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　札幌市では、金融環境の悪化等により、厳しい経営環境に置かれている市内の中小企業者
の皆さまに、資金調達の円滑化と返済財源の負担軽減を支援する融資制度として、「景気対策
緊急支援資金」を実施しております。本資金は、全国の緊急保証制度の対応資金です。

1 融資条件

融 資 対 象

次の３つのいずれかに該当し、札幌市長の認定を受けた中小企業者等
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の平均売上高等が前年同
　　期比マイナス3％以上の中小企業者
(2) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％以上を占める
　　原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に
　　転嫁できていない中小企業者
(3) 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間（算出困難な場合は直近
　　決算）の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3％以
　　上の中小企業者
※　指定業種…中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定により経済産業大
　　　　　　　臣の指定を受けた業種（平成21年6月23日現在、781業種）

資 金 使 途 運転資金及び設備資金

融 資 限 度 額 1企業につき3,000万円

融 資 期 間 10年（うち据置期間２年以内）

融 資 利 率 ５年以内：年1.3％以内　　10年以内：年1.5％以内

返 済 方 法 割賦返済　ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる

信 用 保 証 すべて北海道信用保証協会の保証付とする

信 用 保 証 料 補 給 企業が負担する信用保証料の４分の１以内を札幌市が補給

担 保 必要に応じて要

保 証 人 原則として法人は代表者のみ、個人は不要

「景気対策緊急支援資金（総融資枠400億円）」をご利用ください

2 利用手続き
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年末に向けての資金調達に制度融資をご利用ください
　左記の「景気対策緊急支援資金」以外にも、札幌市では、中小企業者の皆さまが、事業経営
に必要とする資金を円滑に調達していただくために、各種融資制度を設けております。

資金名 融資対象者 融資限度額 融資期間 融資利率 担　保 保証人 信用保証

一
般
中
小
企
業
振
興
資
金
（
マ
ル
札
資
金
）

産業振興資金 市内中小企業者等 2億円
運転7年
設備12年

2.0％以内
必要に
応じて要

原
則
と
し
て
不
要
（
法
人
は
代
表
者
の
み
）

必要に
応じて要

小規模事業資金 市内小規模事業者等 1,500万円 7年 1.0％以内
原則とし
て無担保

元気
おうえん
資金

おうえん
資金

倒産、災害、売上減
少、原油高騰、金融環
境の変化等の影響を
受けている者

1億円
運転10年
設備15年

所定利率

必要に
応じて要

全て北海
道信用保
証協会の
保証付　

おうえん
小口資金

市内小規模企業者 1,250万円 10年
原則とし
て無担保

景気対策緊急支援資金
（左ページで詳しく紹介）

セーフティネット第5
号の市長の認定を受
けた特定中小企業者

3,000万円 10年
5年：1.3％
10年：1.5％

必要に
応じて要

元気がんばれ資金 市内小規模事業者等

500万円 7年

所定利率

原則とし
て無担保

まちづくり特別枠

商店街組合員・札幌市中
小企業共済センター会員
（加入後１年以上経過してい
ることが必要）

2.0％以内

【制度融資（元気がんばれ資金を除く）利用のご相談・お申し込みは、直接、下記の取扱金融機関の窓口へ】

※金融機関及び保証協会の審査の結果によってはご希望に添えない場合があります。

○地方銀行：北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四銀行
○信用金庫：札幌信用金庫、室蘭信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、日高信用金庫、
　　　　　　小樽信用金庫、北海信用金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、遠軽信用金庫
　　　　　　北星信用金庫
○信用組合：北央信用組合、札幌中央信用組合、空知商工信用組合
○商工組合中央金庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●いずれも、札幌市内各店舗

【「元気がんばれ資金」のお申し込み、その他融資に関するご相談窓口】

札幌中小企業支援センター（財団法人さっぽろ産業振興財団）
TEL（011）200－5511　　FAX（011）200-4477
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目　経済センタービル2階

【「認定（景気対策緊急支援資金の利用条件）」、その他制度に関する問い合わせ先】

札幌市経済局産業振興部金融担当課
TEL（011）211－2356　　FAX（011）211－2366
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目　経済センタービル2階
HPアドレス：http://www.city.sapporo.jp/keizai/center/　e-mail : kin-yu@city.sapporo.jp
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　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、サッポロ
さとらんどにおいて、｢さっぽろハーベストランド｣のPR販売など、地産地消に関わるイベントが３回
に渡って開催されました。

さっぽろ圏大地の恵みフェア

『さっぽろハーベストランド』とは
○石狩地区ＪＡグループが生産者と安心・安全の確保に取り組んでいるさっぽろ圏
　産農畜産物の統一ブランドのことです。
○石狩地区ＪＡグループは、｢さっぽろハーベストランド｣の地産地消を通じて、フー
　ドマイレージの削減や地域の消費者・商工業者との連携に取り組むことで、新し
　い農村と都市の共生（農都共生）を目指しています。

(さっぽろハーベストランド ロゴマーク→)

◆ 第1弾～さっぽろハーベストランド誕生祭～
日時：7月18日（土）～19日（日）　10：00～16：00
会場：サッポロさとらんど交流館
内容：開会式、農畜産物直売コーナー、ステージイベント
　　　（野菜ソムリエの料理教室、ゲーム大会、抽選会等）、
　　　市町村の地元食材を使用した料理提供（４店舗）

さっぽろハーベストランド誕生祭の様子

◆ 第2弾～さっぽろハーベストランド収穫祭～
日時：9月12日（土）～13日（日）　10：00～16：00
会場：サッポロさとらんど交流館
内容：農畜産物直売コーナー、ステージイベント（野菜ソムリエ
　　　の30分クッキング、クイズ等）、市町村の地元食材を使用
　　　した料理提供（４店舗）、
　　　アンパンマンショー （13日）2回 

さっぽろハーベストランド収穫祭の様子

◆ 第3弾～さっぽろハーベストランド秋祭り～
日時：10月17日（土）～18日（日）　10：00～１５：00
会場：サッポロさとらんど交流館
内容：農畜産物直売コーナー、｢ゆめぴりか｣他新米の販売・食べ
　　　比べ、09農村体験ｉｎさとらんど(同時開催イベント)、
　　　市町村の地元食材を使用した料理提供（４店舗）、さとら
　　　んどの遺跡展

さっぽろハーベストランド秋祭りの様子

◎来園者数　イベント期間合計78,400人
期　　　　　間 合　　計 1日目 2日目

誕生祭 7月18日㈯～19日㈰ 14,200人 7,000人 7,200人

収穫祭 9月12日㈯～13日㈰ 50,000人 18,000人 32,000人

秋祭り 10月17日㈯～18日㈰ 14,200人 7,500人 6,700人

計 78,400人 32,500人 45,900人

主催：さっぽろ圏地産地消推進委員会（平成21年6月26日設立）
　　　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しんしのつ、サツラク農協、北農中央会札幌支所、ホクレン札幌支所
共催：さとみらいプロジェクトグループ
後援：農林水産省北海道農政事務所、北海道開発局、北海道石狩支庁
問い合せ先：札幌市農業支援センター(TEL　011-787-2220)　

　今年度の計3回のイベントでは、
天候に恵まれなかった期間もあった
ものの、累計入場者数は78,400人に
のぼり、安心・安全な農畜産物に対
する関心の高さをうかがわせる結果
となりました。来年度以降も新しい
農村と都市の共生（農都共生）を目
指し、「さっぽろハーベストランド」
のより一層の周知に努めていきたい
と考えています。
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　北海道の家の三角屋根がモチーフになっているカード立
て。ポストカードや写真を飾るのにちょうどいいサイズで
す。基本デザインは３種、樹種はナラ、オンコ、メープル、
ブナ、ウォールナットなど。お好きなデザインと樹種の組
み合わせを選んでお気に入りを見つけてみてください。

（販売元）家具工房santaro
（価格）　630円
（サイズ）Ｈ45×Ｗ45×Ｄ27
（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。

～札幌発のデザインフェスティバル、札幌デザインウィークとのコラボレーション～
　10月28日（日）から11月30日（月）まで、札幌の暮
らしから産まれるブランド「札幌スタイル」を市民の方
にもっと知ってもらおうと、「初冬」と札幌デザインウ
ィークのテーマ「オーガニック」をもとに特別展示を行
っています。
　会場となるのは地下鉄大通駅構内にある｢札幌スタイ
ルショーケース｣、ＪＲ札幌駅に直結するＪＲタワー展
望室に向かう回廊、そしてＪＲタワー展望室の入口にあ
る「札幌スタイルショップ」の計３ヵ所。特に、ＪＲタ
ワー展望室に向かう回廊を利用しての展示は初めての
試みです。
　札幌スタイルショーケースでは、実際の枯葉等を用い
て初冬の景色を再現した中で認証製品をディスプレイ。
ＪＲタワー展望室に向かう回廊では、認証製品の使用シー
ンを紹介するバナーが吊るされたパネルを木に見立てて
初冬の散歩道を演出。札幌スタイルショップでは、ショー
ケースと回廊で紹介された製品を展示・販売しています。
　お近くにお立ち寄りの際は、どうぞご覧下さい。

（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

＊札幌スタイルショーケース
　地下鉄大通駅コンコース構内定期券売場並び
＊札幌スタイルショップ
　札幌市中央区北5条西2丁目
　ＪＲタワー6階
　ＪＲタワー展望室入口
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　就職内定者及び新入社員を対象として、仕事を楽しめる方
法を講演します。
＜日　時＞
　平成21年11月27日(金) 18時30分～20時30分(開場18時)
＜講　師＞
　　　常見陽平（就職ジャーナリスト）
　　　主な著書「三年で会社を辞めたら損ですよ！」
　　　　　　　「内定を決めたひと言」など
＜会　場＞
　大学共同利用施設ＡＣＵ（アキュ）大研修室
　（札幌市中央区北3条西4丁目日本生命札幌ビル5階）
＜対象者＞
　概ね35歳未満で入社3年以内の新入社員及び平成22年卒
業予定の就職内定者など
＜定　員＞
　200人（先着順）
＜受講料＞
　無料
＜申込先＞
　氏名、年齢、連絡先住所、連絡先電話番号もしくはＦＡＸも
しくはe-Mailを明記して札幌市コールセンターに申込んでく
ださい。
　電　話：２２２－４８９４　ＦＡＸ：２２１－４８９４
　e-Mail：info4894@city.sapporo.jp

主催／札幌市役所（経済局人材育成担当課）

職場定着支援講演会

　独立行政法人雇用・能力開発機構北海道センターでは、雇
用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を活用した教育
訓練をお考えの事業主の皆様に対する相談窓口を設置して、
専任アドバイザーが教育訓練計画の作成や訓練実施につい
て相談・支援を行います。

○教育訓練のメリット○
　・普段実施できない訓練を行うことにより、業務を見直す
　　機会ができる
　・人材育成に取り組むことにより、社員の働く意欲が向上
　・社員が幅広いスキルを習得し、多能工育成や職場ロー
　　テーションができる

　詳しくは、独立行政法人雇用・能力開発機構北海道センター
雇用調整事業主教育訓練支援窓口までお問い合わせください。
TEL：011-622-7405

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を
活用した教育訓練を希望される事業主の皆様へ『仕事を楽しめる社会人になる方法

　「三年で会社を辞める」のはヤメナサイ！』

　入社前に身につけたいビジネス用パソコンスキル、ビジネ
スマナー、コミュニケーションを総合的に学習するセミナー
を開催します。
　貴社の就職内定者へ、ぜひ受講をご案内ください。
＜日　時＞
　〔第１回〕１２月３日（木）～６日（日）
　〔第２回〕１２月１７日（木）～２０日（日）
　※10時00分～16時00分で４日間コース
＜会　場＞
　１、２日目は北海道建設会館中会議室（中央区北4条西3
丁目1番地）
　３、４日目は北海道経済センター（中央区北1条西2丁目）
＜対象者＞
　就職内定者
＜定　員＞
　各回30人（抽選）
＜受講料＞
　無料
＜申込・お問い合わせ先＞
　株式会社日本マンパワー札幌支社
　電話　２２１－０３７７　ＦＡＸ　２２１－０５６３

主催／札幌市（経済局人材育成担当課）
後援／北海道労働局

就職内定者向けビジネス基礎セミナー

アドバイザーに
よる相談・教育
訓練計画作成支援

教育訓練計画に
基づく支援の実施

社員が知識・
技能を取得

　事業主の皆さん。労働保険の加入はお済みですか。
　労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働ける職場
にしましょう。

　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の
生活の安定、福祉の増進等を図ることを目的に、政府が直接
管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働
者を一人でも雇用する事業については、法人・個人を問わず
加入が義務づけられています。

問い合わせ先：北海道労働局総務部労働保険適用室
　　　　　　　（011-709-2311）または最寄りの労働基準
　　　　　　　監督署・公共職業安定所

１１月は、労働保険適用促進月間です！
（１人でも雇ったら、入ろう。労働保険。）

札幌市福利・退職金共済制度

従業員の「福利厚生」と「退職金積立」は
さぽーとさっぽろにおまかせください！！

発足後30年を超える実績があり
現在約10,000社が利用しています。

札幌市内の企業および個人事業所が加入でき
会費（掛金）はひとり月額1,000円からです。

さぽーとさっぽろ【㈶札幌市中小企業共済センター】
　お問い合わせ：業務推進室　☎011－221－3984

http://www.support-sapporo.or.jp/
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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 食産業の信頼性確保に必要な情報提供 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)より受け付け）

経済界

フォーラ
ム

　今季リーグ優勝を果たした北海道日本ハムファイターズの代表取締役オーナー（日本ハム㈱取締役専
務執行役員）大社 啓二氏をお招きして、日本ハムグループの企業理念や今後の展開について語っていた
だきます。皆さん、奮ってご参加ください。

● 平成21年12月のセミナー（10月13日(火)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 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
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

● 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

～食とスポーツを通じた企業経営と地域貢献～

会場

平成21年12月16日（水） 18：00～20：00（開場17：30～）
道新ホール　●駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
札幌市中央区大通西3丁目道新ビル大通館8F

参加無料！

T i m e  S c h e d u l e

18：00～18：05　主催者挨拶

基調講演

18：05～18：55

講師 

大社 啓二 氏  日本ハム㈱取締役専務執行役員、㈱北海道日本ハムファイターズ代表取締役オーナー
テーマ（仮題）：食とスポーツを通じた企業経営と地域貢献

対　　談

19：00～20：00

大社 啓二 氏  
林 美香子 氏  慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科教授、キャスター・エコライフジャーナリスト
上田 文雄 　  札幌市長、㈶さっぽろ産業振興財団 理事長

お申し込み方法
参加希望者は企業・所属機関名、役職、氏名、Eメールアドレスを明記の上、12月14日（月）までに下記のいずれかの方法にてお申し込みください。

FAXでお申し込みの場合
011－815－9321 :WEBでお申し込みの場合

http://www.sec.or.jp/simple/ *Eメールでお申し込みの場合
portal@sec.or.jp

主　　催
㈶さっぽろ産業振興財団、札幌市 お問い合わせ先

㈶さっぽろ産業振興財団　納（おさめ）、村上
☎（011）820－2062　℻（011）815－9321
E-mail : portal@sec.or.jp
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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3月 1,899,848 0.2 880,341 1.3 104.0 ▲2.7 100.7 ▲0.3 100.6 ▲0.7 15,935 ▲15.0

4月 1,898,348 0.3 881,975 1.3 103.4 ▲4.2 100.8 ▲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

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 ▲9.6 100.4 ▲2.2 99.3 ▲4.2 13,208 ▲12.4

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 ▲21.0 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

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 ▲0.13 463,108 ▲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 ▲0.11 178 ▲1.7

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

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

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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年
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月
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日
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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
02-K00-09-256

21-3-80


