで活力ある地域社会の発展を続けてい
くために、企業の皆さまの地域に根差した積極的な関わりがより一層重要となってきます。
　まずは地域と顔の見える関係づくりから始めてみませんか？ぜひ皆さまのご参加をお待ちしておりま
す！

★スマイル企業の認定を受けると★
　〇　認定証や企業のＰＲに利用可能な認定マークを付与します。
　〇　札幌市ホームページ等で認定企業のまちづくり活動を広報します。
　〇　まちづくり活動に特に積極的に取り組んでおり、その功績が顕著で他の模範と

認められる企業には表彰を行います。表彰を受けた企業へは「ゴールド企
業」「シルバー企業」として認定ランクを付与します。

【どんな活動が対象になるの？】
　営利を主な目的とせず、企業が地域貢献・社会貢献として取り組む活動のうち、原則札幌市内における活動が対象になります。

【どのくらい活動したら認定になるの？】

一部、実施回数など条件を設けている活動がありますので、詳細はさっぽろまちづくりスマイル企業認定制度のホームページをご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/csr/smile/　さっぽろスマイル企業 で検索！

【認定企業一覧（2020年８月末現在41社）】（名称順）

【お問い合わせ】札幌市市民文化局　市民自治推進室　市民活動促進担当課
　　　　　　　　住所：札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所13階
　　　　　　　　Tel：011-211-2964　E-mail：csr_info@city.sapporo.jp

知っていますか？「さっぽろまちづくりスマイル企業認定制度｣

・秋津道路㈱
・荒井建設㈱　札幌支店
・イオン北海道㈱
・勇建設㈱
・岩田地崎建設㈱
・㈱大庭組
・㈱きのとや
・㈱コクサク
・さくら佐藤建設㈱
・㈱札幌ドーム
・札幌日信電子㈱
・㈱札幌ロードメイク
・三兼建設工業㈱
・㈱三五工務店

・㈱四宮造園
・新太平洋建設㈱
・杉原建設㈱
・㈱セイショウ
・㈱セブン‐イレブン・ジャパン　北海道ゾーン
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱　北海道統括部
・大同舗道㈱
・㈱田中組
・㈱ツクイ
・道路工業㈱
・㈱日栄建設
・ニッコー保障㈱
・日本緑化工㈱
・橋本電気工事㈱

・㈱ふじ研究所
・北盛電設㈱
・北土建設㈱
・北海道コカ・コーラボトリング㈱
・㈱北海道ロードサービス
・㈱丸金　金澤建設工業
・㈱丸竹竹田組
・丸彦渡辺建設㈱
・マルミプラス㈱
・ムトウ建設工業㈱

・安田興業㈱
・㈱LIXIL
・㈱ローソン

従業員数 認定基準 必　須　条　件
100人以上

100人未満

年間７活動以上

年間５活動以上
区役所や町内会等の地域の団体等と連携した活動については、寄付・協賛以外
の活動に２つ以上ご参加ください。

（例）・札幌市や区役所、町内会が行っているお祭りやイベント
に協力

　　　・事業所周辺の清掃活動や交通安全運動街頭啓発

・冬期間の砂まき、消火栓除雪、除雪ボランティア
・小中学生の職場体験受入れ
・札幌市の登録制度に登録のうえ、それぞれの制度に沿った活動を実施

勇建設㈱坂代表取締役社長（写真左）への
認定証授与
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情報BOX

１．事業内容
 Ｒ－ｅ株式会社は、‘少子高齢化による働き手不足’という日本が直面する大きな課題に対し、「カラダに
かかる負担を軽減できるウェアを開発することで、少しでも長く健康的に働ける社会づくりに貢献する」こと
を目的に設立しました。会社設立から２年ほど経ちますが、これまではセンサや計測機器を使いながら様々な
ウェア開発を試みております。この研究開発、および商品化を事業の主軸としながら、その他にも我々が持つ
重要なリソースである‘アパレルの力’をもっと柔軟的に使いながら社会貢献できる製品づくりはできない
か、と考え昨年より取り組んで参りました。
　その一環として現在‘被介護者の被服を開発することで、介護従事者の重労働の負担軽減を可能にする取り
組み’‘特許素材の抗菌糸を用いた製品づくり’の２点を重点的に行っております。後者については、新型コ
ロナウィルスを意識した動きであり、５月には抗菌性布マスクを試験販売した動きが、北海道新聞他メディア
で取り上げられ大きな反響をいただきました。８月下旬より正式販売をスタートし、これから各所で販売を展
開して参ります。また抗菌糸を使用した製品は次々投入する予定となっています。また前者についてもきっか
けをいただいた介護事業者と一緒に今年中の製品化を目指して取り組んでおり、社会に良いインパクトを与え
られるのではないかと期待しております。
２．今後の展望
　今回、スタートアップ・プロジェクトルームに入居させていただき、これをきっかけに事業を大きく拡大していければと考えておりま
す。入居者の中には当社と親和性の高そうな事業を行われている企業様もあり、今後連携して商品開発やビジネスを行えたら地元として
面白いと思っております。新型コロナウィルスの影響で大変な昨今ではありますが、ビジネスもまた大きく変わる局面だと思いますの
で、節目を捉えて積極的に仕掛けて参ります。これからどうぞ宜しくお願い致します。

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介
Vol.13

Ｒ－ｅ株式会社

スタートアップ・
プロジェクトルーム
（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。

◇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/

Ｒ－ｅ株式会社 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 Ｃ-１

TEL（011）251-4566　
E-mail：y_nakajima@poracon.jp 
URL：https://www.r-e.work/







　「札幌市就業サポートセンター」は地下鉄北24条駅近くの札幌サンプラザ内にある、札幌市と国による共同運営の無
料職業紹介施設です。
　当センターでは、専門の求人開拓員が求人票だけでは伝わりにくい勤務条件や仕事内容、求められるスキル等の詳細を
お伺いし、求職者専任の職業相談員との連携・情報共有により、企業に貢献のできる適格な人材のあっせんに努めるとと
もに、ホームページへの求人掲載やお仕事の紹介動画の放映等を通じて、企業の魅力発信にも取り組んでおります。
　また、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等を余儀なくされた方を支援するための専門窓口とし
て「新型コロナ特別就業専門相談窓口」を同センター内に開設し、求職者の個別の状況やニーズ等を踏まえた求人開拓を
実施することで、より企業と求職者とのマッチング精度を高めております。
　就業サポートセンターの各種サービスをご活用いただくことで、人材確保の可能性を高めることができますので、人材
不足にお困りの企業様はぜひ一度ご相談ください。

　就業サポートセンター（就サポ）では、求人公開・求職者のあっせんに加え、企業の情報発信や、企業向けセミ
ナー、職場体験等、多様な企業向けサービスをご用意しております。ご利用は全て無料ですので、お気軽にお問い合
わせください。

〇お申し込み・お問い合わせ先
　札幌市就業サポートセンター
　〔電話番号〕011-708-8321
　〔所 在 地〕札幌市北区北24条西５丁目 札幌サンプラザ１階
　〔営業時間〕月～金曜日 8:45～17:00（祝日及び年末年始を除く）

～人材不足にお困りの企業様へ～（札幌市就業サポートセンターのご案内）

★「就サポ」からのお知らせ★
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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
最近の札幌経済は、新型コロナウイルスの影響により依然として極めて厳しい状況にあるが、下げ止まりつつある。

●お申込み・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/

さっぽろ市
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令和２年５月の百貨店・スーパー販売額（札幌市）は331億円で、
前年同月を４か月連続で下回りました。

令和２年６月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.85倍となり、６か
月連続で前年同月を下回りました（前年同月比▲0.21）。

【百貨店・スーパー販売額の推移（札幌市）】 【求人数・有効求人倍率の推移（札幌圏）】

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

＜資料＞北海道経済産業局 ＜資料＞北海道労働局

データで見る! 
さっぽろ経済の動き
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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）

「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～

自社の健康診断のススメ～現状を客観視できれば未来が変わる

ECサイト（ネット通販）立ち上げ・強化セミナー
(オンラインセミナー)

中堅社員のための仕事管理力の向上と「働き方」変革講座

新時代のためのセルフマネジメント講座
～自身の業務・行動・感情をコントロールする～

30名

20名

36名

30名

30名

9：30～16：30

14：30～17：00

13：30～16：00

9：30～16：30

9：30～16：30

10月 9日(金)

10月13日(火)

10月15日(木)

10月20日(火)

10月29日(木)

5,000円

3,000円

無料

5,000円

5,000円

内　　　　　　　容 実施日 時　　間 定　員 受講料

●中小企業経営セミナー（11月）

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」（経営者向け）

仕事の成果を上げる！コミュニケーション力向上講座

一日でわかる最新版の年末調整

職場を強くするリーダーのあり方を身に付ける講座

20名

30名

30名

30名

13：30～15：00

9：30～16：30

9：30～16：30

9：30～16：30

11月10日(火)

11月18日(水)

11月20日(金)

11月26日(木)

無料

5,000円

5,000円

5,000円

内　　　　　　　容 実施日 時　　間 定　員 受講料


