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中期ビジョン策定にあたって

古川商工会議所

会頭　松 本  信 輔

　米国金融危機やギリシャの財政危機など、国際的な問題で我国経済は大きな影響
を受けております。各国共同による金融政策や経済対策が行われ、アジアなど新興
国を中心とした世界の景気回復により輸出は増加するなどＧＤＰはプラス成長とな
っております。併せて国内ではエコポイント等の経済対策、企業収益の改善による
設備投資の増加など報道されておりますが、中小企業は特に建設業などを中心に倒
産が高止まりを続け、景気の先行きは依然として不透明感にあることから、我が地
域経済は厳しい状況が続いています。 
　また、消費者の価値観・ニーズの変化、ＩＴ化、エコ・省エネ・少子高齢化・社
会保障制度改革などの国内外の構造的な課題の解決が求められ、官民一体で取り組
む必要があります。昨年の衆議院選で国民は将来への不安感などが増し、政権交代
という大きな判断を下しましたが、結果は実体経験の不足か不安定な状況であり本
年の参議院選ではネジレ現象が再発しております。 
　このような大きな変革時代に中小企業が生き残るためには、これまでの常識や価
値観を見直し、より柔軟な対応が求められています。 
　しかし、個々の改革には限界があり、地域経済の更なる回復には、中小企業の置
かれている現状・課題・要望・将来への期待感、等々を総意として取りまとめ、政
策へ的確に反映させる為の方策が必要です。 
　この中期ビジョンは、古川商工会議所における「会員企業の活力創出」の為の経
営支援のあり方や質の向上、「地域の活性化推進」のための課題発見力・立案力・
事業実施力の向上、「組織力・体制の強化」のための基盤整備の充実について、今
後３年間の国内外の社会環境・経済情勢等々を見据えて計画し、実行にあたっては
事業の進捗状況・喫緊の課題を加味しながら修正することで、より柔軟な行動を展
開するための指針とするものです。 
　商工会議所は、業種の枠組みにとらわれない唯一の地域総合経済団体としての使
命を果たすべく、「会員のための、そして、会員と共に」、社会構造・経済環境の変
化に対し、相互の関係強化を図りながら柔軟に対応する方策に取り組み、「地域の
ためになる商工会議所を目指して」積極的な事業を展開し、会員の悩み・期待を地域
の総意として提言を取りまとめ、行政に積極的に働きかけることを使命としていく
ものであり、今後も関係各位の更なるご支援・ご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　平成22年9月
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Ⅰ．古川商工会議所の事業

　昭和２６年７月７日の設立第１期の事業として、「遊興飲食税の課税問題につい
て地方県税事務所と業者間の調整」「経済懇談会（講師：日銀仙台支店営業課
長）」「第１号会報の発行」「簿記講習会」「七夕まつり、全市連合中元大売出
し」「経営改善普及事業」などを実施し、地域経済支援のためのスタートをきりま
した。 
　昭和２０～３０年代は信用保証協会古川支部の設置の為の出資金の募集、国民金
融公庫の資金斡旋業務、ガス会社設立支援に加え、工場誘致、街路・主要道路整
備、八百屋市・七夕まつり行事に伴う交通規制緩和、融資制度の新設、私立高校の新
設など、商工会議所事業の柱の一つである陳情活動を積極的に実施してきました
が、商工業の枠を超えた地域振興関連事項を取り上げる姿勢は一貫して現在も受け
継がれています。 
　エンドーチェーン古川駅前店が開店した昭和４０年代以降は商調協事業を中心
に、大型店進出阻止協議会、総会での進出反対決議、対策講習会を開催し、ニチイ
古川ショッピングデパートの昭和６０年代まで、大型店対策、商店街のアーケード
化、区画整理、街路整備を中心に事業を展開しました。
　昭和６０年代初めには新会館を落成、中小企業庁からの補助金を活用した情報
化、商業近代化、空き店舗対策、生涯学習振興、輸入品フェア、雇用改善などの事
業を実施し、平成１３年以降はＩＴ、消費税円滑化、新規開業支援、シニアアドバ
イザー事業、メンタルヘルス対策、地域力連携拠点（創業、経営革新、事業承継支
援）と国策、社会動向の変化に対応する形での事業を実施しました。 
　近年は商店街の空き店舗率も急激に上昇しており、地域力を向上させるために、
ブランド推進事業を立ち上げました。「釜ちゃんショップ」は一周年を迎え、新規
事業を展開している商工業者の注目に応えるため、更なる推進策を検討していま
す。 
　平成２２年度は、「未来産業創造おおさき」の設立支援、全会員訪問事業、農商
工連携、ポイントカード・宅配事業、古川まつり・八百屋市等の観光振興策、おも
てなし推進策など、地域全体をとらえた事業を計画しています。
　更に、デフレ等の閉塞感が高まる経済環境において、国・県・市の事業を見据え
た効果的な事業を展開するため、商工会議所の事業の根幹をなす「提言活動」「人
財育成」「経営支援」を前提に、地域振興策・雇用問題・国際化・事業承継等を、業
種の垣根を越えた唯一の総合経済団体としての立場を生かして、行政や地域ととも
に考え、常に、人的交流を生み出す場としての環境整備を行うため、中期ビジョン
を策定し、組織のあるべき姿、必要とされる支援メニューを構築することとしてい
ます。 

　　参照 資料編 ３．古川商工会議所の推移(会員数、部会別会員数、最近の当所収入等) 
　

Ⅱ．現状と課題

１）古川商工会議所を取り巻く環境
①国の状況 
　これまで金融危機に伴う世界経済の後退により、国内企業の経営環境は悪化の状
況を続けてきました。しかし、景気は着実に持ち直してきており、自律的回復への
基盤は整いつつありますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあ
ります。国の借金は既に９００兆円を超え、長期金利の動向が消費行動に与える影
響も懸念されています。また、政権交代による事業見直しにより、補助金・交付金
などの廃止・縮減で、公共事業の抑制傾向が地方経済の停滞要因になっていること
から、政府による財政出動などのデフレ解消策が求められています。 
②県の状況 
　宮城県は財政悪化に対し、歳出入両面の健全化を目指し、２０１０年度から４年
間で計１，３３６億円の財源を捻出する財政再建策に取り組んでいます。歳入面は
県債や積立基金の有効活用などで８２４億円を確保し、歳出面は人件費総額の削減
や事務事業の見直しなどで５１２億円を抑制することとしています。 
　現在、県では産業経済の活性化を図る上で考慮すべき現状に、本格的な人口減少
社会、交通の発展と情報化の進展による経済のボーダーレス化、分権型社会の進展
と厳しい財政状況を挙げ、この現状のもと労働力の確保と労働生産性の向上、経済
環境の変化に対応した経営の再構築、消費構造の変化への対応、産業振興施策のよ
り効果的な展開を課題としています。
③市の状況 
　大崎市は平成１８年３月、旧古川市・旧松山町・旧三本木町・旧鹿島台町・旧田
尻町・旧岩出山町・旧鳴子町の１市６町が合併し、新市として誕生しました。合併
当時の厳しい財政状況に対応するため、平成１９年３月に「大崎市行政改革大綱」
を策定し、集中改革プランに基づき、行財政の健全化・行政サービスの質の向上に
取り組んできました。 
　しかし、大崎市は類似団体に比して市域が広く、歳出面でも病院等への補助費等
が多額であり、職員数の適正化・公債費負担の健全化・経常収支比率の適正化・税
収入の確保・公営企業繰出金の適正運用などの財政課題を抱えています。 

２）古川商工会議所の現状
　今後も安定的に事業を展開するためには、組織率向上による会費・共済等事業収
入の増、従来の補助金収入にかわる財源確保に向けた事業展開、企画・提案力によ
る国・日商・県・市の事業予算の確保を想定した、効果的な事業展開が必要です。 
 そこで、「選択」と「集中」による高度な企業支援・地域振興支援事業などの商工
会議所活動を事業者にとって魅力あるものとして、業務改善・人事改革・組織活性
化策を徹底し、市民への認知度アップに向けた積極的な広報戦略（ＨＰのリニュー
アル、マスコミ活用）を展開し、更なる商工会議所への参画意義を高め、会員事業
所の開廃業・転出入における組織率向上を目指す必要があります。
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②県の状況 
　宮城県は財政悪化に対し、歳出入両面の健全化を目指し、２０１０年度から４年
間で計１，３３６億円の財源を捻出する財政再建策に取り組んでいます。歳入面は
県債や積立基金の有効活用などで８２４億円を確保し、歳出面は人件費総額の削減
や事務事業の見直しなどで５１２億円を抑制することとしています。 
　現在、県では産業経済の活性化を図る上で考慮すべき現状に、本格的な人口減少
社会、交通の発展と情報化の進展による経済のボーダーレス化、分権型社会の進展
と厳しい財政状況を挙げ、この現状のもと労働力の確保と労働生産性の向上、経済
環境の変化に対応した経営の再構築、消費構造の変化への対応、産業振興施策のよ
り効果的な展開を課題としています。
③市の状況 
　大崎市は平成１８年３月、旧古川市・旧松山町・旧三本木町・旧鹿島台町・旧田
尻町・旧岩出山町・旧鳴子町の１市６町が合併し、新市として誕生しました。合併
当時の厳しい財政状況に対応するため、平成１９年３月に「大崎市行政改革大綱」
を策定し、集中改革プランに基づき、行財政の健全化・行政サービスの質の向上に
取り組んできました。 
　しかし、大崎市は類似団体に比して市域が広く、歳出面でも病院等への補助費等
が多額であり、職員数の適正化・公債費負担の健全化・経常収支比率の適正化・税
収入の確保・公営企業繰出金の適正運用などの財政課題を抱えています。 

２）古川商工会議所の現状
　今後も安定的に事業を展開するためには、組織率向上による会費・共済等事業収
入の増、従来の補助金収入にかわる財源確保に向けた事業展開、企画・提案力によ
る国・日商・県・市の事業予算の確保を想定した、効果的な事業展開が必要です。 
 そこで、「選択」と「集中」による高度な企業支援・地域振興支援事業などの商工
会議所活動を事業者にとって魅力あるものとして、業務改善・人事改革・組織活性
化策を徹底し、市民への認知度アップに向けた積極的な広報戦略（ＨＰのリニュー
アル、マスコミ活用）を展開し、更なる商工会議所への参画意義を高め、会員事業
所の開廃業・転出入における組織率向上を目指す必要があります。



Ⅲ．理　　念

Ⅳ．基本方針

　古川商工会議所は、中小企業の活力強化のための支援
を行い、大崎広域圏域を踏まえた地域のコーディネータ
ー役を担うことにより、持続可能な地域の生活基盤の創
造を推進します。 

１．会員企業の活力創出 
これまでの事業モデルを改良するだけでなく、一層の事業
の掘り下げを行い、サービスや品質の向上、新規事業開発
などに挑戦します。

２．地域の活性化推進  
個別の企業だけでは解決困難な課題をはじめ、地域経済
や地域社会が抱える問題を解決する力を持ち、実現する
能力を高めます。

３．組織力・体制の強化  
関係機関との横断的な連携を深め、関係機関との役割調
整を徹底し、相互補完に努め、エリアにこだわらない連
携の充実を図ります。 

会員のための、そして、会員と共に
地域のためになる商工会議所を目指して

Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

１）経営革新塾、創業塾の実施
　経営革新、創業を促進するため、より実現性の高い効果的・実践的な研修プロ
グラムを提供し、中小企業者の挑戦意識を喚起します。 

２）常設窓口相談の強化
　事業承継やＭ＆Ａなど、専門的かつ高度化する企業の経営課題に対して、税理
士、中小企業診断士等専門家と連携し、経営改善に有効な金融制度、税制等を活用
するなどの課題解決策を迅速かつ効果的に提供し、経営維持に寄与します。 

３）カウンセリング機能の強化
　企業経営おける様々な経営課題・トラブルは、突発的・危機的に発生すること
もあり、早期・緊急的な対応が求められることから、企業のおかれる状況を整理し、
解決策へと導く相談・カウンセリング機能の強化を図ります。 

４）ＩＴ活用改善プログラムの導入
　少子高齢化による労働力人口の減少に伴い、企業の競争力強化の為には、ＩＴ
活用による生産性向上を図る必要があります。そこで、先進的なＩＴ技術の活用策
を提案し、円滑な導入を支援します。 

５）先進事例の活用・実践的事業に向けた補助金等の検証
　農商工連携等の地域資源を活用した先進事例と、業界動向に見合った補助金等
施策を有効に活用した産業振興を図ります。 

６）ホームページ、会員紹介サイトの推進
　情報提供、会員紹介等、会員事業所の事業展開、販売促進支援を重視したホー
ムページに再編し、情報開示・会員のメリット向上を推進します。 

７）効果的な人財育成セミナーの開催
　企業、産業界において技術革新・消費者ニーズに対応できる人財開発が最重要
課題の一つとなっていることから、会員事業所の人財育成に積極的に寄与するため、
より効果的なステップアッププログラム等を確立します。 

８）会員のつどいの開催
　多様な業種・規模の企業が参加する商工会議所の特性を活かし、企業間のネッ
トワーク構築、ビジネスマッチング強化に向けた異業種交流会を、会員ニーズを
反映して開催し、地域の事業機会拡大と組織率向上を目指します。 

９）ＣＳＲ活動の推進
　地球環境問題の深刻化や企業不祥事などを背景に、“ＣＳＲ（Corporate Social
 Responsibility：企業の社会的責任）”への関心の高まりを受け、ＣＳＲの達成が、
企業の環境対応、働き易い環境づくり、地域社会貢献、ビジネスチャンス拡大に
つながる取り組みである事の認識に向けて支援します。 

１．会員企業の活力創出 
－会員の声を実現し、企業と人財を育成します－

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 新規

当所主体 新規

当所主体 新規

新規支援



Ⅲ．理　　念

Ⅳ．基本方針

　古川商工会議所は、中小企業の活力強化のための支援
を行い、大崎広域圏域を踏まえた地域のコーディネータ
ー役を担うことにより、持続可能な地域の生活基盤の創
造を推進します。 

１．会員企業の活力創出 
これまでの事業モデルを改良するだけでなく、一層の事業
の掘り下げを行い、サービスや品質の向上、新規事業開発
などに挑戦します。

２．地域の活性化推進  
個別の企業だけでは解決困難な課題をはじめ、地域経済
や地域社会が抱える問題を解決する力を持ち、実現する
能力を高めます。

３．組織力・体制の強化  
関係機関との横断的な連携を深め、関係機関との役割調
整を徹底し、相互補完に努め、エリアにこだわらない連
携の充実を図ります。 

会員のための、そして、会員と共に
地域のためになる商工会議所を目指して

Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

１）経営革新塾、創業塾の実施
　経営革新、創業を促進するため、より実現性の高い効果的・実践的な研修プロ
グラムを提供し、中小企業者の挑戦意識を喚起します。 

２）常設窓口相談の強化
　事業承継やＭ＆Ａなど、専門的かつ高度化する企業の経営課題に対して、税理
士、中小企業診断士等専門家と連携し、経営改善に有効な金融制度、税制等を活用
するなどの課題解決策を迅速かつ効果的に提供し、経営維持に寄与します。 

３）カウンセリング機能の強化
　企業経営おける様々な経営課題・トラブルは、突発的・危機的に発生すること
もあり、早期・緊急的な対応が求められることから、企業のおかれる状況を整理し、
解決策へと導く相談・カウンセリング機能の強化を図ります。 

４）ＩＴ活用改善プログラムの導入
　少子高齢化による労働力人口の減少に伴い、企業の競争力強化の為には、ＩＴ
活用による生産性向上を図る必要があります。そこで、先進的なＩＴ技術の活用策
を提案し、円滑な導入を支援します。 

５）先進事例の活用・実践的事業に向けた補助金等の検証
　農商工連携等の地域資源を活用した先進事例と、業界動向に見合った補助金等
施策を有効に活用した産業振興を図ります。 

６）ホームページ、会員紹介サイトの推進
　情報提供、会員紹介等、会員事業所の事業展開、販売促進支援を重視したホー
ムページに再編し、情報開示・会員のメリット向上を推進します。 

７）効果的な人財育成セミナーの開催
　企業、産業界において技術革新・消費者ニーズに対応できる人財開発が最重要
課題の一つとなっていることから、会員事業所の人財育成に積極的に寄与するため、
より効果的なステップアッププログラム等を確立します。 

８）会員のつどいの開催
　多様な業種・規模の企業が参加する商工会議所の特性を活かし、企業間のネッ
トワーク構築、ビジネスマッチング強化に向けた異業種交流会を、会員ニーズを
反映して開催し、地域の事業機会拡大と組織率向上を目指します。 

９）ＣＳＲ活動の推進
　地球環境問題の深刻化や企業不祥事などを背景に、“ＣＳＲ（Corporate Social
 Responsibility：企業の社会的責任）”への関心の高まりを受け、ＣＳＲの達成が、
企業の環境対応、働き易い環境づくり、地域社会貢献、ビジネスチャンス拡大に
つながる取り組みである事の認識に向けて支援します。 

１．会員企業の活力創出 
－会員の声を実現し、企業と人財を育成します－

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体 新規

当所主体 新規

当所主体 新規

新規支援



Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

　規模・業種が多様な会員企業で構成される商工会議所の特性をもとに、地域経
済を反映した情報収集・分析により、陳情・要望に加え、商工業の現状に基づい
た政策提案力を強化します。 

１１）未来産業創造おおさきへの協力
　当所工業部会、大崎市工業会が中心となり設立された「未来産業創造おおさき
内発型新産業の創出、産業間の連携を目的とした活動に対し、全面的に支援し協力
します。  

１２）ビジネスマッチングサイト「宮城仮想工業団地」の支援
　当所と大崎エリア５商工会との連携によりスタートした、ＢtoＢ（企業間電子
商取引）ポータルサイトへの参加企業の拡大を促進し、ものづくり企業・連携産業
の取引機会の創出と全国展開を支援します。 

１３）釜ちゃんブランド推進事業の実施
　地域のシンボル的存在を確立し、会員事業所の優良商品・サービスの提供等を推奨品
として認定することにより、消費者に対する信頼度向上を図ります。更に、全国に広く
周知することで、当地域内でのブランド品の販売促進及び地場産業の活性化を目的に実
施します。 

１４）中心市街地活性化とまちづくり会社への協力・支援
　各種中心市街地活性化施策の活用と推進母体であるまちづくり会社への協力・
支援を実施します。 

１５）大崎市古川地域イベント連絡協議会への協力
　古川まつりなどの地域イベントは、昨今の経済状況の低迷・自治体の財政難を反映し、
参加者・関係者の自主的運営など、コンセプト見直しの時期にきています。そこで、同
協議会の調整・支援機能を支援し、地域住民、来街者がまつりを心から楽しめ、共に創
造するスタイルへの移行を促進します。 

１６）歴史・あゆみの検証
　県北の商業の中心として栄えた古川地域について、歴史的変遷から八百屋市等を再認
識し、商業集積の再構築等の可能性など、大崎広域連携の視点を踏まえた今後の古川の
発展性を創造します。 

１７）観光事業・物流網の整備促進、おもてなしの意識教育
　タクシー、バス等関連業種の協力により、新たな観光ルートを開発し、市内外の住民
が古川の歴史・文化・伝統に触れる機会を積極的に創出します。また、石巻・酒田間の
高規格道路（新庄酒田道路・石巻新庄道路）建設など、圏域の主要道路整備による物流
網の発展による産業活性化・交流人口の増加を促進します。更に、来街者を迎える意識
改革につながるおもてなしセミナー等を開催します。

当所主体 継続

継続

継続

当所主体

当所主体

当所主体

継続当所主体

新規

新規支援

新規支援

新規支援

２．地域の活性化推進 
－県北の中核市としての都市づくりを推進します－ 

１０）陳情・要望活動の強化

Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

１８）ＮＰＯ活動への協力
　福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野で、社会の多様化した
ニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されていることから、計画段階から事業を
支援します。 

１９）省エネ、エコ意識の強化
　燃料費の高騰、環境問題に対する理解を進め、ソーラーシステム・バイオ燃料等活用、
低炭素・循環型社会の実現に向けた企業の省エネ環境型経営への変革を促進します。 

２０）組織率向上策の実践
　金融機関、業界団体等と連携を図り、中小企業者、新規開業者等に対する支援メニュー
を積極的に紹介し、会員数の持続的拡大を推進します。 

２１）御用聞き事業の推進
　会員事業所の経営状況・ニーズを正確に把握し、後継者問題・経営改善策等に対する
諸施策の普及提案により、経営の安定を推進します。 

２２）部会定例会等の検討・推進
　会員の業種構成に基づく５部会（商業・工業・理財・運輸交通・専門サービス業）の
活性化のため、交流会、情報提供等、経済社会情勢の変化や会員ニーズに基づいた部会
事業を実施します。また、産業構造の変化に応じた部会再編策を検討します。 

２３）委員会活性化の検討・推進
　当所の運営を担う常設委員会（運営・地域政策・都市開発）を積極的に開催するととも
に、地域性、会員ニーズを反映した緊急性の高い課題を踏まえて、適切な政策提言が導か
れるよう、委員会の新設等を図ります。 

２４）ワンストップサービスの強化
　会員視点に則した窓口機能のあり方や会員サービスの向上策として、事務局員の経営相
談能力向上、ワンストップ経営相談機能の確立のため、職員の資質向上策や適正な評価シ
ステムを導入し、更に積極的な支援体制を確立します。 

３．組織力・体制の強化  
－行動計画を達成するために会議所の基盤を強化します－

当所主体

当所主体 継続

継続

継続

当所主体 継続

当所主体 継続

当所主体

当所主体

新規

新規

支援

２５）財政基盤の確立
　当所事業の安定的な事業展開のため、会費・収益事業・商工予算等の積極的な増加策の確
立に向けた検討を実施します。

当所主体 新規



Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

　規模・業種が多様な会員企業で構成される商工会議所の特性をもとに、地域経
済を反映した情報収集・分析により、陳情・要望に加え、商工業の現状に基づい
た政策提案力を強化します。 

１１）未来産業創造おおさきへの協力
　当所工業部会、大崎市工業会が中心となり設立された「未来産業創造おおさき
内発型新産業の創出、産業間の連携を目的とした活動に対し、全面的に支援し協力
します。  

１２）ビジネスマッチングサイト「宮城仮想工業団地」の支援
　当所と大崎エリア５商工会との連携によりスタートした、ＢtoＢ（企業間電子
商取引）ポータルサイトへの参加企業の拡大を促進し、ものづくり企業・連携産業
の取引機会の創出と全国展開を支援します。 

１３）釜ちゃんブランド推進事業の実施
　地域のシンボル的存在を確立し、会員事業所の優良商品・サービスの提供等を推奨品
として認定することにより、消費者に対する信頼度向上を図ります。更に、全国に広く
周知することで、当地域内でのブランド品の販売促進及び地場産業の活性化を目的に実
施します。 

１４）中心市街地活性化とまちづくり会社への協力・支援
　各種中心市街地活性化施策の活用と推進母体であるまちづくり会社への協力・
支援を実施します。 

１５）大崎市古川地域イベント連絡協議会への協力
　古川まつりなどの地域イベントは、昨今の経済状況の低迷・自治体の財政難を反映し、
参加者・関係者の自主的運営など、コンセプト見直しの時期にきています。そこで、同
協議会の調整・支援機能を支援し、地域住民、来街者がまつりを心から楽しめ、共に創
造するスタイルへの移行を促進します。 

１６）歴史・あゆみの検証
　県北の商業の中心として栄えた古川地域について、歴史的変遷から八百屋市等を再認
識し、商業集積の再構築等の可能性など、大崎広域連携の視点を踏まえた今後の古川の
発展性を創造します。 

１７）観光事業・物流網の整備促進、おもてなしの意識教育
　タクシー、バス等関連業種の協力により、新たな観光ルートを開発し、市内外の住民
が古川の歴史・文化・伝統に触れる機会を積極的に創出します。また、石巻・酒田間の
高規格道路（新庄酒田道路・石巻新庄道路）建設など、圏域の主要道路整備による物流
網の発展による産業活性化・交流人口の増加を促進します。更に、来街者を迎える意識
改革につながるおもてなしセミナー等を開催します。
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２．地域の活性化推進 
－県北の中核市としての都市づくりを推進します－ 

１０）陳情・要望活動の強化

Ⅴ．行動計画（アクションプラン２５）
※各項目は、当所主体、支援、継続、新規で区分。

１８）ＮＰＯ活動への協力
　福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野で、社会の多様化した
ニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されていることから、計画段階から事業を
支援します。 

１９）省エネ、エコ意識の強化
　燃料費の高騰、環境問題に対する理解を進め、ソーラーシステム・バイオ燃料等活用、
低炭素・循環型社会の実現に向けた企業の省エネ環境型経営への変革を促進します。 

２０）組織率向上策の実践
　金融機関、業界団体等と連携を図り、中小企業者、新規開業者等に対する支援メニュー
を積極的に紹介し、会員数の持続的拡大を推進します。 

２１）御用聞き事業の推進
　会員事業所の経営状況・ニーズを正確に把握し、後継者問題・経営改善策等に対する
諸施策の普及提案により、経営の安定を推進します。 

２２）部会定例会等の検討・推進
　会員の業種構成に基づく５部会（商業・工業・理財・運輸交通・専門サービス業）の
活性化のため、交流会、情報提供等、経済社会情勢の変化や会員ニーズに基づいた部会
事業を実施します。また、産業構造の変化に応じた部会再編策を検討します。 

２３）委員会活性化の検討・推進
　当所の運営を担う常設委員会（運営・地域政策・都市開発）を積極的に開催するととも
に、地域性、会員ニーズを反映した緊急性の高い課題を踏まえて、適切な政策提言が導か
れるよう、委員会の新設等を図ります。 

２４）ワンストップサービスの強化
　会員視点に則した窓口機能のあり方や会員サービスの向上策として、事務局員の経営相
談能力向上、ワンストップ経営相談機能の確立のため、職員の資質向上策や適正な評価シ
ステムを導入し、更に積極的な支援体制を確立します。 

３．組織力・体制の強化  
－行動計画を達成するために会議所の基盤を強化します－
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２５）財政基盤の確立
　当所事業の安定的な事業展開のため、会費・収益事業・商工予算等の積極的な増加策の確
立に向けた検討を実施します。

当所主体 新規



１．商工会議所とは 

古川の歴史 
１．宿場町古川のはじまり 

資料編

 第一に、特定の業種や産業に限定されず、また企業の大小を問わず、広く一般を
通じた「総合経済団体」である。また第二に、都市を中心とする一定の地域にあ
る商工業者の結合の上に立つ「地域団体」であることから、「地域的総合経済団体
」ということが、商工会議所の基本的な性格である。 
　商工会議所活動は、①経済、財政、中小企業、小規模事業指導、労働、地域開発
、貿易、観光等の産業経済の各般の問題に関する意見活動から、②外国商工会議
所および外国経済界等との連携による国際活動、あるいは、③産業経済に関する
調査研究、④講演会、講習会の開催、⑤各種技能の検定、⑥商工相談、⑦小規模事
業指導、⑧商事取引の仲介、あっせんや紛争の調停、仲裁その他、時代の変遷に
応じて生起する諸産業経済問題に対処するため、極めて多岐広範にわたって事業
活動を行っており、このような多方面にわたる事業をきめ細かく行うことによっ
て商工会議所本来の目的が達成される。 

２．古川商工会議所のあらまし 

　中世大崎氏の時代に現在の古川第一小学校に築城し、古川の地名が初めて歴史
に登場して以来、伊達政宗の重臣鈴木和泉守元信が慶長９年、三日町・七日町・
十日町を町場とし、近世の発展の堆礎を築いた。その後代官所が置かれ、奥州街
道（仙台－古川－築館）の宿場町として繁栄し、北上川、江合川の堤防工事が進
むにつれて農業も盛んになり、人口も増加した。古川は農村、すなわち在方であ
ったが、三日町・七日町・十日町では御日市が許され、現在の「八百屋市」として
受け継がれている。古川の中心街は江戸時代に基礎が築かれた。

２．古川町時代の商工業 
　古川は宿場町、物流の拠点として栄え、明治維新の際も藩直轄地であったこと
で商家は８７９軒を数え、古川の総戸数の４割以上を占めた。 
　工業関係は、東北を代表する米屋製糸場を筆頭に、人造石会社、製瓦工場、農
具、車両製作所などもあった。更に地主の町、穀倉地帯として、酒・味噌・醤油
の各醸造業、めん類、提灯、履物、サイダー・ラムネなど夏季飲料から指し物類
、豆腐のたぐいまで製造販売し、発展の一途を遂げた。大正１３年度の工業生産
は１，３５３，６３７円が記録されている。 
　代々米問屋の鈴木家は「米屋製糸場」を明治２７年に創業し、全盛時は従業員
１，０００余人、生糸年産は１０万斤、米国などにも輸出したが、大正の経済恐
慌で工場は閉鎖した。 

３．戦後の経済復興
 昭和初期から敗戦まで商工業は低迷が続き、古川経済協会は敗戦で姿を消した。
昭和２１年、商工人が中心になって古川商工会を設立、復興に向けて町づくりが
進められ、統制経済の中、商店街活性化のため七夕まつり、秋祭り、大売り出し
を行った。昭和２５年に古川市が誕生。翌２６年には古川商工会議所を設立し、
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名実ともに商工業発展のもといを成した。古川専門店会、古川信用組合、古川ガ
ス会社の生みの親となった。 
 昭和２０、３０年代、集団就職列車の一方で大企業の地方進出時代が到来、その
先鞭となった東北アルプス電気は著しい躍進を遂げ、古川への企業誘致の推進に
大きな原動力となり、安定的雇用の場の確保、市民所得の向上などに寄与した。 

 古川は昭和４７年を境に人口が増加に転じた。その原動力は東北自動車道と東北
新幹線の整備であった。更に工業団地の整備も進み、当時の古川市工業会には製
造・物流サービスなど約５０企業が所属していたが、中小企業は構造不況、技術
革新など体質改善を迫られ、２１世紀の生き残りをかけていた。 
 また、市心部にあった大型店は、周辺の店舗に対して誘客要因になっていたが、
大店法の規制緩和により、郊外に大型出店を展開したところ、商店街は空き店舗
が増加し、空洞化が始まった。 
 それでも当時の商店街では商工人の心意気を示す古川まつりが盛大に開催され、
夏の夜空を焦がす花火大会・伝統の竹飾りなどのイベントに加えて平成１２年夏、古川
市制施行５０周年記念の「大名行列」が先陣、後陳の時代絵巻を繰り広げた。 

５．住みよい都市づくり 
　高速交通、インフラ整備など、快適な生活環境整備が人口増加に結び付いている。平
成１３年７月、ヘリポート付きの古川市立病院が救急医療センターとして整備され、医
療機関は各部門のエキスパートが開業し、安心して住めるまちづくりの根幹を成してい
る。 
　古川福沼・駅東・南地区（穂波の郷）で住宅地分譲後、各地区で市民プール、パレッ
トおおさき、小中学校、大型店の建設など、郊外には理想的な都市開発が進められる一
方、空洞化が進む市心部の再開発事業も着々進行し、市街地のど真ん中を流れる歴史と
伝統を誇る緒絶川は、下水道工事によって清流がよみがえり、景観も整備されている。 
　また、旧古川市が策定した中心市街地活性化基本計画は、「にぎやかさ、緒絶の川面
に、きらめくまちづくり」を目標に掲げ、快適な都市生活・交流の再生をめざし、「単
身者から高齢者まで幅広い世帯が住み、ぬくもりのあるコミュニティーが息づくまち」
「多くの市民が中心市街地に集い、また多くの来訪者が訪れる魅力あるまちとして、商
業地、緒絶川、歴史文化資源及び町並みが一体となった賑わいのあるまち」「商業機能
とともに、まちの情報を発信し、歩いて都市文化が体験できる魅力ある商業地づくり」
「自然、環境を大切にし、市街地に緑・水辺、自然を取り入れ、大気汚染やゴミが少な
く緑多い、自然・環境と共存したまち」という、「住む」「集い憩う」「商う」「共存
する」に向かって再生を進めるものであり、古川商工会議所では事業実施の受け皿とな
るタウンマネジメント機関として㈱まちづくり古川を設置しＴＭＯ構想を策定した。  
　同構想のもと、緒絶橋周辺商業施設等整備事業（事業主体･･･㈱醸室）と台町商業施設
整備事業（同･･･㈱アクアライト台町）が官民一体の協力のもと完成したが、厳しい経済
環境の続く中、中心市街地の空洞化に歯止めのかからない状況が続いている。 
　さらに、中心市街地内の大型商業施設等（旧中央ショッピングプラサﾞ・旧ホテル古川
ゴールデンパレス）を含む空き店舗問題、駐車場問題への対応策が急がれており、中心
市街地活性化法の改正を経て、古川商工会議所では大崎市による「新中心市街地活性化
基本計画」の早期策定を要望している。 



１．商工会議所とは 

古川の歴史 
１．宿場町古川のはじまり 

資料編

 第一に、特定の業種や産業に限定されず、また企業の大小を問わず、広く一般を
通じた「総合経済団体」である。また第二に、都市を中心とする一定の地域にあ
る商工業者の結合の上に立つ「地域団体」であることから、「地域的総合経済団体
」ということが、商工会議所の基本的な性格である。 
　商工会議所活動は、①経済、財政、中小企業、小規模事業指導、労働、地域開発
、貿易、観光等の産業経済の各般の問題に関する意見活動から、②外国商工会議
所および外国経済界等との連携による国際活動、あるいは、③産業経済に関する
調査研究、④講演会、講習会の開催、⑤各種技能の検定、⑥商工相談、⑦小規模事
業指導、⑧商事取引の仲介、あっせんや紛争の調停、仲裁その他、時代の変遷に
応じて生起する諸産業経済問題に対処するため、極めて多岐広範にわたって事業
活動を行っており、このような多方面にわたる事業をきめ細かく行うことによっ
て商工会議所本来の目的が達成される。 

２．古川商工会議所のあらまし 

　中世大崎氏の時代に現在の古川第一小学校に築城し、古川の地名が初めて歴史
に登場して以来、伊達政宗の重臣鈴木和泉守元信が慶長９年、三日町・七日町・
十日町を町場とし、近世の発展の堆礎を築いた。その後代官所が置かれ、奥州街
道（仙台－古川－築館）の宿場町として繁栄し、北上川、江合川の堤防工事が進
むにつれて農業も盛んになり、人口も増加した。古川は農村、すなわち在方であ
ったが、三日町・七日町・十日町では御日市が許され、現在の「八百屋市」として
受け継がれている。古川の中心街は江戸時代に基礎が築かれた。

２．古川町時代の商工業 
　古川は宿場町、物流の拠点として栄え、明治維新の際も藩直轄地であったこと
で商家は８７９軒を数え、古川の総戸数の４割以上を占めた。 
　工業関係は、東北を代表する米屋製糸場を筆頭に、人造石会社、製瓦工場、農
具、車両製作所などもあった。更に地主の町、穀倉地帯として、酒・味噌・醤油
の各醸造業、めん類、提灯、履物、サイダー・ラムネなど夏季飲料から指し物類
、豆腐のたぐいまで製造販売し、発展の一途を遂げた。大正１３年度の工業生産
は１，３５３，６３７円が記録されている。 
　代々米問屋の鈴木家は「米屋製糸場」を明治２７年に創業し、全盛時は従業員
１，０００余人、生糸年産は１０万斤、米国などにも輸出したが、大正の経済恐
慌で工場は閉鎖した。 

３．戦後の経済復興
 昭和初期から敗戦まで商工業は低迷が続き、古川経済協会は敗戦で姿を消した。
昭和２１年、商工人が中心になって古川商工会を設立、復興に向けて町づくりが
進められ、統制経済の中、商店街活性化のため七夕まつり、秋祭り、大売り出し
を行った。昭和２５年に古川市が誕生。翌２６年には古川商工会議所を設立し、
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名実ともに商工業発展のもといを成した。古川専門店会、古川信用組合、古川ガ
ス会社の生みの親となった。 
 昭和２０、３０年代、集団就職列車の一方で大企業の地方進出時代が到来、その
先鞭となった東北アルプス電気は著しい躍進を遂げ、古川への企業誘致の推進に
大きな原動力となり、安定的雇用の場の確保、市民所得の向上などに寄与した。 

 古川は昭和４７年を境に人口が増加に転じた。その原動力は東北自動車道と東北
新幹線の整備であった。更に工業団地の整備も進み、当時の古川市工業会には製
造・物流サービスなど約５０企業が所属していたが、中小企業は構造不況、技術
革新など体質改善を迫られ、２１世紀の生き残りをかけていた。 
 また、市心部にあった大型店は、周辺の店舗に対して誘客要因になっていたが、
大店法の規制緩和により、郊外に大型出店を展開したところ、商店街は空き店舗
が増加し、空洞化が始まった。 
 それでも当時の商店街では商工人の心意気を示す古川まつりが盛大に開催され、
夏の夜空を焦がす花火大会・伝統の竹飾りなどのイベントに加えて平成１２年夏、古川
市制施行５０周年記念の「大名行列」が先陣、後陳の時代絵巻を繰り広げた。 

５．住みよい都市づくり 
　高速交通、インフラ整備など、快適な生活環境整備が人口増加に結び付いている。平
成１３年７月、ヘリポート付きの古川市立病院が救急医療センターとして整備され、医
療機関は各部門のエキスパートが開業し、安心して住めるまちづくりの根幹を成してい
る。 
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古川商工会議所の歴史 
古川商業組合の創立から古川商工会設立のあらまし (大正１１年～昭和２５年）
　古川商工会議所の前身である古川商業組合は大正１１年頃設立され、店員の
教育や表彰など様々な事業を行なっていたようであるが、組織・内容・役員等
の記録が無く、不明である。その後、昭和２年９月に町役場の商工課が中心と
なり古川商工会が結成された。会長佐々木四郎、副会長米城栄一郎、事務局長
鈴木充仁の各氏で、事務所を古川町役場内に置き、町内の商工業の発展に力を
尽くした。その後、大東亜戦争などの影響もあり進展も無く解散の形となって
いた。 
　終戦後の昭和２１年１２月に商工会設立の機運が高まり、米城祐一、永沢栄
治、豊岡忠、斉藤健治氏が中心となり古川商工会を結成、会長米城祐一、副会
長豊岡忠、斉藤健治、総務部長木村善一郎各氏で、事務所を古川町公民館（現
大崎市役所）に置いた。昭和２２年に小塩重男氏を主事に迎えて本格的に活動
を開始、昭和２５年には事務所を七日町（旧時計宝石の大井古川店跡）に移転
した。 

古川商工会議所の設立認可 (昭和２５年～昭和２９年）
　昭和２５年、古川町は近隣の六ヵ村を合併して市制を施行したことに伴い、
商工会議所への昇格運動が高まり、昭和２６年７月に商工会を発展的に解散し
た。設立発起人代表に米城祐一氏を選び、設立準備委員会での協議を経て、昭
和２６年７月７日午後１時から古川町公民館会議室で創立総会を開催した。定
款の制定、初年度事業計画・収支予算を決めた後、初代会頭に米城栄一郎氏を
選任した。同年７月２６日第１回議員総会を開き、副会頭に早坂清吉、後藤賢、
理事に豊岡忠、米城祐一、千葉三二郎、永沢栄治、相沢正太郎、青沼勝治、水
上信義、高橋吉治、安倍勝一、小塩重男、監事に野口吉三郎、片平浩の各氏を
選任した。 
　昭和２６年１１月７日に古川商工会議所の設立が認可され、同年１２月１４
日に登記を完了、ここに社団法人古川商工会議所が発足した。
　昭和２９年４月１日には、改正商工会議所法の施行に伴い、組織変更登記を
完了、特別認可法人古川商工会議所となった。 

３．古川商工会議所の推移 
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（小島昌邦　前 ㈱七十七銀行古川支店 取締役支店長）H22.6.29 転任

（吉田悦男　前 東北電力㈱ 古川営業所長）H22.7.1 転任

（順不同・敬称略）

地域政策委員会　中期ビジョン策定委員名簿

古川商工会議所
〒  　宮城県大崎市古川東町

： 　 ：



平成２１年 
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中長期ビジョン策定について 
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中長期ビジョン策定について 
４月２３日 正副委員長会議  

中長期ビジョン策定について 
５月１４日 常議員会  

中長期ビジョン策定について 
５月１９日 正副委員長会議 

中長期ビジョン策定について 
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村田　秀彦

高橋　勝行

南條　吉男

石崎　敏夫

今野　宗清

相澤　孝弘

秋津健一郎

石ヶ森信幸

市川　雅朗

伊藤　卓二

伊藤　徳義

岩舘　正樹

片瀬　弥生

加藤　智治

門脇　　基

金原　資枝

狩野　　圭

菊地　大樹

木村　正輝

佐々木愛一

佐藤　俊明

鈴木　隆逸

大沼　悦子

千葉富士夫

畠　　良記

本郷　雅昭

松倉　善昭

三塚　義信

矢吹　重則

横谷　正敏

㈱村田工務所　代表取締役

㈱タカカツ 代表取締役
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㈲古川保険センター 代表取締役

㈱東北銀行 古川支店長

㈲仙北生コン 代表取締役社長

㈲アイ動物クリニック 代表取締役

㈱大崎タイムス社 代表取締役社長

宮城シマダヤ㈱ 代表取締役社長

㈱仙台銀行 古川支店長

明治合成㈱ 代表取締役

古川ガス㈱　常務取締役

㈱富士電工　代表取締役

㈱金原本館 代表取締役社長

㈱美装社 代表取締役社長

㈱鳥菊商店 常務取締役

共栄舎クリ－ニング店

古川企業㈲ 代表取締役

㈱佐藤酸素 代表取締役社長

㈱丸昭自動車整備工場 代表取締役社長

東北電力㈱ 古川営業所長

㈲東大清掃センター 代表取締役

㈱畠茂商店 取締役専務

㈱環境開発公社エムシ－エム 代表取締役

㈱松倉 代表取締役

㈲三塚タイヤ 代表取締役
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古川信用組合 常勤理事・業務部長

（小島昌邦　前 ㈱七十七銀行古川支店 取締役支店長）H22.6.29 転任

（吉田悦男　前 東北電力㈱ 古川営業所長）H22.7.1 転任

（順不同・敬称略）
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