
- 7 -

道では、本道経済の活性化と力強い地域経済づくりに向け、国の成長戦略の取組などを、
本道のものづくり産業にも着実に取り込むため、企業、業界団体、支援機関、行政などの
ものづくりの関係者が一体となって、今後の方向性を共有しながら、「地域のものづくり
力」のアップを図る「本道のものづくり産業振興の新たな展開方向」を策定しました。
新たな展開方向の趣旨に賛同し、「地域のものづくり力」のアップに向け、「連携力」、「人

材力」、「技術力」、「経営力」の４つの力の磨き上げに積極的に挑戦する企業を「参画・協
力企業」として道が登録し、各種支援により、「参画・協力企業」の積極的な挑戦を後押
しします。

＜双方向型メールマガジン＞
・道からの発信 国や道の助成制度、道内外の展示会等の情報を提供
・企業からの発信 新技術・新製品の登録企業へのアピールや困りごとの解決に向

けた登録企業との情報交換の場を提供
＜専用サポートダイヤル＞ 取組に挑戦するにあたっての各種相談に対応
＜情報交換会の開催＞ 企業間のネットワークづくりの場を提供

北海道経済部産業振興局 産業振興課 ものづくり産業グループ ℡ 011-204-5323
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/mono_tenn.htm

ものづくり力をアップしたい！

「本道のものづくり産業振興の新たな展開方向」に賛同し、「地域のものづくり力の
アップ」に積極的に挑戦する企業（製造業）の取組を支援します！

「地域のものづくり力」のアップ「参画・協力企業への支援」

支援内容

具体的支援

お問い合わせ先

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/mono_tenn.htm
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道内メーカーから相談のあった商品について、バイヤー目線から商品について市場ニー
ズにマッチしたアドバイス等を行います。
＜主な相談内容＞

・こだわりを持って商品を作ったが、どのように売ってよいかわからない。
・製品のディテールの部分（価格、分量、パッケージ、味付け等）が市場ニーズにマッチ
しないため、販路が広がらない。

道内の百貨店、テレビショッピング、雑誌、アンテナショップ「北海道どさんこプ
ラザ」等の分野で活躍するバイヤーやフードライター、料理人などにご協力をお願い
しております。

アドバイスを受けること自体は無料です。ただし、相談は原則札幌で行いますので、
相談者の旅費は企業の負担となります。

＜申し込みからアドバイスを受けるまで＞
①申し込み
随時受付しています。「北海道『食の磨き上げ職人』アドバイス依頼書」（※）に

必要事項を記載し、道（食関連産業室）または各（総合）振興局の商工労働観光課
に提出してください。
※「依頼書」は食関連産業室ＨＰからダウンロードできます。

②日程調整
道は、依頼書の内容に基づき、北海道「食の磨き上げ職人」と連絡し、適当と認

められる職人の助言が行われるよう調整を図ります。調整後、結果を事業者に通知
します。
③相談
事業者はその後、面接により相談。北海道「食の磨き上げ職人」はその内容に対

し助言を実施します。

北海道経済部 食関連産業室 マーケティンググループ ℡ 011-204-5766
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm

国内外で通用する食の商品開発や販路拡大をしたい！

道内で活躍するバイヤー等を「北海道『食の磨き上げ職人』」として委嘱し、道産食
品の磨き上げを目的に商品開発や販路拡大に関する事業者等への指導・助言を通じ、国
内外で通用する北海道ブランドの創出を図ります！

北海道食の磨き上げ職人アドバイス事業支援内

支援内容

構成メンバー

費用

お問い合わせ先

ご利用方法

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm


- 9 -

新製品の開発や市場ニーズの把握、販売促進計画の企画・立案など、企業等のマー
ケティング活動に関して、マーケティングアドバイザーが助言･指導を行います。

面談・電話・ＦＡＸなど、ご要望に応じ、アドバイザーとも相談のうえ決定します。

アドバイスを受けること自体は無料です。
ただし、自社に来てもらうなどアドバイザーに旅行を依頼する場合などには、旅費

や謝金などが必要になります。

＜首都圏・中京圏＞
・「マーケティングアドバイザー助言・指導依頼書」（※）を食関連産業室に提出して
ください。

・道は、依頼書の内容に基づき、「北海道どさんこプラザ受託者」と連絡し、適当と認
められるアドバイザーの助言が行われるよう調整し、日程や相談方法等について結
果を企業に通知します。
※「指導依頼書」は食関連産業室HPからダウンロードできます。

＜札幌市＞
・「マーケティングアドバイザー助言・指導依頼書」を、下記に提出してください。

依頼書提出・問合せ先
北海道どさんこプラザ札幌店
札幌市北区北６条西４丁目 ＪＲ札幌駅西通北口１階
TEL 011-213-5053 FAX 011-213-5092

依頼者の内容に基づき、適当と認められるアドバイザーの助言が行われるよう調整
を図り、日程や相談方法等について結果を企業に連絡します。

北海道経済部 食関連産業室 マーケティンググループ ℡ 011-204-5766
URL： http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm

食の商品開発・マーケティングの相談をしたい！

「北海道どさんこプラザ」（有楽町店、池袋店、相模原店、名古屋店、札幌店）にか
かる事業の一環として、首都圏、中京圏及び札幌市にマーケティングアドバイザーを配
置し、道内の中小企業等からの商品開発・マーケティング活動等に関する相談に対して
助言等を行います！

マーケティングアドバイザー事業支援

支援内容

アドバイスの方法

費用

お問い合わせ先

ご利用方法

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm
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次のいずれかに該当する道産品
・札幌店：札幌市内で販売を開始して１年以内の加工食品や工芸品
・道外店：道外で販売を開始して１年以内の加工食品や工芸品（名古屋店は加工食品
のみ）

・インターネット：インターネット販売を開始して１年以内の加工食品
・シンガポール店：シンガポールで販売を開始して１年以内の加工食品

道内に事務所又は事業所を有する公益的な団体、企業、個人（個人のグループを含む）
のうち、つぎの条件のいずれかに該当すること。
①道産品の製造又は加工を行っている方
②自ら企画・考案した道産品の販売を行っている方
③運営者からの求めに応じて貿易関係上必要な書類の準備・データ提供が可能な方
（シンガポール店のみ）

①販売手数料は国内希望小売価格に対し、国内・インターネットは18％、シンガポー
ル店は30％

②ＰＬ（製造物責任保険）に加入していること
③食品表示法の表示に関する法令を遵守していること
④指定する食品検査を実施していること（申込商品が食品の場合）
⑤該当する食品製造に係る営業許可を受けていること

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

販売期間 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

募集期間 1月 4日 4月1日 7月1日 10月1日
(国内/ﾈｯﾄ) ～2月20日 ～5月20日 ～8月20日 ～11月20日

募集期間 12月 1日 3月1日 6月1日 9月1日
(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) ～12月20日 ～3月20日 ～6月20日 ～9月20日

・「テスト販売申込書」に必要事項を記載し、添付書類とともに各（総合）振興局商工労
働観光課に提出してください。

URL：国内・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/testhanbai.htm
シンガポール店 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/testhanbai_sin.htm

北海道経済部 食関連産業室 マーケティンググループ ℡ 011-204-5766

食の新商品をテスト販売したい！(国内・海外)

「北海道どさんこプラザ」（有楽町店、名古屋店、札幌店、インターネット、シンガ
ポール店）で新商品を３ヶ月間、販売することができます（有楽町店及び札幌店では、
売り上げが好調な商品はさらに３ヶ月間の販売延長あり）。販売期間終了後には販売期
間中の評判、評価等のアドバイスを行います！

北海道どさんこプラザテスト販売制度支援内容、

応募商品の要件

対象となる方

販売条件等

お問い合わせ先

ご利用方法

募集期間

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/testhanbai.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/testhanbai_sin.htm
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海外アドバイザー（タイ、シンガポール）
○最新の食に関するビジネス情報収集
○現地の通関対応や輸出入手続きのアドバイス
○現地の個別商談支援

国内アドバイザー
○企業の輸出に係る相談対応
○商品の掘り起こしや磨き上げ
○輸出事務のサポート

商談会の開催
○シンガポール、タイ、香港及び台湾において、道内企業の参加による現地企業との
商談会を開催

・本事業は、委託事業として実施します。
・本事業の事業期間は、平成28年９月～平成29年３月です。

北海道経済部 食関連産業室 輸出戦略グループ ℡ 011-204-5138
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/index.htm

○企業の輸出に係る相談対応
○現地における商談会の開催（開催予定地：ＵＡＥ（ドバイ）ほか（調整中））

・本事業は、委託事業として実施します。
・本事業の事業期間は、平成28年９月～平成29年３月です。

北海道経済部 食関連産業室 輸出戦略グループ ℡ 011-204-5138
URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/index.htm

食の輸出をしたい！（アジア、北米、EU向け）

輸出事務に精通し、商談支援等が可能なアドバイザーを海外（タイ、シンガポール）
と国内に配置し、道内食関連企業の輸出をサポートします！

道 産 食 品 販 路 拡 大 推 進 事 業支援内

支援内容

留意事項

お問い合わせ先

食の輸出をしたい！（イスラム圏向け）

中東地域の市場情報や貿易事情に精通するアドバイザーを国内に配置し、道内食関連
企業の輸出をサポートします！

新 規 市 場 食 需 要 開 拓 推 進 事 業支援内

支援内容

留意事項

お問い合わせ先

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/index.htm
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対象者 対象事業

道内で活動する企業や地域クラスター ①ビジネスプランの策定サポート
発展に取り組むグループ等 ②ビジネスアイディア・プランの事業化可能性の検討

③商品（またはサービス）改良・改善支援
④マーケティング支援
⑤販売促進・販路開拓支援
⑥新技術・新製品開発のためのコーディネーターの派遣
・配置

⑦食品試作実証に関する支援
⑧道内各地域における産業クラスター形成活動に対する
支援

ご相談内容に応じて最適な支援をご紹介いたします。まずはお問い合わせください。

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）
クラスター事業部 TEL：011-708-6526

助成限度額
対象者 対 象 事 業 及び助成率

創業者
新規に事業を開始することに伴う新商品・新 100万円

サービスの開発や販路開拓等の取組 2／3以内

(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 ℡ 011-232-2403

URL：http://www.hsc.or.jp

北海道経済部 産業振興局 産業振興課 産業企画グループ ℡ 011-204-5311

新たな事業に取り組みたい！

道内に主たる事業所を設けて、新たに事業を起こそうとする方を対象に、新商品開発
や販路開拓等の取組を支援します！

北海道中小企業応援ファンド事業（加速的産業促進支援事業）支

支援内容、対象となる方

お問い合わせ先

道内各地の地域資源や産業技術を活用したビジネスアイディアやビジネスプランの
検討から商品等の開発、事業化までの一貫した支援を行います！

ビジネス創出・事業化促進支援事業る方

支援対象者・対象事業

ご利用方法

お問い合わせ先

地域資源を活用した商品開発や事業化を行いたい！

http://www.hsc.or.jp
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対象事業 事業主体 事業内容 助成対象経費

新産業創 企 業 、 食、観光、ＩＴ、バ 1 地域における新産業シーズの発掘、マ
造等事業 グループ、 イオ、住宅、環境・ ーケティング・販売ルート開拓及び事業

団体など リサイクル、生活関 化計画策定など起業化に要する経費
連産業などの産業分 2 企業の経営多角化、産学官連携による
野、地場資源の活用 研究開発、産業クラスター研究会・異業
及びものづくりに係 種間交流事業、成長分野産業との連携な
る起業化、新分野進 ど新分野進出に要する経費
出及び新技術・新商 3 新技術開発に係る専門家の招へい・研
品開発に真に必要な 究機関への社員派遣などによる人材育
事業 成、新技術・新製品・新サービスＰＲな

ど、新技術・新製品開発に要する経費
4 新技術を用いた製品の高付加価値化、
量産化などに必要な施設・設備などに要
する経費

その他、 企 業 、 新たな投資や雇用開 新たな設備投資や雇用増に繋がる事業に
新たな産 グループ、 発効果などがある真 要する経費
業の創造 団体など に必要な事業
に必要な
事業 その他、会長が特に 会長が特に必要と認める事業に要する経

必要と認める事業 費

助成率２／３以内

当助成事業は、各市町の助成制度に基づき、市町が企業等に助成する場合に、基金を
活用して助成するものです。
各市町ごとに要件、手続き等が異なりますので、内容等については、各市町担当窓口

にお問い合わせください。
URL： http://www.santan.jp/

産炭地域市町
(一社)北海道産炭地域振興センター ℡ 011-210-0130
北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室 産炭地・保安グループ ℡ 011-204-5321

産炭地域で新しい事業に取り組みたい！

釧路産炭地域１市４町（釧路市、釧路町、厚岸町、白糠町及び浦幌町）を対象地域と
して、新産業創造等に資する事業に対する取組に対し、市町を通じて釧路産炭地域総合
発展基金を活用して助成します。

釧路産炭地域総合発展基金の助成措置支

助成対象事業及び対象者

支援の内容

ご利用方法

お問い合わせ先

http://www.santan.jp/
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対象者 対 象 事 業 助成限度額及び助成率

農林漁業者と中小企 新商品・新サービスの開発から 200万円／年

業者等で構成される任 販路開拓までの事業化実現に向け （機械等開発500万円／年）

意グループ た一連の取組 食分野 ２／３以内
その他 １／２以内

詳細はお問い合わせください。
URL：http://www.do-shokoren.com

北海道商工会連合会 組織経営支援部 企業支援課 ℡ 011-251-0102
北海道経済部 食関連産業室 食クラスターグループ ℡ 011-204-5979

区分 対象者 対象事業 助成限度額及び助成率

地域資源活用型
地域資源を活用した新商品・

事業化実現事業
中小企業等

新サービスの開発から販路拡 300万円
大までの事業化実現に向けた ２／３以内
一連の取組

地域ブランド販 1次産業団体 地域ブランド化に向けた戦略の 500万円／年
路拡大支援事業 商工団体等 策定から販路拡大の一連の取組 ２／３以内

(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 ℡ 011-232-2403

URL：http://www.hsc.or.jp

北海道経済部 産業振興局 産業振興課 産業企画グループ ℡ 011-204-5311

地域資源を活用して商品づくりや販路を拡大したい！

地域資源を活用した競争力ある商品づくりやブランド化など事業化実現に向けた
取組を支援します！

北海道中小企業応援ファンド事業（地域資源活用型新産業創出支援事業)

支援内容、対象となる方

お問い合わせ先

農林漁業者と連携して新商品・新サービスを開発したい！

地域の強みや特色を活かした農林漁業者と中小企業者等との連携による新商品・新サ
ービスの開発などの事業化実現に向けた取組を支援します！

北 海 道 農 商 工 連 携 フ ァ ン ド 事 業 支 援

支援内容、対象となる方

ご利用方法

お問い合わせ先

http://www.do-shokoren.com
http://www.hsc.or.jp
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事業計画の認定を受けた中小企業者が行う地域資源を活用した
地域産業資源活用事業 商品等の開発や販路開拓等に係る経費について補助します。
計画認定の必要あり ・補助率 ：補助対象経費の２／３以内

・補助金額：５０万円以上５００万円以下／件

※４者以上の共同申請案件の場合には５０万円以上２０００万円以下／件

事業計画の認定を受けた中小企業者及び一般社団法人等が行う
地域資源を活用した商品等に関する市場動向等の情報を製造事

小売業者等連携支援事業 業者にフィードバックし、消費者嗜好の商品づくりに繋げるた
計画認定の必要あり めの経費について補助します。

・補助率 ：補助対象経費の２／３以内
・補助金額：５０万円以上１０００万円以下／件

北海道経済産業局 産業部 中小企業課 ℡ 011-709-2311（内線2578）
URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/chiiki.htm

農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者等が、
当該計画に従って行う新商品・新サービスの開発、それに

事業化・市場化支援事業 係る試作品の製造、販路開拓等に要する経費の一部を補助
計画認定の必要あり します。

・補助率：補助対象経費の２／３以内
・補助金額：５０万円以上５００万円以下／件

農商工等連携支援事業計画の認定を受けた一般社団法人
連携体構築支援事業 ・一般財団法人又はNPO法人が、当該計画に従って行う農商
計画認定の必要あり 工連携事業に取り組む事業者等へのセミナー、研修、交流

イベント等に係る経費を補助します。
・補助率：補助対象経費の２／３以内
・補助金額：５０万円以上５００万円以下／件

北海道経済産業局 産業部 農商工連携課 ℡ 011-709-2311（内線2599）
URL： http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/noushoukou.htm

農商工連携に取り組みたい！

農林漁業者と中小企業者が共同で行う新商品・新役務の開発等に係る事業や、一定の
要件を満たす一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人が農商工等連携事業に取り組
む事業者等に対して行うセミナー・研修等を支援します！

ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）支援内

支援対象及び補助額

お問い合わせ先

地域資源を活かした商品・サービスを売りたい！

地域の強みとなり得る地域資源（農林水産物、鉱工業品、観光資源）を活用した「ふ
るさと名物」の開発・生産や需要の開拓等に取り組む中小企業者、一般社団法人等を
支援します！

地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業な

支援対象及び補助額

お問い合わせ先

http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/chiiki.htm#02
http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/noushoukou.htm
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新連携計画の認定を受けた連携体の代表者が、当該計画に従
って行う新しいサービスモデルの研究開発等に係る経費につい

計画認定の必要あり て補助します。
・補助率 ：補助対象経費の２／３以内
・補助金額：１００万円以上３，０００万円以下／件

北海道経済産業局 産業部 中小企業課 ℡ 011-709-2311（内線2578）
URL ： http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/sinjigyo.htm

区 分 対象者 対 象 事 業
助成限度額及び
助成率

地域における新事業展開等のアイ
ディアをビジネスプラン段階にレ

事業シーズ可能性
ベルアップするために必要な小規

200万円
拡大支援事業 模な試作・開発やテスト事業等の ２／３以内

試行

道内の産業支 開発した商品やサービスの質の向
市場適応能力高度 援機関と中小 上を図ることで市場適応能力を高 300万円
化促進支援事業 企業者等によ めるなど、事業化を軌道に乗せる ２／３以内

る共同事業体 ための一連の取組

道内で生産・供給される商品・サ
ービスの改良、新商品・新サービ

ブランド化促進支 スの開発から販路開拓、ＰＲ戦略 1,000万円
援事業 の確立等の北海道ブランド化に向 ２／３以内

けた一連の取組

(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 ℡ 011-232-2403
URL：http://www.hsc.or.jp
北海道経済部 産業振興局 産業振興課 産業企画グループ ℡ 011-204-5311

異分野の事業者等と連携して新しいサービスモデルの開発などをしたい！

中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異分野の事業者との連携を通じて
行う新しいサービスモデルの開発等のうち、特に地域産業の競争力強化に資すると認め
られる取組について支援します！

商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業） 支

支援対象及び補助額

お問い合わせ先

地域の強みや特色を活かした事業をおこしたい！

地域での優位性のある産業を核に、関連企業や研究機関の協働による産学官や産業間
の連携を図りながら、地域の強みや特色を活かした産業おこしの取組を支援します！

北海道中小企業応援ファンド事業（産業クラスター形成促進事業） 支

支援内容、対象となる方

お問い合わせ先

http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/sinjigyo.htm
http://www.hsc.or.jp
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新たに創業する者：新たに創業するものであって、個人開業又は会社等の設立を行いその代表者
となる者

第二創業を行う者：事業承継を行った者又は行う予定の者で、既存事業以外の新事業を開始する
者

※産業競争力強化法の創業支援事業計画認定市区町村（H28.4.1現在で道内５８市町村）に
おける創業であって、特定創業支援事業を受けることが要件となります。

対象経費：人件費、店舗借入費、設備費、広報費、知的財産関連経費、マーケティング調査費等
補助率 ：補助対象経費の２／３以内
補助金額：１００万円以上～２００万円以内（第二創業で既存事業を廃止する場合には、廃止費

用を含め１，０００万円まで）

北海道経済産業局 産業部 中小企業課 Tel：011-709-2311（内線：2577）

新たに創業したい！事業承継を契機に新分野に挑戦したい！

特定の地域で新しいビジネスを始めるための創業費用の一部を補助します。
また、事業承継を契機に既存事業の全部又は一部を廃止し、新分野に挑戦する第二
創業者には、創業費用に加え、廃業費用の一部も補助します。

創業・第二創業促進補助金

補助対象者

支援内容

お問い合わせ先


