
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年版 

商工会議所活用ガイド 
～商工会議所がさまざまな課題解決をお手伝いします 

 

経営相談 

経営指導員が窓口、巡回訪問でご相談に応じま

す。経営一般・経営革新・情報化・金融・税務な

どの経営課題、ご相談下さい。 

 

コロナ支援 

コロナ禍により経営に影響の受けている事業者

に対する相談・支援金申請等に対応しています。 

また、専門家による個別相談を実施しています。 

 

巡回訪問 

職員による会員事業所様への巡回訪問強化を行

っており、経営のみならずお気軽にご相談下さい。 

 また、「仕事柄事業所から出にくい」等の場合に

はお電話いただければ、時間を調整のうえ訪問さ

せていただきます。 

 

事業計画作成・補助金申請手続 

 事業計画に基づく経営計画の作成や小規模事業

者持続化補助金の申請手続き等、ご相談下さい。 

【令和３年度持続化補助金（令和４年３月現在） 

支援事業者２１件、採択事業者１５件】 

 

労働保険事務代行 

労働保険（労災・雇用保険）に関わる煩雑な事

務を代行しています。【委託を頂くと、①保険料の

額に関わらず分納が出来ます。②事業主などの方

も特別加入が出来ます。】 

販路開拓支援 

域内外に対する販路拡大に取組む中小・小規模

事業者に対して「ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟﾗﾎﾞ」や関係機関

と連携し「ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ」等出展支援を実

施しています。 

 

記帳指導 

個人事業者を対象に、記帳の仕方から年末調

整・決算・申告手続き等について相談対応してい

ます。 

 

創業支援 

 創業・起業を検討している方への準備・基礎知

識等の情報提供、創業計画作成や諸手続き等につ

いてサポートしています。 

 

事業承継支援 

北海道事業承継・引継ぎ支援センター等との連

携により事業承継の相談を承り、事業承継支援を

実施しています。 

≪創業・事業承継支援ではオホーツク産学官融合

センター等支援機関と連携し、皆様の“夢”や将

来ビジョンの実現を支援いたします≫ 

 

オホーツク産学官融合センター 

事務所を経済センター内に移動、機能強化を図

り経営課題にワンストップサービスでサポートい

たします。お問い合せ（0157）57-5677 まで 

経  営  支  援 
経営に関するお悩みなど、 

お気軽にご相談下さい！ 

 

北見商工会議所では、経営に関わる相談への対応、事業計画作成・補助金申請手続の支援、販路開

拓支援、セミナーや講習会・研修会の開催、融資の受付・あっせん、各種共済制度の加入など、企業

経営に関する様々な事業を行っています。ぜひこれら当所の事業を経営にお役立てください！ 



 

 

 

 

 

 

金融支援 

 

交流・情報発信 

部会活動 

会員事業所は部会（商業、工業、建設業、観光・

飲食業、運輸車両、理財）に入り、業界の動きや

経営問題についての情報交換を行い、交流を深め

ています。部会での意見は当所の事業、国、地方

団体への提言、要望活動に活かされます。 

 

 

女性会・青年部 

女性経営者、若手経営者、後継者、幹部社員で

構成される「女性会」と「青年部」はそれぞれ独

自の活動を行い、会員間の交流を深めています。 

 

調査 

情報の収集活動として景気・業界の動向調査（年

４回）、新規学卒者予定初任給調査、歩行者通行量動

態調査、事業承継実態調査などを実施しています。 

所報「きたみ」の発行 

所報「きたみ」（年６回発行）では当所の実施事

業をはじめ、各種調査結果、経営情報などを発信

しています。 

 

商い情報便 

所報「きたみ」にチラシやパンフレットを折り

込み、会員事業所（約１，６9０社）に発送する会

員サービス事業で、特に市内の企業を対象にした

販売促進に有効です！【折り込み料一例：チラシ

Ｂ５・Ａ４判で２２，０００円（税込）】 

 

ＨＰによる広報、メール配信サービス 

当所ＨＰでは実施事業やセミナー案内など、当

所に関する情報をいち早くお届けしています。 

また、会員事業所ＨＰのリンクページもあり、業

種ごとに分類し、紹介しています。 

メール配信サービスは配信を希望する会員事業

所に対して、当所に関する情報はもちろん、経営

情報などタイムリーな情報をお届けしています。 

登録は随時受け付けていますので、ぜひご利用く

ださい！（令和 4年 2月現在 登録者数 412件） 

会員間交流の場の提供、

各種調査も行っています！ 

マル経資金 

（小規模事業者経営改善資金融資制度） 

無担保
◎ ◎ ◎

・無保証
◎ ◎ ◎

・低利で、最大２，０００万円

まで、（１，５００万超の貸付は条件付き）借りら

れる国の融資制度です。（日本政策金融公庫） 

当所が申込を受付、調査を行い、審査した上で

推薦いたします。 

対象は市内の小企業者等、原則１年以上事業を

営んでおり、当所の指導を６ヵ月以上受け、経営

内容が明確、適正、未納税額がないなど、一定の

要件を満たしていることが必要です。 

 

政府系金融機関、北海道、北見市融資制度 

マル経資金のほかにも国、道、北見市の制度融

資の紹介やあっせんを行っています。 

また、年末近くには、年末資金対策として“１

日公庫”を北見経済センターにて開催しておりま

す。 まずはお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

各種融資制度 

 

 

お客様のニーズに合った 

融資制度をご紹介します！ 

お気軽に 

ご相談下さい！！ 



ミント共済（生命共済） 

 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いた

だけます。病気・災害による死亡から事故による

入院まで業務上・業務外を問わず２４時間保障さ

れます。商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝

金等）が付加されており、50 歳以下の方は１口

1,000 円から加入できます。 

（ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書を必ずご覧

ください。（引受保険会社：アクサ生命保険㈱）） 

 

特定退職金共済制度 

従業員を対象とした退職金積立制度です。 

１口（１，０００円）・３０口までで、掛金は全額

損金になります！ 

※上記共済の他、新型コロナウイルス感染症に対応した 

各種補償プランもございますので、ご相談ください。 

 

小規模企業共済 

個人事業主・共同経営者および役員の退職金積

立制度です。掛金は月額１，０００円～７万円と

なっており、全額所得控除できます！ 

 

中小企業倒産防止共済 

連鎖倒産を防止するための制度で、売掛先の倒

産時には掛金の１０倍まで（限度額８，０００万

円）貸付を受けられ、全額損金算入できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

永年勤続従業員表彰 

当所が会員事業所の推薦を受け、審査の上、毎

年１回該当者を表彰し、従業員の定着と勤労意欲

の向上を図っています。令和３年度はコロナ禍に

より式典は中止とし表彰状・記念品を事業所より

渡していただきました。 

【１０年２５名、２０年１６名、３０年１９名， 

４０年６名、合計６６名を表彰】 

 

生活習慣病健診 

経営者と従業員を対象に、集団検診を年２回実

施し、健康の維持・増進を図っています。 

(ﾐﾝﾄ共済にご加入頂いている方には受診料の助成があります) 

 

健康経営の推進 

当所では、高齢化が急速に進展し従業員の健康

が重要な経営資源となっていることから、「健康経

営アドバイザーの資格を有する職員を配置し、今

後健康経営に取り組む事業者の支援を強化してい

ます。当初は、２年連続 健康経営優良法人 2022

（ブライト 500）に認定されています。 

 

北見経済センターの割引制度 

会員事業所が北見経済センターの貸室を利用さ

れる場合、使用料が割引になります！ 

  

 

 

セミナー・検定試験 

会議・展示会など様々な用途で利用可能な北見経済センター 

共済制度・福利厚生 
きっと役立つお得な共済、 

福利厚生制度です！ 

 

セミナー・講演会 

当所では人材育成や自己啓発のため、また企業

経営に関わる法律や、制度の施行・改正に伴う各

種説明会や経営分析、経営計画の作成、ICT の推

進等各種経営セミナーを随時実施しており、様々

なニーズにお応えできるよう企画しています！ 

検定試験 

経営者、従業員のスキルアップのため簿記検定、

珠算検定、北海道観光マスター検定を実施してい

ます。また、ネットにて販売士検定、ビジネス実

務法務検定、カラーコーディネーター検定、福祉

住環境コーディネーター検定、ECO 検定、ビジネ

スマネジャー検定を受験できます。ぜひスキルア

ップにご活用ください！ 

目指せ！ 

スキルアップ！！ 

 



オホーツク合同企業説明会・セミナー 

企業存続・地域力の維持に必要不可欠な人材の確

保と地元大学卒業生等の就職支援を目的に実施。 

 

【令和３年 2 月 ２９社参加】 

（令和 4 年 2 月は中止） 

 

きたみ de婚カツ 

独身男女の出会いと結婚へのきっかけづくりとし

て実施しています。（令和 2 年は 2 組のカップル成

立。令和 3 年はコロナ禍で中止） 

 

お食事券大抽選会 

コロナ禍で苦境にある飲食店を応援するため、北

見市が発行するプレミアム付商品券事業に登録した

北見商工会議所会員飲食店の食事券 3,000 円分が

当たる大抽選会を 8 月～11 月に実施しました。お

食事券は利用店舗指定で登録店は 76 店舗。 

33,288 通の応募が 

あり、抽選の上 456 

名に 3,000 円分、1 

店舗当たり 18,000 円 

分のお食事券を配布しま 

した。 

 

 
中央大通り沿道地区再開発事業 

中央大通り沿道地区の再開発事業については、事業

予定者であるアルファコート㈱により、昨年 11 月、

施工区域内の全地権者から事業化に向けた同意を頂

き市に提出をしました。市においては、当再開発事業

の都市計画決定に向けた手続きに入ったところであ

り、本年 3 月に同決定の市民説明会が開催され、5

月頃には決定される予定となっています。その後、事

業者による各種調査や事業計画及び実施設計等を行

いながら、個人施行認可及び権利変換計画の認可を受

け、令和 5 年度から工事に着手する予定で進めてい

ます。 

【事業スケジュール】 

  令和４年・・・施行認可、 

         各種調査および実施設計 

  令和５年・・・(仮)経済センタービル、夜急診 

分譲マンション建設 

  令和６年・・・高齢者住宅建設 

  令和７年・・・駐車場・広場整備 事業完了 

 

空き店舗対策事業の実施 

「まちんなかＳＨＯＷ１０」（２条西２丁目）にお

いて、アンテナショップの運営などを通じて、地元産

品などのＰＲ・販売、陶芸やクリスマスリース教室の

開催、中心街における情報発信を行っています。 

 

 

 

まちづくり 

TEL：0157-23-4111 FAX：0157-22-2282 

各種事業 

 

お 気 軽 に 

ご相談ください 

会員の皆様が活用できる事業を中心に「商工会議所ガイド」を作成しま

した。詳しい内容はお気軽に当所までお問い合わせください。 

北見商工会議所 

中小企業相談所 

北見市北３条東１丁目２ 

電話 0157(23)4111・ FAX0157(22)2282 

http://kitamicci.or.jp/ 

 


