
北海道立図書館パスファインダーＮｏ.２１  H31.3作成  

 
 

パスファインダー（Pathfinder）とは、あるテーマ・主題を調べるときに役立つ資料やアプローチの方法を分かりやすく

紹介したものです。調べものをする際に、ぜひご活用ください。 
 

 
 

新たなサービス 新たなビジネス 空き店舗 イベント 活気 観光客 共同事業 経営改善 経営革新 後継者  

再興 再生 事業協同組合 シャッター街 シャッター通り 集客力 商業政策 商工会 振興組合 地域おこし  

地域開発 地域資源 地域コミュニティ 地域ブランド 賑わい 担い手 繁盛 復活 マーケティング 街づくり 

 
 
 

 

 
 

                 本 の 情 報   請求記号 並んでいる場所 

全国都市の特色ある施策集 まち・ひと・しごとづくり 平成27年度版 全国市議
会議長会編集 ぎょうせい 2015.3 318.2/Z/H27 参考図書 

地域ハンドブック 地域データと政策情報 2018年版 日本政策投資銀行 
2018.4  

318.7/C/H30 参考図書 

経済・ビジネス基本用語4000語辞典 日本経済新聞出版社 2009.1 330.33/KE 参考図書 

経営行動科学ハンドブック 経営行動科学学会編 中央経済社 2011.10 335.036/KE 参考図書 

新規開業白書 2018年版 日本政策金融公庫総合研究所編 佐伯印刷 
2018.7 

335.35/SH/H30 ビジネスコーナー 

経営企画実務ハンドブック  基本知識から経営計画策定、事業計画作成、戦略管理まで 
丹羽哲夫著 日本能率協会マネジメントセンター 2010.2 

336.1/KE 参考図書 

業種別業界情報 2018年版 中小企業動向調査会編著 経営情報出版社 
2018.1  

603/G/H30 参考図書 

特定サービス産業実態調査報告書 経済産業統計協会 2017.1 
 ※ 17分冊 

670.59/TS/H27 参考図書 

                 本 の 情 報   請求記号 並んでいる場所 

名古屋円頓寺商店街の奇跡 山口あゆみ〔著〕 講談社 2018.8（講談社＋α
新書） 

S672.155/NA 文庫・新書コーナー 

『自由が丘』 自由が丘商店街の挑戦史 岡田一弥著 阿古真理著 産業能率大
学出版部 2016.10 

672.136/J 閲覧室 

商店街再生の罠 売りたいモノから、顧客がしたいコトへ 久繁哲之介著 筑摩
書房 2013.8（ちくま新書） 

S673.7/SH 文庫・新書コーナー 

なぜ繁盛している商店街は１％しかないのか 辻井啓作著 阪急コミュニケーシ
ョンズ 2013.12  

672.9/NA 閲覧室 

がんばれ！ニッポンの商店街 今と昔の写真でめぐる全国商店街ガイドブック 
全国商店街を巡る会編著 辰巳出版 2012.6（タツミムック）  

672.1/G 閲覧室 

商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道 光文社 新雅
史著 2012.5（光文社新書） 

S673.7/SH 文庫・新書コーナー 

行列ができる奇跡の商店街 吉崎誠二著 青春出版社 2011.3（青春新書
INTELLIGENCE） 

S672.9/G 1書庫1層 

ダメな商店街を活性化する８つのポイント 鈴木健介著 同友館 2010.7 672.9/D 開架書庫 

地域商店街活性化マニュアル 地域商店街活性化法はこう使う 土肥健夫著 同
友館 2010.1 

672.9/C 開架書庫 

よみがえる商店街 ５つの賑わい再生力 三橋重昭著 学芸出版社 2009.10 673.7/Y 開架書庫 

商店街を元気に 

検索のためのキーワード 

本を探す 

関連分野の事典、ハンドブック、白書、年鑑などで調べる 



● 商店街にぎわいPLAZA（全国商店街振興組合連合会） http://www.syoutengai.or.jp/index.html 

● EGAO 商店街をサポートする情報サイト（(株)全国商店街支援センター） 
                                                   http://www.syoutengai-shien.com/ 

● ミラサポ 未来の企業★応援サイト https://www.mirasapo.jp/index.html 

● J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト（中小企業基盤整備機構） http://j-net21.smrj.go.jp/index.html 

● まちげんき「街元気」 まちづくり情報サイト https://www.machigenki.go.jp/ 

● 北海道商店街情報サイト KuLeBa（北海道商店街振興組合連合会） http://www.kuleba.jp/ 

● 北海道経済部地域経済局中小企業課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/index.htm 

● 商業・中心市街地活性化（経済産業省北海道経済産業局）  
                         http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm 

● 商業・地域サポート「商業活性化」（中小企業庁） 

                            http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html 

● 北海道で働く！地域おこし隊 http://furusato-kaiki.jp/kyoutyokutai/ 

■ 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/ 
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 ☎03-3501-1511（代表）  
 

■ 中小企業基盤整備機構 北海道本部 http://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/index.html 
   札幌市中央区北2条西1丁目1-7ORE札幌ビル6階 ☎011-210-7470（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

関係の専門機関などもたずねてみましょう。利用にあたっては、対応してくれる時間や手続きなどを事前に確認します。 

 

 

 

 

 

 ■ 北海道経済産業局 http://www.hkd.meti.go.jp/ 
   札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 ☎011-709-2311（代表） 
 
 ■ 北海道経済部  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/index.htm 
   札幌市中央区北3条西6丁目 ☎011-231-4111 
 
■ 北海道商工会議所連合会 http://www.hokkaido.cci.or.jp 

   札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センター ☎011-241-6305 
 

■ 北海道商工会連合会  http://www.do-shokoren.or.jp 
   札幌市中央区北1条西7丁目1番地プレスト1･7ビル ☎011-251-0101 
  

■ 北海道中小企業総合支援センター https://www.hsc.or.jp/index.cgi 
     札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル9階 ☎011-232-2001（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介した資料や情報は、ほんの一例です。さらに調査をすすめるために、わからないこと
があれば、図書館の職員におたずねください。  

 

北海道立図書館 〒０６９－０８３４ 江別市文京台東町４１番地   

TEL０１１-３８６-８５２２  FAX０１１-３８６-６９０６  E-mail  houshi3@library.pref.hokkaido.jp 

インターネットを使って調べる 

関係機関・団体 

  

  ・閲覧室      ・参考図書     ・開架書庫     ・子どもの本コーナー 

  ・書誌       ・雑誌索引      ・医療健康情報コーナー  

  ・ビジネスコーナー ・旅の本コーナー  ・一般展示中    ・窓辺の本棚 

  ・文庫・新書コーナー・県史・市町村史コーナー        ・大活字本コーナー 

  ・社史コーナー   ・漫画コーナー   ・えほんコーナー  ・えほんコーナー展示 

  ・読書案内コーナー ・学校図書館支援コーナー        ・図書館学資料室 

  ・図書館学雑誌 

 

【資料を自由に手に取れる場所】 

http://www.syoutengai.or.jp/index.html
http://www.syoutengai-shien.com/
https://www.mirasapo.jp/index.html
http://j-net21.smrj.go.jp/index.html
https://www.machigenki.go.jp/
http://www.kuleba.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/index.htm
http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html
http://furusato-kaiki.jp/kyoutyokutai/
https://www.chusho.meti.go.jp/
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/index.html
http://www.hkd.meti.go.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/index.htm
http://www.hokkaido.cci.or.jp/
http://www.do-shokoren.or.jp/
https://www.hsc.or.jp/index.cgi

