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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

素材はネット同様でありながらゴミを完全格納できるという、両者の特徴を併せ持った従来

にない安価（同容量で５～６千円程度）で高機能な製品である。

・使用方法は上部から投入する方式で、従来のネットの「めくる→入れる→かぶせる」に比べ

個人差なく確実にゴミを収納できるほか、小さくたたんで収納できるという利点も備える。

・箱型に比べ輸送コストも非常に安価であり、全国展開について優位性がある。

・開発済みのゴミ保管袋について事業化及び販路開拓を実施する。また、ゴミ一時保管袋の改

良型（小型、ゴミネット）について研究開発を実施する。

■連携の取組 

・製品開発時の実用実験について札幌市環境局東清掃事務所、製品製造の委託先（中国）の

■事業の概要

・ごみステーション用ごみ一時保管袋「ダストパック

・アウル」の開発、事業化及び販路開拓を実施する。

・カラスなどからの被害を未然に防ぐことができると

ともに、軽量のため手軽に持ち運びができるという

利点がある。

■取組の経緯・特徴

・一般的に、家庭や事業所から出るごみには、ペット

ボトルやプラスチックなど資源に再生される物が

あり、また家庭ごみの排出が有料の市町村もあるこ

とから、ごみステーションにおける一時保管の確実

性が要求されている。

・現在、ごみステーションにおいて、カラスなどによ

る被害を防ぐ手段としては上からかぶせるネット

が最も安価で一般的であり、ゴミを完全に格納する

タイプは、プラスチック製や金属製であり高価（箱

型２ｍ３容量で約２０万円）であるが、本商品は、

４５Ｌごみ袋約４０個分の保管容量

ごみステーション用ごみ一時保管袋の製造及び販売

アイケン工業株式会社
所在地：札幌市南区常盤６条２丁目１２３－１３ 代表者：代表取締役 岩本 龍明
電 話：０１１－５９１－８３２１   ＦＡＸ：０１１－５９１－２２３０
ＵＲＬ：http://www.aikenkogyo.jp/ 
資本金：３，６５７万円    従業員：３６名
業 種：土木・建築・舗装工事業   設 立：昭和２６年（創業：昭和２０年）

石狩支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，５００万円で、主な経費は中国企業への製品製造委託費、人件費、広

告宣伝費など。本補助金のほか、自己資金を使用。

 

■収支の見通し等

・これまで一般的に利用されているネットと比較して、使い勝手もよく価格も同程度なことか

ら、全国的にニーズのある商品であり、軽量であることから輸送費も安く、全国への販売展

開が可能。売上見込みは、平成２１年４月期５００万円、２２年４月期１、５００万円で、

２３年４月期からの黒字化を見込んでいる。

■課題・障害とその対処

・全国販売ネットワークの構築が大きな課題であり、道外特約店として、㈲オーケン産業（関

東）、㈱プランズ・システム（東海・近畿）と提携した。２０年１１～１２月に道外で新聞

雑誌広告を掲載し販路開拓に取り組んでいる。

・事業の立ち上げ段階において、サンプルの無料配布やインターネット販売にかかる費用の捻

出が必要。このため、既存社員の兼務で人件費を圧縮するほか、各種助成金の活用を図る。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２１年２月までに製品の不具合を改善し、製造・品質管理・保管・出荷等のプロセスを

構築した。今後、関連商品の開発と販売体制およびアフターメンテナンス体制も整備し、総

合的なサービスを目指す。また、一般的なごみネットに関しても、顧客の要求があり、現在、

試作品の開発に取り組んでいる。

・６月から中国での委託製造を開始し、１０月以降、広報さっぽろや道外新聞・雑誌への広告

掲載、道内テレビ局でのＣＭ放映などにより、札幌市内を中心に約２００個を販売した。

■ 今後の展望 

・札幌市内において、今後、家庭ごみの戸別収集が実現すれば、現状約４万箇所のごみ収集

場所がその１０倍に増加し、市場規模拡大が想定される。 

手配について曙光㈱（札幌市）、品質

管理・新製品開発について縫製の専門

家の菅原美智子氏（札幌市）の協力を

得ている。 

■事業推進体制

・取締役１名及び職員２名が新事業分野

を兼務している。また、平成２０年８

月に特約店体制を構築し（２１年２月

現在１３社）主に札幌市内の町内会へ

の販売網を整備した。 札幌市南区国道４５３号線での設置例
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

①新設される公園や公共の駐車場の照明や監視カメラなどの配線工事が不要になる。

②災害避難所・津波避難場等でライフラインがダウンしても照明や監視カメラが機能する。

③当面は省エネルギーやエコ対策の象徴的な設備としての新規性が期待できる。

④風車はクロスフロー式を採用しているので、プロペラ式に比べて羽の飛散事故の心配がな

く、静寂地における風切り音の心配もない。

⑤太陽光と風力のハイブリット型であり、発電された電力をコントローラ経由でバッテリー

に充電することにより太陽光・風力が５日間程度なくても照明やカメラが機能する。

⑥当該事業は省エネルギー事業として技術、販路とも今後に発展性が期待でき、企業体質の

強化を図ることができる。

■事業の概要

・平成２０年度から、太陽光と風車の組み合わ

せによる小規模発電システムとその電力を利

用した街灯装置や監視カメラ装置などの製造

と現場据え付け事業を開始する。

・ハードウエアはほぼ完成しており、機器の改

良、販路開拓と販売ツールの作成、販売要員

の育成などを実施する。

■取組の経緯・特徴

・将来のエネルギー危機に備えて、あらゆる分

野で省エネルギー化が言われている中で、省

エネルギー機器の開発により環境維持に貢献

するため、また、ライフラインがダウンした

時の安全性の確保のために、太陽光と風車の

組み合わせによる小規模発電システム開発を

実施することとした。

・本事業の特徴は次のとおり。

クロスフロー式風車と太陽光による

ハイブリッド型発電装置開発に伴う事業化の仕組みづくり

株式会社小林舞台システム 
所在地：札幌市南区南沢３条３丁目１０番３７号  代表者：代表取締役社長 小林 正志 
電 話：０１１－５７３－０１３３        ＦＡＸ：０１２３－３４－６６０６
ＵＲＬ： http://www.kbutai.com/ 
資本金：１，０００万円             従業員：５４名
業 種：機械器具設置工事業           設 立：昭和４４年（創業：昭和２３年）

石狩支庁  製造業

道庁北門の風力・太陽光エネルギーに
よるハイブリッド照明・時計塔
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，３５０万円で、主な経費は、人件費、旅費、マーケティング・広告宣伝

費、検査・分析等の外部委託費など。

・本補助金のほか、自己資金と銀行融資を使用。

 

■収支の見通し等

・売上高見込みは、平成２０年度２，４００万円、２１年度３，６００万円、２２年度５，

４００万円で、２０年度から黒字化を目指す。 

■課題・障害とその対処

・販路拡大のため、当面は自治体の避難場向けとして、照明や監視カメラ、更に携帯電話の

充電設備などを備えて、大災害時のライフラインがダウンした際の補完設備機能を説明し

つつ営業を展開している。 

・技術的には積雪・氷雪対応の問題があるが、本州では問題発生の情報は無い。事前シミュ

レーションを北海道工業試験場などで実施し、クレーム発生を予測して、対策を施した。 

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年８月までに、カタログ・技術説明書の作成、デモンストレーション・マップの作

成、販売戦略の立案を終え、２月から道内数箇所でデモンストレーションを実施している。

・６月から道庁に設置したデモンストレーション機のデータ解析を行い、改良に取り組んだ。

■今後の展望 

・平成２１年度からは、製品的にも営業的にも応用期に入ると考え、２０年度の顧客からの

品質に対する要求や各営業マンの提案などを反映させた新型のシステム開発や既存のシ

ステムの品質向上に取り組んでいく。 

・ハイブリッド型発電システムについて実用新案登録を出願中。 

■連携の取組 

・積雪時の風車の氷雪対策の解析研究を

道立工業試験場に委託しているほか、

発電装置の設置工事、制御機器の設計

・製作などについて道内の専門業者と

連携している。 

■事業推進体制

・工事部門と兼業している技術顧問、技

術担当者、営業担当者２名、現場管理

職の５名に加えて、製造担当者１名を

新規雇用して、合計６名の体制で事業

を実施している。

過酷な降雪・着氷の状況下で発電エネルギー
のモニタリングを実施中
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・住宅用太陽電池は、既に約１５年前から販売されているが、本体価格が高いことや、石油価

格が低位に推移してきたこと等により、普及が進まなかった。しかし、近年の石油価格の上

昇や二酸化炭素の排出抑制など、太陽電池の普及に向けた環境が整ってきており、国も、２

０３０年までに、全世帯の約３割に当る１，４００万戸に太陽電池を設置する方針を表明し

たところ。

・太陽光発電システムは、初期投資は高額であるものの、設置後は大幅な省エネルギー効果が

期待できるとともに、余剰電力を電力会社へ売却することが可能であり、今後の普及が大き

く期待できる分野であることから進出を決意した。

・太陽光発電システムのメーカーとしては、世界の上位に位置するシャープと特約店契約を結

んでいる。

■事業の概要

・太陽電池メーカーのシャープ

と特約店契約を締結し、住宅

用の太陽光発電システムの設

置工事を直営施工で行なう。

・営業と施行のノウハウを習得

するための研修を受講すると

ともに、販路開拓のためにウ

ェブサイトを立ち上げ、チラ

シ、カタログを作成する。

太陽光発電システムの施工例 

住宅用太陽光発電システム設置事業

東�工業��会社 
所在地：札幌市中央区宮の森３条１３丁目５番２４号 代表者：代表取締役 伊東 知徳
電 話：０１１－６２１－４３２５   ＦＡＸ：０１１－６２１－４３５９
ＵＲＬ：http://www.toa-k.co.jp/ 
資本金：５，０００万円    従業員：２３名
業 種：土木工事業     設 立：昭和３４年

石狩支庁  建設業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は２，２１８万円で、主な経費は、人件費、シャープ特約店保証金、広告宣

伝費など。本補助金のほか、自己資金を使用。 

■収支の見通し等

・ｋＷ当りの発電コストが一般家庭向け電力料金並みになる２０１０年頃から急速に普及が進

むと予測され、平成２３年度には３５件施工して売上高１億５００万円で黒字化すること

を目標とする。 

■課題・障害とその対処

・顧客の獲得に向けて、どのように営業活動を行っていくかが最大の課題である。まず、事業

の開始に先立って、社内にデモンストレーション用の太陽光発電システムを設置し、次に工

事に関連する既存の取引先への販路開拓に取り組み、続いて、一般顧客向けの販売活動を行

っていく。

・営業方法としては、ウェブサイト、チラシ配付、ダイレクトメール、知人による紹介などを

想定している。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年８月にシャープとの特約店契約を締結し、２１年２月まで施工と営業の研修を受

講した。また、１月にウェブサイトを立ち上げるとともに、２月中に宣伝用のカタログを作

成し、３月から配布を開始する予定。

■ 今後の展望 

・販売に向けた営業活動を平成２１年度から開始する。 

■連携の取組 

・太陽光発電システムの販売企業シャー

プアメニティシステム㈱から、材料供

給と製品販売に向けた助言を受けて

いる。 

■事業推進体制

・当初は新規事業責任者１名でスタート

し、事業完了時には、営業担当１～２

名、施工担当１～２名、合計４名の体

制とする予定。なお、人員は、全て建

設部門からの配置転換とする予定。

太陽光発電のしくみ

東亜工業株式会社　札幌市　太陽光発電　オール電化　ソーラーパネル　プラズマクラスターイオン

http://www.toa-k.co.jp/taiyou/[2009/02/09 18:40:08]

一般的なご家庭での年間消費電力は、約
5,500kWh これは3.8kWシステムの設置で約７
割をまかなうことが可能です。

太陽光発電は梅雨の季節や冬でも１年を通じて
発電するので、日射量の異なる各地でもほぼ安
定した電力が得られます。

太陽電池モジュール
太陽の光から電気を作る

パワーコンディショナ
太陽電池モジュールで発電された電力（直流）を

家庭で使える電力（交流）に変換。

分電盤
発電した電力を各部屋で使えるように送ります。

売電メーター
発電して余った分の電力量。

買電メーター
購入する電力量。

リモコン
発電状況等を表示。

屋根の形によって、設置容量が変わります。

発電量は、気象条件、立地条件、設置条件等で

変わります。

発電電力は最大でも太陽電池容量の７０～８

０％程度になります。

「札幌」 4,107kWh 9.2万円
太陽電池容量3.8kWhのシステム（南面設置、傾斜度３

０°）での予測発電電力量です。パワーコンディショナに

よる損失 ７％素子温度上昇による損失（12～2月） １０％
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・建設市場が縮小する中、これまでは営業体制の強化や直営施工体制の確立に取り組んできた

が、今後は更に厳しい経営環境となることから、従業員を配置転換するなどして新分野にお

ける事業を積極的に展開し、利益体質の維持を図ることを検討していた。

・平成２０年４月、既にミズゴケを使った壁面緑化技術やミズゴケの大量栽培技術を開発し、

実証していた道内出身の㈱モスキャッチシステム（東京都）の武田社長から全面的な支援を

得ることができ、この事業への取組を開始した。

・従来、壁面・室内緑化に成功した事例はほとんどなく、その理由は、①土や肥料が必要なこ

と、②水分のコントロールが難しいことなどの課題が克服されていないことにあった。

・本システムは、コケ植物が水と光だけで生育可能という特性とミズゴケの水配分機能を活用

することでこれらの課題を解決し、壁面・室内などの緑化を可能とするものである。

・このシステムが普及することにより、二酸化炭素の削減を始め、温度・湿度調整、環境浄化

に大きな効果がある。

・また、ミズゴケは絶滅危惧種となっており、輸入も激減していることから大量栽培体制を確

立することにより、近い将来大きな市場を形成する可能性が高い。

■事業の概要

・水と光だけで生育可能である

というコケ植物の特性とミズ

ゴケの水分配機能を活用した

壁面・室内における緑化シス

テムを製造・販売する。

・絶滅危惧種であり、輸入も激

減しているミズゴケなどコケ

植物の大量栽培体制を確立

し、販売活動を展開する。

川下機材センター内展示室「室内緑化」

ミズゴケを使ったコケ植物等による壁面・屋上・室内緑化等の

環境システムの製造販売及びコケ植物の製造・販売

北海道三祐株式会社 
所在地：札幌市北区屯田６条８丁目９番地１２   代表者：代表取締役 笹浪 圭吾 
電 話：０１１－７７３－５１２１        ＦＡＸ：０１１－７７３－５１２８ 
ＵＲＬ：http://www.dosanyu.co.jp/ 
資本金：３，０００万円             従業員：７８名
業 種：とび・土工・コンクリート工事業     設 立：昭和５１年

石狩支庁  製造業
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・将来は、建設部門からの労働移動と新規雇用（２～６名の臨時雇用）を予定。

 

■事業に要する経費 

・事業費の総額は３，３００万円で、主な経費は、原材料費（ミズゴケ、乾燥ゴケなど）、人

件費、技術指導料等、大学等との共同研究費用など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・現在のところ競争相手がなく、十分な市場競争力があること及び建設会社、コンサル企業、

養護施設、ホテル等から既に室内緑化の注文があるなど一定の販路の確保が見込まれる。

・工場立地法の改正により、緑地面積確保の必要性から工場壁面の緑化の需要が見込まれる。

・平成２０年９月期は、研究開発の段階であり、売上は立たない。２１年９月期は、室内緑化

システムを中心に壁面緑化・屋上緑化システムを受注し、３，０００万円の売上で黒字化を

見込む。２２年９月期は１億円の売上見込み。

■課題・障害とその対処

・緑化技術の改良と価格の低廉化が課題であるが、連携企業や大学の支援を受け、ほぼ完了。

・冬期の品質保持実証（特に壁面緑化）について、２０年度冬期間の実証試験を実施する。

・冬期におけるコケ植物の安定仕入体制について、２０年度冬期間の推移を検証する。

・環境改善効果の実証について、東海大学、室蘭工業大学との共同研究を進める。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年７月からミズゴケ等の栽培に着手し、９月に展示室を開設、１０月以降大学との

共同研究も開始した。また、１１月から室内緑化システムの販売を開始した。

 

■今後の展望 

・緑化システムの販路を拡大するとともにコケ植物の生産拡大を図り、雇用の創出と地域の

休耕地の利用に取り組みたい。 

■連携の取組 

・ミズゴケについて東海大学農学部長野

准教授、壁面緑化と環境改善について

室蘭工業大学工学部吉田教授と共同研

究しているほか、研究・技術開発等の

指導、仕入販売について㈱モスキャッ

チシステムの協力を得ている。 

■事業推進体制

・現在は、事業責任者１名（役員）、営業

員２名（役員）、担当者１名（建設部門

との兼任）、作業員５～１０名（主に春

先）で研究開発を実施中。

川下機材センター工場の壁面緑化
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・当社は設立以来、公共用地の取得や公共事業の実施等に伴い、土地・建物所有者等に生ずる

損失の補償に関する業務を実施してきた。その中で、家屋の損害を調査・記録する業務を行

うに当たり、現場での確認後に事務所での記帳を行うという非効率な作業を改善するため、

一連の作業を現地で行うことができるソフトウェア「フェリクスＭ３６０事業損失用」を開

発し、自社での利用のみならず外部への販売普及に取り組んでいる。

・さらに、この技術を応用して、賃貸住宅退去時の原状回復にあたり、損傷箇所を確認できる

ソフトウェア「フェリクスＭ３６０不動産バージョン」の開発に取り組んでおり、今後は、

その販路拡大も検討している。

・また、現在首都圏では「建物調査を行い、評価書を添付しての中古住宅売買」が通常である

が、北海道では、まだ一般的ではなく、今後、住宅の安全・安心は住宅売買において重要な

要素となると思われることから、このようなシステムの構築に向けて、人材育成やソフトウ

ェアの開発・普及を進めていく。

・「建物の経年変化を調査するためのシステム、方法及びコンピューター・プログラム（商標

フェリクス）」について、平成２０年１２月に商標登録したほか、特許を申請中である。

■事業の概要

・家屋の損傷箇所を３６０°カ

メラのパノラマ画像を利用し

て調査し、調書・写真台帳を

作成するシステムの開発・バ

ージョンアップ・販路開拓に

取り組む。

・建物診断・評価業務等を事業

化し、住宅性能評価書を添付

しての中古住宅売買の定着を

図る。

システムの流れ

家屋調査システム及び住宅性能評価システムのソフトウェア

開発・販売業及び住宅性能評価等建物診断・評価業への進出

株式会社補償セミナリー 
所在地：札幌市南区川沿５条２丁目１番３２号 代表者：代表取締役 中野 芳
電 話：０１１－５７１－５６８８   ＦＡＸ：０１１－５７２－１７１１
ＵＲＬ：http://www.ho-seminary.jp/ 
資本金：１，０００万円    従業員：１５名
業 種：土木建築サービス業    設 立：昭和５３年

石狩支庁  情報通信業、専門・技術サービス業

５

デジタルカメラで３６０°画像を撮影 画像展開して

情報を入力 形状等をパソコンに入力
帳票・写真帳等
を自動生成

システムの流れ
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■収支の見通し等

・公共事業による損失調査は、発注金額が安価で、省力化・ＩＴ化の要望が大きく、販売の可

能性は高い。賃貸住宅の原状回復調査については、主に首都圏で大きな問題となっており、

ニーズが高い。住宅評価書を添付しての中古住宅売買は、今後住宅売買においても、安全・

安心がキーワードになっていくと言われており、今後広く普及していくと考えられる。

・このスキームを利用して、特殊建築物定期調査報告等の業務の簡略化が行われ総合的な建築

物調査履歴システムとして活用することができ、今後当該分野での拡大も見込まれている。

・２１年２月においての売上実績は３００万円であり、売上高見込みは、２２年３月期１，８

００万円、２３年３月期２，８００万円で、２２年３月期から黒字化を見込んでいる。

■ 課題・障害とその対処

・ソフトウェアの販路拡大については、開発途上にあることやＰＲ不足などが課題であり、市

場調査や展示会等への出展などにより、開発を進めるとともに、ＰＲに努めていく。

・住宅性能評価の普及も課題であり、大型工務店や不動産業者に対して広めていきたい。

■平成２１年２月時点での状況

・２０年６月から不動産用のソフトウェアの開発に取り組んでいる。事業損失用ソフトウェア

は２１年３月に道内の資材販売会社展示会に出展予定。住宅性能評価について、２１年３月

から札幌市内の一般ユーザー宛にダイレクトメールを送付し、販路開拓に取り組む予定。

■今後の展望 

・２０年４月に特殊建築物定期報告の見直し、２１年４月に省エネ法の施行、長期優良住宅

の新築等をした場合の所得税額の特別控除の新設が行われるのに伴い、顧客ニーズに応じ

たソフトウェアの開発・販売を進めていく。また、２１年１０月に住宅瑕疵担保履行法が

施行されるのを契機に、住宅性能評価の拡大が見込まれ、普及の取組を強化していく。 

■連携の取組 

・システムの開発・保守について地元ベンダー、販路拡大

について道内のＯＡ機器販売企業と連携している。 

・札幌信用金庫と連携して、建物調査評価を実施済みのリ

フォームに対する低利融資ローンを開発した。 

■事業推進体制

・新事業の実施に向け、平成２０年度に１級建築士２名を新

規採用した。１年後１名、２年後１名を追加採用予定。

 

■事業に要する経費 

・事業費の総額は２，３７８万円で、主な経費は人件費、

ソフトウェア試作品開発費、広告宣伝費など。本補助金

のほか、自己資金及び金融機関からの融資を使用。 

家屋調査の検査風景



12

- 12 -

 

 

 

 

 

■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・これまで、野外における種々の観測データ

を取得するためには、一旦観測機器に記録

したデータを定期的に回収するために現

地に赴くか、ＮＴＴ公衆回線、専用線、無

線機等を利用してデータを回収するシス

テムを構築しなければならず、高額な費用

がかかっていた。

・このような状況の中、携帯電話で利用して

いるパケット通信網を利用することで、

必要な時にデータの回収が可能となりい

ろいろな分野で運用されているが、パケット通信網を利用するためには、ユーザー個々が携

帯電話各社と契約し、かつデータ収集システムを独自に構築しなければならず、小規模ユー

ザーにとってはハードルが高く利用しづらいものであった。

・そこで当社は、携帯電話各社のパケット通信網を利用し、ユーザーが簡単かつ安価にデータ

転送を利用できるセンサー並びに転送システムを開発し、データ転送サービスを提供するこ

とで農業用水、頭首工、樋門・樋管などの専門的管理システムの構築が容易になるインフラ

を提供することとした。

■事業の概要

・携帯通信会社が提供しているパケット通

信モジュールの技術を応用して、気象観

測装置や水位計など、野外に設置される

センサー情報についてもインターネット

を経由して情報を収集・監視できるシス

テムを構築する。併せて、そのデータを

利用した、総合的なコンサルティングサ

ービスも展開する。

フィールドデータ転送サービス（ＳＥＳＡＭＥシステム） 

関連機器販売事業 

株式会社みどり工学研究所
所在地：札幌市中央区北５条西６丁目１－２３ 代表者：代表取締役 秋田谷 英児
電 話：０１１－５９６－７０３５   ＦＡＸ：０１１－５９６－７０３６
ＵＲＬ：http://www.midori-eng.co.jp/ 
資本金：５００万円     従業員：７名
業 種：土木建築サービス業    設 立：平成１６年

石狩支庁  情報通信業

ＳＥＳＡＭＥシステムの概要
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は８１５万円で、主な経費は、計測用センサー及びデータ処理ソフトの開発費、

人件費、広告宣伝費など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・本システムについては、これまでの営業活動の結果、既に１００ユーザーからの受注が確実

な状況である。１件当たり初期設置費用５，０００円、システム使用料３６，０００円／年

が見込まれ、ユーザーからは、毎年システム使用料がコンスタントに見込まれる。また、本

州においても協力メーカーが営業を行っており、契約増が期待されている。

・売上高は、平成２１年６月期４１０万円、２２年６月期２，４１０万円の見込みで、２２年

６月期に黒字化する見込み。

■課題・障害とその対処

・本事業を進めるにあたって、コンピューターに精通しているとともに、計測機器にも精通し

ている人材が必要であり、当社では、既存社員でコンピューターに詳しい者に対し、計測機

器についての専門知識を習得させる必要がある。

・経理に詳しい社員はいるが、販売管理や収支予測・販売促進については不慣れなため、関連

の教育が必要であり、場合によっては、新たな人材の雇用も検討している。

・販路ルートの確保、業界の商習慣、製品価格設定など検討を要する。

■平成２１年２月時点での状況

・ＳＥＳＡＭＥシステムを平成２０年４月の農業気象学会シンポジウム、７月の水文・水資源

学会において企業として展示した。データ転送機器の新製品（マルチチャンネル化）と画像

データ転送装置の試作を平成２１年３月までに終える予定。

 

■今後の展望 

・平成２２年度には、５００台を新たに販売し、売上高１２，１６０万円を見込んでいる。 

■連携の取組 

・製品展開について中小企業基盤整備機構の

助言を受けているほか、センサーの製作や

システムの販路開拓について札幌市の計

測機器メーカー等と連携している。 

■事業推進体制

・配置転換した職員１名で事業を開始し、２

１年度内には、配置転換２名、新規採用１

名の３名体制、３年後には５名体制での実

施体制を予定。

ＳＥＳＡＭＥシステム応用例 積雪深計



14

- 14 -

 

 

 

 

 

■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・ヒートアイランド現象が問題となっている都市部では、ビルの屋上やマンションのベランダ

の緑化が省エネ、ビル寿命の延命、大気浄化、水質浄化などの面で期待されている。

・一方で、家畜排せつ物法が平成１６年１１月１日から完全施行され、家畜排せつ物の堆肥化

が進められているが、飼養規模の拡大等により、堆肥が余剰となっている地域がある。

・本事業は、余剰堆肥を活用して、保管や物流が容易で、施工や管理が簡単な緑化資材を安価

に生産するもので、地域の課題と大都市圏の課題の解決に資する事業である。

・北海道大学等が開発した堆肥成型技術を使い、平成２０年度は緑化マット成型用量産装置の

試作を行っている。２１年度は、緑化キットのテストマーケティングを実施し、２２年度以

降は、緑化マット成型用量産装置及び緑化キットの製造・販売を開始する。

・乾燥資材のため、長期間の保存が可能であり、他の緑化資材と比較して軽量なため、物流が

容易である。

■事業の概要

・北海道大学等が開発した堆肥

成型技術を使い、保管や物流

が容易で、設置・管理が簡単

な屋上緑化キット（マット＋

トレー）を製造・販売する。

・平成２０年度は緑化マット成

型用量産装置の試作を行い、

２１年度以降に、緑化キット

のテストマーケティング、 

２２年度以降に全国に２，５

００箇所以上ある堆肥センタ

ーに堆肥利用型屋上緑化キッ

ト製造システム（マット量産

装置＋トレー＋乾燥舎）の販

売を開始する。

堆肥利用型屋上緑化キットの製造販売に��た

量産装置の試作開発

草野作工���� 
所在地：江別市上江別西町１６番地        代表者：代表取締役 草野 貴友 
電 話：０１１－３８２－２１３５        ＦＡＸ：０１１－３８２－５８５７
ＵＲＬ： http://www.kusanosk.co.jp/ 
資本金：９，０００万円             従業員：３８名
業 種：土木工事業               設 立：昭和２８年（創業：昭和１１年）

石狩支庁  製造業

     20 年度  21 年度    22 年度
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                     緑化マット成型用量産装置の試作機

■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，６１７万円で、緑化マット成型用量産装置の試作費用、トレー用金型の

設計・製作、機械装置のリース料、アドバイザー料などである。

■収支の見通し等

・平成２０年度は緑化マット成型用量産装置の試作のみのため、売上はなし。

・２１年度は、緑化マットの売上高２００万円、２２年度以降は、緑化キット、堆肥成型機、

の販売が加わり、売上高を６，２００万円とし黒字化を図る。

■課題・障害とその対処

・技術面の課題は、本補助制度を利用した試作開発により改善しているが、販売面が最大の課

題であり、平成２１年７月に東京都で開催される下水道展での反響及び２１年度のテストマ

ーケティングに依るところが大である。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２１年１月に試作機ができ上がり、性能テストを実施中である。

■今後の展望 

・平成２１年４月から緑化マットのテストマーケティングを実施し、７月には商品紹介用のリ

ーフレットを作成し、下水道展にてＰＲを実施する。２２年度以降は、堆肥利用型屋上緑化

キット製造システムを販売し、収益の柱とする。

■連携の取組 

・堆肥成型装置については北海道大学大

学院工学研究科須田孝徳助教の助言

を受けており、知的財産については北

海道ティー・エル・オー㈱と提携して

いる。 

■事業推進体制

・事業化担当の総務部長と技術担当の技

術部長の２名体制（兼務）である。

・テストマーケティングの際は、営業責

任者を決め、作業員２名を建設部門か

ら異動し、合計４名とする。
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

■事業を実施する子会社等の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・公共工事を主として営んできたが、公共工事の減少や入札制度の変更により受注が難しくな

り、このままでは会社が存続できないと感じ、ものづくりである一般住宅建築事業を選んだ。     

・公共工事で培った施工管理技術を活かし、健康や環境に配慮した住宅を建築しており、特に

目にふれない部分の管理（基礎工事・耐震補強金物・断熱材等）の徹底を計り、写真をアル

バムにして施主に渡すほか、住宅瑕疵担保責任保険を付けている。

・石狩市が空き家の解消を目指し、市内不動産業者及び町内会、商工会議所の連携による仲介

物件の流通促進を図るために設立した「石狩市不動産ネットワーク」に加盟し、中古住宅の

仲介業務及びリフォーム工事も実施している。

■事業の概要

・平成１９年度から、健康や環

境に配慮し、基礎や断熱材等

の目に見えない部分の管理を

徹底したオール電化・住宅建

築事業を開始した。

・２０年度は、販路開拓と人材

育成に向けて、営業・マーケ

ティングについての講習・指

導を受けるとともに、地域情

報紙に広告を掲載している。

石狩市花川北１－４モデルハウス

一般住宅建築事業への進出に係る人材教育と販路開拓

ヤハタ工業株式会社 
所在地：石狩市花畔３条１丁目１６１番地     代表者：代表取締役 片出 誠二 
電 話：０１３３－６４－３５３１        ＦＡＸ：０１３３－６４－３５３２
ＵＲＬ：http://www.yahatahome.com/ 
資本金：３，２００万円             従業員：８名
業 種：土木工事業               設 立：昭和５６年

石狩支庁  建設業

株式会社ヤハタホーム 
所在地：石狩市花畔３条１丁目１６１番地     代表者：代表取締役 片出 誠二 
電 話：０１３３－６４－４３５０        ＦＡＸ：０１３３－６４－３５３２
ＵＲＬ： http://www.yahatahome.com/ 
資本金：５００万円               従業員：４名
業 種：建築工事業               設 立：平成１９年
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は４９０万円で、主な経費は、営業・マーケティングの講習・指導費用、広告

宣伝費など。本補助金以外は、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・ホームページを立ち上げているほか、毎週石狩市を中心に４万５千部を配布している地域情

報紙「スポット」に広告を掲載して、販路開拓に取り組んでいる。

・売上高の見込みは、平成２０年度（２１年３月期）２億円、２１年度３億円、２２年度５億

円で、２０年度から黒字化の見込み。

■課題・障害とその対処

・事業を開始して、土木工事業とは異業種であることを実感した。公共事業をしていた時の考

え方、行動を１８０度変えるために、営業・マーケティングの講習・指導を受けている。

・技術スタッフが、一般住宅建築技術を習得するため、地域工務店で構成されるネットワーク

（アキュラネット）に参加したほか、石狩市内の工務店と業務提携を行った。

・競合他社との違いを打ち出し、ヤハタホーム独自の商品ブランドを作るため、魔法瓶の様に

断熱材（ウレタン吹きつけ）で外気を入れないように囲うＳＲ工法の導入を目指している。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年６月～２１年３月に営業・マーケティングについての講習・指導を受けている。

また、２０年４月～２１年３月に地域情報紙に広告を掲載している。

■今後の展望 

・平成２１年度の新築住宅受注は３億円（２０棟）を目標とし、それに向けて２名を新規雇

用し、本社との兼務も含めて、総勢１０名の体制で事業を実施していく予定。 

■連携の取組 

・２×４工法の指導・教育について㈱佐

藤建設（石狩市）、宅地分譲について

㈱中島測量設計（石狩市）の協力を得

ているほか、石狩市内の空き家を解消

し地域再生を図る事業について石狩

商工会議所と連携している。 

■事業推進体制

・技術者（役員）２名、営業担当４名、

事務員１名、不動産担当１名の合計８

名で実施。うち４名が本社からの配置

転換、３名が本社と兼務、１名が新規

雇用。将来は１０名体制とする予定。

工事後に見えなくなる部分を撮影した写

真を施主に渡す
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・公共事業縮減により売上は減少しており、今後も土木部門は減収が予想されることから、民

間需要を開拓する新規事業に取り組み、徐々に従業員をシフトし、土木部門のスリム化を図

る。

【木材・コンクリート等腐食防止工事】

・従来、木材の改良材は加工や耐火性、人体への影響など様々な課題を抱えた工法が多かった

が、無機液体ガラスを塗布する工法は、耐火性、防虫・防蟻性、防腐性が格段に向上するほ

か無機質なために安全性が高く、コストも約３０％削減することができ、木材の寿命を延ば

すことが可能となる。

・また、コンクリートの改良材は、従来、効果・コスト等で有用なものがなく、コンクリート

製作時に水分比と空気量を厳しく制限することしか効果的な対策はなかった。無機液体ガラ

スを塗布する工法はコンクリートの劣化を防ぎ、寿命を延ばすことが可能となる。

【アスベスト無害化工事】

・アスベストは、従来、除去するのが一般的な方法であった。無害化技術はアスベストを除去

する必要がなく、工事中においても建物の使用が可能であり、経済性に優れている。

■事業の概要

・木材・コンクリート等に無機

液体ガラスを塗布し、耐久性

を高める「腐食防止工事技術」

及びアスベスト飛散防止処理

・針状結晶破壊処理を行う「ア

スベスト無害化技術」を㈱日

興（東京都）から習得し、寒

冷地における性能を検証した

上で販路開拓に取り組む。

木材に無機液化ガラスを塗布

木材・コンクリート等腐食防止工事及び

アスベスト無害化工事による民間需要の開拓

有限��彰土木 
所在地：函館市大澗町２１９番地２       代表者：代表取締役 高野 彰
電 話：０１３８－８３－３１３７       ＦＡＸ：０１３８－８３－３５１０ 
資本金：５００万円              従業員：１０名
業 種：土木工事業              設 立：平成元年（創業：昭和５９年）

渡島支庁  建設業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は、１，２１０万円で、主な経費は、人件費、原材料費（改良材、無機液体ガ

ラス）、市場調査費など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・木材・コンクリート等腐食防止工事は神社・仏閣・建設業者を顧客とし、直接施工する。

・アスベスト無害化工事は古いスーパーやパチンコ店など現在でもアスベストを使用している

可能性のある店舗を顧客とし、直接施工する。

・平成２１年３月期は、寒冷地試験を行うことから売上は立たない。２２年３月期より販売を

開始し、２３年３月期で黒字化の見込み。

■課題・障害とその対処

・両工法とも道内での利用実績が少ないため、認知度を高めることが課題となっている。この

ため、腐食防止工法については冬期間における検証試験を行い、実用性を確認し、試験映像

を活用したＰＲを行うなど認知度を高めたい。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年５～１２月に㈱日興とともに市場調査を実施し、１１月から技術習得のため提携

先の㈱日興が行う研修を受講している。

・２０年１１月～２１年２月に寒冷地実証試験を実施し、２１年１月から㈱日興により広告・

宣伝を行い顧客の発掘に努めている。

 

■今後の展望 

・これらの工法の有用性について認知度を高めることにより、大幅な顧客増が見込めること

から、雇用の増加も図って行く。 

■連携の取組 

・技術指導、材料購入で㈱日興（東京都）、

低温下における実験研究への助言で

(財)土木研究センター（東京都）、販

路開拓で(社)函館建設業協会、函館東

商工会の協力を得ている。 

■事業推進体制

・現在は事業責任者１名、営業担当者１

名、作業員１名の３名体制で実施中。

・１年後には作業員２名を新規雇用し、

合計５名体制とする予定。
コンクリートに無機液化ガラスを塗布
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・道南は海産物の豊富な地域として知られているが、どじょうについては、食用としては普及

しておらず、本州では古来より「血の巡りが良くなる」など滋養食品として食されていた栄

養価の高い淡水魚であるどじょうの調理品の消費拡大を図ることによって、新たな市場を開

拓できると考え、どじょうの養殖事業に着手した。

・富山県金沢市場によると国内には、成魚の育成販売業者は約２０業者存在するが、どじょう

粉末を主体に生産する業者は２業者程度と少ないことから、希少価値がある。

・健康食品販売業者である㈱丸高三信堂（札幌市）によると、どじょう粉末はカルシウム摂取

目的の健康補助食品としてニーズは十分に見込まれるとのことで、商品化した際には、販売

支援を受けられることになっている。

・管内の割烹、料理店などに品質管理されたどじょうを卸すことで、地元産どじょうを活かし

た柳川鍋を安全で安心な管内の名物料理やブランド品として育て上げることを目指す。

・試作用どじょう養殖の為の水槽４基を設置し、どじょう養殖の先進地（下関市・安木市）か

ら先進養殖技術情報を収集し、他社に負けない生育歩留まりの高いどじょうの養殖に取り組

んでいる。

■事業の概要

・平成２０年度から、どじょう

を自社にて養殖し、粉末と成

魚を生産販売するため、養殖

技術の確立、商品開発と販路

開拓等に取り組む。

・どじょうの粉末については、

医薬品・健康食品販売店、鮮

魚については、居酒屋チェー

ンと協力し、販路開拓を進め

る。

事業スキーム

どじょう孵化→稚魚育成→肥育→成魚生販売

             ↓

            乾燥粉末化

             ↓

            健康補助食品として販売

現在、どじょうに各種野菜及びクミン等の漢方薬

原料を加え、高温高圧にて有用成分を抽出。

より摂取しやすい（生臭さ等は皆無）液状の製品

を試作中。

どじょう粉末の商品化と販路開拓

株式会社阿部建設 
所在地：函館市女那川町２１２番地の１      代表者：代表取締役 山本 栄司 
電 話：０１３８－３３－７７２０        ＦＡＸ：０１３８－３１－７２６６
ＵＲＬ： http://www.abe-ken.net/ 
資本金：４，０５０万円             従業員：１０名
業 種：土木工事業               設 立：昭和４９年

渡島支庁  漁業、製造業
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■事業推進体制

・当初は、新規雇用した２名の体制で実施し、１期目（平成２１年３月）には１名を新規雇用

し、２～４期目で各１名ずつ増員し、４期目には合計７名体制とする予定。

■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，７５０万円で、主な経費は、人件費、養殖技術習得に係る旅費、機械装

置のリース代など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・どじょう粉末は当社ウェブサイトを通じて通信販売するほか、札幌市の医薬品・健康食品販

売店㈱丸高三信堂の販路を通じて販売し、生魚は㈲むうとん経営の函館市内居酒屋チェーン

店において調理販売する予定。

・売上見込みは、１期目（平成２１年３月期）で６００万円、２期目で１，０００万円を予定

している。黒字化するのは、３期目以降の見込み。

■課題・障害とその対処

・どじょう育成用の水源確保について、現在５ｍの井戸水を使用しているが、水温が低く加温

が必要なことから、今後のランニングコストを考慮し、１０ｍの井戸の切削を検討中。

・採算を取るためには、孵化後の歩留まり率を現在の１５％から約５０％まで向上させる必要

があり、養殖先進地から技術指導を受けて、餌・水質の調整等を引き続き実施する。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年４月に、養殖用の２ｍ×３ｍの水槽４基を設置し、成魚の養殖試験を実施中。稚

魚の孵化には成功し、水質と水温設定を調整して当初設定の成育計画に達するよう取り組ん

でいる。第２回目の孵化稚魚の生育は順調であり、２１年度中に量産する目処が立った。

・２１年２月に、青森大学薬学部上田條二教授による乾燥どじょうの粉末成分の検査を実施

し、食品としての安全性を確認したので、３月には商品サンプルを配布する予定。

■今後の展望 

・平成２１年６～８月にマーケティング調査を実施し、販路開拓に取り組んでいく。

・平成２２年度までに、３ｍ×５ｍの水槽を８基まで拡充して量産体制を確立したい。

■連携の取組 

・どじょう粉末成分検査及び薬効研究に

ついて青森大学薬学部上田條二教授、

育成・孵化について村上どじょう養殖

場（下関市）、鮮魚の調理販売につい

て居酒屋チェーン㈲むうとん（函館

市）と連携している。

成魚の養殖水槽
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・近年のガーデニング人気の需要に対応すべく、屋上緑化に取り組む企業が増えており、その

需要は今後も増加すると考えているが、函館市内では環境にも配慮し、専門に取り組んでい

る企業がなく、ビジネス・チャンスがあると考え、また、雇用の維持・創出を図るために、

本事業に参入した。

・環境への配慮から近郊の牧場の余剰堆肥と浄水場の余剰汚泥を主材料とし、コストを抑えた

植生可能な改良土の生産を目指す。

・屋上緑化することにより室内の冷暖房費を節減し、地球温暖化防止、二酸化炭素排出量の削

減に寄与する。

・官公庁・企業のオフィスビルや一般住宅の新築、リフォーム時にオプションとして提案し、

癒しの空間を提供する。

・将来は、野菜やハーブ等の家庭菜園キット販売も視野に入れている。

■連携の取組 

・研究開発用の浄水汚泥は函館市水道局から、堆肥は小澤牧場（七飯町）から提供を受けて

■事業の概要

・屋上・ベランダの緑化事業向

けに、近郊の牧場の余剰堆肥

と浄水場の余剰汚泥を主材料

とし、コストを抑えた植生可

能な改良土を生産する。

・平成２０年度は、改良土の製

品化へ向けて、研究開発、デ

ータ収集、試験栽培、試作品

作成、マーケティングを実施

する。
環境に配慮した余剰堆肥と余剰汚泥の再利用

余剰堆肥や余剰汚泥を利用し環境に配慮した

屋上・ベランダの緑化事業

戸沼建設���� 
所在地：函館市湯川町２丁目２１番２号      代表者：代表取締役 戸沼 平八 
電 話：０１３８－５７－１５３５        ＦＡＸ：０１３８－５７－１５３８
ＵＲＬ： http://www.tonuma.com/ 
資本金：３，２００万円             従業員：２５名
業 種：土木･建築工事業            設 立：昭和２９年（創業：昭和９年）

渡島支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，１５０万円で、主な経費は、人件費、試作品製作に係る外注加工費、検

査・分析費用など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・今期（平成２１年３月期）は、研究開発、試作品製作、越冬データ収集のため、売上なし。

・２期目は生産体制を整備するために設備投資を行い、官公庁・一般住宅・企業を顧客として

営業展開し、３期目に黒字を目指す。

■課題・障害とその対処

・浄水汚泥は植生に必要な養分が不足しており、乾燥すると土壌硬度が高くなる性質があるの

で、配合比率の調整、その他の材料の投入により植生可能な土壌に改善した。

・北海道での屋上緑化の越冬後の凍害影響を抑制するため配合比、厚さ等の面で最適な土壌を

試験栽培の実施により確認し、データを収集した。

・市場反響を探るために試作品を作成し、民間の顧客に提供しマーケティングを実施する。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年７月までに近郊牧場の余剰堆肥及び浄水場の余剰汚泥の成分分析を終え、試験栽

培を開始した。また、１１月から越冬の試験を実施中。また、８～９月に、改良土の試作品

を従来の顧客に配布し、１２月から平成２１年３月まで、マーケティング調査を実施中。

■今後の展望 

・平成２１年度は、生産体制を整えるため、設備投資を実施し、官公庁及び企業の屋上緑化及

び一般住宅のベランダ緑化の営業展開を強化する。

・２２年度以降は、家庭菜園キット（トレイに改良土を入れ、発芽の難しい野菜、ハーブ等の

苗木を定植）の販売も視野に入れている。家庭菜園キットについては顧客のニーズに合わせ

季節により配達、収穫後の回収システムを確立し、事業の拡大を目指す。

いるほか、北海道ターフ技術協会から

研究開発についての助言を受けてい

る。また、試作品の製造は、㈱猖々谷

建設（函館市）に委託している。 

■事業推進体制

・現状は２名体制（うち１名は役員）、

補助事業完了時には、事業責任者１名

（役員）、建設部門から異動した担当

者２名の３名体制とする予定。

屋上の試験栽培と、無料配布した試作品
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・世界的なチョウザメの乱獲によりキャビアの供給量が減少する一方で、国内における生産飼

育に成功している例が少ないことからビジネスチャンスがあると考えて新たなビジネスに挑

戦した。

・国内でのキャビア生産例は極めて少ないが、当社では、平成１７年から、養殖水槽３５０㎥

（６００トン）に３００匹を育成中であり、年度内には新たな水槽４５０㎥（８００トン）

が完成予定。これにより採卵できる親魚約６，０００匹の育成が可能となる。

・エサは、地元噴火湾産の秋サケの残渣物を利用することにより、飼育コストを低く抑えるこ

とが可能。

・養殖水槽の水は、豊富で良質な横津岳の伏流水（当社所有の井戸水・自社掘削）を用いてい

ることから水温を一定に保つことができ、安定生産が可能となる。

・採卵までは約７年の期間が必要なことから、北大水産学部と連携し、チョウザメの採卵・切

開・縫合技術について習得するとともに、いくら等の水産加工の技術面で評価の高い野村水

産㈱と連携し、キャビアの加工技術について研究を進めていく。

チョウザメの採卵・切開・縫合技術の取得及び

キャビア加工技術の確立

東栄興業株式会社 
所在地：亀田郡七飯町字中野２０５番地      代表者：代表取締役社長 岡部 東州 
電 話：０１３８－６５－２６３４        ＦＡＸ：０１３８－６５－２８９４
資本金：４，０００万円             従業員：９名
業 種：管工事業                設 立：昭和６２年（創業：昭和４９年）

渡島支庁  漁業、製造業

■事業の概要

・平成１７年から、国内では飼

育例が少ないチョウザメを自

社水槽で養殖しており、採卵

までにはあと数年かかる現時

点で、抱卵チョウザメ１０匹

を購入し採卵・切開・縫合技

術の習得及びキャビアの試験

加工を実施し、採卵後のキャ

ビア生産・販売に向けた技術

の確立を目指す。

事業スキーム

 

東栄興業(株)

北大水産学部

七飯商工会道立工業技術センター

(株)フジキン

野村水産(株)

チョウザメの飼育アドバイス 試験用チョウザメ購入、

採卵技術アドバイス

キャビアの検査分析

キャビアの試験加工

販売委託・試作品評価

各種相談

久
二



25

- 25 -

                  

 

 

 

■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，１０７万円で、主な経費は、畜養水槽建設費、試験用原材料費、人件費

など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・キャビアは希少性が高い高級食材のため、販売価格は比較的高価に設定することが可能であ

り、また、輸入キャビアは商品劣化防止から塩分濃度が高く、本来の風味を損なっているこ

とから、塩分濃度を抑えることにより市場競争力の高い商品が生産可能と考える。

・平成２１年１月期は、試験加工のため売上はなし。２２年１月期から採卵したキャビアの販

売を開始する。

■課題・障害とその対処

・キャビアを商品化するに当たり、チョウザメの採卵及び卵の加工の経験が無いことから、採

卵・切開・縫合技術及びキャビアの加工技術を有していないことが最大の課題であり、抱卵

チョウザメ１０匹を購入して、技術 とノウハウを獲得する。

■平成２１年２月時点での状況

・２１年２月に試験用の抱卵チョウザメの搬入を終え、切開・採卵・縫合技術及びキャビアの

加工技術の研修を実施中。同時に、キャビアの検査分析、他製品との比較調査を実施中。

・３月には新養殖水槽が完成予定。

■今後の展望 

・平成２１年度には、自社のチョウザメの採卵が一部可能となる見込みであり、これらを活

用してキャビアの商品改良、チョウザメの蓄養数の増加、人材育成に取り組み、安定供給

できる環境を整備する。将来的には、孵化から成魚になるまでの一貫生産を目指す。 

■連携の取組 

・チョウザメの飼育や切開・縫合技術で

北海道大学水産学部蛇沼俊二准教授、

キャビアの加工、製品の販売、試作品

の評価で 野村水産㈱（函館市）、採

卵技術の指導で㈱フジキン（大阪市）、

販路開拓や事業展開における各種相

談で七飯商工会の協力を得ている。 

■事業推進体制

・養殖開始時から１名を建設部門から配

置転換し、育成管理等を行ってきた。

採卵が可能となる１年後、１名を新規

雇用し、合計２名体制とする予定。

養殖中のチョウザメ
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・現在、八雲町内にてカレー及びラーメンのレストランを営業しており、好評なメニューにつ

いては、パッケージ商品化のリクエストが寄せられている。道南地域において、道産食材を

使用したカレーなどのパッケージ商品はまだ少なく希少性があり、地域産品としての価値が

発揮できると考えた。

・八雲町には海洋深層水、チーズ製造過程で生じるホエー（乳清）等が賦存しており、また、

近隣ではヒバから抽出されるヒノキチオール（樹木油：防腐剤、化粧品等に利用される）が

生産されることから、これらの利活用によって高付加価値の石けんを開発することが可能と

考えた。

■連携の取組 

・海洋深層水の提供や物産展出展などについて八雲町の支援を受けている。また、近隣の企

業から檜エキスやホエー（乳清）の提供を受けているほか、検査・分析・商品開発等で連

携している。 

■事業の概要

・道産食材を使用したカレー、

ラーメン、ハム、ミックスス

パイス等の食品及び海洋深層

水、ホエー、ハーブ、スパイ

スを原料とする石けんの開発

を行う。

・販路開拓のために、都市部で

のマーケティングや商品ＰＲ

用のウェブサイト開設を実施

する。

スパイス調合作業

道産食材を使用したカレー等の食品及び

地��材を原料とする石けん等の開発と販路開拓

������建設 
所在地：二海郡八雲町東雲町６番地１３   代表者：代表取締役 小澤 暢穂 
電 話：０１３７－６３－２３７６   ＦＡＸ：０１３７－６２－４２５８ 
資本金：１，５００万円    従業員：１６名
業 種：土木工事業     設 立：昭和５２年（創業：昭和４２年）

渡島支庁  製造業
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■収支の見通し等

・北海道発の商品は根強い人気があるので、インターネットを活用して全国に対しＰＲしてい

けば、顧客は確保できると考えている。特に、八雲町と愛知県小牧市が姉妹都市関係にある

ことを活用した販売促進や、八雲町勤務経験者のネットワークを活用して売上増につなげて

いきたい。

・１期目（平成２１年３月期）は売上無し、２期目はカレー等のパッケージ食品、手作り石け

ん等の売上で、事業の黒字化を目指す。

■課題・障害とその対処

・レストラン営業については地元住民のニーズを意識した営業であったが、今回は都市部マー

ケットの要求を的確に捉える事が事業化のキーポイントと考える。

・インターネットに関する幅広い知識が必要であるため、ネット販売の成功事例を十分に検討

するとともに、情報交換の機会があれば積極的に活用していく。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２１年３月までに、商品開発、試作、パッケージ・デザイン、サンプル配布、試作品パ

ッケージ化及び石けん製造工程の講習、ウェブサイト作成を終え、４月以降、本格生産を開

始する予定。

■今後の展望 

・生産と販売が一体化した事業を推し進め、雇用創出と売上向上を目指す。２期目以降の事

業単体の黒字化を目指す。 

■事業推進体制

・専務がプロジェクトリー

ダーを兼ね、商品開発は

レストラン従業員２名

が行い、商品試作は２名

を新規雇用して行う。

■事業に要する経費

・必要経費は１，２５４万

円で、主な経費は、商品

開発・試作品製作費用、

ウェブサイト作成費用、

品質検査・性能検査費用

など。

・本補助金のほか、自己資

金、金融機関及び役員か

らの融資を使用。

事業スキーム（地元にある価値を外からの目で探し出す）




