技術面 の困りごとを解決 したい

!

「北 の もの づ くリネ ッ トワー ク」 につ いて

1

=

1相 談内容・相談先

(1)技 術課題や製品開発などに関する課題解決に向けたご相談
→ 最寄りの産業支援機関へご相談ください。

(2)よ り付加価値の高 い製品開発のための共同開発に向けたご相談

→ 加入されている業界団体 へご相談ください。
～2つ のネットワークでものづくり企業の課題解決を支援します :～
地域のネットワークと業界団体のネットワークで、企業の皆様のご相談に効果的に対応します。
(1)地 域のネットワーク
地域内の支援機関や大学などのネットワークを構築し、各機関が持つ資源を持ち寄ることで地域内での課題解決
を促進し、地域内で解決できない課題は、全道的中核機関が支援します。
(2)業 界のネットワーク
ものづくりに関連する6団 体 のネットワークを構築し、業界団体 の会員企業の相互交流により、食品や機械、:Tな ど
産業間の連携を強化し、付加価値の高い製品開発を促進します。
3相 談窓 ロ

2支 援 (ネ ットワーク)の 仕組み
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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 TEL OH-204-5323
URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/monO_tenn.htm
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食品加工技術の高度化や新製品開発に取り組みた い
道立地域食品加 工技術セ ンター・ 地方独立行政法人

1

Jヒ

海道立総合研究機構

彗壕麟薔111言 ]]]ZI[奎]‖ 懲鸞懸1‐

技術相談
技術指導
技術研究 会

:F■ 1清

_開

研修者 の受入
(無 料)
試験設備 、
機器 の開放

企業等からの技術相談に対応し、助言を行うほか、企業等 に出向いて、個別に技術指導を行います。
(随 時受付)
口
軍両豪又はセンター職員が講師となうて、業種や技術別の共通課題について、検討、情報の変換 共有
曇行います。
年間2回 程度開催
の向上を図るため、
1～ 3日 /回 年間

道内企業等 の技術者 や研究者を研修者 として受け入れ、技術の習得を図ります.
の利用
食品加 工 研究 センターの加 工 機械 、測定機器 、分析機器などの各種設備を有料 で道内企業等

r右 担 ヽ

分析
依頼試験 口
(有 料 )

道内企業等 の依頼を受け、有料 で試験 、分析 、測定などを行います。

北海道 立オホー ツク圏地域食 品加 工技術 セ ンター
URL: http://f00dOhOtuku.jp/

北海道立十勝日地域食品加工技術センター
URL:http://w冊 .fOOd― tokachi.jp/

h0157-36-0680
1■

0155-37-8383

技術相談や 共同研究、試験 分析を したい
地方独立行政法人北海道立総合研究機構の技術支援等

:.1ふ

,
嘉礎藍頭願慮襲嘉蓬轟薩譲轟子

区 分

技術相談
(無 料 )

現地技術指導
所内技術指導

技術開発派遣指導
(有 料)
工業試験場のみ】
【
短期実用化研究開発
(有 料 )

工業試験場のみ】
【

研修者 の受入
(無 料 )
試験設備 、機器 の 開放
(有 料)
分析
依頼試験 口
(有 料)

内

容

研究職員 が道 内企業等 の 技術的課題 や新製 品・新技術開発など、各種技
な相談 に応 じます。

研究職員が道内中小企業等を訪問し、技術的課題の解決に向けて助言
します。
工業試験場および食品加工研究センター内において、道内企業等の技術
者や研究者等を受け入れ、技術指導などを行います。
研究職員を道 内企業等 に中長期間 (21日 以上 )有 料で派遣 し、新製品
の 開発などを支援します。

ロ

短期間で実用化 しようとする中小企業等 に研究職員を短期間 (6～ 20日 間 )
で派遣 し、新製品 口
新技術 の 開発を支援 します。
道 内企業等 の技術者や研究者を研修者 として受け入れ 、技術 の習得を支
工 業試験場および食 品加 工 研究 センターの加 工機械 、測定機器 、分析機器
どの各種設備を有料で道内企業等の利用に供します。
道内企業等 の依頼を受け、有料 で試験 、分析 、測定などを行 います。

地方独立行政法 人 Jヒ 海道立総合研究機構 産業技術研究本部
URL: http://冊 .hrO.Or.jp/1iSt/industrial/indeX.html
ものづ くり支援セ ンター エ業技術支援グルー プ
住所 :〒 060-0819 ホL幌 市北区北19条 西11丁 目 L011-747-2345
食品加 工研究 セ ンター 食品技術支援 グループ
住所 :〒 069-0836 江別市文京台緑町589番 地 4 ■L011-387-4116

技術相談や共同研究、試験分析を したい

!

道立工 業技術セ ンター等の技術支援等

:::會

暮
‡

lllll [li:!::lil::liliiil:::lilllllll] :1ミ

区

内

分

容

(技 術相談 )

技術支援

研究職員が企業等の技術的課題や新製品・ 新技術開発など、各種相談に応 じます。
(現 地技術支援)
研究職員が企業等を訪問 し、技術的課題の解決 に向けて助言 します。
(移 動食品加 工技術セ ンター )
地域食品加工技術センターでは、日域内各地域 に出向いて、個別技術相談及び現地技術
を行います。
(技 術講習会 )

:血 鋼
試験 分析
(有 料 )

設備機器等の開放
(有 料 )

先端的な技術及び基礎 口応用技術の習得 を 目的 と した講習や研修 を行 います。
(研 修生受 け入れ )
道内企 業等 の技術者 や研 究者 を研修 生 と して受 け入れ 、技術の習得 を図 ります。
道内企業等の依頼 を受 け、有料 で試験 、分析、測定な どを行 い ます。
各種設備 や加工機 械 、測定機器 、分析機器 な どを有料 で道内企 業等 に開放 します 。

北海道立工業技術セ ンター
住所 :〒 041-0801 函館市桔梗町379番 地
L0138-34-2600
URL: http://www.techakodate.or.Jp/Center/
北海道立オホーツクロ地域食品加工技術センター
TEL 0157-36-0680
住所 :〒 090-0008 Jヒ 見市大正353-19
URL: http://foodohotuku.jp/
北海道立十勝日地域食品加 工技術セ ンター
住所 :〒 080-2462 帯広市西22条 北 2丁 目23-10 TEL 0155-37-8383
URL: http://www.food―tokachl.jp/

産学連携 の研究開発を したい

!

イ ノベー シ ョン創出研究支援事業 (ス ター トアップ研究補助金・ 発展・橋渡 し研究補助金)

畔

ギ‖鵠F‐
・

,二

イノベーシ ョン創出研究支援事業
補助金名

ス ター トア ップ研究補助金

発展・橋渡し研究補助金

目的

発展的な産学官共同研究や事業化を志向す
る基礎的 口先導的研究等を推進

有用な新技術の創出や地域産業の振興 に
つながる可能性が高い研究開発を推進

補助対象者

北海道内の大学・ 試験研究機関等 と北海道内に研究開発・ 製造活動の拠点を有する企業
との共同研究グループ

対象 となる
研究 開発

「新北海道科学技術振興戦略 Jで 定める戦
略研究分野

①食・健康・ 医療分野、②環境・ エネル
ギー分野、③その他、北海道の地域振興に
資する先導的分野 等

事業化に向けた具体的な計画を有する研究
①スタートアップ研究で優秀な成果を得たも
の、②国等の支援事業で優秀な成果を得た
もの、③国のプロジェクトの活用を具体的に
計画しているもの 等

採択件数

14件 程度

5件 程度

補助金額

上限

募集期間

4月 上旬 ～ 5月 中旬

200万

円/件 (補 助率 10/10)

※上記は平成 29年 度 の 支援内容です。
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)
研究開発支援部 TEL 011-708-6392

上限

400万 円/件

(補 助率 10/10)

