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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に関するお知らせ

　札幌市は令和３年８月、市内に事業所を有する企業、団体、個人事業者計2,000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（令和３年度上期）」を実施し1,208社から有効回答がありました。
　市内景況判断（B.S.I.）は、２期連続で上昇となりました。また、自社の業績について、売上高判断と経常利益
判断は、ともに上昇、従業員数判断も上昇となりました。来期については、売上高判断と経常利益判断はともに下
降の見通しとなり、従業員数判断は横ばいの見通しとなっています。

新型コロナウイルスの感染拡大等の状況下、景況感は2期連続で上昇
－令和３年度上期企業経営動向調査－

◇  市内の景気
　令和３年度上期の市内の景気について、令和
２年度下期と比べ「上昇」とみる企業の割合
（10 .2％）から「下降」とみる企業の割合
（43.5％）を減じた市内景況判断B.S.I.は▲33.3
で前回調査時（▲53.6）から20.3ポイント上昇
となり、前期に続き、２期連続で上昇となりま
した。なお、令和３年度下期の景気の見通しに
ついては、B.S.I.は▲22.6と今期からさらに上昇
しています。

◇  自社の業績（売上高・経常利益）
　自社の業績に関して、令和３年度上期の売上高判断B.S.I.は▲
16.3で前回調査時（▲47.6）から上昇、また経常利益判断B.S.I.も
▲19.1で前回（▲44.7）から上昇となりました。令和３年度下期
（見通し）については、売上高判断B.S.I.は▲21.0と下降、経常利
益判断B.S.I.も▲25.6と下降の見通しとなっています。

◇  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40.4％（前回
38.2％）で上昇となっています。
　今後１年間に設備投資を実施する予定の企業の割合は33.5％と
下降の見通しとなっています。

◇  従業員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和３年９月末現在の従業員数（常用雇用者）について、従業員数判断B.S.I.は▲2.5で前回調査時（▲6.6）から上昇となりました。令
和４年３月末の従業員数判断B.S.I.（見通し）は▲1.5と横ばいとなっています。

市内の景気（B.S.I.の動き） ※  B.S.I.（景況判断指数）＝「前期と比べて上昇（増加）」と回答した割合 - 「前期と比べて
　  下降（減少）」と回答した割合マイナス値が大きいほど景況感が悪いと判断される。

売上高（B.S.I.の動き）

従業員数（B.S.I.の動き）

お問い合わせ先：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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　「札幌は昔も今も、これからのミライもITの本場でありたい」そんな想いから、たくさん
の札幌×ITな情報をお伝えするため、AI、VR/ARなどをはじめとした先端技術やユニーク
なビジネスアイデアを持つ企業や札幌市における様々なIT関連の取組をご紹介するセッショ
ンをYoutubeにて全８回お送りしていきます。
　セッションに登場する企業とは協業相談等もお繋ぎすることが可能
ですので、是非一度ご覧になってみてください。

【【公式】サッポロミライナイト（Sapporo mirAI nITe）チャンネル】
【 https://www.youtube.com/channel/UCovrpJQe3mSPZ3sUqUhJwkA/featured 】

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

さっぽろＩＴの“イマ”と“ミライ”を知る
「Sapporo mirAI nITe」のお知らせ

　　工場立地法の届出をお忘れなく！

　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。

■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

届出先・お問合わせ先：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

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。
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お問い合わせ先
札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課
電話　０１１－２１１－２９６２　E-mail　danjo@city.sapporo.jp

お問い合わせ先
札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
電話　０１１－２１１－２９８２　E-mail  kodomo.jisedai@city.sapporo.jp

札幌市は、男女が共に活躍できる職場づくりを応援しています！
～ ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度及び育児休業等助成金のご案内 ～

　札幌市ワーク・ライフ・バランスplus認証企業に登録しませんか
　札幌市では、ワーク・ライフ・バランスと男女が共に活躍でき、自分らしく働ける環境整備等に積極的に取り組む企業を
取組内容に応じて認証し、その取組を一層推進するためのさまざまな支援を行っています。　「札幌市ワーク・ライフ・バ
ランスplus企業認証」を受けた企業は、助成金や契約上の優遇など、さまざまなバックアップが受けられます。
　企業認証の要件や申請方法は札幌市公式ホームページにてご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/wlb_katsuyaku/wlbplus.html
　札幌市　ワーク・ライフ・バランスplus　認証　で検索！

　札幌市では、ワーク・ライフ・バランスと女性活躍の推進に取り組む企業に対し、無料で推進アドバイザー（あらかじめ
登録された中小企業診断士または社会保険労務士）を派遣し、その取組が一層推進されるよう支援していますので、お気軽
にお問い合わせください。

　札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証で育児休業等助成金の申請が可能に！
　仕事と子育ての両立支援に取り組む企業を支援するため、ワーク・ライフ・バランスplus認証企業に対し、認証ステップ
に応じた育児休業等に関する助成を行っていますので、ぜひご活用ください。

　①　育児休業取得助成金（20万円）＜ステップ２以上＞
支給条件：企業として初めての育児休業取得者が出たこと　等

　②　育児休業代替要員雇用助成金（最大60万円）＜ステップ２以上＞
支給条件：育児休業取得に伴い、企業として初めての代替要員を雇用したこと　等

　③　男性の育児休業取得助成金（10～30万円）＜ステップ１以上＞
支給条件：初めての育児休業を取得した男性従業員が出たこと　等
１企業につき、３人まで助成可能です。

　④　「子の看護休暇」有給制度創設助成金（10万円）＜ステップ１以上＞
支給条件：令和２年４月以降に、新たに企業として有給の「子の看護休暇制度」を規定し、５回以上利用されたこと　等
１企業につき、１回のみの助成です。

　助成金の詳しい支給条件や申請方法は札幌市公式ホームページにてご確認ください。
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb-josei.html
　札幌市　育休等助成金　で検索！





　令和２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2,078件で、依然として高い水準
です。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。オンラインでの実施も可能です。こ
れまでに17,000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～

※今後、法改正等に伴い助成金の制度が変更
になる場合もありますので、申請いただく
前に上記ホームページをご確認ください。



4 Economic information  №213

情 報 B O X
認証製品を紹介します

　音楽の街・札幌で生まれた雪のように白くて軽いウクレレを紹介します。ピアノの響板やヴァイオリンの甲板に
も使われる貴重な北海道産アカエゾマツから響く、温かく柔らかな音色が楽しめます。
　音楽の街・札幌で生まれた雪のように白くて軽いウクレレを紹介します。ピアノの響板やヴァイオリンの甲板に
も使われる貴重な北海道産アカエゾマツから響く、温かく柔らかな音色が楽しめます。

EZO’s Ukulele（エゾズ ウクレレ）

＜価格（税込）＞

ソプラノサイズ（H54×W17×D7cm）：63,800円
コンサートサイズ（H61.8×W19.6×D7.3cm）：71,500円

＜価格（税込）＞

ソプラノサイズ（H54×W17×D7cm）：63,800円
コンサートサイズ（H61.8×W19.6×D7.3cm）：71,500円

＜製品のお問い合わせ＞

㈱クワイアン（南区澄川1条4丁目4-27）
電話　011-598-7902

＜製品のお問い合わせ＞

㈱クワイアン（南区澄川1条4丁目4-27）
電話　011-598-7902

<第９回> 株式会社リペアサービス
シリーズ

定着

　私達は「365日賃貸物件お悩み・面倒ゼロ」を目
指し、賃貸物件の管理会社様が行う建物の不具合対
応を、管理会社様に代わって私達がご入居者様から
の「お悩み」をお聞きし、必要に応じて現地対応を
行い、管理会社様にその状況をお伝えするという業
務を行っています。ご入居者様が一日でも長く快適
な賃貸生活を過ごすことが出来るように、１人１人
に寄り添った対応を心掛けています。

　入社して１週間程は、会社の理念や歴史などを学
んでいただきます。その後は、先輩社員の隣で実際
に実務にあたりながら仕事を覚えてもらうOJT方
式による訓練を行い、新入社員が「困った」になる
前にフォロー出来る体制を整えています。

　「残業は月５時間以上しない」、「業務時間内に
なるべく仕事を収める」という目標を掲げて業務を

見直し、業務改善に取り組んでいます。現在では繁
忙期を除き、月に１～２時間の残業で収まるように
なり、業務時間のメリハリがつくようになりました。

　「雑談が多い会社では非常にいいチームワークが
生まれ、お互いに尊重しあいフォローする体制がで
きる。社内で生まれたお互いを認め合い尊重する文
化が、サービス提供先のご入居者様に寄り添った対
応をする基礎となる」という信念から、月に１回
「給食の日」（みんなで作りみんなで食べる）や毎
日15時に開かれる「もぐもぐタイム」（手が空い
ている人達がお菓子を食べる）などを実施していま
す。社内で開催するイベントはすべて、雑談を通じ
てお互いを知り、お互いを気にかける関係づくりを
目指して行っています。このような取組を通じて、
職場の雰囲気や風通しの良い環境作りに力を入れて
います。

お家時間の新しい趣味にも…

札幌市内企業の職場定着に係る優れた取組をご紹介

新入社員への手厚い研修

社内プロジェクト（業務改善)

積極的な社内交流

▲「給食の日」の流しそうめん



情報BOX


52021年12月号　経済情報さっぽろ



6 Economic information  №213



働く障がいのある方を応援しませんか？

外注したいお仕事は元気ジョブアウトソーシングセンターへ！

　元気ジョブアウトソーシングセンターで
は、ご要望に沿ったお仕事を受注可能な障
がいのある方の施設を選定、お見積りや工
程プラン等を紹介し、マッチングをサポー
トします。
　昨今のコロナ禍においても、障がいのあ
る方が元気にお仕事をしています。お受け
したお仕事は受注した施設が責任を持って
行いますが、契約成立後も元気ジョブアウ
トソーシングセンターが相談窓口となりま
す。【手数料無料】

～お受けしたお仕事の一例～
　ポスティング・お土産品などの箱折作業・収穫した野菜の袋詰め作業・建物内の清掃作業や消毒作業など、
他にも多くのお仕事を受注しています。障がいのある方へお仕事を外注し、業務の最適化につなげてみません
か？まずは、お気軽にご相談ください。

【札幌市委託事業】元気ジョブアウトソーシングセンター
〒064-0808　札幌市中央区南8条西2丁目5-74　市民活動プラザ星園103
TEL：011-596-6581　FAX：011-596-6582　E-mail：genki_job@genkijob.jp

お問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課　電話：011-709-2311
障害担当（内線3684）または高齢担当（内線3683）

障がいのある方や高年齢者の雇用にご理解とご協力をお願いします

　厚生労働省では、障がいのある方や高年齢者の雇用促進に取り組んでいます。
　障がいのある方については、障害者雇用促進法により義務づけられている法定雇用率が令和３年３月から引
き上げられており、高年齢者については高年齢者雇用安定法の改正があり、令和３年４月より、６５歳までの
雇用確保（義務）に加え、７０歳までの就業機会確保が努力義務とされました。
　また、障がいのある方や高年齢者を雇用する事業主の方々に対する各種支援もあります。
　詳細については、最寄りのハローワークまたは北海道労働局へお問い合わせください。
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情報BOX


　「スタートアップ・プロジェクトルーム」は、札幌市産業振興センター内にある起業家のためのインキュベーションオフィスです。起
業後７年以内の方、札幌市のさまざまな起業支援を受けたい方に最適なレンタルオフィス+αの施設です。入居者様に経営相談・情報提
供・交流会など各種サポートを行っています。

◆入居メリット：当施設は、賃料がリーズナブルで月額23,000円からご利用いただけます。札幌市の公的施設であるため、信用度が高
いのも魅力の一つです。
「困った時に相談するところがない」「補助金や融資などの相談がしたい」などの課題にもお力になれるようさまざまな機会を設けてい
ます。また、さっぽろ産業振興財団の支援メニューも活用できます。

◆充実した設備：24時間・365日利用可能なのはもちろん、共用の商談室、カラー複合機（ラウンジ共用機材）などを備え、ユーティ
リティも充実しています。セキュリティに関しては、ICカードキーとメカキーの併用による管理、夜間（17時から翌朝9時）は警備員及
び機械による警備で万全の体制を整えています。

◆入居審査について：ご入居いただくには、事業計画書及び企業プレゼンテーションによる審査が必要です。まずは、事前相談をお受け
いただきます。　＜空室情報＞　Aタイプ２室、Bタイプ１室、Cタイプ１室（2021年10月現在）

◆お問い合わせ先：一般財団法人さっぽろ産業振興財団（札幌市産業振興センター指定管理者）
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（地下鉄東西線「東札幌駅」より徒歩７分）
TEL:011-820-3122   E-mail:spr@sapporosansin.jp　URL: https://www.sapporosansin.jp/spr/
＊施設見学を随時承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

経済情報さっぽろ　スタートアップ・プロジェクトルームの紹介

札幌市産業振興センター「スタートアップ・プロジェクトルーム（ＳＰＲ）」入居者募集中 !

札幌市中央卸売市場　事務所テナント募集！

＜入居ユニットタイプ別画像＞
Aタイプ　面積51㎡
　月額利用料117,300円

Bタイプ　面積27㎡
　月額利用料 62,100円

Cタイプ　面積10㎡
　月額利用料 23,000円

札幌市中央卸売市場内の事務所テナントの入居者を募集しています。
食品流通関係者様はもちろん、他業種の企業様も是非ご相談ください。

①面　積／27坪（91㎡）
　家　賃／224,624円（月額）
　　　　　2,244円／㎡
　保証金／６か月（礼金なし）

②面　積／48坪（160㎡）
　家　賃／394,944円（月額）
　　　　　2,244円／㎡
　保証金／６か月（礼金なし）

有料駐車場あり・冷暖房設備あり・施設内利便施設多数

◆お問い合せ先：札幌市中央卸売市場　管理課事務係
　　　　　　　　担当：千葉・坂下
　　　　　　　　札幌市中央区北12条西20丁目２番１号
　　　　　　　　水産棟４階
　　　　　　　　TEL：011-611-3111
　　　　　　　　E-mail：shijo01@city.sapporo.jp

水産保冷配送センター

②

① 外観
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＊上記以外にセミナー開催の可能性も御座いますので、札幌市産業振興センターHP（セミナー情報）を随時ご参照下さい。

http://www.city.sapporo.jp/keizai/e-info/　※「経済情報さっぽろ」の誌面を掲載。過去の誌面もご覧いただけます。

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７月の百貨店・スーパー販売額（札幌市）は408億円で、
２か月振りに前年同月を上回りました（+0.2％）。

令和３年８月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.83倍となり、２か
月連続で前年同月を上回りました（前年同月比+0.03）。

【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

　　　　　中小企業経営セミナーのお知らせ令和3年度

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。

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

対面:
40名
ｵﾝﾗｲﾝ:
40名

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】

【起業志望者向け講座】First Step! はじめての創
業セミナー　　【対面＋オンライン】

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】

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】

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】

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　容 実施日 受講料定員時　　間

創業希望者向けセミナー。創業はしたいが不安が・・　何か
支援制度はないのか？と言った方へ支援機関の担当者より支
援メニューをわかり易く解説します。
コロナ禍などで働く環境が激変している中で、メンタルヘル
スを如何に維持するかについて、日本産業カウンセラー協会
認定講師より解説をいたします。
HACCP3日間講習会(下段）受講を前提に食品微生物や一般
衛生管理の知識習得を目指す方、あるいは、食品微生物・一
般衛生管理について学びたい方向けです。1/25からの3日
間講習会(下段）とセット受講がおすすめです。
HACCPとはどのようなものかを理解したい、過去に研修を
受けたがもう一度HACCPを学び直したい、HACCPチーム
メンバーになったが何をしたらよいかよくわからない方向け

1月12日（水）

1月13日(木)

1月18日（火）

1月25日(火)～
27日(木)

13：30～15：30

9：30～16：30

13：30～17：30

9：30～17：00

36名

36名

36名

20名

無料

5,000円

10,000円
＊ｾｯﾄ受
講では
5,000円

30,000円

創業希望者のための創業支援施策説明会【対面＋
オンライン】

働く方のためのメンタルヘルス（仮称）
【対面＋オンライン】

HACCP基礎編<微生物・一般衛生>
【オンラインセミナー】

HACCP3日間講習会　【対面＋オンライン】

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　容 実施日 受講料定員時　　間

●令和３年12月中小企業経営セミナー （受付中)

●令和４年１月中小企業経営セミナー（11月11日 9：00より受付開始）

開業準備編
資金調達編
事業計画編
売上獲得編
法人設立手続き編

1月19日（水）
1月26日（水）
2月2日（水）
2月9日（水）
2月16日（水）

18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00

20名
20名
20名
20名
20名

2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円

創業塾（第1回）
創業塾（第2回）
創業塾（第3回）
創業塾（第4回）
創業塾（第5回）

コ　ー　ス 内　　　　　　　　　容 実施日 受講料定員時　　間
●創業希望者向けテーマ別セミナー（1月～2月開催）（12月11日より受付開始）

408億円

+0.2％
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33,465人
0.83倍

中小企業経営セミナーへのお申し込み・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/


