
№ カテゴリ 開催日 セミナータイトル 内　　容 講　　師
開催時間／

受講料／定員
受付開始日

2 マネジメント 1/15(水)
リーダー・管理職に

求められる
マネジメントスキル研修

「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。

一般社団法人
日本経営協会　講師

越智　重和　氏

1 マネジメント 1/8(水)
組織を蝕む

ハラスメント対策講座

「ハラスメントの無い職場づくり」のた
めの管理職のパフォーマンス向上を
実践的に学ぶ。

一般社団法人
日本経営協会　講師

松前　葉子　氏

9：30～16：30
5,000円

(さぽーとさっぽろ会員4,000円）

30名

6 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2/16(火)
「クレーム対応実践研修」

～解決のための
コミュニケーションスキル

クレームを理解し、傾聴・質問力を磨
くことでお客様の要望を読み取り、問
題解決への導き方を学ぶ。

コーディアル・スタッフ
接遇マナーコンサルタント

岡部 祥子 氏

㈱インタフェース
代表取締役

 五十嵐　仁 氏

9：30～16：30
5,000円

(さぽーとさっぽろ会員4,000円）

30名

9：30～16：30
5,000円

(さぽーとさっぽろ会員4,000円）

30名

5
働き方改革
業務改善

2/12(金)
問題解決！

関係が深まる職場の
『相談力』活用セミナー

仕事の問題解決に『相談』を効果的に活
用する手法を学びます。効果的な『相談』
によって職場の関係作りスキルを高め、
問題解決の実践によって個人能力・チー
ム力を高めることを目指します。

9：30～17：00
28,000円

20名

13：30～15：30
無料
50名

9

10 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ

9：30～16：30
8,000円

(さぽーとさっぽろ会員7,000円）

60名

3/23（火）
3/24（水）

フレッシュマンセミナー2日間
ビジネスマナーや社会人としての心構
え、立ち居振る舞いを身につけて、社会
人としての第1歩を踏み出す。

共育コンサルタント
高野　文子　氏

キャリアカウンセラー
有田 惠　氏

8
販路拡大
食品開発

3/2(火)

「販路拡大の理論と実務」
～スーパーマ-ケットとは？

バイヤーとの付き合い方とは？
（オンラインでの受講も可）

道内食品産業関連業者を対象に、量販店企
業との取引や付き合いの仕方、スーパー業界
での持続的な商業取引可能な食品開発に向
けたマーケティング創出の情報提供等

≪対面セミナー≫

【セミナースケジュール】（2021年1月▶ 3月）

4 食品衛生 2/2(火)

食品衛生　応用編
「HACCPシステムを基本とした

国際規格認証制度の
必要性とは？」

更なるレベルアップとして、国内外流
通を見据えた、国際規格認証制度の
必要性と選択方法について解説しま
す。

3 食品衛生 2/2(火)
食品衛生　基礎編

「HACCP法制化と国内の
規格認証制度とは？」

HACCPの法制化とは何か？道内の
現状課題と今実施すべき対策や国
内の規格認証制度について解説しま
す。

13：30～14：45
無料
50名

食品開発 3/12（金）
味覚レベルアップ講座

(オンラインでの受講も可)

「味と味覚をきちんと把握したい」「味と味覚の
ブレない共通認識が社内で必要だ」「味評価
のための官能評価スキルが欲しい」こんなご
要望へのソリューション講座

（株）味香り戦略研究所
研究開発部主席研究員

髙橋　貴洋　氏

13：30～15：30
5,000円

(さぽーとさっぽろ会員4,000円）

30名

1/12（火）

11/11(水)

北雄ラッキー（株）
代表取締役

桐生　宇優　氏

イカリ消毒(株)
札幌営業所
河原　平 氏

9：30～16：30
5,000円

(さぽーとさっぽろ会員4,000円）

30名

イカリ消毒(株)
コンサルティング部

三澤　龍也 氏

15：00～16：15
無料
50名

7 食品衛生
2/24(水)
～26(金)

ＨＡＣＣＰ３日間講習会
（オンラインでの受講も可）

HACCP未導入の企業に向けて、導
入のための7原則12手順を座学・
ワークショップを通じて解説します。

コープさっぽろ
品質管理室

室長/是永　憲宏 氏
ｸﾞﾙｰﾌﾟ長/定岡　那奈江 氏

12/21(月)

12/11(金)

〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

受講対象者：札幌市内に事業所のある中小企業に勤務、あるいは、札幌市内に居住する中小企業者（経営者、従業員）

指定管理者／一般財団法人さっぽろ産業振興財団

TEL：011-820-3122 (平日9：00～17：00） FAX：011-820-3220

E-MAIL：seminar@sapporosansin.jp URL：https://seminar.sapporosansin.jp/

札幌市産業振興センター

【お申込み・お問合せ】

SAPPORO

BUSINESS

INNOVATION CENTER

※開催日・セミナータイトルは変更になる場合がございます。受付開始日以降にご確認ください。



№ カテゴリ 開催日 セミナータイトル 内　　容 講　　師
開催時間／

受講料／定員
受付開始日

3/17(水)

創業の夢を叶える
『継ぐスタ』のススメ

既存事業を引き継いでスタート（創
業）する創業スタイルの支援施策紹
介

北海道事業引継ぎ
支援センター

統括責任者補佐
 大野 素良　氏

日本政策金融公庫
 創業支援担当者

13：30～15：00
無料
36名

12/4(金)

≪オンラインセミナー≫

2 経営者向け 1/28(木)
新型コロナ感染対策！

「感染症BCP策定
ワークショップ」

新型コロナ感染対策BCP策定マニュ
アルの修得を目指すワークショップ～
後日フォロアップ個別相談会を開催

ＭＳ＆ＡＤ
インターリスク総研㈱

担当講師

13：30～17：00
無料
20名

12/7(月)

3 食品衛生 2/17(水)
ＨＡＣＣＰ基礎編

<微生物・一般衛生>
オンラインセミナー

ＨＣＣＰ3日間講習受講を前提に食品
微生物や一般衛生管理の予備知識
習得を目指します。

コープさっぽろ
品質管理室
グループ長

定岡　那奈江 氏

13：30～17：00
10,000円

36名
12/21(月)

4 海外販路拡大 台湾食品市場について
アフターコロナの台湾市場について解
説します。

在台湾 札幌市食品販路
拡大アドバイザー
中西　良一　氏

13：30～16：00
無料
60名

1/12(火)

1
事業承継
創業支援

1/21(木)

募集要項

受講資格

札幌市内に事業所のある中小企業に勤務、あるいは、札幌市内に居住する中小企業者（経営者、従業員）

募集定員

セミナーごとに定員数が異なります。先着順。定員になり次第、締め切ります。受付開始日以降、お早目にお申込みください。

※多くの企業にご参加頂くため、1企業3名までとさせていただきます。但し、定員に空きが生じる場合にはこの限りではありません。

開催場所

札幌市産業振興センター内セミナールーム（〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1）

申込方法

■対面セミナー

ホームページ上でオンラインによるお申込み（https://seminar.sapporosansin.jp/）、または、

各セミナーの受講申込書を札幌市産業振興センターセミナー担当へＦＡＸ（011-820-3220）

にて受付けております。

■オンラインセミナー

ホームページ上でオンラインによるお申込み（https://seminar.sapporosansin.jp/）のみ

受付けております。

お申込み確認後、定員に達していなければ、受講料のご案内（無料セミナーの場合は受講のご案内） をお送りいたします。

受講料のお支払いについて

・受講料につきましては、事前にお振込をお願いしております。受講のお申込み受理後、お送りする「受講料のご案内」に記載の

指定銀行口座へお振込期日までにお振込ください。なお、振込手数料はご負担願います。

・ご入金いただいた受講料は原則、払い戻しはできませんので、ご了承ください。

さぽーとさっぽろ会員料金について

・受講される方がさぽーとさっぽろ会員の場合、1名につき1,000円の割引が適用されます。

・割引を利用される場合は、「さぽーとさっぽろ」が発行するセミナー専用の“利用券”が必要ですので、別途、「さぽーとさっぽろ」へ ご請求ください。

【周辺地図】

新型コロナウィルス感染症拡大防止に関してのお願い

１．咳、発熱等の症状のある方は、セミナー受講はお控えください。

２．会場では、手洗い、手指消毒、マスク着用等の感染症対策にご協力をお願いいたします。

３．開催日程の変更（延期、中止）があった場合は、当センターホームページにて都度お知らせいたします。

４．当センターの感染症対策につきましては、ホームページにてご確認下さい。

その他、ご不明な点などございましたら、札幌市産業振興センターセミナー係（TEL011-820-3122）までご連絡下さい。

受講対象者：札幌市内に事業所のある中小企業に勤務、あるいは、札幌市内に居住する中小企業者（経営者、従業員）

※開催日・セミナータイトルは変更になる場合がございます。受付開始日以降にご確認ください。


