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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・田畑には排水用暗渠が埋設されており、従来は、詰まりや潰れなどの原因によって排水機能

が働かなくなると放置され、新たな埋設が行われていたが、資源の節約に貢献するため、平

成１３年から、簡単に暗渠の機能を回復する検査・洗浄システムの開発を進めてきた。

・自社で開発した実地試験中の暗渠検査・洗浄システムは、高圧噴射洗浄ノズルの先端に取り

付けられた照明・内視カメラ付方向制御ロボットにより、左右方向・軸回転など自在に移動

可能であり、これらの制御はモニターカメラを見ながら操作することができる。このため、

単線管に加え、複雑な分岐管のある暗渠内の目詰まり、潰れ、外れ状態を検査し、適切に洗

浄、修復することが可能となる。

・これまで、試作品を使った自社施工を重ね、徐々に実績を上げているが、今回諸課題を解決

し、本格的な製品の完成を目指す。

・「内視機能などを備えた、方向制御可能な小径管内の洗浄装置」については、特許を取得済

みで、「管内に挿入した自走推進装置の長距離延長化を目的としたワイヤー使用による推進

工法」については、特許を出願中。

■事業の概要

・田畑の暗渠管の目詰ま

り・潰れなどの原因を

取り除くことが可能な

洗浄ロボットを試作中

で、課題である耐久性

を強化して、最終製品

化を目指す。

・低価格で、耐久性に優

れた検査・洗浄装置が

完成すると新たな暗渠

の埋設が不要となり、

農業者の経済的負担が

著しく軽減される。

農業用暗渠洗浄ロボット

（��ー�ロボ・き���く）開発事業

川崎建設���社 
所在地：虻田郡京極町字三崎２１８－９      代表者：代表取締役 川崎 宏 
電 話：０１３６－４２－２０７７        ＦＡＸ：０１３６－４２－３６６４ 
ＵＲＬ：http://kawasaki-kk.jp/
資本金：２，０００万円             従業員：１５名
業 種：土木工事業               設 立：昭和６３年（創業：昭和４２年）

後志支庁  製造業

検査・洗浄システム
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，４０３万円で、主な経費は、試作品に係る外注加工費、人件費、試作品

の原材料費、各部品の分析費用など。

・本補助金のほか、自己資金、役員からの借り入れを使用。

■収支の見通し等

・平成２２年３月期までは洗浄サービスの施工のみであり、収益の拡大は見込めないが、その

後は洗浄ロボットの販売に取り組み、２３年３月期には約２，０００万円の売上を見込む。

■課題・障害とその対処

・洗浄ロボット本体の各部の耐久性（防水、モニター、カメラ、電線など）が課題であり、材

料の見直し、仕組みの変更などについて、道立工業試験場との共同研究により解決を図る。

■平成２１年２月時点での状況

・農林水産省の「農地・水・環境保全向上対策」の暗渠清掃事業に参加し、施工実績を上げな

がら装置の改良に努め、防水機能、摩擦部品、操作系の面で高耐久性装置の開発に目処が立

った。

・製品ＰＲのため、北海道建設新聞に広告を掲載するとともに自社ウェブサイトを制作した。

また、洗浄ロボットの機能について紹介するＤＶＤを作成し、関連企業等に配布した。

 

■今後の展望 

・装置の完成度を向上することで、洗浄ロボットの販路拡大に取り組み、経営の安定を図る

とともに、雇用の維持と増加を実現したい。 

・本システムは、化学プラントの定期検査、小口径の用排水路内検査、養殖漁場の生態観察・

調査など他用途に活用することも期待される。

■連携の取組 

・研究開発への助言について道立工業試

験場、洗浄後の効果・調査について専

修大学北海道短期大学山梨光訓教授、

暗渠清掃サービスの販売についてノ

ーステック財団の協力を得ている。 

■事業推進体制

・平成１７年から研究開発担当者を１名

雇用している。

・事業拡大に応じ、建設部門から２名を

労働移動し、１名を新規雇用したい。
作業現場（左上は洗浄ロボット先端部分）
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・平成１８～１９年度の売上高は増加したものの、原材料費の高騰などにより、増益には結び

つかず、企業の存続と雇用の維持のために、新たな事業分野での取組が必要となった。

・雪冷房システムは、上屋方式の貯雪型により各地で実施されているが、この方式には敷地ス

ペースの確保及び貯雪時の機械使用（ロータリー除雪機）が必要なことなどの課題がある。

一方、埋設型の貯雪槽には敷地の有効活用が図られること、貯雪時に人力（スノーダンプ）

や小型除雪機で対応可能なことなどの優位性がある。

・このため、埋設型貯雪槽雪冷房システムは、一般住宅を除いた事務所、工場、店舗、マンシ

ョンなどの大規模な施設ではイニシャルコスト面でも上屋方式に対抗出来るとともに、ラン

ニングコストにおいて必要となる経費が循環ポンプなどに使用する少額の電気料金のみであ

ることが大きな優位性となる。

・また、従来多く使用されてきたヒートポンプ方式では、運転時に室外機から３０～４０℃

 の排気熱が放出されるが、一方、本システムでは排気熱が出ないことから地球温暖化対策に

も貢献する。

■事業の概要

・冷房用の新エネルギーとして

雪の活用が盛んになってきて

おり、ランニングコストで優

位性のある埋設型の貯雪槽に

よる冷房システムの実証試験

を行い、データを収集すると

ともに将来の販路開拓に向け

た取組を行う。

埋設型貯雪槽雪冷房システムフロー図 

埋設型貯雪槽雪冷房システムの試�及び販路開拓

建成�業�式�社 
所在地：岩見沢市１０条西２２丁目３番地１    代表者：代表取締役社長 横田 富男
電 話：０１２６－２２－３３５７        ＦＡＸ：０１２６－２２－３３５０ 
ＵＲＬ：http://www8.ocn.ne.jp/~kensei/ 
資本金：２，０００万円             従業員：８名
業 種：管工事業                設 立：昭和４７年

空知支庁  製造業

地下埋設貯雪槽内に雪を投入

・貯雪し循環パイプ内の不凍液

と熱交換させ、循環ポンプで循

環させてファンコイルユニッ

トで冷房運転する。
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は６８１万円で、主な経費は、試作品加工・設置費用、原材料費、試作品シス

テムに係るデータ収集費用など。

・本補助金のほか、金融機関からの融資を使用。

■収支の見通し等

・平成２０年度は、試作品の製作及びデータ収集を行い、２１年６月までに試作システムの実

証試験を完了して、実用化の目途を立て、同年１２月期には２，１００万円の売上で黒字化

を見込む。２２年１２月期には３，５００万円の売上見込み。

■課題・障害とその対処

・試作システムの開発までの段階では、技術面での課題はない。

・研究開発資金の調達が課題であったが、本事業化計画が道の認定を受けたことから、金融機

関の融資を受けることができた。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年１２月に、提携企業の松浦建設㈱敷地内に貯雪槽の設置を終え、２１年２月から

貯雪を開始した。３月からは、実証実験のための各種データ計測を行う予定。

・平成２１年１月に、広報のためのホームページを開設した。

■今後の展望 

・実証試験の成果をもとに、敷地の有効活用、貯雪のしやすさ、維持費の安価さというメリ

ットをアピールして、燃料高の追い風に乗って営業展開を進め、設置能力を勘案して、各

年度４～５件を設置していきたい。 

・販売実績をあげ、人員増により体制の強化を図り、将来的には分社化を検討したい。

■連携の取組 

・試作品の設置場所提供、データ収集、

販売支援について松浦建設㈱（岩見沢

市）の協力を得ている。 

■事業推進体制

・試作システム開発の段階では、建設部

門の従業員８名で実施する。

・実用化の目途を立て、来期より毎年２

名程増員し、体制の強化を図る。

埋設型貯雪槽雪冷房システム設置状況
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

■取組の経緯・特徴

・平成１６年度から養鶏業を開始し、１８年度に「美唄地鶏」とそばを中心とする飲食店「こ

はれ」を開店した。 

・日本そばは、鰹だしの醤油スープで食べるのが一般的だが、２０年９月から鶏のガラと道内

産の自然塩を使用した塩スープを特徴とする「元祖 塩そば」を「こはれ」で提供して好評

を博しており、お土産用のパック商品を販売するよう顧客から要望がある。

・この要望に応えて、「元祖 塩そば２食入りセット」を開発して、販路開拓を行い、独自の

商品「塩そば」を地域ブランドとして根付かせ、更に北海道ブランドとして全国へ発信し

ていきたい。 

・地鶏の生産から飲食店の経営まで一括管理の下、安全・安心をモットーに事業を展開してお

り、本事業によって物販部門を更に強化し、地域の雇用の拡大及び地元産品の消費拡大につ

なげていくことを目指している。

■事業の概要

・北海道発祥のオンリーワン商

品「元祖 塩そば」のお土産用

「２食入りセット」の開発と

販路開拓に取り組み、北海道

の新たな特産品として全国に

発信し、既存店「こはれ」の

知名度向上を図る。

販売イメージ 

美唄地鶏を�とした新商品「元祖 塩そば」の開発と販路拡大

北�建設���� 
所在地：美唄市字美唄１４６９番地９       代表者：代表取締役 山口 英男 
電 話：０１２６－６２－７１６１        ＦＡＸ：０１２６－６２－７２８７ 
ＵＲＬ：http://www.hokuyu-const.co.jp/ 
資本金：２，５００万円             従業員：５３名
業 種：舗装工事業               設 立：昭和５２年

空知支庁  飲食サービス業
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施までを行う。また、１年後には１名を新規雇用する予定。

 

■事業に要する経費 

・事業費の総額は８２５万円で、主な経費は、商品試作費用、広告宣伝費、パッケージデザイ

ン料など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・「元祖 塩そば２食入りセット」の販売については、北海道物産展への出展や、どさんこプ

ラザや空港での販売、通信販売サイトの活用などを検討している。

・今年度（２１年５月期）は開発段階であり、売上なし。２２年５月期は売上高６００万円、

２３年５月期は売上高９００万円で黒字化することを目標とする。

■課題・障害とその対処

・消費者にとっては、「北海道＝ラーメン」というイメージが強く、「そば」を「北海道ブラ

ンド」として浸透させることが課題である。また、「塩そば」という独自の商品は、他の商

品と競合しないという利点がある一方で、商品の知名度が低いという課題もある。解決策と

して、①飲食店「こはれ」の発展、②商品「元祖 塩そば」の開発力強化、③「こはれ」と

「元祖 塩そば」の情報発信力強化に取り組んでいく。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２１年２月までに、お土産用「塩そば」の開発を終えた。３月にパッケージデザインを

終え、秋からの販売を目指す。また、平成２０年１２月に日本経済新聞及び日経流通新聞の

全国版に広告を掲載したほか、３月にウェブサイトを作成する予定。

■今後の展望 

・「元祖 塩そば」を北海道ブランドとして全国に発信し、塩そばブームを起こしたい。 

■連携の取組 

・麺・スープの開発および販売促進の助

言について㈱シービーワン（札幌市）、

パッケージ及びロゴデザインについ

て㈱アイビス（札幌市）、ウェブサイ

ト作成について㈲オフィス森田（岩見

沢市）、看板構造物設計施工で北興産

業㈱（美唄市）の協力を得ている。 

■事業推進体制

・従業員４名（部長１名、課長１名、飲

食店員２名）で新事業プロジェクトチ

ームを結成し、企画から立案、事業実

元祖 塩そば 
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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

・親会社の住宅事業部では家に一番接する女性のニーズを把握し、女性の視点で設計施工して

いる。その本業に寄与することも含めて、女性に対する事業を展開するため本事業に取り組

むこととした。

・カーブスは、全世界で１万店舗以上のネットワークを持つフィットネス業界の大手であり、

国内でも平成１７年に１号店を開店して以来約７００店舗へと急成長を遂げている。

・カーブスは女性専用の施設として、油圧式のマシンを使用して荷重の設定を女性向けにする

とともに、スタッフは全て女性を採用するなどの特色を持っている。

・このことによって、４０～６０歳代の女性を対象に新たな需要を掘り起こすとともに女性の

雇用確保・拡大に寄与している。

■事業の概要

・㈱川建は、旭川市内において

女性専用３０分フィットネス

・クラブ「カーブス」を３店

舗展開しているが、さらに多

店舗展開を行うため、札幌市

内に出店し、販路の拡大及び

人材の育成に取り組む。

幅広い年齢層に受け入れられるフィットネス

フィットネス事業の�地�展開

�式会社橋本川島�ー��ーシ�ン 
所在地：旭川市旭町２条７丁目１２番地９０    代表者：代表取締役 川島 崇則 
電 話：０１６６－５５－０００１        ＦＡＸ：０１６６－５４－４３４４ 
ＵＲＬ：http://www.hkcorp.co.jp/
資本金：９，２００万円             従業員：１３２名
業 種：土木工事業、建設工事業         設 立：昭和２４年

�式会社川建 
所在地：旭川市旭町２条７丁目１２番地９０    代表者：代表取締役 橋本 毅 
電 話：０１６６－５３－６０１６        ＦＡＸ：０１６６－５４－４３４４ 
ＵＲＬ：http://www.hkcorp.co.jp/
資本金：４，０００万円             従業員：１５名
業 種：不動産業                設 立：昭和６０年

上川支庁  娯楽業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は、１，２５２万円で、主な経費はトレーニング・ルームの賃貸料及び改修費

用、人件費、トレーニング・マシン購入費など。

・本補助金のほかに、親会社からの融資を使用。

■収支の見通し等

・既存の大型フィットネス・クラブと比較すると入会金、月会費とも割安に設定しており、札

幌圏の人口から推して、開店１年後の平成２１年８月における会員数４００名達成を目指し

ている。

・このことにより、月間売上高を２５０万円とし、同年１２月期中に単月黒字化を見込む。

■課題・障害とその対処

・全国と比較して、札幌圏においては、カーブスに対する認知度が低いため、会員獲得に向け

てＤＭや新聞折り込みチラシなどの各種広告宣伝活動に取り組んでいるほか、企業の健康保

険組合などに入会金の低減を条件に会員の勧誘を行っている。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年８月に、カーブス石山通をオープンし、１０月以降、ダイレクト・メール送付、

３月にはチラシ折り込み、タウン誌への広告掲載などにより、会員の拡大をめざしている。

■今後の展望 

・３年後には、札幌市内での店舗拡大、道内各地への店舗展開を図る。 

・将来は、会員向けにダイエット関連商品の販売を行う計画。 

■連携の取組 

・フランチャイズ本部である㈱カーブス

ジャパン（東京都）からフィットネス

・クラブの運営について指導を受けて

いる。 

■事業推進体制

・平成２０年４月に親会社の㈱橋本川島

コーポレーションから１名を転籍し、

多店舗展開への基盤を整備。新店舗開

設に伴い、店長１名、スタッフ２名を

新規雇用した。
インストラクターによる指導
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・平成１９年に、㈱ホーム企画センター（札幌市）の加盟店となり吉良土木㈱住宅事業部を設

立。炭による換気システムを使用した注文住宅の建築分野へ参入した。

・平成２０年４月に当社管理地（旭川市近文１１丁目）に「炭１トン住宅」のモデルハウスを

自社で建築して集客を図り、フリーペーパー、月刊誌等々の宣伝媒体を使いながら販路を開

拓し、年間７棟～１０棟の「炭１トン住宅」の建築販売を目指す。

・炭１トン住宅は、換気ユニットに炭を配置することにより空気を清浄化するとともに、室内

の有害物資を吸収し、クリーンな空気環境を維持するシステムである。

・２０年度から一般住宅リフォーム事業にも参入し、積極的に販路開拓に取り組んで行く。

■連携の取組 

・住宅メーカーの㈱ホーム企画センター（札幌市）から住宅建築及び営業について指導を受

けている。 

■事業の概要

・炭による換気システムを使用し

た注文住宅の建築分野へ参入。

・住宅建築にとどまらず、一般住

宅リフォーム事業にも参入し積

極的な販路開拓に取り組んで行

く。

モデルハウス全景

炭の��を取り入�たクリーンな住宅建築事業及び

リフォーム事業への��

吉良土木���社 
所在地：旭川市９条西２丁目    代表者：取締役社長 吉良 徹 
電 話：０１６６－２２－５２０１   ＦＡＸ：０１６６－２２－５２７６ 
ＵＲＬ：http://www.kiradoboku.co.jp/ 
資本金：２，０００万円    従業員：１２名
業 種：土木工事業     設 立：昭和２７年

上川支庁 建設業



37

- 37 -

                  

■事業に要する経費 

・必要経費は３，４００万円で、主な経費は、土地・建物（モデルハウス建築）、人件費、広

告宣伝費など。

・本補助金のほかは、自己資金、金融機関からの融資を使用。

■収支の見通し等

・炭１トン住宅は、マイナスイオンを発生させクリーンな空気環境を作るものであり、健康志

向の現代においてニーズが高い。

・平成２０年４月期は、モデルハウスと宣伝媒体を使って販路開拓を図り、年間７棟～１０棟

の注文住宅を建築して売上高１億５，０００万円で、黒字化の見込み。２２年４月期は１億

７，０００万円、２３年４月期は１億８，０００万円の売上高を目指す。

■課題・障害とその対処

・公共工事施工の経験しかない企業とその職員が、民間の注文住宅部門にチャレンジすること

自体が大きな課題。住宅建築分野では、住宅メーカーや工務店等多くの競争相手が存在する

一方で、最近の経済状況から、住宅建築の動きも鈍っている状況である。そのため専門的ノ

ウハウのある㈱ホーム企画センターに、住宅建築に当たっての営業、プランの作成、施工管

理等々の指導を受けている。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年４月～２１年２月に、ダイレクトメール、月刊誌への広告掲載、ポスティングを

実施したほか、モデルハウス見学会を開催し、市場動向調査を終えた。

・２～３月に、住宅ローンアドバイザー講習会、プレカット材研修会、無暖房住宅研修会等を

受講する。

■今後の展望 

・公共事業依存からの脱却と一言で言っても簡単なことではない。この先も経済状況は厳し

いものがあると考えるが、年間７棟～１０棟の売上を目指して努力していきたい。 

■事業推進体制

・事業開始に当た

り、２名の２級

建築士を新規雇

用。社長を統括

本部長として６

名体制で事業を

進めている。

フリーペーパー（ライナー）広告
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・平成８年に、木の根株や間伐材等の廃材を細かく砕いて堆肥化したものを餌としてミミズを

飼育し、そのミミズの糞を自然素材の有機肥料ミミズッチとして商品化した。

・平成２０年から、管内の特産品である茸の生産時に排出される廃菌床と木くず等を混ぜて堆

肥化し、ミミズの餌として与え、ミミズの糞を選別して、土壌改良材と肥料の２つの働きを

する付加価値の高い有機肥料を開発し、農家や一般家庭向けに販売する。

・茸廃菌床は、これまで土壌改良材の原料や茸農家自らの農地に堆肥として利用することで処

分されてきたが、大半は処分に苦慮している状況。今回の事業により、茸廃菌床をミミズの

餌として農家から購入するので、農家の所得向上や廃菌床の処分の手間の軽減につながる。

・茸廃菌床を混ぜた堆肥を餌としたミミズの糞から製造した有機肥料は、餌の生産コストを抑

えることで従来よりも安価に生産することが可能であるとともに、成分が土壌の中和や生き

た土づくりに役立ち、土壌汚染、地下水汚染の心配もなく、環境に優しいことから、地域資

源循環型社会の形成に寄与することができる。

・ミミズッチの価格は、牛糞堆肥やバーク堆肥と比較して高価であるが、用途や効用等の点で

優れており、食の安全・安心にも寄与できることから、ホームセンターや製紙企業、旭川市

内の造園業者などが関心を寄せており、一定の販路の確保が見込まれる。

■事業の概要

・管内の特産品である茸の生産

時に排出される茸廃菌床を木

質廃材と混ぜた堆肥を餌とし

てミミズを飼育し、これまで

の木質廃材の堆肥だけを餌と

して生産した有機肥料「ミミ

ズッチ」と比較して、肥効性

の点で優れた商品を開発し、

農家や一般向けに販売する。

茸廃菌床と木質廃材の堆肥（餌）をハウス内に搬入

茸廃菌床を利用した特�有機肥料の��、

商品化に向けた�ー���ン�

花本建設株�会社 
所在地：旭川市７条通１５丁目右６号          代表者：代表取締役 花本 金行 
電 話：０１６６－２６－２４５１           ＦＡＸ：０１６６－２３－６５２４ 
ＵＲＬ：http://www.hanamoto.co.jp/ 
資本金：４，５００千円                従業員：４２名
業 種：土木工事業                  設 立：昭和３４年

上川支庁  製造業
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■事業に要する経費

・事業費の総額は２，８０５万円で、主な経費は、人件費、ビニールハウスの修繕費、広告宣

伝費などである。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・平成２０年度（２１年３月期）は、試作、広告宣伝を行う準備段階であり、新商品の売上は

なし。２１年度は、新商品の投入により生産量を増加し、売上高１，５００万円で黒字化す

ることを目標とする。

■課題・障害とその対処

・牛糞等他の土壌改良材と比較されやすく、価格面では高価というイメージを持たれている。

・生産コストを下げるには、ミミズが好む餌づくりをして、多くの糞を採取することが必要で

あり、茸廃菌床をミミズの餌として、生産性の向上に取り組んでいく。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年６～１１月に試験生産を実施し、１１月までに肥料の成分分析を行い、従来の商

品と比較して肥効性が改良されたことを確認した。

・７月、９月の展示会において市場調査を実施し、成分分析の結果を確認して、２１年３月に

北海道ビジネスフォーラム２００９への出展を予定している。現在はインターネットや新聞

広告等による販路拡大を図っているところ。

■今後の展望

・既存製品の実績に加え、品質、サービスや生産性の向上が見込まれ、平成２１年度は売上高

１，５００万円、２２年度は売上高２，０００万円を目指す。

・建設部門の受注額が減少する中で、もう一つの柱として新規事業を伸ばして行きたい。

■連携の取組 

・茸廃菌床の供給について中愛別舞茸

生産組合（愛別町）、茸廃菌床の運

搬について㈱池野建機工業（旭川

市）、有害物等の成分試験について

㈱北炭ゼネラルサービス（苫小牧）

の協力を得ている。 

■事業推進体制

・平成２０年４月から、３名体制で研究

開発を実施し、試験生産を開始する６

月から季節雇用者４名を建設部門よ

り異動し、９月からは営業担当者１名

を新規雇用して実施している。

ミミズッチの広告
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・耐震偽装問題に対応した建築基準法改正により、工事記録写真の精度の向上が求められてい

る一方で、それに係る労務費のコストダウンが課題となっている。

・建設投資の減少により、厳しい経営環境になる建設業において、工事のコストダウンを図る

ため、自社の経験に基づいて既存の鉄筋撮影用補助具の欠点を改良し、精度の高い記録写真

の撮影と現場労務費のコストダウンを可能にする新商品の開発に取り組む。

（平成１８年度の国土交通省からの請負作業所では、請負金額６，７００万円、鉄筋コンクリ

ート造２階建で、記録写真６，０００枚、その内鉄筋工事記録写真３，０００枚、従事期間

１名専属で３ヶ月を要した。）

・黒板・ロット支持金具「マグネット＋」は、鉄筋に黒板・ロットをマグネットにより取り付

けて、写真撮影時間の短縮と固定方法の問題の解決を可能にする商品である。

・ワンタッチ鉄筋マーカー「鉄筋マーカー＋」は、一般に使われているボード用マグネットの

落ちる、ずれるなどの問題を解決した商品である。

・「鉄筋撮影用補助具」について、特許申請済み。

■事業の概要

・工事記録写真の精度の向上と

それに係る労務費の縮減を図

るため、既存の鉄筋撮影用補

助具の欠点を自社の経験に基

づいて改良した黒板・ロット

支持金具「マグネット＋」お

よびワンタッチ鉄筋マーカー

「鉄筋マーカー＋」等の新商

品を開発し販売する。   

             

             

製品写真及び建築工事使用例

建築・土�工事記録用、鉄筋撮影用補助具の製造販売

�建工業���社 
所在地：旭川市１０条通１９丁目１番地の１     代表者：取締役社長 藤田 英利
電 話：０１６６－３１－３４６１         ＦＡＸ：０１６６－３２－８４８７ 
ＵＲＬ：http://www.hokken-kg.com/ 
資本金：２，５００万円              従業員：１１名
業 種：建築工事業                設 立：昭和２２年

上川支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，４８０万円で、主な経費は、試作品加工費、原材料費、広告宣伝料など

である。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・今回開発する商品は、現在市場にない製品や従来の製品の欠点を改良した製品であり、市場

競争力は十分あるものと考えている。また、試作品のテストを依頼した建設業者が関心を示

しており、立ち上げから一定の販売の確保が見込まれる。

・２１年５月期は主に道内で販売して１，０００万円、２２年５月期は全国展開して１，５

００万円、２３年５月期は３，０００万円の売上高を目指す。 

■課題・障害とその対処

・支持腕部の強度が不充分なため、数度の試作を行い、ＰＥＡ樹脂にカルシウムを混入する

ことにより強度を強化するなどして、問題を解決したいと考えている 

・本製品採用のマグネット(ネオジウム)は、輸入品であり、納入に４０日間必要となるため、

在庫が必要となる。製造業者とは納入期間を２０日程度に短縮する方向で調整している。 

■平成２１年２月時点での状況

・９月に試作品のテストを終え、商品の生産を開始し、１０月からインターネット上で販売

を開始した。また、１１月までにパッケージデザインとカタログの作成を終えた。 

・９月に情報雑誌「２００８年度版大ヒット商品はこれだ」、１０月に北海道建設新聞に発

売記事を掲載するなどして、販路開拓に努めている。 

 

■今後の展望 

・鉄筋撮影用補助具の関連商品の開発・販売に取り組みたい。 

■連携の取組 

・プラスチック製造に関する助言、検査、

媒体製造委託についてハピーオール

㈱（美唄市）と連携しているほか、製

品組立てを㈱ＨＯＫＫＥＮ及び月形

刑務所、特許に関する調査・助言・申

請を佐川慎悟国際特許事務所（札幌

市）に委託している。 

 

■事業推進体制

・平成２０年４月から、兼務職員３名で

研究開発、試作等を行ってきたが。製

造が本格化する時点で更に１名を兼務

とし、合計４名体制で実施する。

（図や写真の解説）

道路工事使用例
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・建設投資の減少に伴い、受注額が減少する中、企業の生き残りと雇用の維持のために、建設

業の製図技術等を活かせる新たな事業を模索していた。

・世界のミニチュアモデル業界の最先端を行く㈲ＭＭＰのＥＢＢＲＯブランドの製品は、全て

が中国の委託工場で生産されているが、今回新たに製造する「１／５スケール」の製品は、

㈲ＭＭＰにとって初めて手がける新製品であり、製品の性格上緻密な打ち合わせを必要とす

るため、意思の疎通が図りやすい日本国内で生産を行うこととなった。

・㈲ＭＭＰは、日本国内の他の候補地も検討したが、社長の出身地が稚内ということもあり、

当社が委託を受けることとなった。

・建設業からミニチュアモデル製造という新分野への進出だが、㈲ＭＭＰから技術指導を受け

ながら製造するもので、販路も確保されている。

・稚内市において、水産や酪農などの一次産業関連以外の工業製品を製造する数少ない事例で

ある。

���社早坂組 
所在地：稚内市大黒町１丁目４番３２号      代表者：代表取締役 早坂 祐二 
電 話：０１６２－２３－４３２８        ＦＡＸ：０１６２－２３－４３７４
資本金：２，０００万円             従業員：１１名
業 種：一般土木建築工事業           設 立：昭和４６年（創業：昭和３２年）

■事業の概要

・平成２０年度から、ミニチュ

アカーメーカー㈲ＭＭＰ（静

岡県静岡市、ブランド名ＥＢ

ＢＲＯ）と連携して、エブロ

製品を受注生産する。

・㈲ＭＭＰから生産依頼のあっ

た車種について、現物の採寸

から製品完成までの一連の作

業を行い、製品を出荷する。

完成予定図（写真は１/１０サイズ）

ミニチュアモー�ーカーモデル製造業進出事業

宗谷支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・主な経費は、人件費、構築物（ミニチュア・モーターカーモデル製造工場）の改修費、工作

機械のリース代など。

・本補助金以外に、中小企業総合振興資金（建設業等新分野進出特別貸付）の利用を予定。

■収支の見通し等

・ミニチュアカー製品における㈲ＭＭＰのＥＢＢＲＯブランドは、ポルシェ博物館（ドイツ・

シュトゥットガルト）に展示するため、ポルシェ本社よりミニチュアカー製作を依頼される

ほど世界では認められており、㈲ＭＭＰの要求する規格・品質に対応する製品は、全量納品

する契約となっている。

・今年度（２１年３月期）は、試作の段階であり、売上は立たない。２年目は、約３，５００

万円（３００台）を受注し、黒字化する見込み。

■課題・障害とその対処

・ミニチュアカーの製品製造は、専門性と技術の細やかさが求められ、製造に係る製図、製造

工程における機械の操作、製造方法等については、㈲ＭＭＰからの指導及び指導講師の斡旋

等により、解決を図っている。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年１２月までに職員の技術習得のための講習を終え、２１年２月までに試作品を完

成させる予定。

・３月に専任職員の採用など本格生産のための体制作りに取り組み、４月から本格生産を開始

し、㈲ＭＭＰへ順次納品する予定。

■今後の展望 

・今後は、㈲ＭＭＰのＥＢＢＲＯブランドの製品を多様な範囲で受託し、経営を安定させて、

雇用を増やしていきたい。 

 

■連携の取組 

・ミニチュアカーメーカー㈲ＭＭＰから

製品作成指導を受けている。 

■事業推進体制

・製品開発の段階では、建設部門の従業

員１１名全員が兼務で実施する。

・補助事業完了後は、建設部門から５名

を配置転換し、新たに３名を雇用し、

８名体制で実施する。

型枠製作作業
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・公共事業の減少が続き、従業員の確保と経営の安定のため、社員全員で話し合い新規事業に

参入することにした。

・枝幸町は水産業が基幹産業であるが、水産加工残渣を処理・リサイクルする施設が近隣町村

にないことから、現在は、白老町まで運搬して処理している。地元の漁業組合や加工業組合

から出た水産加工残渣を地元で処理できるようにするため、本事業を実施する。

・水産加工残渣を使用した肥料製造は、㈲翔和農材（白老町）が開発したバクテリアを使用す

るもので、従来よりも発酵時間が短縮され、製造段階での悪臭も殆ど発生しない。また、原

料には有害物質のカドミウムを含むホタテ・イカ・タコを一切使用せず製造するため、従来

よりも安全な肥料の生産が可能となる。

・地元で水産加工残渣を処理することから、漁業組合や水産加工業組合は廃棄物運搬費用や処

理費用の削減を図ることができ、地域の水産加工業の振興に貢献することができる。また、

本格的な事業開始に伴い、作業員の新規雇用を予定しており、雇用創出に貢献することがで

きる。

■事業の概要

・枝幸町の漁業組合や水産加工

業組合から排出される水産加

工残渣（魚のあら）やヒトデ

に、おがくず・牧草ロール・

細菌類を混合した肥料の試験

生産を行い、平成２１年４月

からの本格的な製造販売を目

指す。

原材料の搬入 

魚の加工時に排出される廃棄物を原料とした肥料の試験生産

���社�本建設 
所在地：枝幸郡枝幸町風烈布１２４番地１     代表者：代表取締役 猪俣 稔 
電 話：０１６３－６６－１１７５        ＦＡＸ：０１６３－６６－１３１０ 
資本金：１，０００万円             従業員：５名
業 種：土木工事業               設 立：昭和６２年

宗谷支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は２，３５０万円で、主な経費は、人件費、肥料工場建設費、肥料製造用機械

装置の購入・リース代、試験生産用の触媒の費用、市場調査費用など。

・本補助金のほか、中小企業総合振興資金（建設業等新分野進出特別貸付）を利用している。

■収支の見通し等

・販売価格については、バクテリアの使用による発酵時間の短縮を価格に反映できる為、他社

の製造コストより安く製品を作ることができる。

・現在、大規模酪農家や近隣の農家が関心を示しており、立ち上げから一定の販路の確保が見

込まれることから、２１年度（２２年３月期）から相応の売上確保は可能。

・売上高は、平成２１年３月期は、試験生産のためなし、２２年３月期は１，４００万円で黒

字化、２３年３月期は２，０００万円を目標とする。

■課題・障害とその対処

・操業中の原材料不足に陥らないようにするため、本格的な製造が始まる前の平成２１年３月

頃までに漁業組合や加工業組合と廃棄物受入れの契約を交わす。

・同様に、副材料のおがくず・牧草ロールについても２０年１２月中に大量に確保した。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年１０月に工場の建設を終え、１１月から試験生産を実施中。２１年１～３月に試

作品の成分分析、市場動向調査を実施し、４月から本格生産・販売を開始する予定。

■今後の展望 

・２２年度以降においても製品の品質から売上増が見込まれるが、工場の生産能力に鑑みて、

対２１年度比で約５０％増を想定している。 

■連携の取組 

・発酵菌の使用による肥料製造の助言及

び菌の提供について㈲翔和農材（白老

町）、原材料の供給について枝幸漁業

協同組合及び枝幸水産加工業協同組

合、研究開発・販路開拓への助言につ

いて㈱リープス（札幌市）の協力を得

ている。 

■事業推進体制

・２０年４月より新事業責任者１名（取

締役）、事務員１名の２名体制で、肥

料製造の準備を行ってきた。１年後に

は作業員２名を新規雇用する予定。

堆肥完成
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■ 取組の経緯・特徴

・落石の解決策として、当社では、岩接着ＤＫボンド工法を実施しており、国内では、阪神淡

路大震災等での施工実績、また、道内では３２箇所施工の実績で良好な結果を残している。

・ＤＫボンド工法は、自然に優しい環境保全工法で、使用する機材は軽微な装置であり、危険

な高所の巨岩対策としても有効で、高所では既往施工法に比べ経済的に施工できる。また、

施工後の耐久性が高いことも、各種試験等で立証されている。

・台湾は岩石地帯が多く、道路、鉄道等のトンネル内や法面上部から落石が頻発し、交通障害

等で物流・観光等に支障をきたしている。

・このような状況の中で、平成１９年度に国土交通省「建設業の新分野進出モデル構築支援事

業」において、台湾での岩接着ＤＫボンド工法の試験施工を実施し、台湾からの受注が見込

める目処がついたことから、本格的な台湾進出に向け、施工中、施工済の工事現場を活用し

たデモンストレーション等により販売を開拓するとともに、現地での事業展開のため、人材

を育成する。

■事業の概要

・落石防止施工として阪神淡路

大震災復旧工事をはじめ、道

内外で多くの施工実績を有し

ている岩接着ＤＫボンド工法

により台湾へ進出し、販路拡

大を図る。

台湾でのＤＫボンド工法の施工

ＤＫボンド工法�落石防止施工�による台湾進出

まるい建設���社 
所在地：北見市留辺蘂町松山７８番地１        代表者：代表取締役社長 村井 孝之 
電 話：０１５７－４５－２６２４          ＦＡＸ：０１５７－４５－２３２５ 
資本金：２，８００万円               従業員：８名
業 種：とび・土工・コンクリート工事業       設 立：昭和３３年

網走支庁 建設業
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■収支の見通し等

・当社のＤＫボンド工法による落石防止施工は、台湾にとっては新技術でありニーズも非常に

高く、平成２１年度には台湾からの受注により、黒字となる見込み。

・今年度の販路開拓の取組により基盤を築けば、２期目からは継続した黒字と事業拡大が見込

まれる。

■課題・障害とその対処

・海外での施工となるため、言語の問題、工事を行う際の手法の違い（仮設資材の違い等）、

軽作業員の不足、資材・機材の輸送コストの問題が発生する。

・このため、台湾の地元建設業者との連携が不可欠であり、現在連携先を選定中。また、言語

の習得のため、講師を呼んで社員教育を実施中。

・海外での公共工事については、現地の行政機関との信頼関係の構築が必要であり、施行実績

のアピール等に努めている。

・ 世界同時不況に伴う為替の変動によるリスクが生じている。

■平成２１年２月時点での状況

・２０年４月～２１年１月に、危険箇所の現地調査及び技術研修を各８回実施した。

 

■今後の展望 

・台湾での受注に成功し、今後、４月に金門島での工事を予定し、台湾での施工が順調に伸

びていくとともに、日本国内の各省庁からの施工依頼がさらに増加することが見込まれ、

２期目（平成２２年３月期）には５，０００万円程度の受注を予定している。 

■連携の取組 

・落石防止協会（岡山市）から落石防止ノウハウ

・接着剤の提供、業務指導を受けているほか、

タカシマ設計事務所（札幌市）から土木設計、

落石危険度の判定について協力を得ている。 

■事業推進体制

・１９年度に３名を台湾施工要員として派遣し、

２０年度は更に４名を加え、７名体制で実施し

た。（全て配置転換。）

■事業に要する経費 

・必要な経費は３，９３１万円、主な経費は、機

械装置のリース代、人件費、工事資材購入費、

旅費など。本補助金のほかは自己資金を使用。

危険箇所の現地調査



48

- 48 -

 

 

 

 

 

■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

・微生物農法についての書籍「新版 島本微生物農法」島本邦彦著（社団法人農山漁村文化協

会）によると、土中の酸素要求度の高い作物は、これらの繊維が固く機械的強度が高い原料

が土中の物理化学的条件を改善することから、高品質で多収穫となる。また、この堆肥は微

生物含有量が多く、土壌改良力が優れている。

・園芸用肥料等として地元農協やホームセンターをはじめ道央圏・首都圏の卸売市場や生花店

を中心に販路拡大を図る。

・笹・イタドリ・ヨシ等については、殆どが廃棄処理されている状況だが、今回の事業では、

廃棄処理費用より安価で引き取ることから、処理費用の削減が期待できる。

・ガーデニングに関する専門家を迎え、肥料の使い方等について社員教育を実施する。

�ホー�クの完熟馬糞堆肥（笹入り）の製造

丹野工業��会社
所在地：紋別郡遠軽町大通北１丁目２番地の４１ 代表者：代表取締役 丹野 義晴
電 話：０１５８－４２－２５５３       ＦＡＸ：０１５８－４２－７６６０
ＵＲＬ：http://www.tanno-k.co.jp/
資本金：２，０００万円            従業員：２２名
業 種：土木工事業              設 立：昭和３８年（創業：昭和３６年）

網走支庁  製造業

■事業の概要

・堆肥の原料である広葉樹の樹皮（バーク）の供

給が減少する中、樹皮に加えて、低温被害を受

けづらいと言われる馬糞、笹、イタドリ、ヨシ

等を使用した独自の製法により新たな堆肥を開

発し、園芸用肥料等として販売する。

■取組の経緯・特徴

・公共事業縮減で経営環境の厳しさが増している

中、現従業員の雇用維持、従業員の技術の有効

活用、原材料に地域資源を有効活用が期待でき

ることから堆肥製造に取り組んだ。

・草地、山林で費用をかけて廃棄処分される笹・

イタドリ・ヨシ等を有効利用するとともに、牛

糞と異なり、地温を上げる働きがあるため、低

温被害を受けづらい特質のある馬糞を使って堆

肥を製造する。

完熟馬糞堆肥（笹入り）
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は６００万円で、主な経費は、パッケージデザイン料、木質チップ粉砕器の購

入費用、堆積場の購入費用、広告宣伝費用など。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・管内の農協やホームセンター及び道央圏・首都圏の園芸センター等が関心を示しており、

一定の販路の確保が見込まれており、２０年度（２１年３月期）は売上高１，０００万円、

２１年度は売上高１，５００万円で黒字化を目指す。 

■課題・障害とその対処

・既存の堆肥の製造には６ヶ月を要しているが、製造期間を短縮することが課題となってい

る。樹皮に馬糞・笹等を加えることで製造期間が短縮されることが分かっているので、木

質チップによる堆肥との比較調査を実施する。 

・原料の樹皮・馬糞・笹・イタドリ・ヨシを大量に確保する必要があるため、今後、新聞等

の媒体を通じて、管内市町村、農協、地元農家にＰＲしていく予定で、必要量の確保は可

能と考えている。 

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年８月までに、堆肥の試験生産とパッケージデザインを終え、１１月から本格生

産と販売を開始した。 

・平成２０年１１月に「お豆博」（東京都）に出展、１２月にパンフレットを作成、同じく 

１２月に食育雑誌「のこたべ」に広告を掲載するなどして、販路開拓に努めている。 

■ 今後の展望 

・平成２１年度以降においても、顧客増が見込まれるが、工場の生産能力も鑑み、２２年３

月期で売上高１，５００万円を見込んでいる。 

■連携の取組 

・肥料の分析を道立中央農業試験場に依

頼している。 

■事業推進体制

・２０年４月から、責任者１名と開発担

当者１名を建設部門から配置転換し、

製造担当者１名を新規雇用して、合計

３名で実施している。

・１年後には、更に１名を建設部門から

配置転換し、１名を新規雇用して、合

計５名体制とする予定。
堆肥の生産現場




