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NoMaps2021 開催のお知らせ
　北海道を舞台に、新しい価値を生み出す大きな枠組みNoMaps（ノー
マップス）。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。
　今年も、より良い未来・社会をつくるクリエイティブな発想や技術を
テーマにしたフェスティバル「NoMaps2021」を開催します。
　昨年に引き続きコロナ禍での開催により、オンライン配信とオフライ
ンを併用。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、多様なテーマのセッションを展開する
「NoMapsカンファレンス2021」、札幌文化芸術交流センターSCARTS
では企業や団体が力を入れる新しい技術や取組などを紹介する「Touch 
the NEW Square」、世界各地から今の映像作品が集結する「第16回札幌
国際短編映画祭」などが一体的となって開催されます。その他開催日程
以外にも連携イベントを行います。詳細はホームページをご確認のうえ、
ぜひご参加ください。

■NoMaps2021開催日程　令和３年10月13日（水）～10月17日（日）（５日間）
　　　　　　　　　　　　◯ NoMapsカンファレンス2021　　10/13（水）～17（日）
　　　　　　　　　　　　◯ Touch the NEW Square　　　　10/13（水）～17（日）
　　　　　　　　　　　　◯ 第16回札幌国際短編映画祭　　 11/12（金）～12/5（日）オンライン視聴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/19（金）～21（日）クリエイティブスタジオ

■メイン会場　札幌文化芸術交流センターSCARTS　ほか

TOPICS
　「NoMapsカンファレンス2021」では、基調講演にマサチューセッツ工科大
学教授 メディアラボ副所長の石井裕氏を迎え、コロナ禍におけるテクノロジー
の進化と未来に向けたビジョンについてお話しいただきます。
　その他、多数の登壇者を迎え、オンラインで無料視聴が可能です。
　各プログラムの内容や
タイムテーブル等は、
NoMaps2021特設サイト
をご確認ください。

■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

photo : ITmedia

NoMaps2021 開催のお知らせ
シリーズ定着
駅ナカ事業者募集中!!
「デジタルでビジネス変革を！」
～中小企業のDX事例紹介と実践方法を教えます！～ のご案内
情報BOX
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さっぽろインターンシップ促進事業参加企業募集中！
シリーズ

定着

　札幌市では学生の地元就職を促進するとともに、企業の採用力を向上させるため、さっぽろ圏内の中小企業
等を対象としたインターンシップを開催しています。
　このインターンシップでは、学生５名を１グループとして、異なる業界の企業３社を回り、一度で複数の企
業や業種、職種の情報を入手できるよう、インターンシップのグループ化を行い提供するものです。学生の受
入は１社あたり１日（３～６時間）となります。
　また、企業の受入プログラムについて、専任のコーディネーターが個別のご相談にも対応するほか、学生の
募集は運営事務局が行うため受入企業の事務的負担はなく、参加にあたっての費用も一切かかりません。是非、
ご参加ください。

　札幌市交通局では、地下鉄駅など多くのお客さまにご利用いただいている立地上の利点を活かし、お客さま
の利便向上を図るため、駅構内店舗等設置者（駅ナカ事業者）を募集しています。

【対象企業】以下の条件を満たす中小企業等（社会福祉法人も含む）
・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
・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
・過去に本事業に参加をしたことがない企業
※本事業で扱うインターンシップは、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）

【問い合わせ先】

さっぽろインターンシップ促進事業運営事務局
場　所：札幌市中央区北４条西５丁目１　アスティ45ビル
電　話：0120-974-739（9：00～17：00　土日祝を除く）
メールアドレス：hokkaido-skillup@lec-jp.com

　企業様向けのセミナーを開催しております！
本事業にご参加をご希望される際には、まずは
ホームページからお申込みください！

●専用ホームページ：
https://public.lec-jp.com/internship-sapporo/

　なお、店舗設置には様々な設備上の規制がある
ほか、設置工事費は事業者負担となるため初期投
資が高額となります。詳しくはＨＰ参照のうえ、
お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先
札幌市交通局事業管理部資産活用係駅ナカ事業担当
電話：011-896-2722
メールアドレス：st.shisan@city.sapporo.jp

　令和３年４月から、最大350万円の賃料減額や地下鉄車内広告の無
償提供等の出店促進策を実施しています。
（例）

https://www.city.sapporo.jp/st/ekinaka/bosyutop.html

　公募物件以外の駅での出店提案もご相談に応じます。賃料減額に関
する適用条件など、詳しい情報はこちらのHPをご参照ください。

面積(㎡)
通常月額
賃料

減免後
賃料

減免
期間

大通駅

菊水駅

22.88

25

417,313円

278,850円

104,328円

69,712円

12か月

18か月

新規出店促進策

駅ナカ事業者募集中！！　
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　ＤＸ取組事例や支援施策のご紹介、企業内部のＤＸ人材を育成する勉強会のご案内など、中小企業の課題解
決のためのセミナーを開催します。

開催日時：2021年10月13日（水）15：30～17：30
開催場所：京王プラザホテル札幌（中央区北５条西７丁目２番地１）２階　エミネンスＢ
主　　催：一般財団法人さっぽろ産業振興財団/一般社団法人北海道IT推進協会
参加対象：中小企業経営層、IT企業、DXに関心のある方
参加定員：会場80名、オンライン100名　程度
参加費用：無料
募集期間：10月11日（月）まで
申込方法：ＱＲコードもしくは下記お問い合わせ先から申し込みお願いいたします。
https://www.hicta.or.jp/topics/news/6626/

お問い合わせ先
　一般財団法人さっぽろ産業振興財団　IT・クリエイティブ産業振興部　IT産業振興課
　　　　　　　　　　　　　　佐々木、平松　TEL：011-807-6000　Mail:it-pro@sec.or.jp

【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丁目１　アスティ45　10F
　　　　　　（株）東京商工リサーチ北海道支社内

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

※　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
運営しています。（令和４年３月31日終了）

　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会では、中小建設事業者様の経営基盤強化の取組を支援す
ることを目的とした「建設業チャレンジ支援センター」を設置しています。
　建設業の経営等に関する無料の総合相談窓口として、専門相談員による出張相談のほか、来所や
WEBによるご相談にも対応いたしておりますのでご利用ください。

　相談員が訪問いたします！もちろんご来所もお受けします！
　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。

DX実践セミナー

「デジタルでビジネス変革を！中小企業のDX事例紹介と実践方法を
教えます」のご案内
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情 報 B O X
認証製品を紹介します

　軽くて丈夫なエゾシカ革を使った製品を紹介します。デザイン性と使いやすさを両立した斜めのラインが特徴で
す。シンプルで軽量なバッグのほか、小物類もあります。
　軽くて丈夫なエゾシカ革を使った製品を紹介します。デザイン性と使いやすさを両立した斜めのラインが特徴で
す。シンプルで軽量なバッグのほか、小物類もあります。

EZO／slashシリーズ

＜価格（税込）＞

バッグ
Ｓ：34,100円　Ｍ：42,900円
Ｌ：52,800円

＜価格（税込）＞

バッグ
Ｓ：34,100円　Ｍ：42,900円
Ｌ：52,800円

＜価格（税込）＞

キーケース　　6,050円　コインケース　4,400円

＜お問い合わせ＞

㈱24K（中央区大通西18丁目1-40-307）
電話　011-577-8104

＜価格（税込）＞

キーケース　　6,050円　コインケース　4,400円

＜お問い合わせ＞

㈱24K（中央区大通西18丁目1-40-307）
電話　011-577-8104

札幌市主催 女性活躍に向けた働き方改革サポート事業
専門家が研修に訪問します！

働き方改革のための「出前講座」開催

【概要】
対象企業：概ね５名以上受講可能が見込まれる札幌市内の企業や団体
参加対象者：経営者・管理職・従業員
日程：企業と調整し決定します／時間：平日9:00～20:00の間で２時間

企業が抱える課題やニーズに合わせた講座をコーディネートいたします。
企業の多岐にわたる課題に柔軟に対応できるよう、
「キャリア」「マネジメントコミュニケーション」
「多様な働き方」「労務管理」の４つのテーマで10個の
講座をラインナップしました。講師は特定社会保険労務
士、２級キャリアコンサルティング技能士、行動科学博
士が務めます。テーマや講師の詳細、お申し込みは
右記二次元コードを読取りください☞

お問合わせ先：株式会社Mammy Pro（委託業務受託者）
TEL：011-206-9150（平日9:00～17:00）　Mail:staff@mammypro.jp

実施したセミナーを
オンデマンドにて配信中

《無料・事前申込み制/24時間視聴可能》

参加企業
募集！

視聴希望者
募集！

こんな悩みや課題を抱えていませんか？
◎チーム力を上げる
コミュニケーションマネジメントを知りたい
◎副業・兼業や週休3日制など
多様な働き方の制度と運用方法に関して知りたい
◎次世代のリーダーを育成
するためのキャリア開発を進めたい

申込締切：令和4年1月31日（月）

参加無料
限定15社

メインスピーカーは、日本企業の中でテレワーク導入において最先端
をいくサイボウズ株式会社チームワーク総研の松川隆氏。
生産性の高い組織づくりのコツやダイバーシティマネ　　　　　　　
ジメントについてご紹介。その他、特定社会保険労務士
越膳恵子氏の「テレワーク時代における課題解決
と生産性向上」をテーマにした講義をご視聴頂けます。
詳細やお申込みは右記二次元コードより。 

業務を効率化するためのICTの活用方法、組織力向上のためのコミュ
ニケーションマネジメント方法、多様な働き方を導入　　　　　　　
する為の社内制度構築などに関するセミナーです。
他社の先進的な事例紹介を交えながら具体的な取組を
学ぶことができます。
詳細やお申込みは右記二次元コードより。

これから10年絶対負けない
生産革新ウェブセミナー

札幌市・札幌商工会議所共催
事例で学ぶ「超実践講座」
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令和３年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク導入補助金
第２期募集開始のご案内

札幌市では、テレワークの導入に取り組む中小企業等事業主を支援しています。
このたび、テレワーク導入補助金の第２期募集を開始しますので、ぜひご活用ください。

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内

対 象 者

受付期間
補助概要
受付件数
対象経費

・中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる会社及び個人事業主
・常時雇用する従業員が100人以下の法人等
　※市内事業所において６か月以上雇用する従業員が２名以上いるなど要件があります。

令和３年10月１日(金)～令和３年12月17日(金)
補助率：3/4（補助上限額：60万円、補助下限額：15万円）
200社程度（先着順）
・事業所に設置するテレワーク用ネットワーク構築のための機器購入費
・事業所に設置する在宅勤務等の実施者との会議用機器の購入費
・在宅勤務等の実施者が使用する機器の購入費
・就業規則等の改正に係る費用　など

お問い合わせ先
　札幌市テレワーク推進サポートセンター（愛称：テレサポ）
　　　　　　　　TEL：011-708-3500（平日9:00～17:00）　E-mail：sapporo.tw@pasona.co.jp

詳細は、市ホームページに掲載の交付要綱・申請の手引きをご確認ください。
（https://www.city.sapporo.jp/keizai/telework/hojyokin.html)

札幌市　テレワーク補助金 検索

人材確保等支援助成金 検索

良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げる

中小企業事業主を支援します！

＜申請の流れ＞

助成対象となる取組

①　就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
②　外部専門家によるコンサルティング
③　テレワーク用通信機器の導入・運用
④　労務管理担当者に対する研修
⑤　労働者に対する研修

支給金額
機器等導入助成

目標達成助成

支給対象経費の３０％　　　　　　　　　　※上限あり

支給対象経費の２０％（３５％）　　　　　※上限あり
　　　　※（）内は生産性要件を満たした場合

テレワーク
実施計画の
作成・提出

労働局が
実施計画
を認定

計画に基づく
取組及び
テレワーク
を実施

機器等導入
助成に係る
支給申請

助成金
（機器等導入
助成）の支給

目標達成
助成に係る
支給申請

助成金
（目標達成助成）

の支給

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省のＨＰをご覧いただくか、
北海道労働局雇用環境・均等部企画課へ
お問い合わせください。TEL：011-788-7874
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　札幌市では、市街化調整区域内の対象路線沿線において、立地要件の規制緩和を実施しました。業種
や規模等を限定する形ではありますが、工場・物流施設を建てることが可能となりました。建設をお考
えの場合は、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。

【対象路線】
　ア　道道樽川篠路線＜西５丁目・樽川通＞
　　　（道道真駒内茨戸東雁来自転車道線～新琴似10号線）

　イ　道道札幌当別線＜伏古・拓北通＞
　　　（道道丘珠空港東線～ＪＲ札沼線（学園都市線））

　ウ　道道花畔札幌線＜苗穂・丘珠通）＞
　　　（道道丘珠空港東線～中野街道線）

　エ　道道札幌北広島環状線＜追分通、東15丁目・屯田通＞
　　　（新琴似１番線～屯田第４横左線）

【新たに許容する施設の要件】

【詳しくはこちら】
　　　https://www.city.sapporo.jp/keizai/biz_info/siteiritti-rosen.html

【お問い合わせ先】札幌市経済観光局産業振興部 ＩＴ・イノベーション課
　　　　　　　　　　　TEL 011-211-2362　E-mail business@city.sapporo.jp

流通立地指定路線の規制緩和について

　札幌市では、市内の工業系用途地域内における未利用地や空き工場・倉庫の実態把握のため、調査を
行います。
　調査員が対象地域を直接訪問し、土地の現況について調べるほか、未利用地や空き工場・倉庫の所有
者様には、活用意向などについてお話をお伺いいたします。
　調査へのご理解とご協力をお願いします。

【お問い合わせ先】札幌市経済観光局産業振興部 ＩＴ・イノベーション課
　　　　　　　　　　　TEL 011-211-2362

工業系未利用地調査へのご協力をお願いします

施設 業種 規模等 主な認定要件

物流施設

工場

運送業

倉庫業

卸売業

食品・印刷・金属

敷地面積

3,000㎡以上

50,000㎡未満

・現に市内で操業
・市内に適地なし
・５ｍセットバック
・景観関連の協議・届出
・農地の場合は第２種、第３種農地のみ
・市街化区域の跡地利用は工業系用途に限定
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１　事業内容
　やよいインテリアデザインは令和3年3月設立しました室内装飾会社です。業種としては建設業になります。内装工事
とインテリア販売をメインとしていますが、お客様からのご相談は多岐にわたります。暮らしに関わる頼まれごとをこ
なしていくうちに、何でも屋さん的な感じになってきましたが、そこもチャームポイントとして地域定着を図るつもり
です。
　事業内容をもうすこし掘り下げますが、住宅の内外装リフォームはもちろん、事務所、店舗ラウンジのデザインから
施工まで一貫して行っております。併せてカーテンなどの窓装飾、装飾照明、既製家具の販売、什器のプランも行いま
す。個人のお客様がターゲットでしたが、最近は企業様からの依頼も増えてきました。一人会社なので、ちょっとした
ことであれば建設会社や工務店より頼みやすいのでしょうか…ありがたいことです。
２　今後の展望
　今後は接地(アース)事業にも取り組んでいきます。アースを簡単に言うと…電気の逃げ道を作ってあげることです。
日本ではアースは漏電対策としての位置づけでその必要性はあまり認識されていませんが、電気をつかうと「電磁波」
というものが発生します。その電磁波は体に良いものではありませが、アースで減少させることができます。事業としての収益は良くありませんが、空間
を作る立場として過剰電気による影響を心配しなくてよい環境をつくる取り組みをしていきます。
　またリフォーム業にひとつスキームが加わります。2021年4月から大気汚染防止法の改正により石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。大規
模改修だけでなく住宅リフォームにも十分あてはまり、事前調査結果の報告の義務付けおよび作業基準遵守徹底のための対策が必要になります。建設業は
法令改正が常にあるため、情報の拾い落しがないよう研鑽できる団体への加盟が必要かもしれません。
　将来は、インテリアサロンを構えるのが夢です。
　たとえ人員が増えてもお客様に寄り添うスタンスで裏表のないフレンドリーな関係を構築し、地域に溶け込む会社になれれば光栄です。

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介
Vol.17

やよいインテリアデザイン合同会社

やよいインテリアデザイン合同会社　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 B-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 011-827-5391　　e-mail　sumioka@yayoi-id.com　　URL　https://yayoi-id.com





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/

　札幌市就業サポートセンター（通称：就サポ）は、札幌市が委託する民間事業者とハローワークが共同で無料の
職業相談、職業紹介を行っている施設です。
　就サポでは、専門の相談員が求職者の個別の状況やニーズに応じた支援を実施するほか、企業に対しても求人開
拓を実施し、求職者と企業との早期マッチング機会の創出により、雇用の維持・拡大を図っています。
　現在、当センターでは、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々の支援や、ウィズ
コロナ・アフターコロナを見据えた『新たな働き方』を推進するため、正社員募集求人や急募求人をはじめ、コロ
ナ禍においてニーズが高まっている「テレワーク求人」や「副業歓迎求人」などの『コロナ支援求人』を募集して
います。
　お申し込みいただいた求人は、特色ある求人としてピックアップし、お仕事を探している方へ積極的に情報提供
をさせていただきますので、人材の募集にはぜひ就サポをご活用ください！

　就業サポートセンターでは、Ｗｅｂを活用した企業のＰＲや人材確保・定着に効果的な企業向けセミナー、職場
体験などの様々なメニューをご用意しております。
　また、今年度は、企業と求職者の出会いの場を提供するイベントとして、未経験職種へチャレンジしたい方向け
の『未経験者歓迎！企業説明会』や、テレワーク希望の方向けの『テレワークＯＫ！オンライン企業説明会』、シ
ニアの方向けの『シニア交流座談会＆企業説明会』などの各種企業説明会を開催いたします。
　サービスのご利用やイベントへの参加はすべて無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

新たな働き方の選択肢  ～コロナ支援求人歓迎～ 求人の掲載は
就サポへ！

★就サポからのお知らせ★

○お問い合わせ先　札幌市就業サポートセンター 事務局
〔所 在 地〕札幌市北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ1階
〔電話番号〕011-708-8321 　〔URL〕https://www.sapporo-sc.jp/
〔営業時間〕月～金曜日 8:45～17:00（祝日及び年末年始を除く）
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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厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。

令和３年５月の百貨店・スーパー販売額（札幌市）は363億円で、
前年同月を３か月連続で上回りました（+10.4％）。

令和３年６月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.84倍となり、18か
月連続で前年同月を下回りました（前年同月比▲0.01）。

【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）】

＜資料＞北海道経済産業局 ＜資料＞北海道労働局

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。

https://www.city.sapporo.jp/keizai/top/jyouhou/data/index.html

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

●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/

中小企業経営セミナー令和3年度 受付中

組織の中核的存在としての中堅社員が“一皮むける”ために
必要な意識改革の考え方と具体的な仕事管理の技術および後
輩等に対する指導技術を学びます。
年末調整の最新版を学びます。年末調整の一連の流れを確認
し、間違いやすいポイントを確認する、さらに今年の改正事
項を確認します。
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びます。
食品表示法改正の要点解説。法令の変更点と今後の対応につ
いて、何が必要になるのかと食品表示の作成について、質疑
応答も交えて具体的理解を目指します。
女性向けコワーキングスペース「リラコワ」の紹介や女性先
輩起業家からの講話を通じて、その使い方や起業の基礎的な
知識・ヒントを学びます。（オンラインの可能性もあり）

11月　2日(火)

11月11日(木)

11月19日(金)

11月25日(火)

11月27日(土)

9：30～16：30

9：30～16：30

9：30～16：30

13：30～16：30

13：00～14：30

36名

36名

36名

50名

30名
（対面）
50名

（オンライン）

5,000円

5,000円

5,000円

3,000円

無料

中堅社員のための仕事管理力の向上と「働き方」
変革講座（対面セミナー：7/8延期分）

【起業志望者向け講座】女性のための起業のヒント

食品表示作成実践セミナー
～食品表示関連法改正対策！～（対面＋オンライン）

「アンガーマネジメント」
～イライラ削減、コミュニケーション力向上（対面セミナー）

一日でわかる最新版の年末調整（対面セミナー）

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　容 実施日 受講料定員時　　間

社内での仕事をスムーズに進めるためのコミュニケーション
に役立つコーチングの手法を学びます。

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に必要な求心力（マインド）につ
いて学びます。

「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」について体験実習を通じて学び組織力強
化を目指します。

「管理」「マネジメント」について認識を深め、効果を最大限
に発揮するための知識やスキルを学ぶ。

起業を考えている人が金融機関に初めて相談する様子を寸劇
でお見せしながら、創業に役立つ情報や気を付けたいポイン
トをお話します。（オンラインの可能性もあり）

12月　2日（木）

12月　7日（火）

12月10日（金）

12月14日（火）

12月16日（木）

9：30～16：30

9：30～16：30

9：30～16：30

9：30～16：30

18：30～20：00

36名

36名

36名

36名

30名
（対面）
50名

（オンライン）

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

無料

ビジネスに活かす「コーチング・コミュニケー
ション」（対面セミナー）

職場を強くするリーダーのあり方を身に付ける講
座（対面セミナー：8/10分の延期）

組織力が活きてくる！チームビルディングセミ
ナー（対面セミナー）

リーダー・管理職に求められるマネジメントスキ
ル研修（対面セミナー）

【起業志望者向け講座】First Step! はじめての創
業セミナー

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　容 実施日 受講料定員時　　間

●令和3年11月中小企業経営セミナー（受付中)

●令和3年12月中小企業経営セミナー（10月11日 9：00より受付開始）

363億円

10.4％
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