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平成2９年度帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦

帯広市では、本市産業経済の発展に寄与するため、新たなものづくりの先導的な取り組み

及び新しい産業を創造するなど、未来にチャレンジする中⼩企業等を製品開発から販路拡⼤

まで総合的に支援しています。

本事例集は、平成2９年度に「帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦」を活⽤して新製品開発

や販路拡⼤に取り組まれた企業等の成果をまとめたものです。

なお、令和元年度からは実施主体を帯広市から公益財団法人とかち財団に移し、補助対象

者の範囲を十勝全域に広げるなど、事業内容を拡充させた「十勝ものづくり総合支援補助

⾦」として実施しています。

活活 用用 事事 例例 集集

帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦概要（参考）

【補助の対象となる事業、経費の概要について】 平成３１年３⽉現在

（１）新製品・新技術・新サービス開発 補助率：1/2以内 限度額150万円

新しく製品開発をするための研究、実用化試験や試作品の製作をしたい方

市場調査費、原材料・副材料費、治具・工具費、外注加工費など

「新製品・新技術・新サービス開発」については、審査の結果、応募いただいた内容についての事業化可能性調査
（FS調査）として採択する場合があります。

（２）国内販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円

自社の製品を国内の展示会等に出展する方、または自社製品の展示会等を国内で開催する方、もしくは

販路開拓に関する調査をしたい⽅

専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費、会場借上料、出展料など

（３）海外販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円

⾃社の製品を海外の展⽰会等に出展する⽅、または販路開拓に関する調査をしたい⽅

旅費、翻訳料、通訳料、専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費など

（４）新事業・新分野進出 補助率：1/2以内 限度額150万円

経営基盤の強化を目指し、新事業、新分野への進出を目指す方

上記（１）〜（３）に該当する経費の全てが対象となります。

ただし、旅費、翻訳費、通訳料は海外への販路開拓を目指す事業のみが対象となります。

※※産学官連携・異業種連携加算 最大50万円

上記（１）〜（４）までの事業を実施する際に、⼤学、試験研究機関、異業種等との連携、共同開発等

を⾏う場合、補助限度額に最⼤50万円を加算します。

はじめに

1

※下記の表は、平成31年3⽉までの制度概要となっています。現在の制度の詳細については、公益財団法
人とかち財団ホームページ（http://www.tokachi-zaidan.jp/）をご覧ください。
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電解無塩型次亜塩素酸水を

噴霧する自動消毒装置の開発

株式会社アクト
代表取締役 内海 洋
帯広市大通南16丁目2番地2
アクトビルディング 5F

URL:http://www.act-hokkido.com/
TEL:0155-20-4510
FAX:0155-20-4520
E-mail:act@bz01.plala.or.jp

企業概要
設⽴:1997年
事業内容:建築・土木・設備

工事の企画、設計、
施工管理、浄化槽の
設計製造及び販売
資本⾦:2800万円
従業員数：9名

概 要 電解無塩型次亜塩素酸水を全自動で効果的に
ループ式噴霧ができる装置の開発

取り組みのきっかけ

十勝はヨーネ病、サルモネラ、マイコプラズマ肺
炎など細菌等の蔓延の危機にさらされています。特
にヨーネ病に関して言えば、2016年の⼗勝管内の
発⽣⼾数は60⼾で、256頭の感染が確認されており、
その数は全道発生件数の半分を占めています。
現在、潜在感染⽜の摘発や発⽣時の早期発⾒は家

畜保健衛生所が中心となって実施されている一方、
消毒などの環境衛⽣対策は農家の⾃主的な⾏動が求

められているが、⽇常的に⼿動による消毒を⾏うこ

とは⼈⼿不⾜や既定の作業計画の中で実施すること

は難しい状況です。
農場にヨーネ病、サルモネラ、マイコプラズマ等

の細菌が蔓延した場合、酪農家や⾁⽜産業にとって

経済的な損失が⽣じます。今後⽜の輸⼊が増える⾒

込みの中、海外からの持ち込みが懸念されるととも

に、その対策が喫緊の課題であることから、これま
で蓄積してきた技術を活用し、人手や時間をかけず
に消毒噴霧装置とシステムを開発し⼗勝の酪農・畜

産振興に貢献しようと考えました。

取り組み成果

取り組み内容

本事業では、ヨーネ病等の特定の細菌の効果を検
証する前段階として、電解無塩型次亜塩素酸水を用
いて畜舎内の一般細菌に対し、空間消毒、飼槽、飲
用水の衛生対策の有効性を家畜保健衛⽣所と北海道
総合研究機構畜産試験場の指導のもと検証を⾏いま

した。
検証する装置として、広大な畜産現場で薬液を噴

霧することが出来、噴霧の時間差を極⼒なくした、

ループ式装置と、電解無塩型次亜塩素酸水を生成す
る薬液生成装置及び、水位センサーを用いて薬液を
自動で供給する装置を一体化した自動噴霧装置の開
発も⾏いました。
また、市場調査を目的として、ものづくりに関す

る展示会に出展し、開発した商品のPRを⾏いました。

今後について

今後は、今回の実験結果を踏まえ、ヨーネ病やサ
ルモネラ、マイコプラズマ等の細菌に対して、効果
検証を⾏いたいと考えています。

また、今回開発した製品の本格的な量産化に向け

て協⼒会社（外注先）を探します。

さらに、消毒装置を設置したモデル農場の⾒学会

や出張デモンストレーションの実施を⾏うことで、

多くの方に知っていただくとともに、ＳＮＳを積極

的に利⽤し販売促進を目指します。

新製品開発

牧場の分娩舎、牛舎の給水器内の水、牛の繁殖や
技術研究などを⾏っている企業の試験室、休憩室⾜

洗い場において、電解無塩型次亜塩素酸水の噴霧に
よる一般細菌への影響を調査しました。
結果として、⼀定の効果が⾒られたものの、浮遊

菌に対する単純な噴霧では、部屋内の空気の流れを

作り菌が舞ってしまうなどの理由により、試験後に

菌数が増加する場合もあり、有効量以下の電解無塩

型次亜塩素酸水の噴霧では菌数の減少に与える影響

が小さいことが確認できました。また、給水器内の
⽔に対しては、少量でも⼀定の効果があった⼀⽅、

完全に除去するにはかなりの量が必要であることが

わかりました。

伝染病等による牛の感染に危惧

電解無塩型次亜塩素酸水を用いた有効性の検証

主な補助対象経費

原材料･副材料費、機械購⼊費、

市場調査費

環境衛生対策の効果及びデータの蓄積

製品のＰＲ及び販売促進活動の実施

新製品開発

電解無塩型次亜塩素酸水を噴霧する自動消毒装置
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衛星リモセンデータを農業に

利⽤する新サービス開発事業

スペースアグリ株式会社
代表取締役 瀬下 隆
帯広市⻄13条北1丁目1番地26
ＴＸＴレジデンス304号室

URL:http://www.space-agri.com/
TEL/FAX:0155-66-4474
E-mail:info@space-agri.com

企業概要
設⽴:2016年
事業内容:農業に関する情報

提供サービス、コ
ンサルティング業

資本⾦:1000万円
従業員数:1名概 要 作物の⽣育状況確認に留まっている衛星リモセンデータに

新たな付加情報を提供する。(⼟壌分析、地下⽔路等）

取り組みのきっかけ

⼀般的な衛星リモセンデータの農業への活⽤事例

として、「水稲の食味測定」「効率的⼩⻨収穫作業

システム」等が代表的なものとして挙げられます。
しかし、必要な時にデータが取得できない、比較的

高価で農協や農協連等の団体でないと契約出来ない、
さらに、手元に来るのは1週間前のデータで役に⽴
たない等の問題点がこれまで指摘されていました。

弊社が提供する3ｍ分解能の衛星リモセンデータ

は晴れたら翌日配信可能なサービスであるため、既

存サービスの問題点を改善することが出来、さらに
⼟壌分析や地下⽔路等の新たな付加価値を付けた情

報を提供することが可能となります。
大規模化、高齢化が進んでいる十勝農業に対して、

スマートアグリの促進を図り、農業の効率化を図る
とともに、収量増加に繋げることを目的とし、農業
者等に対して付加価値のあるデータを提供出来るシ

ステムを開発しようと考えました。

取り組み成果

取り組み内容

衛星画像と圃場の土壌状況の関連を分析したデー
タを農業に活用する共同研究を地元大学と締結し、
⼟壌特性の評価（腐⾷量の推定）及び⼟壌⽔分含量

の変化の評価を⾏いました。

併せて、当該研究と並⾏し、⽇々の衛星画像を適

切に解析することで、地下⽔路等⼟壌状況の分析に

係る基礎研究を実施しました。
また、作物の生育状況のモニタリング結果から収

量・収穫時期の予測を⾏えないかと考え、⼗勝管内

で協⼒していただけた圃場（キャベツ畑）の収量

データを用いて、生育期間中の気象条件や土壌情報、
農作業情報等を⽤いてキャリブレーションを⾏った

キャベツモデルとの⽐較等を⾏い、キャベツの収量
予測を⾏いました。

今後について

本事業において、⼀定の成果を得ましたが、単年

度の成果で結論づけるには情報量が不⾜しており、

今後も継続的にデータを取得し本事業で得られた知

⾒を基に更に検討を進める必要があります。

また、衛星リモセンデータのみならず、気象デー
タ、施肥条件等のデータも考慮するとともに、土壌

状況からのアプローチと生育シミュレーションから
のアプローチを有機的に協調することも検討したい
と考えています。

新サービス開発

十勝農業におけるスマートアグリの促進

主な補助対象経費

プログラム開発費

様々なデータを活⽤し、精度向上を図る

リモセンデータに付加価値を加えた情報提供
を可能とするシステム開発に向けた取組み

新サービス開発

土壌センサーの設置箇所および
各地点における地下水の影響

土壌特性評価については、Planet Scope衛星画

像の近⾚外線データと実測した腐⾷含量には相関関

係が存在することがわかり、他の圃場でも適用でき
る可能性が⾼まりました。また、⼟壌⽔分含量の変

化については、⼟壌⽔分含量の変化が近⾚外線と⾚

バンドの変化に関係すると予想が出来ました。
NDVI（正規化植生指標）を活用し、ノイズ除去

を⾏った上で、キャベツの収穫可能期間を推定しま

した。また、DSSATキャベツモデルを活用し、予

測収量と実際の収量との⽐較を⾏った結果、⼀定の

相関関係があったのですが、負の相関となったこと
から、今後パラメータ等のキャリブレーションが必

要であると考えています。

生育シミュレーションのモデルを作成したが、
情報量不⾜による課題も
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北海道及び⼗勝の原料を使⽤したナ

チュラル＆オーガニックマヨネーズ、
マスタード製造事業

有限会社プロット
代表取締役 後藤 純子
帯広市東1条南9丁目2番地
TEL:0155-21-9099

有限会社ベルセゾンファーム
代表取締役 折笠 健
中川郡幕別町字軍岡393番地

TEL:0155-54-3111

企業概要
(有⁾プロット
設⽴:1998年事業内容:地域
産業に関する企画開発業務
(有⁾ベルセゾンファーム
設⽴:1996年 事業内
容：農業の経営

概 要
無肥料無農薬⾃然栽培している⼗勝産野菜を主に使⽤した、

体に優しいマヨネーズ及びマスタードの製造を⾏う。

取り組みのきっかけ

日本では2000年に「JAS規格」が制定されてから
オーガニック市場は横ばいの傾向にあったが、近年、

消費者は自分が消費する野菜を農産物直売所や生産
者の顔が⾒えるスーパーのコーナーや家庭菜園など、

できるだけ自然なものを体に入れるようになってき
ました。大手スーパーでは、プライベートブランド

の中でオーガニックシリーズを展開し、一部の店舗

ではオーガニックコーナーを設けるなど、市場拡大
する機運が⾼まりを⾒せています。また、働く⼥性

にとって「オーガニックスタイルを楽しむ」＝「お
しゃれ」であると意識され、有機JAS規格だけではな
く、減農薬や自然なものにこだわったメニューを展
開するレストランが人気を博しています。
このような現状を背景に、無肥料・無農薬で作っ

たベルセゾンファームの食材を使い、消費者が求め
ている安心安全な加⼯品を開発し、⽣産者の顔が⾒
える商品を十勝で製造することで地域経済の活性化
を図っていきたいと考え、本事業を実施しました。

取り組み成果

取り組み内容

まず、調味料の開発に当たり、⼤⾖やマスタード

シードの原材料や砂糖や酢などの調味料を粉砕、攪

拌作業を⾏うためのミキサーや、出来上がった調味

料の瓶詰めを⾏うための充填機を購⼊しました。

次に、試作品の味の基礎となるレシピ作成や、北

海道らしさと⾼級感があり、お客様の目に留まり⼿

に取りたくなるようなラベルデザインの作成につい
て委託しました。
また、開発した調味料について、賞味期限検査と

成分分析を実施し、分析結果をラベルに反映しまし
た。
さらに、試作品の味や風味等が消費者ニーズに受

け入れられるか確認するため、５３名に対しアン

ケート調査を⾏いました。

今後について

今回は最初の第⼀歩として無肥料・無農薬で栽培

された農作物を使ったマヨネーズとマスタードの製
品開発を⾏いました。消費者に対して⾏ったアン

ケートなどを通して、開発した調味料の味や食感、
価格などの評価や、オーガニック農産品・加工品の
需要が多いこと、オーガニックに興味はあるが、知

識がない⼈が多いことなど、オーガニックに対する

地域の現状を把握することが出来ました。

今後は、価格や販売時期などを検討し、出来るだ
け早期に販売できるように目指します。また、新た
な加工品の開発にも挑戦していきたいと考えていま
す。

新製品開発

⾃然野菜を使った安⼼安全な調味料の提供

⼗勝のオーガニック調味料の開発

ナチュラル&オーガニックマヨネーズ、マス
タードの製品開発

主な補助対象経費

原材料･副材料費、機械購⼊費、

デザイン開発費、資料購⼊費、外

注加工費、設計試験依頼費

オーガニック商品の早期販売、そしてさらな
る開発へ

新商品開発

「十勝まるごとマスタード」

「大豆まるごとマヨネーズ」
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美味しい低たんぱくパンの

新開発事業

株式会社まつもと薬局

代表取締役 松本 健春

帯広市東6条南9丁目14番地1

URL:https://www.matumoto.info 

TEL:0155-41-9333

FAX:0155-33-4811

企業概要
設⽴:1983年
事業内容:処方箋応需薬局、

成分調整食品販売、
通所リハビリ事業
資本⾦:1000万円
従業員数:78名

概 要 腎臓病患者のための、炊飯器を使用した簡単で短時間にでき
る美味しい低たんぱくパンの開発を⾏う。

取り組みのきっかけ

当社では平成8年から管理栄養⼠を配置して、腎

臓病や糖尿病患者への⾷事の相談や、低たんぱく⾷

の料理講習会、試⾷会の開催を⾏っています。

そういった取り組みの中で、年２回開催している

腎臓病患者対象の試⾷会や料理講習会での意⾒やア

ンケートを通じて、「たんぱく質を制限していても、
美味しいパンが食べたい」、「既存のミックス粉で
作るには、ホームベーカリーが必要なので、もっと
簡単に作れないか？」などの意⾒を多くいただいた

ことから、「美味しい低たんぱくパン」の開発を始

めました。

取り組み成果

取り組み内容

講習会等での意⾒を踏まえ、ミックス粉と数点の

材料のみを混ぜて炊飯器に⼊れ、ボタンを押すだけ

で、出来⽴ての美味しいパンを簡単に作れるよう、

試⾏錯誤を繰り返しました。

材料の配合や栄養成分、炊飯器温度などをあらゆ

る条件を変えながらレシピ作成を⾏うとともに、試

験研究機関等の協⼒者が参加する⽉⼀度の検討会議

では、栄養分析や材料のアドバイスをいただきレシ

ピ作成に反映させました。
また、焼き上がりには炊飯器の種類によって、ふ

くらみや焦げ付き等の差異が⽣じることから、各炊

飯器の温度上昇等の⽐較検討を⾏いました。

市場調査を目的として、慢性腎臓病患者会「すず
らんの会」や「とかち腎友会」また、一般の方にも
試⾷会を⾏い、アンケート調査を実施しました。

さらに、⾷品検査機関を通して栄養成分分析を⾏

いました。

今後について

家庭にある炊飯器を用いて、たんぱく質を制限

している方にも安心して食べていただける栄養成分
で、美味しく食べることができる低たんぱくパンの
レシピを完成することができました。
試食アンケートにおいては、腎臓病疾患の方や一
般の⽅に意⾒を伺ったところ、約８割の⼈が「もっ

ちり」や「食べやすい」などの好評をいただくこと
ができました。

本事業では、炊飯器を用いて美味しい低たんぱく
パン作ることが出来ました。今後は、このレシピを
基にユーザーに販売するために、ミックス粉を⼤量

に製造してくれる協⼒企業を⾒つけようと考えてい

ます。
また、消費者が無理なく購⼊できる販売単価設定

を⾏い、ミックス粉のみならず、焼きあがったパン

としても販売をしていきます。
さらに、併せて商談会等に参加し、販路確保を目

指していきます。

新製品開発

腎臓病を患っている方に「美味しい低たんぱ
くパン」を食べてもらいたい

美味しいパンのためのレシピ作成

主な補助対象経費

原材料・副材料費、技術導⼊費、

設計・試験依頼費、機械購入費、
市場調査費

炊飯器を用いた低たんぱくパンが完成
試食アンケートでは多くの人から好評を得た

既存・新規取引先へ積極的な提案と商談

新製品開発

「
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