
技術面の困りごとを解決したい !

制度の内容等

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

→ 最寄りの産黎支In●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

→ 加入されている彙界団体へご相談ください。
2支援(ネットワーク)の仕組み -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j●のネットワークと業界団体のネットワークで、企業の皆■のご相談に効果的に対応します。
(1)地城のネットワーク

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j●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)=界 のネットワーク
ものづくりに関連する0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 食品や機構 lTな ど

産業間の連携を強1じ し、付加価値の高い製品開発をlE進します。
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地方J立行取去人北海道立総合研究●構産彙技術研究木都(ものづくり支援センター)

公査財団法人 Jし海道中小企案聡合支援センター

公奎財口議人北海道科学技術総合■■センター(ノーステックけ団)

くメールマガジン「ものマガJ〉

〔IB載 内容]

北海道  国や道などの助成制度 道内外の展示会等の情報を提供
メルマガ登録企業¨ 新技術 新製品のアビールや 課題解決に向けた情報交換

TEt 011 747‐ 2357

TEL 011 232-2001

T[t011‐7086525

「北のものづくリネットワークJに ついて

道内各地域の産業支援機関や、ものづくりに関連する業界団体の連携のもと、「北のものづくり

ネットワーク」がものづくり企業の皆様からの技術課題や新製品の開発などに関する課題解決を

支援します。
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道内各地域の産業支援機関

ものうくり関連業界団体

中 核 機 関 ※企責からの相談に対応する中核を担う機関



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 Jし海道立総合研究機構

食品製造を行う企業等に対し、 もに、企業のニーズに応
した力D工技術の開発を行い、力0工技術の高度イし、 |

支援内容

技術相談
技術指導

企業尋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81に技術指導を行います。
(餞時受付)

技IFl研 究会
専Pl家又はセンター臓員が講師となつて、業種や技術別の共通課題について、検討、情報の交換 共有
を行います。

技術講習会
企彙等の食品製造に関わる従業員の技術の向上を図るため、加工・検査等の実習を伴う専門技術鷹習

会を開催します。

研修者の受入
(無料)

道内企業等の技術者や研究者を研修者として受け入れ、技術の習得を回ります。

試験設備
機器の開放

(有料)

食品加工研究センターの加工機構、渕定機彗、分析機器などの各種設備を有料で道内企業等の利用に
供します。

依頼試験 分析
(有料)

道内企業等の依頼を受け、有料て試験、分析 測定などを行います。

北海道立ォホーックロ地域食品加工技術センター TB O!5,3611680
URL : httpi//foodohotuku jp/
北海道立十勝□地域食品加工技術センター    TB 0155 37 3383
URL i http://―  tokachi―zaidan jp/

地方独立行政法人 Jし 海道立総合研究機構 産業技術研究本部
URL  http://― hro or jpノ :ist/industria1/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つ819 札幌市北区北19条西11丁 目 h0117472345

食品加工研究センター 食品技術支援グループ
住所 :〒 069●836 江別市文京台録町589番地4 ■1011■ 87■■6



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

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 ものつくり支援センターでは、道内企業

等の技術的課題の解決に向けて技術相談などを行うとともに、新製品 。新技術の開発などを共同研究や

依頼試験分析などにより支援しています !

支援内容、対象となる方
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。

技術相談
(無 料)

現地技術指導
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書
します。

O所内技術指導
工業試験場および食品加工研究センター内において、遭内企業等の技術
者や研究者等を受け入れ、技術指導などを行います。

現地技術指導
所内技術指導

研究聴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・新枝
の開発などを支援します。

技術開発派遣指導
(有 料)

【工葉試験場のみ】

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、有料でrK遣
し、新製品 新技術の開発を支援します。

短期実用化研究開発
(有 料)

【工業試験場のみ】
道内企業等の技術者や研究者を研修者として受け入れ、技術の習得を支研修者の受入

(無 料)

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。

試験設備、機器の開放
(有 料)

道内企業等の依頼を受け、有料て試験、分析、測定などを行います。依頼試験 分析
(有 料〉

地方独立行政法人 1ヒ 海道立総合研究櫨構 産業技術研究本部
URL  http://‐ hro 。「 Jp/1iSt/induStria1/index himl

ものづくり支llセ ンター エ業技術支援グループ

住所 :〒060→819 4ι幌市北区北19条西11丁 目 L0117472345
食品加工研究センター 食品技術支援グループ

住所 [〒 06911836 江月1市文京台録町589番地 4 h0113874‖ 6



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寺

内  容

(技術相談)

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間し、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、日城内各地域に出向いて、値別技術相談及び現地技術
援等を行います。

(技術講習会)

先端的な技術及び基礎 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

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。

設備機器等の開放
(有 料)

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 :〒0410801 函館市桔梗町379番 地    Ta 0138 34 26∞
URL i http「ノ/ww" techakodate or jp/cente「 /

北海道立オホーックロ地城食品加工技術センター
住所 :〒 090-00118 Jし見市大正353-19     L0157360680
URL  httplプ/foodohotuku 」p/

北海道立十勝日地域食品加工技術センター
住所 〕〒08∝2462 帯広市西22条北2T目 23-10 TE1 0155 37 8383
URL i http//wll food― tokachi jp/

道立工業技術センター、道立オホーツクロ地域食品む0工技術センター及び道立十勝日食品む0工技術セ
ンターでは、 とともに、新製品・ 新技術の
開発などを共同研究や依頼試験分析などにより支援してし l

支援内容

区 分

技術支援

技術者養成

獅
納

麟
皓



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 橘渡 し研究補助金)

道内の企業と大学・公設試験研究40関等の共同研究グループが実施する産学連携研究のスタートアップ
研究や、産学連携成果のステップアップ研究を支援します 1

公査財団議人北海■科学技術総合蜃興センター(ノ ーステック財団)

研究開発支援都 TEL OH 708ヽ 392

イノベーション創出研究支援事業

発展 橋渡し研究補助金スター トアップ研究補助金

発展的な産学官共同研究や事業化を志向す
る基礎的・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

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

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

対象となる
研究開発

「北海道科学技術振興計画」で定める重点
化プロジェク トに定める以下の分野
①食・健康・医療分野、②環境 。エネル
ギー分野、③先進的ものづくり分野、④A
I IoT等利活用分野 及び北海道の地
域振興に資する先導的分野 等

上限 200万 円/件 (補助率10/10) 上限 400万 円/件 (補 助奉10/10)

※上記は平成30年度の支援内容です。


