
平成３０年度：北海道経済産業局の

「食」分野における重点取組について

～「輸出促進」と「生産性向上」～

平成３０年６月２０日

【お問い合わせ先】

経済産業省北海道経済産業局

産業部 農商工連携課 担当（西村、佐々木）

電話：011-709-2311(内線2593, 2594)

FAX：011-709-2566

E-mail：hokkaido-noshoko@meti.go.jp

mailto:hokkaido-noshoko@meti.go.jp


北海道経済産業局は、国内人口減少に伴う内需の縮小や人手不足等に対応しつつ、道内「食」

関連産業の「稼ぐ力」を強化するために、平成30年度の「食」分野における重点取組について、昨年度

に引き続き、「輸出促進」、「生産性向上」をテーマに実施します。

地域経済を牽引する「地域中核企業」や中小企業者と農林漁業者が「農商工連携」で取り組む

以下の３つの重点取組を積極的に支援します。

【要 旨】
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【重点１】 食文化「丸ごと」輸出

～ 食材、調理法、食べ方など食文化と一体となったＰＲ ～

【重点２】 国際的な食品規格・認証の推進

～ GAP、HACCPにチャレンジする取組を支援 ～

【重点３】 生産性革命

～ ロボット、自動機械、ＩＴ等の設備導入を支援 ～



世界の食市場の獲得のためには、北海道の食品とその食文化の魅力を正しく普及し、定着していくよう
な取組が必要です。そのためには、単品ごとに輸出拡大に取り組むのではなく、食材に加え、調理法、食
べ方など食文化を丸ごと売り込むことが有効です。

そこで、北海道経済を牽引する「地域中核企業」とその関連企業が実施する「海外フェア」や「産業
ツアー招聘」（海外現地バイヤー、調理師等を招聘し、道内産地と交流）の開催などを支援します。

【重点１】 食文化「丸ごと」輸出
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札幌ラーメン × 中東ドバイ

（地域中核企業） 西山製麺（株）

道産米 × 米国ニューヨーク

（地域中核企業）（株）Wakka Japan

居酒屋 × 極東ロシア

（地域中核企業）（株）伸和ホールディングス

十勝の食材 × シンガポール
（地域中核企業） (株)山本忠信商店

(株)プライム・ストリーム北海道

北海道の水産物 × 中国

（地域中核企業） カネシメ高橋水産（株）

【平成29年度の事例／札幌ラーメン×中東ドバイ事業】

平成29年8月にドバイからスーパーシェフ（世界の富裕層をターゲットとしたレストラン

総料理長）７名を招聘。道内の産地・選果場・市場・ラーメン工場等を視察。

平成 29年 12月 に ド バ イ の

レストラン 2店舗で、現地で

ブームになりつつあるラーメンを

切り口に、食材・調理法・食べ方

な ど 食 文化 と 一体 と な っ た

ブランディング・プロモーション

「 HokkaidoRamen Fair 」 を

初開催。

【ターゲットとする「食文化」と対象国・地域】
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食のグローバル化に伴い、「農業生産者のGAP」や「加工・流通事業者のHACCP」などの国際的な
食品規格の認証取得を取引水準として求める動きが拡がっています。

そこで、これら食品規格の認証取得にチャレンジする食関連事業者の拡大を目的に、「普及セミナー」
を農林水産省北海道農政事務所と連携により開催するとともに、 「地域中核企業」が実施する「モデル
事業」を支援します。

以上を通じ、今後の輸出促進や国際競技大会への商品供給拡大につなげてまいります。

【重点２】 国際的な食品規格・認証の推進
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【普及セミナーの開催】
国際的な食品規格・認証にチャレンジ

●日程等：平成30年秋頃・札幌市内

●主催（予定）
・農林水産省北海道農政事務所
・経済産業省北海道経済産業局

●プログラム（例）
・国際的な食品規格とは
・GAP取組事例（農業者報告）
・HACCP取組事例（加工事業者）
・交流会・マッチング

※ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の規格。
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に食材を提供するにはＧＡＰ認証の取得等が条件。

※ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）とは、食品による危害の発生を未然に防止するための工程管理の規格。

【モデル事業】（株）もりもと（菓子製造業／千歳市）

GAP農作物・HACCP工場でスイーツ開発！

（株）もりもとは、平成29年度、Ｊ-GAP農作物

（すいか／（株）天間農産本舗／富良野市）

を活用した商品開発（ゼリー）を行い、平成30

年3月にテスト販売を実施し、平成30年6月１

日から本格販売を開始。

同社では、平成30年度、更に道内各地の

GAP認証農業者からの原料調達を強化するとともに、自社工場のHACCP

認証も推進し、国際規格に則った商品づくりの取組を強化します。

概要P11



岩見沢農業高校 × ヤンマーアグリジャパン（株）
～ 次代を担うスマート農業人材の育成 ～

岩見沢農業高校が、ヤンマーアグリジャパン（株）のサポートを

受けて、ＩＴを活用したスマート農業の実証を通じた人材育成

事業を実施。

同社が保有するドローンに取り付けた特殊カメラで岩見沢農業

高校の圃場を空撮し、生育マップを作成。学生自らが同マップを

参考に収量・品質アップのための方策を検討。

また、最新農業機械等の基礎知識や安全に農作業を行うため

に普段乗りなれない機械の扱いを学ぶ研修も実施。

我が国食品製造業は、他の製造業と比べて生産性が低く、労働集約的であることから、人手不足に
よって生産体制を維持・拡大することが困難になっています。

そこで、道内食関連産業の生産性を飛躍的に向上させる設備（ロボット、自動機械、ＩＴ等）の
導入や人材育成モデル事業を支援します。

【重点３】 生産性革命
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サンマルコ食品（株）（札幌市）

～ 主力の恵庭工場のライン増設・自動化 ～

冷凍食品製造のサンマルコ食品は、需要増と人手不足等に

対応するために、主力の恵庭工場で新棟を建築し、冷凍コロッ

ケ製造ラインを増設予定（平成30年８月着工、31年12月完成予定）。

→ 一部ロボット化も含めラインの自動化を進めるとともに、省エネルギー

設備も導入。

【活用（希望）支援メニュー】

地域未来投資促進法「税制」、省エネ補助金 など
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【参考】 支援メニューと個別プロジェクト

【地域未来投資促進法】

地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野（地域未来

投資）に挑戦する「地域中核企業」の展開、販路開拓、設備

投資等を集中的に支援。

（スキーム）

（１）市町村・都道府県が「基本計画」策定

（道内42計画同意）※平成30年6月20日時点

（２）事業者が基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」

策定（道内52計画承認）※平成30年6月20日時点

（３）国が事業者のニーズに合わせて支援

●新事業展開・販路開拓支援（専門家支援等）

「地域中核企業創出・支援事業」（参考事例）P6-11

●補助金（設備投資等）

「ものづくり補助金」、「ＩＴ導入補助金」 など

●税制（先進的な設備投資への課税の特例等）

●規制の特例措置

（工場立地法の緑地規制緩和・農地転用許可等への配慮等）

●地方自治体の取組促進（地方創生推進交付金等）

【農商工等連携促進法】

農商工等連携促進法に基づき、中小企業者と農林漁業

者が、お互いの強みを活かして、新商品・サービスの開発、販

路開拓、機械・ＩＴ化等の取組を支援。

法認定事業計画には、「専門家による事業計画作成及び

販路開拓等のサポート」、「補助金」、「低利融資」、 「信用保

証の特例」といった支援メニューを提供。

【補助金制度概要】

平成30年度：ふるさと名物応援事業補助金

（農商工等連携事業）

法認定事業計画に基づく、新商品・新サービスの開発、販路

開拓などの経費の一部を補助

（補助上限額）500万円

（補助率） １／２以内

※機械・ＩＴ化事業は、初回に限り上限1,000万円、２／３以内



【平成30年度の取組内容】

海外調理師等との交流を通じた商談支援
7月頃、具体的なニーズを持ったドバイの調理師を道内の生産現場に招へいし、食材の調理法
や食べ方も含めた「食文化ごと」価値を伝える産業ツアー・商談会を実施。また初冬には、欧州
の調理師のもとへ道内調理師を派遣し、現地ニーズや出店課題等を調査。

ドバイで道産食材や食文化等の魅力を発信するフェアを開催
12月頃、海外調理師・インポーター・消費者・投資家等を対象にドバイの高級レストランで開催。
道産食材や食文化等の魅力を発信し、新たなビジネスマッチングの場とする。

海外向けラーメン製造工場の供給体制強化
海外需要が増加する中、人手不足が課題であることから、将来的なロボット導入等の検討のため施策情報を調査。

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
調理師ニーズに直接アプローチ！北海道産食材の輸出拡大事業

（事業統括：(株)北海道二十一世紀総合研究所）

【地域中核企業】
西山製麺(株)（札幌市）

生ラーメン等300種類以上の製品を製造。
国内外ラーメン店主への開業支援コンサルで
顧客との関係を深化。欧米・アジア・中東へ
商品を輸出。

資本金：9000万円
売上高：31億円
従業員：206名

【強み及びこれまでの取組の成果】
域内仕入約200社、仕入額の約８割。域外販売比率は
約５割、うち海外販売比率は約２割。

平成29年度は、海外と北海道の調理師交流や、
中東・北米でのラーメンフェア開催等を行い、年間
3000万円規模（道内からUAEへの食品輸出額の57%に相当）

の商談につながった。

北海道招聘やラーメンフェアで道産食材に価値
を感じたオーナーシェフが平成30年3月、ドバイで
道産食材を使用した飲食店「Oni」をオープン。

道産食品の持続的な輸出拡大と生産性向上を目指す。 ６



【平成30年度の取組内容】

●ニューヨークで日本食文化を発信するプロモーション
日本食関連イベントで、土鍋炊飯によるおいしい北海道米の試食と併せて、「ご飯の
お供」や味噌、醤油といった和食調味料の食べ方提案により、米食文化を発信する。

●新規開設するニューヨーク拠点のスタートアップ支援
ニューヨーク近郊の日本食レストランの取引意向調査やビジネスマッチング等、
効果的・効率的な体制づくりを支援。

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
海外への米食文化の普及と地域商社機能の強化による日本産米の輸出拡大事業

（事業統括：(株)北海道二十一世紀総合研究所）

【地域中核企業】
(株)Wakka Japan（札幌市）

日本産米の輸出商社。玄米のまま米を輸出し、海外拠点で
精米することで鮮度の高い日本産米を提供するとともに、
おいしい食べ方や製造方法などの米食文化を普及することで
海外需要を獲得。日本食ブームを背景に香港、シンガポール、
台湾、ハワイに商品を輸出。

資本金：800万円
売上高：3億4千万円
従業員：5名

【強み及びこれまでの取組の成果】

北海道を中心に全国約200件以上の生産者、
JA、メーカーから仕入れ。海外販売比率100％。
国内生産者と、海外の18,000人以上の個人
顧客や390件以上の飲食店とを結ぶ輸出の
結節点として機能。

平成29年度は、香港への北海道産米や調味
料、道産日本酒の販路拡大に向けてマーケティ
ング調査及びプロモーションを実施し、中国企業
への販路開拓に成功。

ニューヨークを中心に海外へ米食文化を普及させ、日本産米の輸出拡大を目指す。 7



【ポテンシャル（強み）】

道内農業者や道内食関係企業から仕入れた多様な
道産食材をメニュー化し、地域資源の活用や特産品の
消費拡大に取り組む。

製造・物流を内製化し、契約農場
から供給される食材を、加工から飲
食店又は物販店での販売まで一気
通貫で行う社内体制を有し、コスト
を抑え、安くておいしいを実現。

【地域中核企業】
(株)伸和ホールディングス（札幌市）

炭火居酒屋「炎」をはじめ、北海道産食材にこだわった
メニューを特徴とした飲食店及び物販店を道内及び
首都圏合わせて約100店舗を展開。平成29年には
初の海外店舗としてロシアウラジオストクに出店。

資本金：3,600万円
売上高：52億円
従業員：1,600名
※グループ全体

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
ロシア極東を中心とした飲食店拡大や首都圏への物販事業の拡大による道産食材の消費拡大事業

（事業統括：(株)道銀地域総合研究所）

【平成３０年度の取組内容】

ロシアウラジオストクにおいて日本の食文化を発信

居酒屋「炎」ウラジオストク店において「日本食フェア」 を開催（９月頃）し、米や玉ねぎ、じゃがい
もなどの道産食材を使ったカレーライスや牛丼といった日本ならではのメニューを試食してもらうことで、
食文化を発信するとともに、日本食の常設メニュー化や消費拡大に向けたニーズ調査を実施。

北海道の地域食材を活用した競争力のある商品開発支援

ロシアや首都圏への道産食材の販路拡大に向けて、エゾシカやエミューなどの北海道特有の食材を

活用した競争力のある商品開発を支援。

ロシア・首都圏での事業拡大と、道産食材の消費拡大並びに雇用増加を目指す。 ８



【平成３０年度の取組内容】

産業ツアーによる十勝の食文化発信と商談
東南アジアからバイヤー等を招へいし、視察、商談会により食材や食文化をPRする
とともに、バイヤーの関心が高い商材を取りまとめて継続的な商談につなげる。

バイヤーと連携した試作品開発
産業ツアーに参加した海外バイヤーと生産者等が参画し、「売れる」商品の企画、
検討、試作品開発を実施。

シンガポールにおける商談会の実施
試作品のテストマーケティングを実施し、その評価・分析を今後の商品開発に活かす。

【地域中核企業】

(株)山本忠信商店（音更町）

豆類や小麦を中心とする穀物の卸売事業者。平成30年、
原料の高付加価値化にむけて、プレミックス粉製造施設の
建設に着手。

資本金2000万円、売上高38億円、従業員99名

(株)プライム・ストリーム北海道（音更町）

山本忠信商店の100％子会社。食の輸出に特化した
地域商社として、シンガポールを拠点に輸出事業を展開。

資本金780万円、売上高1億円、従業員3名

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
サプライチェーンの強化と十勝ブランドの発信により稼げる「食」の輸出モデルを創出

（事業統括：(株)北海道二十一世紀総合研究所）

【ポテンシャル（強み）】

山本忠信商店は、生産・加工・販売を一貫して
実施する体制を有しており、十勝の
農産品を活用した高付加価値な
輸出商材の企画・開発を行うことが
できる。

輸出代行手続や海外での営業活動
を行うプライム・ストリーム北海道と
連携し、マーケットイン発想での十勝
産品の輸出拡大を目指す。

稼げる食の輸出事業を通じて生産者や食関連企業への波及効果を高め、地域経済の活性化を図る。 9



【平成３０年度の取組内容】

中国特有の輸出手続に対応したビジネスモデル
中国に水産物を輸出するためには、「放射性物質検査証明書」や「産地証明書」などを取得する必要がある。発注が
入る都度、これらを取得することは膨大な作業を要し、輸出拡大のボトルネックとなっている。このため、本事業におい
ては、複数の魚種等をアソートしたセット商品を企画し、ネット通販で事前に注文を取りまとめ、現地パートナー企業に
大ロット配送・保管することで、証明書取得にかかるコスト低減を行う。

潜在的価値を持つ魚種の需要開拓
国内では低価格で取引されているものの、食文化の違う海外では需要があり、高値で取引
できる魚種を発掘し、海外のバイヤーに対して調理法、食べ方などの食文化と一体となった
PR及び商談を行う。

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
道産食品中国市場開拓ブレイクスループロジェクト

（事業統括：(株)北海道二十一世紀総合研究所）

【ポテンシャル（強み）】

道内各地の「浜」（漁業者）から多様な魚種を集荷
するバブ機能を有する。グループ内に水産加工会社や、
大規模な冷凍冷蔵倉庫を有しており、輸出商材の企
画・製造、鮮度を保持した食品流通が可能。

また、食品衛生検査施設を有して
いることから、輸出に必要な証明書
を迅速に取得可能。

中国市場へ北海道の水産物を輸出拡大するとともに、「浜」への利益還元を目指す。

【地域中核企業】
カネシメ髙橋水産(株)（札幌市）

札幌市中央卸売市場の卸売業者として道内各産地の
水産物を道内外へ安定供給。平成23年からは海外展
開を開始し、北海道の水産物を
主に香港や台湾に輸出。

資本金：1億円
売上高：612億円
従業員：150名

10



【地域中核企業】
(株)もりもと（千歳市）

和菓子、洋菓子、パンなど幅広い商品開発力
を有し、常時400種類以上の商品を製造販
売。北海道の産地や特産に精通し、北海道
産原材料の魅力を際立たせた商品を開発。

資本金：1,000万円
売上高：54億円
従業員：773名

【平成30年度：地域中核企業創出・支援事業】
北海道産原材料を使用した菓子開発による海外需要獲得事業

（事業統括：(株)道銀地域総合研究所）

【平成３０年度の取組内容】

輸出拡大に向けた新商品・技術開発

国際競技大会への商品供給や輸出拡大を目指し、GAP農産物を発掘・活用し、自社のHACCP認証ラインで製造
するなど、国際規格にのっとった商品づくりを行う。また、海外展開に必要な、賞味期限を長期化する冷凍技術開発
を行う。

道外・海外観光客需要に訴求するプロモーションの実施

平成29年度に整備した見学・体験型工場を活用して、工場と産地などを巡るツアーの
企画や実証を行い、道外・海外観光客に訴求するプロモーションを実施。

【強み及びこれまでの取組の成果】

生産者や農協、加工、流通業者等100社以上の企業（うち
8割が道内）との幅広い取引関係を形成。

平成28・29年度に、工場のグランドデザイン・運営プラン策定を
実施。平成30年3月、千歳第一工場を「見学・体験型工場」
に改装するとともに、インバウンドの受入を開始。

平成29年度、GAP農作物を活用した商品開発
を行い、平成30年3月にはテスト販売を実施。
平成30年6月1日から本格販売を開始。

輸出拡大及び道外・海外観光客需要拡大を目指す。 11
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●事業名：小型無人航空機と地理情報システムを活用した

農業サービスの開発・販売事業

●連携体：

【農林漁業者】 (有)無限樹・苫前町農業協同組合

【中小企業者】 (株)サングリン太陽園（卸売業）

【連携参加者】 (株)ウォーターセル・(株)ヒューネス（情報サービス業）

(株)北日本スカイテック（卸売業）

●事業内容：

・各者連携のもと、農薬散布支援システムの開発・実証を行う事業。

・ＧＩＳデータをベースに散布地域の障害物情報、飛行軌跡、散布

情報、営農情報を記録し、圃場単位での管理を実現。

・気象情報やリモートセンシ

ングデータを活用し、

農作業の適期、病害虫

情報、生育状況等を

解析し、生産者に

フィードバックする。

生産性向上（ITスマート農業）

【農商工等連携促進法：認定事例】

輸出促進（輸出向け新商品開発）

●事業名：愛別産のもち米を活用した焼きおかき製品の

開発と販売事業

●連携体：

【農林漁業者】 (有)協和農産

【中小企業者】 (株)北海道米菓フーズ（食料品製造業）

【連携参加者】 (地独)北海道立総合研究機構 食品加工

研究センター

●事業内容：

・ (株)北海道米菓フーズは、もち米に関する産地及び品種に適

した各種おかき生産と加工ノウハウを有する。輸出向け新商品開

発を行う中で、賞味期限を延長し、ヘルシー商品となる「焼きおか

き」を食品加工研究センターとの連携で開発。

・(有)協和農産は、もち米の安定

供給によって農業生産の拡大を

目指すとともに、自社の直売所や

インターネット販路を通じて新商

品をＰＲ、販売する。
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補助申請者 事業名

一八興業水産(株)／岩内町 ニシンとトマトの加工品開発及び製造工程の機械化による生産性向上事業

(有)澤田米穀店／北斗市 炊込みご飯用米とお米のパフ商品の開発・製造・販売事業

(有)サンヨー工業／北見市 じゃがいも生産現場の省力化に対応した「石対策培土取付ブラケット」の開発、製造及び販売事業

(株)ＪＡＫＥ／岩見沢市 エディブルフラワーの栽培、加工及び販売事業を通じた岩見沢地域活性化プロジェクト

(有)竹下牧場／中標津町 牧場の資源を活用した都市農村交流ビジネスの展開

(株)バイオアグリたかす／鷹栖町 鷹栖牛と鷹栖町産農産物を使用した加工品の開発、製造及び販売事業

(株)フレアシステム／旭川市 旭川産の米を用いた農福連携による福祉用加工食品の開発・製造・販売事業

(株)北海道米菓フーズ／旭川市 愛別産のもち米を活用した油を使わないおかき製品の開発と販売事業

北建建設(有)／鷹栖町 山恵の鹿肉と鷹栖町産フルーツトマトを使用した加工品の開発、製造及び販売事業

(株)丸勝／帯広市 十勝ロイヤルマンガリッツァ豚を使った加工食品の開発、製造及び販売事業

（株）マルデン／えりも町 えりも産魚介類のオリーブオイル漬け“オリーブdeシリーズ”の開発・製造・販路事業

平成30年度：ふるさと名物応援事業補助金採択事例（農商工等連携事業）

（１１事業／補助申請者：五十音順）


