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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・公共投資の減少等により売上高が減少傾向にあることに対応し、官公需から民需へ移行を図

る必要があると考え、水道の２４時間修理受付などを実施することで蓄積したユーザーのニ

ーズ情報を整理・分析することにより、新たな事業として、データベースによるマーケティ

ング事業を展開することとした。

・昨今の経営環境の悪化から多くの企業が収益力の低下に悩んでいる中で、営業力のある人材

を新規雇用したくても、コスト面から雇用できず苦慮しているケースが多く見受けられるた

め、地域の中小企業を対象として、顧客創出のためのデータベースを用いたマーケティング

情報提供サービスによって、ユーザー企業の収益向上に貢献したいと考えた。

・ユーザー企業の希望に応じて、顧客の性別や年齢、住所等による分類を行い、提供しようと

する情報を、その情報をより必要としている顧客に届けることができるように、顧客情報管

理システムを構築する。

・電話による営業活動を自動化するシステムは、中小企業にとって、営業対象範囲の拡大とい

うメリットがある。

事業の概要

顧客創出の�のデータベースによるマーケティング事業

������工業 
所在地：苫小牧市字沼ノ端２５８番１３１    代表者：代表取締役 阿部 満 
電 話：０１４４－５５－５３０３       ＦＡＸ：０１４４－５５－５３６３ 
ＵＲＬ： http://sunprosper.com/ 
資本金：２，０００万円            従業員：１５名
業 種：土木・管・水道施設工事業       設 立：昭和５９年（創業：昭和５２年）

胆振支庁  情報通信業

■事業の概要

・マーケティングのためのサー

ビス提供事業を平成２０年度

から開始し、オートコールマ

ーケティングによる顧客への

キャンペーン情報等の提供、

法人ユーザーのマーケティン

グ用に加工した顧客データの

提供などを実施する。

 

���ー�ー 

���ー�ー 

法人�ー�ー 
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コール 

Ａ法人クライアント 

又は 

Ｂ法人クライアント 

の 

潜在顧客 

（例） 

①Ａ又はＢ法人クライアントの潜在的顧客層

にデータ加工してオートコール機能でマー

ケティングする 

 

②Ｃ法人クライアントに対し、ＣＴＩシステ

ムに蓄積されたデータを加工して販売提供

する 

Ａ法人クライアント 

Ｂ法人クライアント 

Ｃ法人クライアント 

 

 

マーケ 

ティング 

委託 

マーケ 

ティング 

データ 

購入 

マーケティング情報の

加工 

オートコール

機能 

ＣＴＩシステム 

 

事 業 の 概 要 
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は３２１万円である。主な経費は、システム開発費、機械装置の改造費、マー

ケティング費用などである。本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・昨今の経営環境悪化の影響から、ユーザー企業は、売上増を求める一方で、人件費の負担

増に耐えられないことから、マーケティング情報提供サービスに対するニーズは大きい。 

・異業種交流会の会員向けに営業を行うほか、３社程度に試験的な利用を依頼し、それらの

導入事例をユーザー企業にアピールし、サービスの販売につなげていきたい。 

・売上高は、２１年６月期１，３００万円、２２年６月期２，０００万円を目標としている。

■課題・障害とその対処

・企業や個人の情報を扱う事業のため、厳格なセキュリティ機能が必要であり、従来の社内

のセキュリティ機能に加えて、運営教育マニュアルを導入して、情報管理を厳格化する。 

・マーケティングの内容と対象の規模を的確に把握することが求められるので、ユーザー企

業と詳細な話し合いを実施する。 

・ユーザー企業の信頼をつかむため、テスト・マーケティング等の実例を示す。 

・マーケティングの外部委託によるコスト面でのメリットをユーザー企業に理解してもらう

ため、ＰＲに努力する。 

■平成２１年２月時点での状況

・２１年２月までに、１件のテスト・マーケティングを実施し、顧客情報管理システムの開発

を終えた。３月からシステムを本格稼働し、営業活動を展開する予定。

 

■今後の展望 

・２１年度は、苫小牧市、千歳市を中心に、周辺市町村の企業を対象として営業し、２２年

度は、室蘭市の企業も営業対象に加える予定。 

■連携の取組 

・システム開発への助言について北海道

中小企業家同友会、システム開発につ

いて近藤ユーザック㈱（室蘭市）と連

携している。 

■事業推進体制

・平成２０年１月より、建設部門から３

名（役員１名を含む）を労働移動し、

研究開発と営業活動を行なっている。

・１年後に１名を新規雇用し、３年後に

建設部門の１名を労働移動する予定。

オートコールマーケティングの事業内容
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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

・北海道は日本一のホタテ貝生産地であるが、その貝殻は廃棄物として処理されることが多い

ことから、有効利用が課題であった。

・一方、ホタテの貝殻は、貝殻特有の多孔質構造による消臭・調湿性、抗カビ特性などの優れ

た特性を持つ天然素材である。

・当社はホタテ貝殻を建築資材（左官材料）に加工して販売しており、このことにより、シッ

クハウス問題の解決につながるとともに、廃棄物として処理されるホタテ貝殻の削減にもつ

ながっている。

■事業の概要

・北海道のホタテ貝殻を原料と

して建築材料を製造し、全国

の建築会社等へ販売する。

・現在は「ほたて漆喰」の製造

販売を行っているが、平成２

０年までに開発した「ホタテ

漆喰タイル」等の販路開拓・

拡大を行っていく予定。

ジャパンホームショー２００８にて施工実演

ホタテ貝殻を原料とした建築材料の販路開拓・拡大

あいもり��会社 
所在地：伊達市錦町１０５番地           代表者：代表取締役 小松 幸雄 
電 話：０１４２－２３－８８１１         ＦＡＸ：０１４２－２３－８８３３ 
ＵＲＬ：http://www.aimori.net/ 
資本金：２，５００万円              従業員：３名
業 種：その他の製造業              設 立：平成１３年

小松建設��会社 
所在地：伊達市錦町105番地    代表者：代表取締役 小松 幸雄 
電 話：０１４２－２３－２０４３   ＦＡＸ：０１４２－２３－４５４５ 
ＵＲＬ：http://www.komatsukensetsu.co.jp/
資本金：３，６４０万円    従業員：１１名
業 種：建築工事業     設 立：昭和２８年（創業：大正１０年）

胆振支庁 製造業
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■事業に要する経費 

・必要な経費は約５００万円で、主な経費は、広告宣伝費、展示会ブース装飾費など。

・本補助金のほか、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・今回の事業で販路が拡大されれば、シックハウス問題などの社会的ニーズへの対応のほか、

廃棄物の資源化が進み処分されずに残っている貝殻を減らすことができ、循環型社会の形成

に向けて大きく寄与できるものと考えている。

・売上高は、２１年３月期３，２００万円、２２年３月期４，８００万円で黒字化、２３年３

月期で７，２００万円の見込み。

■課題・障害とその対処

・現在は、全国の工務店や販売代理店等に販売しているが、製品の良さは分かってもらえては

いるものの売上は停滞している。また、２０年度は新たに開発した製品も販売予定であるが

販路開拓が課題となっている。このため、製品のＰＲや販売代理店の募集を大規模な展示会

を軸として、全国誌への掲載や全国キャラバン（施工指導・実演）等を通じて積極的に販路

開拓・拡大に向けた取組を行う。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年８～９月にパンフレットを作成し、全国誌「ＣＣＩ」に広告を掲載した。また、

１１月にジャパンホームショー２００８（東京ビッグサイト）に出展した。

・２０年９月～２１年１２月に、施行指導・実演を行う全国キャラバンを実施した。

■今後の展望 

・翌年度以降においても、今回の販路拡大の事業により顧客増が見込まれるので、平成２１

年度の売上高は前年度売上高を上回ると想定している。 

■連携の取組 

・製品の特性・機能性の試験について北

海道工業大学、原料となるホタテ貝殻

の供給について㈱ビッシェル（標津

町）、ホタテ漆喰タイルの製造につい

て㈱北日本ダイエイ（夕張市）と連携

している。 

■事業推進体制

・現在、役員１名を含め３名で製造・販

売事業を実施。
製品説明会
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

・当社は山間僻地に位置しており、大雨による災害などが発生する。災害時に緊急対応するた

めには雇用の確保が重要であるが、近年の工事量の減少によりそれが難しくなっている。ダ

チョウ飼育という新たな産業の導入により既存産業と競合せずに雇用を確保し、基幹産業で

ある農業と連携できることからダチョウの飼育・販売事業へ進出することとした。

・ダチョウは、飼料効率が良く、食肉が低カロリーでヘルシーな食材であり、皮革がバッグな

どに利用され、卵が医学的利用の可能性を有するなど、有望な畜産物である。

・地域の農産廃棄物をダチョウの飼料として再利用する飼育技術を開発し、肥育から食肉・加

工・販売まで総合的に取り組む、地域資源循環を促進する事業である。

・近隣地域にダチョウ飼育の競合事業者がいないことから優位に営業展開ができるほか、新た

な地域特産品として開発・販売することや、農産廃棄物の処理コスト負担の軽減による農家

の所得増加につながることなどにより、地域活性化にも寄与することができる。

■連携の取組 

・ダチョウの飼育技術の研究・情報提供について帯広畜産大学三好俊三教授、北海道オース

トリッチネットワークと連携しているほか、農産廃棄物の提供についてＪＡとまこまい広

域穂別支所、ダチョウ製品の販路開拓についてむかわ町商工会の協力を得ている。

■事業の概要

・むかわ地域で発生する農産廃

棄物（稲わら、野菜くず等）

を有効活用したダチョウ飼育

の技術開発に取り組み、地域

の特産品として、ダチョウ食

肉・皮革加工品等の生産・販

売を総合的に展開する。

■取組の経緯・特徴 飼育状況

ダチョウ飼育技術の開発��に食肉・皮革加工品の販売

有�会社�重清川 
所在地：勇払郡むかわ町穂別平丘６４番地１１   代表者：代表取締役 清川 尚志 
電 話：０１４５－４６－６２００        ＦＡＸ：０１４５－４６－６２０１ 
ＵＲＬ：http://marushigekiyokawa.co.jp/ 
資本金：１，０００万円             従業員：２１名
業 種：土木工事業               設 立：昭和６１年（創業：昭和６０年）

胆振支庁  農業
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■収支の見通し等

・ダチョウ肉は低カロリー、低脂肪で、ヘルシーフードであり、近年の健康志向に対する関心

の高さから、健康維持や増進に関心の高い高年層からのニーズが相当見込める。

・２１年度は、食肉１，０００ｋｇの販売と革製品などの需要掘り起こしが目標。また、商品

の試作品づくり、パンフレット等の作成、試食会の開催等を通じて、一般消費者をはじめ、

取引先の開拓に力を入れていく方針である。

・売上高は、２２年５月期５００万円、２３年５月期１，０００万円を目標とする。

■課題・障害とその対処

・ダチョウの飼育技術は確立しておらず、早期に技術ノウハウの確立が必要である。

・食肉としての知名度が低いので、ヘルシーで安全な食肉であることをＰＲして、販路開拓に

取り組んでいく。

・ダチョウ飼育事業への理解が十分とはいえず、専門家のアドバイスを受けながら、地域事業

者、行政機関などと協力し、諸課題を解決していく方針である。

■平成２１年２月時点での状況

・２０年５月に１０羽、８月に２０羽の雛を導入し、現在１５羽を飼育試験中。１２月から

加工食品の開発に着手し、２１年１月から食肉・加工品の販売を開始した。 

・飼育技術を習得し、開発するため、５月に講師を㈲オーステックジャパン（大空町）から

招聘したほか、９月に社員を㈲阿寒オーストリッチ(釧路市)に派遣した。 

・１２月にウェブサイトを開設したほか、２１年３月にむかわ町において試食会を開催する

予定。 

 

■今後の展望 

・むかわ地域の特産品として、札幌市、苫小牧市など道内各地へ販路ネットを広げていき、

３年後には年間販売量２，０００ｋｇを目標とする。 

・地域資源を有効利用する飼育技術を確立し、採卵、肥育、加工、販売の一貫経営で低コス

ト生産を目指し、２年後の黒字化を目指す。 

■事業推進体制

・平成２０年４月よりオーストリッチ事

業部を設け、建設部門と兼務の２名が

研究・飼育を実施。１年後、建設部門

から１名を配置転換する予定。

■事業に要する経費 

・事業費の総額は６８１万円、主な経費

は、人件費、飼育施設の賃借料・修繕

料、商品開発用原料などである。

・本補助金のほか、自己資金を使用。 農産廃棄物（ブロッコリー）
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・肥料価格の高騰など生産コストの上昇で苦境にある地元農業に対して、産業廃棄物処理の副

産物から生産した肥料を低価格で供給し、生産コストの軽減に寄与するため、平成１９年度

に、苫小牧市に「環境ワクチンセンター」を設置し、下水汚泥・水産廃棄物等の有機性廃棄

物を９０℃以上の超高温好気条件下でＹＭ菌により発酵分解した肥料を製造してきた。

・従来の有機性廃棄物の処理としては、焼却等が主であり、焼却時の二酸化炭素の排出、焼却

灰の埋め立てなど環境負荷が大きかったが、ＹＭ菌で処理を行い、肥料とすることで環境へ

の影響を軽減することができる。

・ＹＭ菌で発酵分解した有機性廃棄物は、現在粉状であり、肥料として使いにくいため、今回

の取組により、農地への撒布に適したペレット状に加工し、肥料として販売することにより

有機性廃棄物の有効なリサイクル方法が確立される。

■事業の概要

・平成２１年度から、下水汚泥

・水産廃棄物等の有機性廃棄

物を９０℃以上の超高温好気

条件下でＹＭ菌により発酵分

解した肥料をペレット化し

て、農家向けに販売する。

・製造に当たっては、新たに機

械設備を設置し、大量処理を

可能とする。

廃棄物を発酵・分解する環境ワクチンセンター

有機性廃棄物をＹＭ菌により発酵・分解した

ペレット状肥料の製造販売

�������組 
所在地：新冠郡新冠町字北星町５番地の９     代表者：代表取締役 廣島 功 
電 話：０１４６－４７－２０２２        ＦＡＸ：０１４６－４７－２０２９
ＵＲＬ：http://www.kubota-gumi.jp/ 
資本金：４，８００万円             従業員：５４名
業 種：土木工事業               設 立：昭和５５年（創業：昭和３０年）

日高支庁  製造業

※ＹＭ菌とは：好気性超高温菌のバクテリア。通常の高温菌（発酵温度５０度程度）をはる

かに上回る高温（９０℃前後）で発酵し、有機廃棄物の腐敗菌を消滅させるとともに臭気

を消化し、長期間にわたり高温を維持、短期間（約４５日）に優良な堆肥を製造する。
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は２，６００万円で、主な経費は、機械装置の購入費、技術指導料、マーケテ

ィング費用など。本補助金以外は、自己資金を使用。なお、環境ワクチンセンターの設置に

当たっては、道の「企業立地促進条例」に基づく補助金等を活用した。

■収支の見通し等

・農協に商品を販売して、農協が農家に販売する手法を採ることによって一定の販路の確保が

見込まれることから、２期目からの売上確保は可能。

・売上高の見込みは、今期（２１年１月期）は試作の段階のため無し、２期目で３，７００

万円、３期目以降は６，２００万円であり、２期目で黒字化する見込み。 

■課題・障害とその対処

・担当者に未経験者が多いので、機械装置の取扱に詳しい講師を招いて教育を行っている。

・販売先の開拓のため、新冠町農協等の協力を得て地元農家に宣伝しているほか、ホームペー

ジを開設して一般向けにＰＲをしている。

・平成２１年春の農家の肥料撒きに間に合うように、当初３ケ月間の予定であった試験生産の

期間を２ヶ月間に短縮して本格生産を早めるように努力した。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年１１月までに市場調査とパッケージデザイン、機械装置設置を終え、１月に機械

装置の操作・補修技術の研修を受けた。また、１０月から農協を通じた広告を行っている。

・２１年１月に試験生産を終えて、２月から本格生産に取りかかり、販売を開始したところ。

■今後の展望 

・新たに下水汚泥、水産加工廃棄物、附着稚貝等の有機性廃棄物の供給先を確保し、増産に

よる売上増を図っていく。 

・別途、岩内町で経営しているホテルは、安定した売上と収益が見込まれる。 

■連携の取組 

・ＹＭ菌について㈱山有（鹿児島市）の

特許を使用している。また、ウェブサ

イトの作成について㈲プラコ（新冠

町）、販路開拓について新冠町農業協

同組合の協力を得ている。 

■事業推進体制

・環境ワクチンセンターの職員２名が兼

務でペレット化に取り組み始め、１月

からは、建設部門から３名を配置転換

し、合計５名で、環境ワクチンセンタ

ーを運営している。

発酵分解前のウニ殻（左）と発酵分解後の

有機性廃棄物（ペレット化前）（右）



58

- 58 -

 

 

 

 

 

■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

・平成１７年から養豚経営に取り組んでおり、ストレスが少なく健康的な豚を飼養するため、

放牧とホエー（乳清：チーズ生産の際に発生）給餌を取り入れた手法で飼育している。

・この結果、当社の「ひだかホエー放牧豚」は、札幌や東京のイタリア料理店やフランス料理

店が採用するなど、評価が高まりつつある。

・しかし、「ホエー放牧豚」という特徴ある取組のため、生産頭数には限りがあることから、

新たな調理品の商品化や、需要の低いモモ肉を利用した生ハム製造など、付加価値の高い商

品づくりとその販路拡大を進める。

■事業の概要

・これまで建設業の新分野進出

として、養豚業を営んできた

が、平成２０年度から、飼育

したホエー放牧豚を地域の飲

食店などと連携して販路を開

拓するとともに、専門家の協

力を得ながら加工品の開発を

図る。

２か月間放牧し、ストレスのない豚を育てる

ホエー放牧豚の加工品開発��販路開拓

��会社��建設工業
所在地：新ひだか町静内こうせい町１丁目９番６号 代表者：代表取締役 阿部 幸男
電 話：０１４６－４２－１３７２   ＦＡＸ：０１４６－４２－３４１６
資本金：３，０００万円    従業員：１１名
業 種：土木・建築工事業    設 立：昭和５５年（昭和２９年）

�限会社ひだか�ー�
所在地：新ひだか町静内こうせい町１丁目９番６号 代表者：代表取締役 阿部 幸男
電 話：０１４６－４３－２３２２   ＦＡＸ：０１４６－４２－３４１６
資本金：３００万円      従業員：２名
業 種：養豚業      設 立：平成１５年

日高支庁 製造業
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■事業推進体制

・新会社㈲ひだかポークを平成１７年に設立。現在は２名体制、加工品の本格製造が開始され

れば、建設部門からの配置転換や新規雇用などを検討する。

■事業に要する経費 

・事業に係る経費は１，２１９万円で、主な経費は、熟成庫・加工場の賃借料、肉の成分分析

費、パッケージデザイン代、広告宣伝費など。

・本補助金のほか、自己資金、金融機関からの融資を使用。

■収支の見通し等

・食品の安全・安心に対する関心は全国的に高まっており、「ひだかホエー放牧豚」について

は、ＰＲを重ね、ブランド化を進めることにより、安定的な需要が見込めると考えている。

■課題・障害とその対処

・生ハムについては、熟成期間が２年以上必要であり、手探り状態で試作を重ねるのは非効率

であるため、加工技術に精通したアドバイザーを確保した。

・生ハムが出荷できる状態になるまでは２年以上の期間が必要であり、その間熟成期間の短い

パンチェッタやベーコンを、また、ソーセージなど練り物について開発・製造を行い、「ひ

だかホエー放牧豚」の加工品のブランド力を高める。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年１１月から加工品の試作を開始し、２１年１月からテスト販売を実施している。

・２０年９月に北洋銀行インフォメーションバザール（東京都）に出展した。

■今後の展望 

・生ハムは、当初の２年間は出荷が出来ないが、３年後には製品１，０００ｋｇ（１，５０

０万円）程度の出荷を見込む。 

■連携の取組 

・ホエーの供給について㈱北海道日高乳

業（日高町）、販路拡大について㈲マ

ルテンストアー（新ひだか町）と連携

し、生ハム加工技術の指導・助言につ

いて㈱十勝生ハム製造研究所創業者

の三上正幸氏（元帯広畜産大学教授）、

パンチェッタやベーコン、ソーセージ

等の加工技術について新ひだか町ま

ちづくりアドバイザーの小野武二三

氏（前静内農業高等学校校長）の助言

を受けている。 自社で設計施工したオートソーター豚舎
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・平成１０年から農業用廃プラスチックを破砕し、固形燃料として処理・販売する事業を実施

していたところ、上士幌町農協より十勝の特産物である長芋を生産した後の廃長芋ネットの

適正な処理について協力依頼を受けた。

・十勝管内は長いもの作付面積が１，４９０ヘクタールあり、生産が盛んな地域であるが、生

産に使用する長いもネットは、大量の産業廃棄物として排出されている。廃長いもネットの

発生量は、平成２０年度の３，８００トンから、平成２１年度には４，４００トンに増加す

る見込みであり、その処理と有効利用が課題となっている。

・廃棄される長いもネットの有効利用を図るため、長イモネット、ブルーシート、木屑等を回

収し、種類別に分別後、裁断し、２００℃に加熱し、鋼管やペレット化した再生燃料として

販売するとともに、廃プラスチックを利用して、杭や看板等の土木資材を生産するための研

究開発及び販路開拓を行う。

・地域の廃棄物の処理と有効利用に取り組む本事業により、地域資源循環型社会の形成に寄与

する。

■事業の概要

・十勝管内の長芋生産者から収

穫後に廃棄されるプラスチッ

ク製の長いもネット等を処理

して、ペレット化した再生燃

料や杭や看板等の土木資材に

利用する廃プラスチック製品

の開発及び販路開拓を行う。

使用済みの長芋用ネット等を活用した

ペレット燃料やプラスチック製品の製造及び販路開拓

株式会社光栄工業
所在地：河東郡上士幌町字上士幌東２線２２６番地 代表者：代表取締役 長屋 光男
電 話：０１５６４－２－３４２５   ＦＡＸ：０１５６４－２－３４２５
ＵＲＬ：http://www.reformpro.bz-service.net/kouei-kougyo/
資本金：１，０００万円    従業員：１８名
業 種：土木工事業     設 立：昭和５２年（創業：昭和４４年）

十勝支庁 製造業

ペレット製造及び廃プラスチック製品製造押出機
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は、２，１２４万円で、主な経費は、人件費、機械設備等のリース料など。

・本補助金のほか、自己資金、金融機関等からの融資を使用。

■収支の見通し等

・原油価格が不安定な中で、安定的に排出される長いもネット由来の燃料は、代替エネルギー

として需要が期待できる。

・需要先としては、大規模なボイラーを有する農協や製紙会社を想定しており、既に王子製紙

㈱釧路工場との間で、ペレット燃料の売買契約を締結済み。また、廃プラスチック製品は上

士幌町農業協同組合を通じて販売する予定。

・２１年１２月期で売上高４，１００万円を目標とし、２３年１２月期で黒字化を目指す。

■課題・障害とその対処

・長いもネットは、芋の茎などが混ざっているため硬さがあり、成型が難しいため、今後、北

海道立工業試験場などの協力を得ながら、分別技術を向上させる必要がある。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年９月～２１年２月に試験生産を実施し、商品化の目処が立ったため、３月から本

格生産と販売を開始する予定。

・平成２１年２月に、北海道建設新聞に広告を掲載した。

■今後の展望 

・十勝管内の廃長いもネットの発生量４，４００トン（平成２１年度見込み）のうち、内、

上士幌町・川西・芽室などの各農協から合計１，１００トンを受け入れる予定。 

■連携の取組 

・研究開発について道立工業試験場、地元農

業者への普及について上士幌町農業協同

組合、各関係機関との連絡調整について上

士幌町商工会の協力を得ている。 

■事業推進体制

・建設部門から労働移動した責任者１名と作

業員２名の３名体制で実施中。２１年３月

の補助事業終了時には、営業担当者１名、

作業員１名を既存事業からの労働移動によ

り増員する予定。

廃プラスチック杭で作った看板
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・公共事業削減に対応し、従業員の雇用確保と工事以外の収益を図るため、自給自足型グル

ープ経営を目指して、地域の特性を生かした地場特産品の食品会社を平成８年に設立し、

十勝産大豆にこだわり味噌・醤油から２次加工商品づくりを始める。平成１５年から原料

の安定確保を目指して、畑作農業への進出を検討したが、農地取得等畑作経営に参入する

には課題が多く、また、子会社の二次加工品「なんばん味噌」、「三升漬」、「青唐辛子

の醤油漬」の原料「道産青唐辛子」の確保に問題が生じたため、平成１９年から冬期でも

ビニールハウス内で栽培できる青唐辛子の生産を始める。 

・青唐辛子をビニールハウスで通年生産する技術を確立し、青果として市場、スーパー、ホク

レン商事に販売するほか、関連企業で味噌・醤油・漬物等醗酵食品を製造・販売する渋谷醸

造㈱の三升漬、なんばん味噌、青なんばん醤油漬の加工原料として販売する。

・建設業の管工事技術を水道・暖房衛生設備等、冬季ビニールハウス栽培に不可欠な、暖房設

備に活用している。

・また、子会社の渋谷醸造㈱の醗酵技術とで、無添加の健康食品の開発提案をしていく。 

■事業の概要

・青唐辛子等の辛味成分のある

野菜をビニールハウスで通年

生産・販売するとともに、加

工・健康食品を開発するほか、

辛味成分抽出による辛味エキ

ス販売事業の実施を目指す。

青唐辛子栽培

青唐辛子等の辛味成分を含む野菜の生産・加工・販売

富士工業株式会社 
所在地：中川郡本別町南１丁目６番地４      代表者：代表取締役 岡田 清治 
電 話：０１５６－２２－２４３６        ＦＡＸ：０１５６－２２－８６７０ 
ＵＲＬ：http://honbetsu.or.jp/fujikogyo.html
資本金：３，０００万円             従業員：１４名
業 種：土木工事業               設 立：昭和３６年

十勝支庁  農業
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■事業に要する経費 

・事業に要する経費の総額は、２，８９０万円で、主な経費は、野菜の粉砕機リース料、試作

品の原材料等、マーケティング・広告宣伝費など。

・本補助金のほか、自己資金、金融機関からの融資を使用。

■収支の見通し等

・売上は、平成２０年度（２１年３月期）６００万円、２１年度９００万円、２２年度１，５

００万円を見込み、２２年度に黒字化を見込む。また、平成２８年度には１億円を目指す。

■課題・障害とその対処

・新規事業の実施において、事業資金の調達が課題であったが、当該補助金の事業計画が道の

認定を受けたことにより、金融機関からの借り入れが可能となった。

■平成２１年２月時点での状況

・ビニールハウス栽培用青唐辛子について、平成２０年９月～１０月に育苗し、１２月に定植

し、２１年３月から収穫を開始した。生育は順調である。 

・２０年８月～２１年３月に㈱アイ・ピー・エス(札幌市)によりマーケティング調査を実施し

た。 

・８月にアグリフードＥＸＰＯ２００８（東京ビッグサイト）、１１月に地方銀行フードセレ

クション２００８（東京ビッグサイト）、商工会展示会（札幌ガーデンパレス）、２１年1

月に売込み市（札幌商工会議所）に出展し販路を開拓した。

 

■今後の展望 

・平成２０年度は、青唐辛子の通年生産体制の確立と商品の開発及び販路の確保を行う。２

１年度以降は、青唐辛子の粉砕技術を高め、一味・七味唐辛子及び、薬味・スパイス販売

そして、青唐辛子辛味成分エキス（カプサイシン）の抽出技術を確立して更なる新商品・

販売拡大を目指す。 

■連携の取組 

・醗酵技術と新商品開発・加工販売につ

いて関連会社の渋谷醸造㈱（本別町）、

新商品の成分分析・賞味期限等の試験

について道立十勝圏地域食品加工技

術センターの協力を得ている。 

■事業推進体制

・新規生産事業部において、代表取締役

のほか、建設部門との兼業による５名

の従業員により製造を行う。

・販売・営業は役員が対応している。
栽培ビニールハウス
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・搾乳施設からの排水は、河川等公共用水域への排水基準に達するよう適切な処理が必要であ

り、処理能力や設置場所などの面で、効果的で安価なパーラー排水処理システムの開発が求

められている。

・酪農業の盛んな陸別町の企業として、このニーズに対応する新たな事業を興し、地域の雇用

維持と環境保護に貢献したいと考えて、本事業に取り組むこととした。

・本事業の排水処理システムは、自社独自開発の即効性に優れた処理材（無機系凝集剤等）の

使用によって処理時間を短縮し、１日に複数回の処理を可能としているほか、他の処理シス

テムと比較して、コンパクトで設備投資及びランニングコストが抑えられるという特徴を有

している。

■連携の取組 

・パーラー排水の分析について帯広畜産大学梅津一孝教授、販路確保について陸別町農協及

び陸別町役場産業振興課の協力を得ている。

■事業の概要

・酪農家の搾乳施設から排出さ

れるパーラー排水の処理シス

テムを開発し、酪農家向けに

販売する。

・従来の処理システムと比較し

て、処理時間を短縮し、コン

パクト化し、設備投資・ラン

ニングコストを抑えることが

可能となる。

パーラー排水処理システム

酪農業より排出されるパーラー排水の処理システムの開発

���社高橋組 
所在地：足寄郡陸別町字陸別分線５番地      代表者：代表取締役 高橋 一昭 
電 話：０１５６－２７－２３４０        ＦＡＸ：０１５６－２７－２４２２ 
資本金：１，０００万円             従業員：１３名
業 種：土木工事業               設 立：昭和４１年（創業：昭和２３年）

十勝支庁  卸売業
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■収支の見通し等

・先行実施中の基礎研究試験データでは、他システムと比較して、コンパクトかつ短時間での

処理が可能との結果が出ており、市場競争力は充分あるものと考えている。

・管内の農協が関心を示しており、事業の立ち上げから一定の販路の確保を見込んでいる。

・陸別町役場や農協の協力を得て、町内の酪農家に販売し売上を確保する。

・売上高見込みは、平成２１年９月期１，２００万円、２２年９月期３，０００万円。２１年

９月期での黒字化を見込む。

■課題・障害とその対処

・本事業実施前段階における当社パーラー排水処理システム処理過程では、排水濃度により、

処理に必要な処理材の量、処理時間が異なるため、実際の処理では手動による作業が必要で

あった。このため、ランニングコストの軽減、作業の簡略化を図るためには、システムの自

動化を図る必要があった。

・本事業の実施により、１月に排水処理システムの機械を自動化するシステムが完成し、課題

を解決することができた。

■平成２１年２月時点での状況

・１月に排水処理システムの機械を自動化するシステムが完成し、２月に陸別町において本シ

ステムに関する農協・役場関係者への説明会を開催した。

■今後の展望 

・２１年度以降も陸別町役場や農協を通じて管内の市町村、農家へ当排水処理システムのＰＲ

を行い、販路を拡大して最終的には全道展開を目指したい。 

■事業推進体制

・平成１８年度より事業責任者による研

究開発を実施。現時点では、２名の体

制で研究開発中であるが、事業完了時

は責任者１名、作業員２名、営業員１

名の体制とする予定。

■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，４２５万円で、主

な経費は、排水処理システムの研究開

発・製作費、処理水分析機器のリース

料、人件費など。本補助金のほか、自

己資金を使用。

パーラー排水処理システム試作品設置現場
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・平成６年度から、下水道・放流先が無くてもトイレを水洗化できる循環式汚水再利用処理装

置エコ・マックの提供を通じて環境保全に取り組んできた。そのノウハウを発展させ、酪農

地帯である根釧地区の環境保全に寄与したいと考えていた。

・搾乳時に使用する機器・パイプライン・一時貯留施設（バルククーラー）等の洗浄水の排水

は牛乳を主成分としており、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）が高いことから、周辺の水環

境に与える影響が大きいため、その排水処理に注目が集まりつつある。

・そこで、本事業では、パーラー排水処理装置の実験・検証に加え、廃棄乳処理装置の研究・

開発を行う。廃棄乳は、乳牛の分娩後１週間程出る高脂肪・高蛋白な初乳と乳房炎等を患っ

た牛の牛乳で、いずれも出荷できない牛乳であり、従来、パーラー排水とは別に処分してい

るが、この廃棄乳を処理して直接公共用水域に放流したり、パーラー排水処理装置へ流入さ

せたりできるようにするため、この処理方法を研究開発する。

・処理工程のポイントは微生物による生物処理であり、微生物の住環境を整える事が装置の能

力を最大限に保つ大切な要因の一つである。このため、装置の保守管理が特に重要であり、

施工者の責任として、装置のニーズに対応した保守管理を実施し、万一のトラブルにも地元

業者の利点を生かし迅速に対応することができる。

■事業の概要

・平成２０年度から、搾乳排水

（糞尿含む）の浄化処理装置

の商品化を目指した牧場での

実験・検証及び廃乳処理装置

の研究開発を行っている。

・特に、高濃度の脂肪分や蛋白

を含む廃棄乳を固液分離や生

物処理により安定的に処理す

る方法を研究開発する。

清水牧場パーラー排水処理装置

�ル�ー排水処理装置及び廃乳処理装置の研究開発

松尾建設工業�式�� 
所在地：釧路市芦野２丁目１９番７号       代表者：代表取締役 松尾 國重 
電 話：０１５４－３８－６１９１        ＦＡＸ：０１５４－４０－２１１０
資本金：１０，０００千円            従業員：１３名
業 種：土木・とび土工コンクリート・管工事業  設 立：昭和５１年

釧路支庁  製造業
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■事業に要する経費 

・事業費の総額は１，２４０万円で、主な経費は、原材料費、試作品に係る調査費等、技術顧

問招聘費用など。本補助金以外は、自己資金と銀行融資を使用。

■収支の見通し等

・当地域の基幹産業は酪農であり、酪農家からも商品の必要性を認められていることから、当

地域での潜在的ニーズは多いと考えている。

・売上高の見込みは、今期（２１年３月期）は２，８００万円、２期目は４，５００万円、

３期目は９，０００万円であり、１期目で黒字化を実現する見込み。 

■課題・障害とその対処

・販売価格が高額で装置が大型であるが、廃棄乳を含む搾乳排水の浄化処理装置の必要性は関

係者誰もが認めるものであり、酪農に係る環境対策として導入を進めていくため、営業活動

に力を入れている。

■平成２１年２月時点での状況

・平成２０年４月に商品開発のベースとなるミルカー廃水処理装置の開発を終え、新商品の企

画・研究を開始、２１年３月に試作品を完成させ、広報を開始する予定。

 

■今後の展望 

・酪農業と自然環境の保全とを考えた場合、このような商品の必要性は今後益々高まってくる

と考えている。しかしながら高額商品の為、現在の酪農経営環境（飼料高騰・乳価・国際競

争）などから、直ちに大量に販売できるとは考えていない。今後より良い商品を作り、着実

に販売を伸ばしていきたい。

・循環式汚水再利用処理装置エコ・マックで特許を申請中であり、今回開発する商品でも特許

取得を目指す。

■連携の取組 

・パーラー排水装置開発に係るモデル試

験について釧路工業技術センター及

び㈲マルテック（羽曳野市）、排乳処

理装置の水質測定等について道立工

業試験場、廃乳排水装置開発に係る指

導等について釧路工業高等専門学校

の協力を得ている。 

■事業推進体制

・社長、既存の汚水再利用処理装置の担

当者１名、新規雇用した１名の合計３

名で取り組み、事業完了１年後には、

更に１名を新規雇用の予定。

廃棄乳処理装置の研究開発
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■建設企業の概要

 

 

 

 

 

                      

■取組の経緯・特徴

・歩道路面や道路施設物の周辺に生えた雑草の除草作業は、人力または通称肩掛け式草刈払い

機により行われているが、労務費や作業機械の効率の悪さからコストが嵩み公共工事への投

資が削減されている中で、経費節減のためそのまま放置される場合が多くなっている。

・作業効率の良い幅広草刈機では、鉄製の刈刃が一般的であるが、固い路面やコンクリート、

鉄支柱との衝突による刈刃の破損や作業員の安全性の問題があるため、コンクリート路面や

アスファルト路面における幅広草刈機による除草作業はこれまで行われてこなかった。

・今回開発する幅広草刈機は連設する刈刃をナイロン製にすることにより、雑草の生育する路

面状況がコンクリートやアスファルトでも容易に幅広く草刈ができる機械であり、ナイロン

製刈刃の引き出し動作を機械的にトラクターからの遠隔操作で行えるようにするもので、作

業時間、作業経費の大幅な削減が可能となる。また、構造物の間際の雑草を刈り取ることが

できるほか、機械の重量が軽く歩道上の作業による歩道舗装部への破壊等の影響が少ない。

・本事業で開発する幅広草刈機の導入によって、シーニックバイウェイでの環境美化、作業員

の安全確保等道路維持事業に貢献することができる。

■事業の概要

・道路周辺に生育する雑草を刈

り取ることを目的とした、ナ

イロン製刈刃の草刈機を開発

し、道路維持管理者、道路維

持事業者向けに販路開拓を図

る。

・開発される草刈機によって当

社の事業の経費削減と他社と

の差別化を図る。

刈刃部材にナイロン製ワイヤーを用い、硬い路面や障害物が

多い所での草刈作業に適した幅広草刈機の開発

株式会社篠田興業 
所在地：標津郡標津町南２条東１丁目２番１号   代表者：代表取締役 篠田 静男 
電 話：０１５３－８２－２１７９        ＦＡＸ：０１５３－８２－３７３６ 
ＵＲＬ：http://www1.ocn.ne.jp/~otomiti/
資本金：２，６７０万円             従業員：５名
業 種：土木工事業               設 立：昭和４６年（創業：昭和３６年）

根室支庁  製造業

保守作業がされず放置状態の道路縁石付近の雑草 
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らは、草刈機のオペレーター１名を新規雇用し、性能・改善点の確認業務を行う予定。

 

■事業に要する経費 

・事業費の総額は４，９７６万円で、主な経費は、試作用草刈機製造に係る外注加工費、試作

用草刈機製造に係る原材料費など。本補助金以外に、自己資金を使用。

■収支の見通し等

・本製品については、作業コストの削減と作業効率の向上、作業員の安全性の向上など多くの

特長を有しており、道路維持作業業者や道路管理者からのニーズが見込まれる。

・今期（２１年２月期）は、開発と販路開拓が中心のため、売上はなし。２２年２月期は売上

高２，３７０万円で黒字化することを目標とする。

■課題・障害とその対処

・本事業で開発する幅広草刈機のための新たな部品の開発が必要なため、㈱酒井鉄工と連携し

て、メンテナンスの簡素化が可能となる部品の開発を進めている。

・消耗品であるナイロン製刈刃の切断能力及び使用耐久性の向上が必要であり、製作メーカー

に改良を依頼する。

・機械部品の設計、機械の性能等については道立工業試験場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９月に基本的構造を考案し、２１年２月に基本設計を終えて、試作品の製造と耐

久試験を開始した。今後、ダイレクトメール等による広告宣伝を行い、３月末頃から受注生

産を開始し、販売する予定。

■今後の展望 

・２１年度以降は、機械の高性能化、ナイロン製刈刃の改良等の取組を実施するとともに、

２１年度４台、２２年度５台の販売を目標として営業展開を行う。 

■連携の取組 

・研究開発への助言・試験の委託につい

て道立工業試験場、機械部品の製作改

良について㈱酒井鉄工（別海町）、事

業プラン作成助言について標津町商

工会と連携し、知的所有権申請書類の

作成について北海道知的所有権セン

ターの支援を受けている。 

■事業推進体制

・平成２０年６月より標津町町道維持管

理業務担当の従業員４名が兼務で研究

開発を実施してきた。平成２１年度か

幅広草刈機完成予想図




