
概要

今般の災害では経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する影響を最小限

とするため、経済産業大臣名(他省庁所管の業界については主務大臣との連名)

で、業界団体代表者に、不当な取引条件の押しつけが無いよう、親事業者の必

要な配慮等について要請しました。

取組名称 親事業者に対する下請中小企業への配慮要請

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

支援内容

（要請事項）

①親事業者においては、今回の地震の発生を理由として、下請事業者に一方的

に負担を押しつけることが無いよう、十分に留意すること。

②親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業

活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続

し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

③親事業者においては、今回の地震発生により北海道全域で生じている電力需

給の状況を考慮し、節電の影響等によりあらかじめ定めた納期が遅れるなど、

下請事業者との取引に影響が生じた場合には、下請事業者の不利益にならない

よう十分に配慮すること。

対象者 平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者

実施時期 平成３０年１０月から

hokkaido-chusho@meti.go.jp

URL

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：産業部 中小企業課

TEL： 011-709-2311（内線2575-2576）

FAX： 011-709-4138

メール：
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soudan@hsc.or.jp

URL https://yorozu.hokkaido.jp/ 

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：北海道よろず支援拠点

TEL： 011-232-2407

FAX：

メール：

支援内容

今般の災害により被害を受けた事業者等が抱える課題に寄り添った相談対応を

行います。

また、よろず支援拠点や地域プラットフォームにご来訪いただくか、お電話を

いただければ、経営や資金繰り、税務、会計、雇用、IT等の専門家を派遣しま

す。

従来は、窓口訪問後、一定のコンサルティングを受けてから専門家の派遣を

行っていますが、被災された事業者のご負担を考慮して、お電話のみのご相談

後に、専門家の派遣を行うこととします。

対象者 平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者

実施時期 平成３０年１０月から

概要

北海道よろず支援拠点で特別相談窓口を開設し、被災した事業者の経営の悩み

に関する相談体制を強化し、ご相談をお受けしています。

また、相談窓口への電話１本で専門家を派遣します。

取組名称 よろず支援拠点等による被災事業者への専門家派遣

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）
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実施時期 実施中

概要

平成３０年北海道胆振東部地震の現況を勘案し、被災地輸出入業者等による外

国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令上の申請手続等に

ついて、特例的な措置を講じます（平成３０年台風第２１号による被害も対象

となります）。

支援内容

（１）災害により輸出許可・承認証、輸入割当・承認証又は事前確認書（以下

「許可証等」という。）を紛失した者に対し、当該許可証等の写し、申請書類

等の写しがない場合についても、再交付申請を受理します。

（２）災害により許可証等の有効期間内に有効期限の延長申請ができなかった

者については、申請日まで有効期間があるものとみなし、有効期限の延長申請

を受理します。

（３）上記（１）、（２）の申請及び許可証等の交付については、申請者が交

通機関等に支障がある等の理由で申請が困難な場合については、ＦＡＸ又はＥ

―ＭＡＩＬによる申請の受付及び許可証等の交付を行います。

（４）各経済産業局の所管区域にかかわらず申請の受付を行います。

（５）輸出入の際、被災により利用が困難となった港・空港から、他の港・空

港に変更をすることにより、許可証等に記載されている建値地域（例．FOB

OSAKA）が変更となる場合には、当該地域の表記についての変更等は不要と

します（外国地域の場合を除く）。

取組名称 輸出入許可証の紛失者や延長申請における特例措置

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者 被災地輸出入業者等（許可証等を有する者及び申請を行おうとする者）

hokkaido-kokusai@meti.go.jp

URL https://www.hkd.meti.go.jp/hokia/h30hisai_tokurei/index.htm

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：総務企画部国際課　成田、宮崎

TEL： ０１１－７０９－１７５２

FAX： ０１１－７０９－１７９８

メール：
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hokkaido-chizai@meti.go.jp

URL https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/souki_kaisi.htm

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：地域経済部産業技術課知的財産室 番井 進

TEL： 011-709-5441

FAX： 011-707-5324

メール：

実施時期 実施中

概要
震災により被災した企業等の知財を活用した復興を支援するため、特許出願、

意匠登録出願、商標登録出願に関する早期審査・早期審理を実施します。

支援内容

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願又はそれらに係る拒絶査定不服審判事

件の早期審査・早期審理を実施します。対象は、地震に起因した被害を受けた

者による出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判、事業所等が地震に起因した

被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業に関連する以下の発明

（ア）、意匠（イ）又は商標（ウ）に係る出願及びそれらに係る拒絶査定不服

審判します。

（ア）当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明

（イ）当該事業所等の事業として創作された意匠又は実施される意匠

（ウ）当該事業所等の事業として使用される商標

取組名称 特許出願等に関する早期審査、早期審理の実施 

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者

ア.出願人・審判請求人の全部又は一部が、災害救助法の適用される地域（以

下、「特定被災地域」という。）に住所又は居所を有する者

イ.出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の事業所等が特定被災地域に

ある者

※ 事業所等とは、工場、事務所、店舗、研究所を含みます。ただし、出願

人・審判請求人と主体が異なる子会社や関連会社（別登記の法人）は含みませ

ん。
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http://hokkaido.mof.go.jp/syoutori/pagehkhp013000113.html

支援行政機関 北海道財務局

連絡先

担当者：北海道財務局理財部金融監督第一課

TEL： 011-709-2311（内線4351)

FAX：

メール：

概要

災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により、事業性ローンや住宅ローン

等の既往債務の弁済に困難を来たしている個人の債務者は、「自然災害による

被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、法的倒産手

続によらず、債権者と債務者の合意にもとづき、債務の免除・減額を受けられ

る場合があります。

取組名称 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

支援内容

本ガイドラインに基づく債権整理では、以下のメリットがあります。

①弁護士等の登録支援専門家による手続き支援が無料。

②財産の一部を手元に残せる。

　※債務者の被災状況や生活状況等の個人事情により異なる。

③個人信用情報として登録されず、新たな借り入れに影響が及ばない。

対象者

北海道胆振東部地震により、事業性ローン等の既往債務の弁済に困難を来たし

ている個人の債務者（法人は対象となりません）。なお、財産・収入等に関

し、一定の要件を満たしていることが必要です。

 ※本ガイドラインの内容について詳しく知りたい場合は、札幌弁護士会にお問い合わせください。

　また、利用に関する具体的な相談については、最も多額のローンを借りている金融機関等にお問い

　合わせください。

実施時期 実施中

URL

27

http://hokkaido.mof.go.jp/syoutori/pagehkhp013000113.html


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01454.html

支援行政機関 北海道労働局

連絡先

担当者：職業安定部職業対策課雇用開発係

TEL： 011-788-2294

FAX：

メール：

概要

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、一時的に休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行い労働者の雇用

の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。今般

の平成３０年北海道胆振東部地震の災害に伴う「経済上の理由」により、事業

活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、特

例措置を講じます。

取組名称 雇用調整助成金の特例

実施時期 実施中

URL

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

支援内容

休業等の初日が平成３０年９月６日から平成３１年３月５日までの間にある特

例の対象となる事業主に対して適用。

① 生産指標の確認期間を3 か月から1 か月へ短縮する。

② 平成３０年北海道胆振東部地震発生時に起業後1 年未満の事業主についても

助成対象とする。

③ 最近3 か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。

（遡及適用）

特例措置として計画届の事後的な提出を認めておりましたが、この特例措置に

ついては平成30年12月20日をもって終了しておりますので、現行は、休業等

を開始する前に計画届の提出が必要となります。

対象者
平成３０年北海道胆振東部地震の災害に伴う「経済上の理由」により、休業等

を余儀なくされた事業所の事業主。
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概要
平成30年北海道胆振東部地震などの災害により被害を受けた場合の国税の軽減

又は免除など税制上の措置をお知らせします。

【新規】

取組名称 災害により被害を受けられた方への税制上の措置

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

支援内容

○災害により申告等が期限までにできない方

　災害により国税の申告、申請、請求、納付などを期限までにできないとき

は、所轄税務署長に対して個別に申請して承認を受けることにより、申告・納

付等の期限を延長することができます。

○災害により納付が困難な方

　災害により財産に被害を受けたときや納付が困難なときは、申請をすること

により納税の猶予を受けることができます。

○災害により住宅や家財などに被害を受けた方

　確定申告を行うことで「所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除」を受け

られる場合があります。

　詳しくは札幌国税局ＨＰをご覧いただくか、最寄りの税務署までお問い合わ

せください。

対象者

実施時期 最寄りの税務署までお問い合わせください。

支援行政機関 国税局、各税務署

連絡先

ご不明な点につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。

最寄りの税務署は、下記ＵＲＬ（札幌国税局ＨＰ）から確認できます。

※最寄りの税務署におかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しており

ます。音声案内の後【１】を押して「電話相談センター」を選択してくださ

い。

URL www.nta.go.jp./about/organization/sapporo/index.htm
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概要

災害により被災された方は、被害の状況に応じて、税を減免したり、納税を猶

予するなどの軽減措置等があります。

※災害とは、震災、風水害、火災、冷害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害、鉱害、火

薬類の爆発その他の人為による異常な災害、害虫、害獣その他の生物による異常な災害

支援内容

対象者

取組名称 道税の軽減

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

＜減免等＞

①個人住民税

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受

けることができます。※詳細についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。

②個人事業税

災害により資産に被害を受けた場合で、事業主控除後の所得金額（事業の所得以外の所得がある場合は、そ

の所得を合算した額）が７００万円以下の場合に減免されます。

③不動産取得税

不動産の取得後３ヶ月以内にその不動産が災害により滅失や損壊した場合、又は災害により滅失や損壊した

不動産を復旧するために、災害のあった日から２年以内に不動産を取得した場合に減免されます。

④自動車取得税

自動車を取得した日から１ヶ月以内に、その自動車が災害（交通災害を除きます。）により被害を受け、修

理をしても使用できない程度に損傷した場合に減免されます。

※平成30年北海道胆振東部地震により被災された方に対する減免については、「自動車取得税の減免」をご

覧ください。

⑤自動車税

自動車が災害（交通災害を除きます。）により損害を受け、その修繕費がその自動車税額（年額）を超える

場合に減免されます。

＜期限の延長＞

災害により交通機関などを利用することができなくなった場合や著しく資力を失った場合で、その期限まで

に申告や納税をすることが困難なときに、その申告や納税の期限が延長されます。※平成30年北海道胆振東

部地震に係る道税の申告納付等の期限の延長については、「道税に関する申告・納付等の期限の延長」をご

覧ください。

＜納税の猶予＞

本人の財産が、災害により被害を受けたときなど特別な事情によって納期限までに税金を納めることが

困難と認められる場合に納税が猶予されます。

災害により被災された方

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/map/ichiran.htm

URL

実施時期

支援行政機関

連絡先

随時

北海道

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/douzeikeigen.htm

各総合振興局、振興局（課税課、納税課、税務課）又は道税事務所
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概要

平成30年北海道胆振東部地震により被災された自動車を処分し、代替自動車を

取得された場合、当該代替自動車に課税される自動車取得税が、申請により減

免されます。

支援内容

対象者

取組名称 自動車取得税の減免

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

〇減免の要件（次の①から③のいずれにも該当すること。）

①被災自動車の所有者（ローンなどで売主が所有権を留保しているときは使用者）

であること。

②被災自動車について、永久抹消登録の手続き又は解体返納の手続きをしている

こと（この手続きが困難な場合は、解体のみでも可）。

③被災した日から６か月以内に、被災した自動車に代わるものとして代替自動車

を取得していること（自家用から営業用、又は営業用から自家用に変更が行わ

れる場合は、代替性が認めがたいことから、減免の対象外）。

〇減免する額

　代替自動車にかかる自動車取得税の全額

〇申請に必要な書類

・減免申請書

・被災事実を証明できる書類

例）市町村が発行する被災証明書など

・抹消登録等を行ったことが確認できる書類

例）登録事項等証明書、検査記録事項等証明書など

・解体したことが確認できる書類

例）使用済自動車引取証明書など

上記の要件に該当される方

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/map/ichiran.htm

URL

実施時期

支援行政機関

連絡先

随時

北海道

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/douzeikeigen.htm

各総合振興局、振興局（課税課、納税課、税務課）又は道税事務所
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/map/ichiran.htm

URL

実施時期

支援行政機関

連絡先

随時

北海道

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/douzeikeigen.htm

各総合振興局、振興局（課税課、納税課、税務課）⼜は道税事務所

概要

平成３０年北海道胆振東部地震の被災状況等を踏まえ、平成３０年９月６日か

ら平成３１年１月３０日までの間に到来する道税の申告、申請、請求等書類の

提出が必要なもの（審査請求に係るものは除きます。）の提出期限と、納付⼜

は納入期限を延長する措置を講じておりましたが、平成３０年１２月１２日付

北海道告示により、平成３１年１月３１日を延長後の期限として指定しまし

た。

支援内容

対象者

取組名称 道税に関する申告・納付等の期限の延長

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

○対象とならない道税

・自動車取得税

・平成３０年４月２日以降に納税義務が発生した自動車税

・狩猟税

○延長後の期限

平成３１年１月３１日

勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町に住所、居所、事務所⼜は事業

所を有する者 ※期限の延長を受けるための手続きは不要です。
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keizai.kanene@pref.hokkaido.lg.jp

FAX：

メール：

・事前申込みの受付期間：平成31年3月6日(水)～平成31年3月29日(金)

・交付申請の受付期間　：平成31年4月1日(月)～平成31年4月8日(月)（予定）

北海道

011-222-5975

災害時における石油製品の安定供給体制の確保を目的として、地域の燃料供給拠点とし

ての役割を果たす給油所（北海道地域サポートSS）を運営する揮発油販売事業者に対

し、自家発電設備を導入する際の費用を支援します。

補助対象設備：自家発電設備、緊急用可搬式バッテリー計量機等

補助率：10/10以内（上限額250万円）

※本事業は、国と役割分担し、国の住民拠点SS整備補助事業において優先度の低い都

市部地域を中心とした自家発電設備の整備を目的としたものです。なお、都市部地域に

該当しない市町村に所在する給油所についても、予算の範囲内で採択される可能性があ

り、本事業への応募は可能です。

北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室

新たに自家発電設備を導入しようとする給油所を運営する揮発油販売事業者又は当該給

油所の所有者

※応募にあたっては、以下URLのアクセス先に掲載している実施要項等を必ずご確認く

ださい。

【更新】

取組名称
自家用発電機を備えた「北海道地域サポートSS」の整備

（災害時給油体制緊急整備事業）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/hojyojigyo-

hokkaidochiikisupportSS.htm

連絡先

担当者：

TEL：

URL

対象者

実施時期

支援行政機関

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（強靱化対策）

概要

支援内容

011-204-5361
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実施時期 詳細が分かり次第お知らせします。

概要

災害時・停電時の石油製品の安定供給を確保するため、自家発電機を備えた

「住民拠点SS（サービスステーション）」の整備等によりSSの災害対応力強

化を図ります。

支援内容

（１）「住民拠点SS」の整備

災害時・停電時にもSSが稼働できるよう、SSへの自家発電機の導入

を支援します。

（２）SSにおける災害対応力強化に係る設備導入支援

「住民拠点SS」等の地下タンクの入換・大型化を支援します。

（３）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練事業

「住民拠点SS」等における災害対応実地訓練等を実施します。

取組名称 自家用発電機を備えた「住民拠点SS」等の整備

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（強靭化対策）

対象者 揮発油販売事業者（ガソリンスタンド事業者）等

URL

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課

TEL： 03-3501-1320

FAX： 03-3501-1837

メール：
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実施時期 詳細が分かり次第お知らせします。

概要
避難所や病院等の社会的重要インフラにおける燃料備蓄を推進するため、燃料

タンク等の設置を支援します。

支援内容

災害時において、道路の寸断等により燃料供給が滞る場合にも備え、需要家側

においても自家発電機等を稼働させるための燃料を自衛的備蓄として確保する

ことが重要です。このため、避難所や病院等の社会的重要インフラ等への燃料

備蓄を推進するべく、LPガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

取組名称 病院や避難所など重要施設における燃料の自衛的備蓄の支援

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（強靭化対策）

対象者 避難所や多数の避難困難者が発生する施設（公共施設、病院、商業施設等）

URL http://www.iae.or.jp/fy30-sekiyu/#t_06 

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課

TEL： 03-3501-1320

FAX： 03-3501-1837

メール：
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実施時期 詳細が分かり次第お知らせします。

概要

地震による地震動・液状化・側方流動等による被害に備え、石油供給インフラ

の被害最小化と早期の石油供給回復に必要な製油所・油槽所の強靭化に向けた

投資を支援する。

支援内容

災害時にも石油供給能力を維持するため、石油精製業者が進める製油所・油槽

所における耐震・液状化対策や、被災地域外からの供給に必要な出入荷設備の

増強対策等に対する支援を行う。具体的には以下の通り。

①設備の安全停止対策

→災害時に設備の緊急安全停止を確実にすべく、配管の緊急遮断弁やタンカー

の自動切り離し装置の増強等を支援。

②耐震・液状化対策

→石油の入出荷設備（タンカー桟橋・背後護岸、構内配管、タンクローリー出

荷レーン等）の耐震強化・液状化対策等を支援。

③入出荷設備の能力増強・早期回復準備

→他地域へのバックアップ供給に必要な、入出荷ポンプ能力等の増強や、被災

時の迅速復旧に資する資機材の準備等を支援。

取組名称 石油コンビナートの強靭化支援

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（強靭化対策）

対象者 石油を精製し供給する事業者、その親会社及び関連事業者

URL

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：資源エネルギー庁資源燃・料部石油精製備蓄課

TEL： 03-3501-1993

FAX： 03-3580-8467

メール：
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取組名称
首都圏等での食プロモーション事業の実施

（食と観光需要喚起緊急対策事業費）

支援分野 ３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）

概要
地震等により、大きな影響を受けた道産食品の早急な需要回復を図るため、首

都圏等で大規模なプロモーションを展開します。

支援内容

〇以下の国内８店舗の「どさんこプラザ」において北海道フェアを

　実施します。※終了しました

・有楽町店（東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館1階）

・さいたま新都心店（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1コクーン2 1階）

・仙台店（仙台市青葉区一番町4丁目5-24 錦章堂ビル1階）

・池袋店（東京都豊島区南池袋1丁目29-1池袋ショッピングパーク北館地下1階）

・吉祥寺店（東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目3-1東急百貨店吉祥寺店3階）

・相模原店（相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店地下1階）

・名古屋店（名古屋市中村区名駅1丁目2-1名鉄百貨店メンズ館地下1階)

・札幌店（札幌市北区北6条西4丁目JR札幌駅西通り北口）

〇各振興局の特色を打ち出した首都圏での消費拡大キャンペーンを

　実施します。

対象者 －

URL

実施時期

「どさんこプラザ」北海道フェア

　有楽町店（11/7～12/18）、さいたま新都心店（11/7～12/18）

　仙台店（11/7～12/18）、池袋店（11/7～12/18）

　吉祥寺店（11/7～12/18）、相模原店（11/7～12/18）

　名古屋店（11/7～12/18）、札幌店（10/24～12/11）

支援行政機関 北海道

連絡先

担当者：北海道経済部食関連産業室

TEL：

FAX：

011-204-5766

011-232-8860

メール：shokusan@pref.hokkaido.lg.jp
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【更新】

URL https://www.creema.jp/event/hokaido-ippin

支援行政機関 経済産業省

連絡先

支援内容

（１）事業者向け説明会(札幌)

（２）事業者向け集合研修(東京・二子玉川)

（３）事業者向け「販売手法研修催事」実施会場現地視察(東京・二子玉川)

（４）事業者向け「模擬販売実技研修」(東京ビッグサイト)

（５）事業者向け個別コンサルテーション(札幌等北海道内)

（６）事業者向け「販売手法研修催事」(東京・二子玉川)

          ・実施期間：平成31年3月23日（土）・24日（日）10:00～17:00

　　  ・実施場所：二子玉川ライズ（東京都世田谷区）

　　※「Creema SPRING MARKET×二子玉川ライズ」内に北海道の逸品

　　　エリア「LOCAL SELECT HOKKAIDO」を設置し、北海道の小規模

　　　事業者等16者が出展

対象者

＜対象事業者＞北海道内に事業所所在地のある中小企業・小規模事業者

＜対象商品＞（伝統）工芸品、ハンドメイド・クラフト、手仕事品、手作り食

品等

＜募集要件＞実施される全ての事業に参加可能であること、展示販売会では

ブースに常駐して対面販売可能であること

＜募集期間＞

　平成30年11月16日（金）～26日（月）18:00

実施時期 平成30年12月3日(月)～平成31年3月25日(月)

概要

北海道胆振東部地震からの経済復興に向けて、顧客層にあった商品のＰＲ手法

など専門家から個別指導を受け、展示販売会に出展することを通じて、北海道

内の中小企業・小規模事業者による特産品・土産品等の販路拡大や販売力の強

化、商品の磨き上げを図る実践研修型の販促事業

取組名称 小規模事業者等向けの実践型復興支援事業（展示販売会等）

支援分野 ３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）

s-chuki-shokibokigyo@meti.go.jp

担当者：

TEL：

FAX：

メール：

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課

03-3501-2036(内線5382～5385)

03-3501-6989
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URL http://hokkaidofes.jp/

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

メール：

中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課

03-3501-1511(内線5342～5345)

03-3501-7055

s-chuki-shinjigyo@meti.go.jp

支援内容

百貨店・駅ナカ・駅ビルなどで販売会の場を提供し、地域産品の販路拡大を支

援するとともに、参加事業者の販売力・販売スキル向上を支援します。

※以下の内容は変更が生じる場合があります。

①ＪＲ新宿駅（新宿駅西口広場）　開催期間：12/16（日）～22（土）

②上野駅グランドコンコース　開催期間：1/10（木）～13（日）

③ふるさと祭り東京（東京ドーム）　開催期間：1/11（金）～20（日）

④第25回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2019（東京ビックサイト）

　開催期間：2/12（火）～15（金）

⑤世界らん展2019（東京ドーム）　開催期間：2/15（金）～22（金）

⑥新宿小田急百貨店（新宿店）　開催期間：3/1（金）～3（日）

⑦新宿駅西口広場イベントコーナー　開催期間：3/9（土）～14（木）

各イベントに１０社程度の出展枠を確保

※出店事業者の募集開始は12月上旬を予定。出展料（場所代）は無料。出展事

業者の交通費・宿泊費・通信運搬費の一部は無料。出展が困難な事業者には、

一部販売代行を実施。

実施時期 平成３０年１２月～平成３１年３月

対象者 北海道内に本社所在地のある中小企業・小規模事業者

概要

北海道胆振東部地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等を対象に、

地域産品の PR や販路の拡大等を支援することにより、被災地域の中小企業・

小規模事業者の一日も早い復興を後押しすることを目的とした事業です。

取組名称 被災事業者等販路開拓支援事業

支援分野 ３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）
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メール：shokusan@pref.hokkaido.lg.jp

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke_top.htm

支援内容

①テスト販売制度（有楽町店、名古屋店、札幌店、シンガポール店）

売れる商品づくりを支援するため、道内企業が製造・加工した新商品を店舗にて３～

６ヶ月間試験的に販売できます。販売終了後には、店舗から販売情報の分析と商品開

発・改良の参考に役立つアドバイスをフィードバックします。

②マーケティングサポート催事制度（有楽町店、札幌店）

店頭に道内企業が商品開発・販路拡大等を目的に開催する催事スペースを設置していま

す。試食販売を行うことにより、消費者ニーズのリサーチにお役立ていただけます。

③マーケティングアドバイザー制度

首都圏、中京圏及び札幌市にマーケティングアドバイザーを配置し、道内の中小企業等

からの商品開発・マーケティング活動等に関する相談に対して助言等を行います。

対象者

①テスト販売

（１）道内に事務所又は事業所を有する公益的な団体、企業及び個人（個人の

グループを含む。）のうち、次の条件のいずれかに該当する方

▷道産品の生産・製造・加工を行っている方

▷自らが企画・考案した道産品の販売を行っている方

（２）その他アンテナショップの設置目的に適合するテスト販売を実施する

ものと道が認めた方。

②マーケティングサポート催事

（１）道内に事務所又は事業所を有する企業、個人や公益的な団体のうち、

道産品の生産、製造、加工を行っている方

（卸売業者や仕入販売業者は除く）

（２）北海道、道内の市町村、商工会議所、商工会、物産協会、観光協会

実施時期 ①②四半期毎　③随時

支援行政機関 北海道

連絡先

担当者：北海道経済部食関連産業室

TEL：

FAX： 011-232-8860

011-204-5766

取組名称
どさんこプラザの活用等による販路拡大に向けたマーケティング支援

（北海道物産観光展示所運営費・海外アンテナショップ活用による道産食品販路拡大事業）

支援分野 ３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）

概要

国内外の「北海道どさんこプラザ」を活用し、テスト販売制度、マーケティン

グサポート催事制度及びマーケティングアドバイザー制度による支援を行いま

す。
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011-232-8860

メール：shokusan@pref.hokkaido.lg.jp

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke_top.htm

連絡先

担当者：北海道経済部食関連産業室

TEL： 011-204-5766

FAX：

実施時期 上記のとおり

支援行政機関 北海道

３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）

概要

道内企業と道内外流通企業・バイヤーとの商談機会を提供するため、東京、大

阪で商談会を開催するほか、道産品の販路拡大と観光客の誘致促進を図るた

め、道外主要都市に所在する百貨店の協力を得て、道産品の展示・販売及び観

光地の紹介・ＰＲを行う「北海道の物産と観光展」を開催します。

支援内容

＜北海道産品取引商談会（東京・大阪）＞

・東京会場：平成31年1月28日（月）13：00～17：00

東京交通会館12階「ダイヤモンドホール」

・大阪会場：平成31年1月30日（水）13：00～17：00

ホテル阪急インターナショナル4階「紫苑」

＜北海道の物産と観光展＞

・27都市32会場で開催予定

（日程、出品基準等は下記の食関連産業室ホームページを

 ご参照ください。）

取組名称
北海道産品取引商談会・北海道の物産と観光展の開催

（貿易物産振興事業費補助金）

支援分野

対象者 道内食関連企業等
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メール：shokusan@pref.hokkaido.lg.jp

URL

北海道

北海道経済部食関連産業室

TEL： 011-204-5979

FAX： 011-232-8860
連絡先

担当者：

実施時期

10月17日（岩見沢市）、10月23日（帯広市）、10月26日（旭川市）

11月12日（函館市）、11月13日（苫小牧市）、11月27日（釧路市）

1月21日（札幌市）

※上記終了しました

支援行政機関

概要

道内各地域で食に携わる企業（一次産業従事者を含む）を参集し、個別相談・

商談の場で食のサポーターや食の専門家（シェフ、バイヤー）による商品の磨

き上げに向けたアドバイスを行うほか、道と包括連携協定を締結している民間

企業と連携した個別相談、商談会を実施します。

支援内容
全道６圏域において食のサポーター、トップクラスのシェフ、商社流通関係社

を専門家として招聘し、商品の磨き上げに関する相談や商談を行います。

対象者 道内（地域開催の場合は当該地域内）の生産者、食品製造業者

取組名称
道産食品の成長市場向けマーケティング支援

（成長市場向けマーケティング支援事業（食のブランド・ステップアップ事業））

支援分野 ３．北海道経済の成長軌道化（道産品の販路拡大）
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