
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 旭川商工会議所（法人番号６４５０００５０００４８１） 

実施期間 

 

平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 5 年間 

 

目標 

 

小規模事業者を取り巻く経営環境は厳しく、昭和 60 年代前半から廃業率が開業率

を上回るという逆転現象が起こるなど産業の活力低下が続いている。この現状を打破

し、地域経済の活力を生み出し、地域雇用機会の確保のため創業の量的拡大及び売上

の増加、収益性の向上を図ることを目標に取組む。 

ついては、支援機関等と連携を強化し、｢経済動向調査｣から｢経営の分析｣、｢計画

策定支援｣、「フォローアップ」等を活用した伴走型支援にて行う。 

 

事業内容 

○経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

・地域経済動向調査の実施 

・景気動向調査、賃金実態・燃料調査等の調査の実施 

・各種統計調査の情報収集及び提供 

２．経営状況の分析 

 ・小規模事業者の自社の強み・弱み等、経営課題等の経営分析 

 ・経営分析セミナー等の開催 

３．事業計画策定支援に関すること 

・各種補助金の情報提供等を活用した事業計画の策定支援 

・創業スクール(塾)の開催及び創業計画策定支援 

・経営改善資金、各種補助金等の申請支援及び計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・創業後の定期的なフォローアップの実施 

・巡回訪問を行い、計画実現に向けたフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること 

 ・関係機関等からの需要動向に関する情報収集及び提供 

 ・販売力・売上強化に向けた情報収集及び提供 

 ・販路拡大、消費者動向、販売戦略等のニーズ調査の実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・物産展や展示販売会等の開催 

・商談会の開催 

 ・インターネット等を活用した販売 

○地域経済の活性化に資する取組み 

・旭川市中心市街地活性化協議会の運営、商店街事業の推進、地域特性・地域資源

を活用したものづくり等への支援。 

・中心市街地活性化及び観光振興の推進 

連絡先 

 

〒070-8540  

北海道旭川市常盤通 1丁目 

旭川商工会議所 産業支援部経営支援課 

TEL（0166）22-8411 FAX（0166）22-2600 
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（別表１） 

経営発達支援計画  

経営発達支援事業の目標 

【経済団体】 

○地域経済団体は、旭川市中心部に位置する旭川商工会議所と旭川市の中心部を囲むようにあさひかわ

商工会(平成 20 年４月１日に永山商工会、旭川東商工会、旭川南商工会、旭川北商工会の４商工会が合

併)があり当市には１商工会議所と 1商工会が併存している。 

 

【旭川市概況】 

○旭川市は、ほぼ北海道の中心に位置し、北・北海道の拠点都市である。大雪山連邦などの山々に囲ま

れ、四季の変化に富んでいる。医療、福祉、教育、文化などの都市機能が集積している都市であること

や、稲作や畑作など道内有数の農業地帯であるとともに、地域の農産物を利用した食品製造業、パルプ･

紙、木材・木製品など地域資源型製造業を中心に事業が展開されている。 

 

○本市の顔でもある中心市街地は、駅北側を中心に商業や公共施設等があり、日本で初めての恒久的な

歩行者天国「平和通買物公園」(以後、買物公園)が約１ｋｍに渡り延び、市民や観光客に親しまれ周辺

地域から買物客が訪れていた。 

 

○中心市街地においては、道北の商業拠点として、その賑わいや求心力を復活させるため、買物公園等

を核に、新しい都市の拠点の形成が進む旭川駅周辺や文化芸術ゾーンの整備が進む常磐公園地区、文

化・交流施設の集積がある神楽地区との連携を強化し、これまで分断されていた中心部と駅南地区を２

本の橋梁で結ぶことで、都市機能の集約や拠点地区にふさわしい市街地の形成が図られてきた。南北一

体化による新しい中心市街地として再生を目指し、平成 23 年に４代目となる旭川駅舎がグランドオー

プンしたと共に、１本目の橋梁が開通した。平成 25 年には 2 本目の橋梁が開通となり、人やモノの動

きや流れを変え、圏域の要衝となる交通の結節機能が向上した。 

 

 

しかし、車社会の進展や生活スタイルの変化、自治体の中心部から郊外への移転等もあり、平成に入

ってからは、郊外型の大規模な商業施設の開業が進むとともに、これまで都市機能及び商業機能が集積

してきた中心市街地の賑わいは、イベントが行われない時は閑散としているほか、定住人口の減少や空

き店舗の増加、さらには老舗百貨店(丸井今井 H21、そごう･西武 H28)が閉店するなど、空洞化現象が発

生し中心市街地の衰退が顕在化している。結果、旭川市民のみならず食料品及び日用品以外の買物は、

札幌商圏に吸引され買物客の流出が懸念される。 
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○本市の顔である中心部では、平成 23 年３月以降、買物公園を中心軸とした機能集積の促進とそのた

めの近隣地区との連携交流、来街者の促進を図るため、食のイベント「北の恵み食べマルシェ」(2016

年 来場者数約 103 万人)の開催による中心部の魅力づくりをハードとソフトの両面から事業を推進し

ている。 

旭川駅が魅力ある駅舎としてリニューアルしたことで、旭川駅の南側に北彩都ガーデン、北側に駅前

広場が整備されイベントが開催されるなど、中心部の賑わいが徐々に戻りつつあるが、中心部全体への

波及という課題は残っている。 

 

 
 

 

【事業所数】 

○全体の事業所数は昭和 61 年から平成 18 年にかけて減少傾向が続いており、平成 21 年は従来の調査

手法とは異なるため微増となるものの減少が続いており、平成 24 年 2 月の旭川市内の事業所数は、

14,892 事業所あり、内訳は１次産業 52 事業所、２次産業 2,250 事業所、３次産業 12,590 事業所である。

 

当会議所の管轄する事業所数(H21 北海道経済センサス)は、全体の 4 割に当たる 6,643 事業所、内訳

は１次産業 18 事業所、２次産業 1,092 事業所、３次産業 5,533 事業所あり、そのうち宿泊業･飲食サー

ビス業 1,268 事業所、卸売業･小売業 1,259 事業所、不動産業･物品賃貸業 980 事業所、生活関連サービ

ス業･娯楽業 838 事業所、建設業 734 事業所、製造業 355 事業所、そのほかサービス業、医療福祉関連

となっており、当会議所会員の８割強が小規模事業者である。一方、人口は戦後以降、経済成長などの

要因により増加し続けていたが、昭和 61 年の 365,311 人をピークに減少傾向に転じ、平成 28 年 9 月に

は 343,539 人まで減少しており、旭川市内の事業所の減少とともに、産業の担い手である経営者の高齢

化や後継者不足による企業の衰退、人材不足などの問題が表出してきている。 

 

 

※平成 21 年経済センサス-基礎調査は、従来の事業所･起業統計調査とは異なる調査手法で実施したこ

とから、事業所･企業統計調査との差数がすべて増加･減少を示すものではありません。【市経済センサ

ス】 
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【旭川市経済センサス平成 24 年 2 月】

 

 

  
 

 

【地域の課題】 

○郊外型の大規模な商業施設の相次ぐ開業により、中心市街地の空き店舗は平成 16 年の 94 店より平成

23 年には 180 店へと増加し、中心市街地の衰退が顕在化している。その影響から、中心的な商店街であ

る買物公園の通行量も平成元年と比較すると半減しており、商店街の衰退、後継者不足、労働力人口の

減少や消費の縮小を招いている。加えて、空き店舗の増加、人口減少が見られる中、新規創業や高齢者

の増加を見据え市民の暮らしを支える地域商店街の機能維持、産業を担う人材の確保、中心市街地の賑

わい対策、空き店舗対策など、活動しやすい環境もあわせて整えていくことが求められ、中心市街地の

活性化及び商業振興として集客力向上を図ることが急務となっている。 
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【小規模事業者等の経営課題】 

○大型店の進出や人口の減少、高齢化により、小規模事業者において売上は減少傾向にあり、小規模事

業者の経営基盤の脆弱さから資金、人材、商品開発、地域外への販路開拓･拡大など効果的な事業経営

に繋がっていない状況が散見される。更には、日常の暮らしを支えるサービス低下が懸念され、また、

経営者の高齢化や後継者不足等の事業承継がスムーズにいかず廃業を余儀なくされる事業所も少なく

はなく、地域コミュニティの核となる小規模事業者の再生、創業・開業者の支援など磐石な経営基盤構

築が重要である。こうした状況に対応するため、本市の地域特性や資源を生かし、地域に根ざした各種

の産業の充実を図り、さらには海外市場も視野に入れた地場産品の創出や販路拡大等の取組みの必要性

が高まっている。 

 

○小規模事業者は、旭川市全体の商業が衰退の危機に面していることを十分認識している状況である

が、どのようにこの局面に対応すべきか課題解決に向けた取組みを模索している現状にある。商業を活

性化するためには、小規模事業者に対する課題の要因を明確にし、また市民が期待する小規模事業者へ

の役割を十分認識すると共に、自治体、支援機関、商店街(組合)等が一致団結し、地域の魅力や資源を

活用し広く情報発信することや下記の課題解決に向けた取組みが必要である。 
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【これまでの会議所の取組み】 

○長らく停滞している景気の影響等により事業所数が減少し続けるなど、取り巻く環境は依然として厳

しい状況にあり、このような現況を踏まえ中小企業と地域経済を元気にするという使命のもと、中小企

業対策、まちづくり対策、産業振興対策等に努めると共に、会員ニーズや各業界の意見要望を集約し事

業活動や政策提言活動に反映させ、積極的かつ効果的に展開。 

 

また、行政をはじめ関係機関と連携を図りながら「買物公園を中心軸とした機能集積の促進と、その

ための近隣地区との連携交流」をビジョンに揚げ、郊外に流出していた人の流れを中心部に回帰させる

ことを目的とし認定を受けた中心市街地活性化基本計画の事業を推進。 

 

しかしながら、小規模事業者の経営課題が難題、多様化する中、支援の充実を目的に経営改善普及を

中心とした金融支援、税務支援を含めた各種施策の普及も展開してきたが、地域経済の低迷などに伴い

小規模事業者の倒産、廃業に歯止めが掛からず事業所数や会員の減少を招く結果となり、小規模事業者

それぞれの経営課題解決に向けた経営者と一体となった伴走型支援、創業の量的拡大、地域の賑わいづ

くり、活性化の推進等の取組みが急務である。 

  

【会議所の役割】 

○小規模事業者の多様化、複雑化する経営課題の改善に向けた経営分析、伴走型の指導・助言などの支

援体制及び地域経済活性化支援体制を確立し、地域経済活性化による賑わいと魅力あるまちづくりの実

現、地域資源を活用した新製品開発、販路拡大、ブランド化を支援し、道北管内および先進地域との連

携強化により地域経済の発展・振興を行政、支援機関と連携を図りながら専門性の高い経営支援、伴走

型支援を図る。更には、持続的発展を遂げていくためには地域や会員の期待に応える事業活動が必要で

あり、会員交流会等で寄せられた意見・要望を、国、道、市へ確実に伝え、小規模事業者等への支援に

直結させる役割を担っている。 
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【地域における小規模事業者の中長期的な振興】 

○旭川市では、新たなまちづくり指針として「こども 生き生き 未来づくり」「しごと 活き活き 賑

わいづくり」「地域 いきいき 温もりづくり」の３テーマを重点テーマに揚げ、戦略的、横断的に推

進し、まちの将来を切り拓き国内外の多くの人々を引き付ける魅力あるまちづくりを特徴としている

「旭川市総合計画」(平成 28 年度～平成 39 年度まで)や、「良質な食材」「豊かな自然」「医療集積」

を活かした癒しを求める人々の療養や移住、「交通の拠点」「食材の集散地」「産業支援機能」を活か

し北･北海道の食を全国に発信し、産業を支援する「北のプラチナシティー”あさひかわ”を目指して」

を策定し、魅力あるまちづくりを目指し、これまで以上に注力し取組んでいく方針である。 

 

○当会議所では、経済白書や自治体の｢総合計画｣ ｢人口ビジョン｣などを踏まえ、将来あるべき旭川の

姿に向かって、これから何をすべきかを示す｢中期的地域活性化総合戦略(仮称)｣を提案、作成中である。

本戦略では、向こう 10 年、更には 20 年先を見据えたときに、地域経済を担う小規模事業者の持続的な

発展・成長に向けた道筋を描くことが不可欠である。 

 

そこで、小規模事業者にとって身近な存在であり地域に密着した唯一の総合経済団体である当会議所

では、「地域力の向上、地域づくり＝まちの賑わい創出」「地域産業の振興＝活力･魅力ある小規模事

業者の発展」「地場産品の国内外への情報発信＝情報ネットワークの充実」「中心市街地の活性化＝個

性豊かで都市機能の充実」が、小規模事業者の中長期的な振興に欠かせないことと捉えている。振興に

向けては、自治体、各支援機関と連携しながら総力を挙げて、小規模事業者及び地域経済の向上を目指

し支援していく必要がある。具体的には、連携支援機能の拡充強化により支援していくことで、小規模

事業者の継続的な成長発展のため、経営の安定、経営改善、増収増益に繋がる支援を、経営指導員等が

自らの課題として捉え、伴走型で支援し、少子高齢化、人口減少といった大きな課題と向き合いながら、

地域経済を支える小規模事業者の持続的発展と北海道・道北の拠点都市としての発展を目指す。 

 

【本経営発達支援計画の目標】 

○地域の経済団体として商工業者の皆様の『期待に応える商工会議所』を目指し、経営支援･人材育成、

販路拡大、共済･保険制度等、さまざまなサービスを提供し商工業者の改善･発達を目的としている。  

前述の小規模事業者の中長期的な振興を踏まえ、小規模事業者に共通する課題の「売上の増加」「利

益の確保」に対して、当会議所が、事業計画の策定支援を事業者に寄り添いきめ細かい支援を実施する

ことにより経営の向上が図られ、『地域を支える元気ある小規模事業者』が増えることで、地域全体が

観光客や来街者で賑わい中心市街地の活性化に繋げていく。本計画を念頭に置き、それぞれの取組みに

おいて『従来よりも増加させる』ことを目標とする。 
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《本計画における目標を下記枠内のとおり設定する》 

 

【目標の達成に向けた取組み方針】 

中長期的に見ると旭川市でも人口減少、高齢化等(P3 図)が進行し、益々厳しい経営環境が考えられ、

「経営者の高齢化による廃業」「人口減少に伴う需要の縮小」「大企業との競争激化」等、今後も定常

的な減少が避けられない状況にあることから、ほぼ北海道の中心部に位置する本市の特性である「交通

の拠点」「食材の集散地」「産業支援機能」等を最大限に活かし、中心市街地の賑わいづくり並びに小

規模事業者の需要拡大を実現し、売上の増加、利益の確保を目標に揚げ事業を実施していく。 

 

《小規模事業者支援》 

 【目標①】創業の事業を通じ、若い方々や女性など創業意欲のある方々を積極的に支援し、また、創業

後においても、独り立ちできるまでキメ細やかなサポートをすることで、廃業することなく地域に根ざ

した企業活動が展開できるよう努力する。第二創業、事業承継については、支援機関(北海道中小企業

支援センター、北海道事業引継ぎ支援センター等)と連携を図りながらきめ細やかなサポートを行って

いく。 

 

【目標②③】小規模事業者等の内外の状況を正しく理解した上で、ポジショニングを明確化(・自社の

分析・市場の分析・競合の分析等)現状を分析したうえで、攻めどころ(誰に、何を、どのように商品や

サービスを提供していくのか)方針を決め事業計画を策定し実施するほか、これを補完するような各種

情報収集を行い、質の高い商品及びサービスの提供、魅力ある店舗づくり、経済状況の変化に適応した

環境づくり等、伴走型支援にて実施していく。 

 

【目標④】経営状況の分析や事業計画を策定するスキルが十分ではないため、職員の経験、スキルに合

わせた研修会等に参加し、支援に必要なスキルを習得する。また、経営指導員、補助員に限らず職員全

体が視野を広く、資質の向上を図るための研修会等に参加する。 

 

【目標⑤】相談・支援ニーズは多岐に亘り高度化、複雑化しており相談内容に応じた適切な支援、対応

が重要であり、本事業を通じて各支援機関との更なる連携強化を図り情報共有を図る。また、スピーデ

 

 【目標①】創業と事業承継支援等の強化を図り小規模事業者数の減少抑制を目指す。 

     ・創業・第二創業等の量的拡大、事業承継支援。 

 

 【目標②】事業計画への取組みを推進し小規模事業者の基礎体力の強化を図る。 

     ・計画策定支援、実行支援。 

 

 【目標③】地域資源の活用など付加価値の高い事業を推進する。 

     ・地域資源を活用した新製品開発、新規開拓。 

 

 【目標④】経営支援体制の整備 

・経営指導員等の支援力の強化及び組織全体の底上げを図る。 

・従来の一過性の経営支援から、持続した経営支援へとシフトし伴走型支援体制の確立。

 

【目標⑤】専門家、支援機関とのそれぞれの強みを活かした支援、情報共有、連携強化等、支援体

制の充実。 

    ・各士業等とのネットワーク構築、連携強化。 

 

【目標⑥】地域経済活性化に資する取組み 

    ・当市への集客と対外的なプロモーション強化。 

    ・魅力あるイベントなどの実施及び自治体や支援機関等との面的支援の構築。 
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ィーできめ細やかな対応が可能となるよう各士業との連携支援体制を構築し、課題解決に向けた業種別

の士業合同セミナー(仮称)の開催や合同相談会の実施に向け取組む。 

 

《地域経済活性化に資する取組み》 

 【目標⑤⑥】地域の活性化を図るためには、地域経済を支える小規模事業者の経営力強化を、商工会議

所、自治体、支援機関等における情報の共有化や共通認識を高め、地域で面的な支援体制を構築するこ

とが必要である。なかでも、行政と商工会議所は地域の発展及び地域経済活性化を図る上での車の両輪

として取組み、総力を挙げて取組んでいく。 

※「中心市街地活性化協議会」「旭川マネジメント協議会」「あさひかわ観光宣伝誘致協議会」「旭

川地域産業活性化協議会」など各協議会等と連携を図る。 

 

【目標⑥】当会議所としては、小規模事業者等に寄り添ったきめ細やかな支援はもとより、旭川市全体

に係る事業、会員企業の意見の集約、政策要望・提言、有用情報の提供など、商工会議所でしかできな

い重要な役割も担っている。個社支援同様、地域資源や地域特性、地域の強み･弱みの分析等を行い、

地域ニーズや課題の把握に努め、それらへの対応を図るための『中期的地域活性化総合計画(仮称)等』

を作成すると共に、地域の企業、自治体、支援機関等とビジョンなどの共有化を図り実現に努める。 

 

 ※中期的地域活性化総合戦略(仮称)ワーキンググループ(平成 28 年度より進行中) 

 ※旭川市総合戦略検討委員会委員として参画 

 

【目標③⑥】大雪連峰など豊かな自然に加え、食べ物や四季折々の景観を楽しむことが出来、観光地の

魅力は高い。インバウンド対策など観光客誘致をめぐる都市間競争、地方間競争が激しさを増す中、当

市においても地域のプロモーション活動の推進に引き続き取組む。 

 

【目標⑤⑥】旭川市には｢旭川商工会議所｣と｢あさひかわ商工会｣が併存しており連携を図りながら事業

を進めている。平成 27年に実施した消費喚起のための｢あさひかわ生活応援商品券（プレミアム商品券）｣

の事業や、双方の経営指導員等を対象にした「経営指導員等税務研修会」など協働で実施し、相互の特

徴･強みを活かしつつ、小規模事業者の活力強化、地域経済の活性化を目標に、更なる連携強化を図り

推進する。 

 

 以上の事業の実現に向け職員全員が「元気」「やる気」「本気」をもって、小規模事業者へ
の伴走型支援、地域経済の活性化のため面的な支援など必要とされる支援を提供する。 

 

※具体的な手法、目標数は、９項以降の｢経営発達支援事業の内容及び実施期間｣に掲載。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 5 年間） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】  
【現状と課題】 

景気動向調査による景況感等毎月１回調査を行っており、「業況」「売上」「採算性」「仕入単価」「従

業員」「資金繰り」「現況や先行き見通しのコメント」の調査を実施している。調査した結果は、部分的

に抜粋し当会議所のホームページや会報誌にて公表しているが、窓口相談、巡回指導に連動されておら

ず、小規模事業者の事業計画作成、創業計画等に活かされていない状況にある。経済動向を把握する中

で、経営者からヒアリングした声を経営発達支援事業施策に反映させることや、調査結果を小規模事業

者の経営指針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考としてもらうため広く情報発信・情報提供する

ことが求められている。 
 
【事業内容】 

（１）景気動向調査 
会員企業２００社から毎月１回自社の「業況」「売上」「採算性」「仕入単価」「従業員」「資金繰り」

「先行き見通し」「業界の声」を取り纏め、地域の経済動向を調査、分析する。調査結果は、窓口相

談、巡回指導(相談)等における助言、情報提供等に活用していくと共に、会報誌、ホームページ等を
通じて広く公表し、市内の商工事業者及び小規模事業者に周知する。 

 
（２）支援機関である㈱日本政策金融公庫旭川支店及び北海道信用保証協会旭川支店との市内景気動向及

び道北地域の動向について年２回以上の情報交換会の開催。 
 
（３）加えて、㈱日本政策金融公庫旭川支店、北海道信用保証協会旭川支店及び地元金融機関のレポート

等も参考にしながら、旭川商工会議所として地域経済活動を調査、分析し、小規模事業者に対して分

かりやすく纏め、課題解決及び新たな需要に資する事業計画策定に積極的に活用する。 
 
（４）賃金実態、各種支給調査(ボーナス支給、燃料手当支給等) 

地域や企業を取り巻く経営環境や直面する課題等を抽出。企業収益が伸び悩み右肩下がりも考えら

れる経済状況であるため、その動向を把握し小規模事業者の賃金管理等の参考として活用する。 
 
 
【目 標】 

ヒアリング、アンケート調査で小規模事業者の取り巻く経営環境や経営課題等を明らかにし、得られ

たデータを整理、分析の上、小規模事業者及び創業を計画している方(個人)等に事業計画策定において

活用してもらう。調査対象については、業種に偏りがないように調査し、景気動向調査等のアンケート

回収率を現状の約 50％から 80％を目標に、現状と乖離がないように行う。 

 
内 容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

景況調査(LOBO) 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回 

対象企業数 200 社 200 社 200 社 200 社 200 社 200 社 

回収率 約 50％ 60％ 70％ 70％ 80％ 80％ 
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種 別 対象情報 調達・発信元 
 
各種調査 

早期景気観測調査 旭川商工会議所 
全国景気観測調査 日本商工会議所 
北海道景気観測調査 北海道商工会議所連合会 
市内小売店売上、灯油、消費物

価指数等 
金融機関、支援機関 

 
 
2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
【現状と課題】 

経営指導員等による巡回・窓口相談を通じて客観的に経営分析をすることが多く、また経営者におい

ては事業計画の重要性を理解していない、あるいは「なにから手をつけていいか分からない」といった

悩みを抱えている小規模事業者も少なくはない。 

ついては、会員事業所等に対する巡回相談やセミナー等による相談者の掘り起こしを行い、小規模事

業者の声を的確に把握するためのニーズ調査、景況調査等をもとに経営状況の把握に努め、小規模事業

者が今後、持続可能な発展となるよう事業の方策、提案を行い、行政、金融機関等との指導・支援体制

の更なる強化を図り、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対するサポート体制が必要である。 

 

【事業内容】 

（１）アンケート調査、ヒアリング等による事業所の事業所概要、景況調査、経営環境、経営上の問題点

等、自社の弱み強み、課題等を抽出。 

 

（２）内容については、「売上」「採算」「業況」「仕入」「資金繰り」及び各業界(業種)の課題･問題等を中

心に分析を行う。 

 

（３）財務、金融、労働、経営等の経営課題別の講習会、セミナーの開催、経営改善、販路拡大を前提と

した実務研修会の開催を通して、参加者の中から意欲ある小規模事業者をピックアップして経営課題

の把握を行う。 

 

（４）巡回訪問、窓口相談及び各種研修会、セミナーで得られた事業者の経営情報は、新たに経営分析フ

ォーマットを構築しＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析等のデータとして活用し、新たな目標値の設定等に用

いる。 

 

（５）融資相談等、相談者(個人、小規模事業者等)が決算書を持参した際には、中小企業基盤整備機構の

「経営診断システム」等を活用し分析をする。 

 

（６）複雑な経営課題、専門的知識が必要な場合は、各支援機関(中小企業基盤整備機構、北海道中小企

業総合支援センター、日本貿易振興機構、金融機関等)、専門家(税理士、中小企業診断士、弁護士)

等と連携して支援を行う。 

 

（７）上記をもとに経営課題を明確にし、小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有す

る技術、ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容その他経営状況を調査し、窓口や巡回訪問

時における助言・情報提供等に活用していくと共にセミナーや研修会への参加を推奨する。さらには

「売上増加」「販路拡大」等の利益の向上に繋がる経営セミナーや研修会を開催し「危機感のある事

業者」や「意欲ある事業者」等、支援先となる小規模事業者の掘り起こしを行い状況に応じた支援策

を講じる。 

 



１１ 
 

 
 

【成果の活用】 

  事業の内部環境、市場における自社の状況、財務に関する情報等の分析項目や目的を明確に、経営指

導員が行う一連の経営支援業務の中に経営状況の分析を取り入れる事により、小規模事業者は自社の経

営状況を適切に把握することで、今後の取組みを明確に計画することができ事業計画策定へスムーズに

移行が可能になる。 

 

【目 標】 

きめ細やかな、濃密な支援が極めて重要である小規模事業者、特に 5名以下の事業者に対しては、「広

く浅くの巡回訪問」から、「深く知る巡回訪問」を行い、これまで以上に小規模事業者に寄り添った伴

走型支援を実施する。 

 

   

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
【現状と課題】 

  これまでの事業計画策定支援のタイミングは、各種融資や補助金申請時の相談等、必要に迫られた場
合が殆どであり、計画策定支援をすることがなかった。また、小規模事業者等は、日常の業務に追われ

事業計画を策定しても計画で止まってしまい、計画に対する実行、評価、改善等が行われていないケー

スが散見された。そのため計画策定本来の意義である企業としての経営理念、経営戦略等が明確化され

ていないことがある。小規模事業者自身が地域の需要動向等を的確に把握できておらず、事業計画策定

が不十分になってしまっているため、ついては経営指導員及び状況に応じて支援機関と連携し、地域の

需要動向、経営分析等の情報を踏まえた計画策定を支援する。 

 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

ｾﾐﾅｰ、研修

会等の開催 
2 回 

4 回(四半期
に 1回) 

4 回(四半期
に 1回) 

4 回(四半期
に 1回) 

6回(2ヶ月に
1回) 

6回(2ヶ月に
1回) 

巡回･窓口

相談、指導 
1,355 件 1,800 件 1,800 件 1,800 件 2,000 件 2,000 件 

経営分析数 171 件 180 件 180 件 180 件 200 件 200 件 
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【事業内容】 

（１）事業計画策定に関するセミナーを開催し、連携する金融機関等の紹介を通じて、事業計画の策定を

目指す小規模事業者や、自らが事業の方向性、市場ニーズ(顧客、販売拠点方法)、外部環境、内部環

境等の問題意識を持つ小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

（２）小規模事業者持続化補助金等を活用する事業者には、採択のための計画策定にならないよう３～５

年先を見据えた計画策定の支援を行う。また、支援機関(㈱日本政策金融公庫旭川支店、北海道信用

保証協会旭川支店、(独)中小企業基盤整備機構、金融機関等)の知見を活用し、小規模事業者に対し

て専門性の高い支援を効果的に行う。 

 

（３）小規模事業者経営発達支援資金や小規模事業者経営改善資金(以後マル経融資)、北海道融資制度等

を活用する小規模事業者に対し、聞き取りで得た情報や決算書をベースにした経営計画策定を支援す

る。 

 

（４）事業計画策定の際は、自社の現状を把握した上で、市場全体の傾向、動向、自社と競合他社との相

対的な位置付け、ポジショニングの明確化等について検証し、５～１０年先を見据えて計画策定を支

援する。 

 

（５）高度、難題する経営問題に対応するためスピーディーで、きめ細やかな専門性の高い対応が可能と

なるよう専門家との連携支援体制を構築し｢士業･専門家セミナー相談会(仮称)｣(P5 図参照)の実施に

向けて取組む。 

 

【目 標】 

現状を踏まえ小規模事業者が、様々な経営課題を解決するためには、上述の「1.地域経済動向調査に

関すること」及び「2.経営状況の分析に関すること」で把握した結果をもとに、事業計画策定に向け、

行政や支援機関((独)中小企業基盤整備機構、北海道中小企業総合支援センター、金融機関等)との連携

により支援し、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

セミナー、相談会 未実施  2 回 2 回 4 回 4 回 4 回 

事業計画策定

事業者数 
46 件 150 件 150 件 150 件 150 件 150 件 

  

 

○創業スクールの実施 
旭川市が「創業支援事業計画」(産業競争力強化法)の認定を受けていることから、経営発達支援事業

ではこの計画における事業と連動して効果を高められるように、創業に向けた事業計画の策定を行い、

知識、ノウハウを身につけてもらうことで、事業の成功率を高め、持続的発展により地域活性化へ繋げ

る。 

 

【現状と課題】 

創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウ」及び「事業運営に伴う各種手続き、資金調達」

等の実務ポイントを体系的に学習できるカリキュラムで実施し、受講後の速やかな創業に繋げられるよ

うに行っているものの、計画策定で終了し開業までに至っていない受講者が殆どである。ついては、創

業前から創業後までワンストップで支援していく必要がある。 

 

【事業内容】 

（１）創業スクール・創業セミナー（全５回開講）を継続して開催し、「創業の心構え」「ビジネスプラン

作成」「融資制度」「個別相談会」「体験談」等を短期集中で学べる講座を年１回以上開催する。 
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（２）創業前、創業後は、先輩経営者、受講者 OB･OG よる意見交換会、相談会等を行い、幅広い情報交換

の場を提供する。 

 

（３）新規開業、創業については、中心市街地の空き店舗等の情報提供を優先的に行う。 
 

(４）創業に係る融資等を希望する受講者(方)は、国、道、市の創業融資の活用及び実現性のある計画 

策定を支援する。 

 

（５）計画策定にあたり、より専門的な課題等に対しては支援機関との連携により支援を進める。 
 
【目 標】 

創業に必要となるノウハウの習得をはじめ、計画策定から開業後の支援をワンストップで行い、受講

者のうち約３割の創業実現を目標とする。 

内 容 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

創業ｽｸｰﾙ･塾 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回～2回 1 回～2回 

受講者数 9 名 15 名 15 名 15 名 20 名 20 名 

創業セミナー 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回～2回 1 回～2回 

受講者数 19 名 25 名 25 名 25 名 30 名 30 名 

計画策定支援 15 件 20 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

創業目標数 1 件 6 件 9 件 9 件 9 件 9 件 

※平成26年度より当会議所独自で新規創業融資利用者(創業５年未満でマル経融資利用者も対象)を対象に利

子補給を実施し、資金繰りを支援すると共に円滑な事業の発展継続に寄与するためＨ29 年度も継続予定。

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

【現状と課題】 

事業計画策定までは進捗状況の確認を含めこまめに実施するが、計画策定後は次第に間隔が開いてし

まい、事業へのフォローアップが不足している。 

ついては、事業計画策定後も巡回訪問等を行い、計画の着実な実行に向けた進捗状況の確認や指導、

助言等を継続して行い、伴走型支援を実施する。また、金融支援の強化を図り、小規模事業者の新分野

進出や新規設備投資等、新たなビジネスチャンスを活かした事業拡大、販路開拓を支援すると共に、国、

道、市の各種制度の利用促進を図る。また、巡回・窓口相談での個別支援とセミナー等の集団支援を織

り交ぜ、金融機関、中小企業診断士、税理士、公認会計士等の専門家と連携を図りながら支援を行う。

 

【事業内容】 

支援先(計画策定先及び創業計画策定先)に対する共通で行う内容 

  事業計画策定後の実施支援については、フォローの際に計画どおりに進捗していない場合は、原因の

分析を行い、計画の実現に向けて軌道修正を図る。計画の見直しが必要な場合は、再度、事業者との話

し合いにより修正を行っていく。経営指導員で対応が難しい場合は、より専門的なノウハウ等を有する

支援機関((独)中小企業基盤整備機構、北海道中小企業総合支援センター、金融機関等)と連携を図りな

がら、幅広い知見の活用に向けたきめ細やかな支援、情報提供等を行い問題・課題の解決に向けて検討

する。 

 

支援内容 

（１）最適な支援を選択するため、ＰＤＣＡサイクルに沿った取組みを進め、目標の進捗状況や施策･事 

業の効果、事業者がどの位置にいるのかを確認しながら進めると共に、ＰＤＣＡが機能・定着するよ

う支援する。 
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（２）計画策定後も四半期に一度、定期的に巡回訪問等を行い、進捗状況の把握や国・道・市・支援機関

が行うアンテナショップ等の活用を含め提案し、更なるステップアップのサポートを行う。(各種補

助金等の活用) 
 

（３）マル経融資や各種融資制度等を活用した計画については、融資実行後に巡回指導による計画の進捗

状況の確認を通して事業計画の実現に向けた支援を行う。事業者との面談により経営状況、返済状況

等を確認すると共に、状況に応じて日本政策金融公庫や金融機関等と連携を図る。 

 

（４）特にマル経融資の初回利用者については、四半期に一度、面談による経営内容、返済状況の確認を

行い必要に応じて指導する。なお、遅延、延滞が見受けられた場合は、直ちに日本政策金融公庫や専

門家を交え、事業継続に向けた支援を行う。 

 

（５）創業間もない小規模事業者に対して、経営基盤が脆弱であることから特にフォローアップを必要と

するので、２ヶ月に１回の巡回訪問及び窓口相談にて計画の進捗状況等の確認を行い支援する。計画

策定先については、四半期に 1度実施し進捗状況等の確認を行う。 

 

（６）会報、メールマガジン等や地元メディアを活用し、商品の周知や販路開拓・拡大の為、適宜情報発

信を行う。 

 

（７）経営指導員で対応が難しい場合は、より専門的なノウハウ等を有する支援機関((独)中小企業基盤

整備機構、北海道中小企業総合支援センター、金融機関等)と連携を図りながら、幅広い知見の活用

に向けた指導回数を増やし支援を行う。 

 

【目 標】 

フォローアップ、最新の進捗状況の把握等を目的とした巡回訪問は四半期に 1度以上実施する。但し、

計画と乖離があった場合には、原因を明らかにし、改善に向けた指導の頻度を３ヶ月に 1回、２ヶ月に

１回と短縮し、軌道修正等を図る。 

 

内 容 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

計画策定先の

支援(150 社) 
- 600 件 600 件 600 件 600 件 600 件 

創業計画策定

先の支援 
- 120 件 180 件 180 件 180 件 180 件 
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5.需要動向調査に関すること【指針③】 

  
【現状と課題】 

  小規模事業者の販売する商品･内容、提供するサービス等の需要動向については、事業者と経営指導

員による対話にとどまり、需要動向に係るレポート、資料等を作成していない。小規模事業者が提供す

る商品、サービス等について、消費者の需要動向を調査･分析し、将来を見据えた事業計画を策定して

いかなければ淘汰されてしまう。しかしながら事業者の多くは「経験と勘」を頼りに、そのときの相場

など成り行き的な経営になりがちである。消費者ニーズを的確に捉えていくことが、事業を行ううえで

必要不可欠である。事業者が蓄積した業界データと支援機関や金融機関、調査会社のレポートやデータ

を加え、より精度の高い内容に仕上げ、最新情報を提供できる体制を整備することが課題である。 

 

【事業内容】 

  自身の取り巻く環境や強み・弱みを確認し経営分析を行った小規模事業者やマーケットインの考え方

にある小規模事業者、あるいはセミナー等による相談者を対象に実施する。 

小規模事業者の限られた商圏でいかに効率よく結果を出すためには、自らが十分な問題意識を持ち、

業界の動向や市場動向、消費者ニーズ等、新たな販路開拓や新商品開発に活用できる調査を行い、事業

計画の策定や需要開拓に寄与する事業を、効果的に実施していく。また、小規模事業者の中でも①地域

を対象とした調査、②国内を対象とした調査、③海外を対象とした調査など、業種や事業規模、需要動

向ポイントを考慮しながら進める。なお、経営分析において売上減少の要因(客数、単価、購買頻度な

ど)を分析した結果、消費者ニーズと提供する商品に差があった場合は、ポイントを絞り価格や品質、

品揃え等、分析によって考えられる項目の調査を組合わせて行う。 

 

 <主な調査項目> 

 ・客層の把握(性別、年齢、職業など) 

 ・商品・製品について(価格、品質、品揃え、パッケージの印象、購入頻度など) 

 ・サービスについて（接客態度、アフタフォロー、修理・保証など） 

 ・店舗状況について(立地、駐車場、商圏、店舗内の印象(清潔感、証明、ディスプレイ)など) 

 ・その他について(来店目的、求める商品やサービス、改善点など) 

 ※個社の抱える課題や調査目的によって調査項目は異なることから、｢主な調査項目｣に揚げた内容を中

心に、個社の状況に応じてカスタマイズした調査項目をそれぞれ設定する。 

 

 <調査手法> 

 ①業種・業態、調査目的によって調査項目のパターンが色々考えられるため、上記の｢主な調査項目｣を

中心に、中小企業診断士等の専門家と相談しながら調査項目を選定し進める。 

 

 ②調査項目が確定すれば、事業者が主体となり実施する。 

※事業者と消費者(顧客等)とのコミュニケーションを図ると共に、消費者が求めているニーズを的確

に把握でき、調査以外の情報を少しでも多く得るために行う。 

 

③得られた情報を商工会議所、専門家等と分析したのちフィードバックし、改善等を図る。 

 ※事業者自身がその内容を把握し、求められている商品やサービス等現状との違いを認識できるよう

に分析する。結果、提供する商品の改良、新商品開発へと繋げる。 

 

④商談会や展示会等にバイヤー来所時は、市場全体の動向やトレンド商品、消費者ニーズ等について聞

き取りを行い、分析結果を構築。上記③のフィードバック等に合わせて情報提供、活用する。 

 

 ⑤実施した調査結果は、業種、業態等に分けかつ、誰が、いつ、どのように実施したかなど、詳細に記

録し蓄積していく。 
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【成果の活用】 

  小規模事業者にとっては、それまでの販売に係る考え方が、より商品の企画・開発、生産において消

費者よりのニーズを重視した新商品、新サービスの開発が可能になり、売上高や顧客数の増加が見込ま

れる。また、これらの取組みにより、個社が蓄積した内部データに、外部のデータを加えることにより

精度の高いデータとなり、計画策定や新たな需要開拓事業を効果的に進められる。 

 

【目 標】 

情報を一方的に伝えるのではなく、自社の強み、弱み、機会、脅威などの内･外部要因分析やマーケ

ティング方法等、新たな取組みへ繋げられるように取組む。なお、「経営状況の分析に関すること【指

針①】」と関係していることから経営分析数を目標に設定する。 

 

内 容 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

調査件数 - 180 件 180 件 180 件 200 件 200 件 

 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 

【現状と課題】 

小規模事業者は、事業規模の脆弱さから販路拡大・開拓に必要な資金、人材といった経営資源に大き

な制約があったり、限られた商圏、サービスが限定的であるため効果的な事業経営に繋がっていない状

況にある。また、国の補助金を活用し展示会、物産展等を行っても、一過性の事業であり継続して開催

することが求められている。このような問題解決をするため、展示会、物産展、あるいは自治体が運営

する通年利用可能なアンテナショップを利用し新たな顧客の開拓、新商品開発に努め、支援機関と連携

し情報発信、需要開拓等に繋がる情報を一元的に纏め、販路開拓に取組む事業者に有効な手立てとなる

よう体制を構築していく。加えて、商機を逃さないためにもフェイスブックやラジオ等マスコミを通じ

て広く商品や企業の情報を発信するなどの支援を行う。 

 

【事業内容】 

１）販路拡大事業～道北の「うまいっしょ」普及･販路拡大事業 

平成 27 年より当会議所が中心となり道北地域の 13 会議所と旭川市、（一財）旭川産業創造プラザ、

地域商社（㈱北海道夢民村）が連携し、道北 35 社より集めた 84 アイテムを名古屋・松坂屋で開催され

た「大北海道物産展」に初めて出品した。本事業は会議所と地域商社が販売・運営を担当することで、

費用や人手の面から物産展に単独出展が難しい小規模事業者の支援を目的としている。物産展後も継続

的な売上増加を目指し、地域商社サイト内でのネット販売を提案。 

28 年度(9/28～10/10)も、道北 13 会議所で北･北海道地域の食品の魅力の向上、国内への販路拡大、

売上増加等を目的に実施した。更には、海外を対象に、道北の食材と冷凍･保存技術を活かした農水産

品のブランド化、販路拡大を目標に現地関係者と連携して商品の市場調査を実施し、次年度以降の戦略

策定を行う。 

 

※小規模事業者支援パッケージ事業地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業補助金活用。《国内》

※ふるさと名物応援事業補助金(JAPAN ブランド育成支援事業)活用。《海外》 

※《道北 13 会議所とは》 

本事業は旭川/留萌/滝川/稚内/深川/砂川/士別/富良野/名寄/芦別/歌志内/赤平/上砂川の 13商工会議所が
協同で実施。（関連団体を含む実行委員会形式） 

 
 ２）物産展、展示会の活用 

①北の恵み食べマルシェ(実行委員、構成団体) 

旭川駅、買物公園、常磐公園、屋内を使用し、旭川市及び道北地域等 252 店舗が出店し、北海道地

域の農・畜・海産物、加工食品、郷土料理など一堂に集めた巨大市場を展開し、103 万人の来場者で

ある。出店企業については、新規顧客獲得に加えビジネスマッチングの場となり販売拡大に効果的で
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ある。※出店数、来場者数は 28 年度数値。・メインの食材に外国産の使用を認めていない。 

 

②道北の観光と地場産品フェスティバル(共催事業) 

  毎年８月下旬に、旭川地場産業振興センターにて(H28 年 73 社<旭川市内 35 社、上川管内 13 社、宗

谷管内 9社、留萌管内 4社、道外 12 社>）、来場者 2万 5,000 人を集め、道北地域の特産品を広く宣 

伝・販売する機会を創出し、地産地消の促進を担い地場企業のマーケティングや販路開拓、需要の拡

大に効果的である。なお、同会場にて、6月には「春の地場産品フェスティバル」11 月「上川収穫祭」

12 月「冬の地場産フェスティバル」を開催。 

 

③ビジネスＥＸＰＯ(北海道商工会議所連合会等実行委員) 

出展者約 360 社・機関、来場者数約 2万人など、業種を限定しない総合展としては北海道最大規模

を誇るビジネスイベントである。そのため、自社の商品や事業内容を大いに紹介宣伝することができ、

新たなビジネスチャンスが生まれることなどから、新規顧客獲得、販路拡大等が可能である。 

 
  
 ３）マッチング機会、商談会の提供 
経営状況の分析結果を事業計画策定した事業者を対象に、新商品を開発し販路開拓等に取組む小規模

事業者に対して、巡回指導、窓口相談、ホームページを活用して各種物産展等の周知を行い、出店(展)
を希望する小規模事業者に対して支援を行う。出店(展)に際しては、事前にノウハウを有する地域内事
業所を招き効果的な方法など説明会を開催する。商工会議所連携事業及び各展示会･物産展は小規模事

業者を対象とし一般消費者とバイヤーへの売込み、全国展開及び中小企業総合展等は新商品開発事業者

を対象としバイヤーへの売込みを行う。 
 
 ４）海外展開の支援 

  人口減少等で国内市場が縮小する中、旺盛な海外需要を取り込むために、小規模事業者であっても海

外展開により活路を見出すきっかけが必要である。ついては、地域資源や特色を活かして海外展開を目

指す小規模事業者に対して、海外への販路開拓を目的としたバイヤー招聘、海外のビジネス動向等を把

握した有識者招聘、現地視察、展示会･商談会への出店(展)等の海外展開を支援する事業を展開する。 
 
 ５）講演会、セミナーの開催 
当会議所内にＪＥＴＲＯ旭川オフィスが開設されているため、将来的には海外への販路拡大も視野に

入れ、海外とのビジネスをするにあたっての事前準備の方法、規制や関税率の調べ方、営業手法、商談

前の事前準備、海外販路開拓方法など、講演会、セミナー等を開催し理解を深める機会を増やす。 

 
６）インターネット活用の支援 
人材が不足している小売業、サービス業等に於いて、インターネットを使用した販売は有効なツール

であり販路拡大、売上増加に取組むチャンスである。ついては、地域の小売業、サービス業等を営む小

規模事業者に対して、インターネットを活用した立上げから運用までを支援する。 
 
 ７）アンテナショップの活用 
自治体が運営する「北海道どさんこプラザ」や「旭川市アンテナショップ」では、旭川ラーメンや地

産食材を使用したスイーツや特産物、人気観光地でもある「旭山動物園」の関連商品など約 80 品を販

売していることもあり、国内での販路拡大、新商品の開発に躊躇している小規模事業者が存在するため

アンテナショップの活用を含め、企業とのマッチング、商談会への出店等を支援する事業を展開する。

 

８）広報・ＰＲ機能の支援 

当会議所、季報「くりえーと(年４回・3,700 部発行)」に、事業者の特集（A4 版 5～6 ﾍﾟｰｼﾞ）や商品・

サービスを掲載し、広報・PR を支援する。これにより、小規模事業者の広報・PR の機会を提供すると

共に、経営指導員等が小規模事業者と一緒に掲載内容や訴求ポイント等を確認、精査することにより最

新の進捗状況を把握することもでき、小規模事業者の広報・PR 機能の向上を図る。 
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【効 果】 

  販路開拓等を意識した事業の実施により、情報収集及び販売に対する新しい価値、捉え方、訴求対象

等を見出すことが出来、売上目標の達成と収益力の向上による持続的な発展、経営が期待できる。 

 

【目 標】 

  小規模事業者の販路開拓支援の継続を実施すると共に、販路開拓を模索している小規模事業者に対し

 ては、｢経営の分析｣、｢事業計画策定支援｣等を踏まえた、新たな販路開拓手段として提案し、需要動向

に沿った商品開発等を支援する。 

 

 支援内容 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

１) 
物産展 １回 １回 １回 １回 1～2 回 1～2 回 

参加企業数 32 社 40 社 40 社 40 社 50 社 50 社 

２) 出店(展)企業数 - 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

３) 

展示会･物産展 - １回 １回 1 回 2～3 回 2～3 回 

参加企業数 - 40 社 40 社 40 社 50 社 50 社 

商談会 - １回 １回 １回 2～3 回 2～3 回 

参加企業数 - 40 社 40 社 40 社 50 社 50 社 

成約数 - ４件 ４件 ４件 ５件 ５件 

４) 海外調査事業 １回 1 回 調査状況により海外販売、商談会等を開催 

５) 
講演会・セミナ

ー回数 
１回 1～2 回 1～2 回 2～3 回 2～3 回 2～3 回 

６) 
ＩＴ活用 

支援企業数 - ４社 ４社 ５社 ５社 ５社 

７)８) 支援企業数 ４社 4～10 社 4～10 社 4～10 社 10～15 社 10～15 社

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 
【現状と課題】 

地域の課題解決や魅力ある地域づくりを推進するため、当会議所と自治体、観光コンベンション協会、

商店街等が連携し、小規模事業者あるいは地域の活性化に係る事業として「旭川夏まつり」「まちゼミ」

「まいど朝一」などを継続して実施。また、中心市街地の商業機能が集積している地区の「空き店舗」

を積極的に活用することで雇用・賑わいの創出及びその周辺に移住する住民の利便性の向上を図るた

め、主に小売業、サービス業を対象に募集も行っている。しかし、中心市街地の小規模事業者(小売店)

数や小売販売額など減少傾向にある。   

また、中心市街地のニーズ調査では、買物したい店舗が少ないことや映画館等の娯楽・レジャー施設

などが少ないこと、親子や学生が集えて楽しめる機能が必要なことがあげられる。一方、商業関係者か

らは、空き店舗の貸し渋り対策や高齢者や若い世代が交流できる仕組みなどソフト面の仕掛けが必要と

されている。 

 

【事業内容】 

平成 26 年 10 月に初めて実施した｢第 1回旭川まちゼミ｣の開催に際しては、協賛金及びインターネッ

トによる会員への情報発信、職員の現地派遣等を通じて密接に協力。また、通年実施できるイベントと

して開催している「まちなかツアー」には、｢旭川大雪観光文化検定 1 級保有者セミナー｣(旭川商工会

議所独自試験）参加者の中から、数名が本事業に案内人として｢チームまちなか｣を結成し、計８回、延
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べ 100 名強に対して中心市街地(街中)を案内した。ついては、事業の継続と商店街の持つコミュニティ

機能を十分に発揮できる仕組みや来街者の促進及び街の魅力情報発信を目的に、自治体、商店街、関係

機関等と協議を重ね、地域経済の活性化に向けた方向性を共有した上で、中心市街地及び商業活性化へ

向けた取組みを実施する。 
 

（１）旭川夏まつり 

   北国の短い夏を全ての市民が楽しめる各種行事を実施し、道北市町村との連携を図り旭川を代表す

る観光行事として育成するとともに、滞在型観光の促進、地域資源を活用した事業を通じて本市の地

域経済の発展に寄与する。主催者、後援会及び商店街等との連携を強化し、更なる集客の出来るイベ

ントとして醸成を図る。 

主催者：旭川夏まつり実行委員会（旭川商工会議所、旭川市、旭川観光コンベンション協会等） 

後 援：北海道開発局旭川開発建設部、北海道上川総合振興局、上川地方観光連携等 

行 事：道新納涼花火大会、市民舞踊パレード、YOSAKOI ソーランナイト、大雪連合神輿など  

開催期間：8月の第一土曜日を含む 3日間。 

来場者数：H28/97 万 1 千人（H27/89 万人、H26/85 万 3 千人） 

 

（２）まちゼミ 

平成 26 年より特定の実施期間を定めて各商店街が集まり｢得する街のゼミナール｣“まちゼミ”を 

実施。平成 27 年１回目が 25 店舗、28 講座、313 人が参加。2回目は 32 店舗、40 講座、417 人が参 

加し開催。これにより｢お客様｣・｢お店｣・｢街｣の三方よしの事業として商店街エリアのお店の存在、

特徴を知っていただくと共に、お店の店主・スタッフとお客様のコミュニケーションの場から信頼関

係を築き、中心市街地エリア全体のイメージアップに繋がり、目標とする｢中心市街地に訪れる人を 

増やす｣ことに寄与。ついては、参加店及び参加者の３割増加を目標に商店街と連携して取組む。 

  主催：旭川まちゼミ実行委員会（旭川平和通商店街振興組合、旭川商工会議所等） 

  後援：旭川市、旭川商工会議所 

  開催時期：10 月～11 月頃 

  参加店舗：H27/1 回目 25 店舗、28 講座、2回目/32 店舗、40 講座 

 

（３）まいど朝一 

夏季の毎週土曜日の早朝に、中心市街地の買物公園で市内及び近郊の農産物等を扱う直売市を実 

施。新鮮な農産物等を求め、市民はもとより近接するホテルに宿泊の観光客も訪れ平成 27 年は、10

店舗、2,250 人の来場があった。引き続き、中心市街地(買物公園)の賑わい、商店街の活性化を創出

のため参加店への呼びかけを行い、来場者 3,000 人を目指し取組んでいく。 

主催：旭川まちなかマネジメント協議会（旭川市、旭川商工会議所、商店街振興組合・商店会等） 

開催時期：7月～９月中旬頃  

参加店舗：H28/10 店舗 (H27/10 店舗来場者 2,250 人) 来場者数：2,610 人 

 

（４）旭川市中心市街地活性化協議会分科会設置（平成 25 年 1 月設置） 

   駅周辺部など中心市街地における大型店出店等の新たな事業展開等に係り、中心市街地を持続的に

  発展し活性化するために必要な具体的な連携方策や各種取組みについて適時開催する。 

  所管：旭川市中心市街地活性化協議会（旭川商工会議所、旭川市商店街振興組合、旭川市等） 

分科会委員：旭川商工会議所(座長)、旭川市(副座長)、旭川市商店街振興組合等(委員) 

 

【観光振興等に係る現状と課題】 

「まちづくり」の延長線として、近隣町村、地域一体となり｢観光振興｣に取組み、様々な効果が見ら

れるようになってきている。取組みの中で、旭川大雪圏域(旭川市、上川町、東川町、愛別町、当麻町、

比布町、東神楽町、鷹栖町の１市７町)との連携を活用し観光振興の推進を図り、地域の自然、歴史、

文化等の地域資源を活かした魅力を国内外へアピールし、観光客誘致のための受入れ環境整備並びにお

もてなしの心を積極的に推進し、様々な効果が見られるようになってきた。しかし、その受け入れ態勢

には、まだ多くの課題が山積みされており観光関連業界と連携して、観光施設等「点」としてではなく

「面」として各地域が協力し、外国人、高齢者等のリピーターを増やしていく取組みが必要である。 
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【事業内容】 

（１）国内・海外観光プロモーション事業の実施 

東日本大震災後、落ち込みを見せていた観光需要は、国内外の観光客誘致活動並びに国際チャータ

ー便・定期便の就航に向けたプロモーション活動を実施し、円安や東南アジア諸国に対するビザの緩

和もあり、平成 26 年度の国際便の就航数は 984 便(前年比 430 便増)、外国人乗降客数も前年比 59.1％

増と順調に推移し効果が現れた。引き続き、観光客誘致、滞在型観光等に向けて取組む。 

 

（２）観光産業の人材育成とホスピタリティの向上 

旭川圏域並びに北海道を訪れる観光客に対し、地域の歴史や文化、産業、暮らしなど幅広い知識を

習得し、地域の魅力を発信すると共に、ホスピタリティ精神を高めるため｢旭川大雪観光文化検定(1､

2 級 179 名受験 H27 度)｣と｢観光・ビジネスセミナー(80 名参加 H27 年度)｣を実施。更なる人材の育成、

ホスピタリティの醸成に向け推進する。 

 

（３）観光イベントの実施・協力 

地域の活性化を目的に実施している平成 28 年度の旭川夏まつりは、３日間の開催で 97 万人強、旭

川冬まつりは６日間の開催で 88 万人強の観客動員数となった。旭川を代表する観光イベントを通し

て、小規模事業者、商店街等の持続的発展、賑わいの創出が図られるよう、各団体と連携し地域振興

を推進する。 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

事業者からの相談・支援ニーズは多岐に亘り高度化、複雑化しており相談内容に応じた適切な支援、

対応が重要であり、本事業を通じて各支援機関との更なる連携強化、情報共有を図る。その中で、小規

模事業者に適した支援ノウハウに関する情報交換を行い、支援機関等全体で情報を共有し面的支援を通

じ、伴走型支援に役立てる。 

 

（１）北海道商工会議所連合会及び中小企業大学校における｢支援機関職員研修｣への参加。道北管内７商

工会議所(旭川、留萌、稚内、深川、士別、富良野、名寄)の経営指導員、補助員等が集まる｢小規模

事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会｣において、支援ノウハウ(事業計画作成のポイント及び

成功事例等)、施策、地域経済、金融動向等の現状について情報交換を年 2回程度開催する。 

 

（２）当会議所、自治体、金融機関、支援機関等と連携し、｢道北うまいっしょ推進ネットワーク｣(仮称)

を形成し、定期的(年１回以上)な会議を通じて地域資源やその活用方法など情報を共有し、新たな事

業展開を検討する。 

 

（３）地域の総合商社となり経営課題解決に向けた各士業との連携支援体制を構築し、｢士業合同セミナ

ー｣(仮称)の開催や合同相談会の実施に向け情報交換会を年 1回以上行う。 

 

（４）「創業支援に係る業務連携・協力に関する協定書」を、旭川市、あさひかわ商工会、旭川信用金庫、

北海道税理士会旭川支部、中小企業基盤整備機構北海道と締結により、創業支援に係らず小規模事業

者の需要開拓に向けた事業周知を効果的に行えるほか、連携強化することにより互いの強みを活かし

た支援を提供することが可能となり、地域全体で小規模事業者を支える面的な支援体制が整う。 

 

（５）十二者協連絡協議会は、当会議所、旭川市、(一財)旭川産業創造プラザ、日本政策金融公庫旭川支

店(中小企業事業、国民生活事業)、商工組合中央金庫旭川支店、日本銀行旭川事務所、北海道上川総

合振興局、北海道商工会議所連合会道北支所、北海道信用保証協会旭川支店、北海道中小企業団体中

央会上川支部、北海道中小企業総合支援センター道北支部で構成されており１四半期に開催され、各

機関の事業はじめ地域経済動向(市内、道北管内、北海道)、金融動向、イベント状況、助成金･補助

金の状況、雇用状況等の説明･報告を開催し情報の共有化を図っている。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

当会議所では、日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、北海道商工会議所連合会が実施する｢小

規模事業者支援研修｣等への参加、国、道が主催する｢経営支援セミナー｣、中小企業大学校の主催する

支援機関向け研修に、経営指導員・補助員が受講し支援能力向上を図っているが、より専門的な支援能

力の向上を図ることが、今後の課題である。本計画を推進するにあたり研修等を通して自己の資質の向

上と職員間の連携及び、経営分析結果等を組織内で共有する環境を整えていく。 

 

（１）知識の習得、思考力、判断力等の向上を図るため、業績評価、能力評価等の自己評価・分析等を行

い、不足している能力を補うため２回以上の研修会、講習会等へ参加する。 

 

（２）若手職員等については、マル経融資等における調査や補助金等の申請における計画作成時に経営指

導員と同行し、指導、助言内容、情報収集などＯＪＴの場を増やし支援能力の向上を図る。 

 

（３）(独)中小企業基盤整備機構の｢地域支援機関等サポート事業(講師派遣)｣の活用及び北海道中小企業

診断士旭川会登録の中小企業診断士等を招き、想定される小規模事業者の課題及び売上増加、経費節

減、経営の効率化等、利益を確保することを重視した能力の向上を図るため研修等を行う。 

 

（４）受講した研修会、講習会の内容は、職員が確認・復習等をいつでも閲覧できるよう共有フォルダー

に蓄積し、情報の共有化を図る。 

 

（５）外部専門家による個別指導(相談窓口：北海道信用保証協会旭川支店定例相談室)には、積極的に経

営指導員等が同席し支援能力向上のためのＯＪＴ研修の場として活用する。 

 

（６）効果的に支援するため商談会、物産展等へ職員を派遣し、専門的知識の習得、需要動向を把握、分

析した上で、職員への情報の共有化を含め今後の支援への取組み、方向性等意見を出し合う場を適宜

開催する。 

 

（７）成功事例や支援手法等を、組織の財産として保有･共有していくために、成功事例や支援手法をデ 

ータ化する。案件に携わった経営指導員を中心に、誰が見ても分かるように内容を記載し、当会議所

のネットワークに専用フォルダーを設け、全職員が必要な時にいつでも検索、閲覧できるようにする。

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 本計画に記載の事業実施状況及び成果については、最適な手段を選択するため、毎年度見直し、以下

の方法により評価、検証を行う。 

 

（１）その評価･検証等は、支援機関(自治体、北海道中小企業診断士会登録の診断士、北海道税理士会旭

川支部登録の税理士等)及び中小企業相談所長と協議のもと事業の状況、成果、事業の方向性等を提

示する。 

 

（２）会議所専門委員会(当所議員で構成される委員会)において計画の実施状況、進捗状況を定期的に報

告し、事業の評価及びアドバイスを求め、次年度への方針を図る。 

 

（３）事業の成果・評価・見直し等の結果については、正副会頭会議等に報告し承認を受ける。 

 

（４）承認を受けた結果、当会議所ホームページ、事業報告書並びに事業計画書に記載し公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（Ｈ28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

  小規模事業者が最大限に発揮できる環境を整え、小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支

援事業及び地域活性化に資するため、各部(各課)の連携のもと取組む。 

 

 
  

 

   

区 分 一般職員 
経営  

指導員 
補助員 

記帳専

任職員 

記帳指

導職員 

嘱託 

職員 

その他

職員 
合計 

男 性 6 7 0 0  2 2 7 24 

女 性 3 1 2 1 0 0 2 9 

合 計 9 8 2 1 2 2 9 33 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  旭川商工会議所 産業支援部経営支援課 

旭川市常盤通１丁目 

電話（0166）22-8414 FAX（0166）22-2600 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｃｉａ.ｏｒ．ｊｐ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 年度 
(28 年 4 月) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050

 

 
講習会開催費 

記帳指導費 

金融指導費 

施策普及費 

支所活動費 

景況調査事業 

経営安定特別

相談事業費 

 

 

1,800 

5,900 

150 

260 

   1,380 

200 

360 

 

1,800

5,900

 150

260

   1,380

    200

    360

 

1,800

5,900

 150

 260

1,380

 200

 360

 

1,800

5,900

 150

 260

1,380

 200

 360

 

1,800 

5,900 

 150 

 260 

1,380 

 200 

360 

 

1,800 

5,900 

 150 

 260 

1,380 

 200 

360 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、各種事業収入、道・市補助金ほか 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業を実施する。 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に関すること 

(連携事業) 

経営改善支援、事業計画策定支援、創業支援、販路開拓・拡大支援、金融・助成金等の活用支援等 

連携者及びその役割 

機関名 役割

北海道 知　事 高橋 はるみ

札幌市中央区北3条西6丁目

電話:011-231-4111

旭川市 市　長 西川 将人 経営発達支援事業に係る実施支援

旭川市6条9丁目

電話:0166-26-1111

日本商工会議所 会　頭 三村　明夫

東京都千代田区丸の内3-2-2

電話:03-3283-7823

北海道商工会議所連合会 会　頭 高向　巌

札幌市中央区北1条西2丁目

電話:011-241-6305

事業統括 斉藤　清和

旭川市4条9丁目1704-12

電話:0166-23-5241

北海道信用保証協会旭川支店 支店長 松浦　孝利

旭川市7条13丁目59-2

電話:0166-24-1441

(一財)旭川産業創造プラザ 理事長 新谷 龍一郎

旭川市緑ヶ丘東1条3丁目1-6

電話:0166-68-2820

支部長 紙谷　尚之

旭川市緑ヶ丘東1条3丁目1-6

電話:0166-68-2750

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　栗澤　　傑

旭川市常盤通1丁目

電話:0166-29-1911

北海道税理士会旭川支部 支部長 藤原　清見

旭川市常盤通1丁目

電話:0166-25-1601

(独)中小企業基盤整備機構 本部長 戸田　直隆

札幌市中央区北2条西1丁目1-7

電話:011-210-7470

代表者 金谷　博光

旭川市東光1条4丁目2-5

0166-35-5255

旭川信用金庫 理事長 原田　直彦

旭川市4条8丁目

電話:0166-26-1161

経営発達支援事業の実施に係る創
業支援、事業計画策定、金融支
援、地域経済動向等の情報提供

経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定、金融支援に関するア
ドバイス、地域経済動向調査等の
情報提供等
経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定支援、地域経済動向調
査等の情報提供等

代表者

経営発達支援事業に係る実施支
援、施策情報提供、経営指導員向
けの研修会の実施等

経営発達支援事業に係る実施支
援、施策情報提供、経営指導員向
けの研修会の実施等

日本政策金融公庫旭川支店国民
生活事業

経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定、金融支援に関するア
ドバイス、地域経済動向調査等の
情報提供等

経営発達支援事業に係る実施支援

(社)北海道中小企業診断士旭川
会

経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定支援、事業安定に向け
た支援策に係る連携

(公財)北海道中小企業総合支援
センター

経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定支援、地域経済動向調
査等の情報提供等

日本貿易振興機構（JETRO)旭川
相談窓口

経営発達支援事業の実施に係る販
路開拓、海外展開等に係る支援、
市場動向等に係る情報提供

経営発達支援事業の実施に係る事
業計画策定支援、事業安定に向け
た支援策に係る連携

公的支援策や事業者向け支援メ
ニューの提供、経営指導員向けの
研修等の情報提供
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連携体制図等 

 

会員事業所･相談者

旭川商工会議所

伴走型支援

●日本政策金融公庫

･金融相談 ･マッチング支援

･セミナー･研修･展示会等

･経営強化、ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

･地元産商品の強化

･新たなｻｰﾋﾞｽの提供

･新たなﾋﾞｼﾞﾈｽ展開など

･新規創業、雇用創出

●旭川市

●士業 (税理士、中小企業診断

士、弁護士、司法書士など)

地域経済の発展

･融資、経営分析、計画策定支援

･各種情報提供

連 携 機 関

●旭川産業創造ﾌﾟﾗｻﾞ

●北海道中小企業総合支援センター ●日本貿易振興機構 ＪＥＴＲＯ

●中小企業基盤整備機構

●日本商工会議所、北海道

商工会議所連合会

●北海道信用保証協会

 
 
 

 

 


