***********************************************************************
■■■
■
■ ■
■
■
■ ■■ ■■ ■■ ■■
【AIRC Mail Magazine 】
■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■■ ■
■ ■
■
第486号(2022年9月1日発行)
■
■ ■
■ ■
■
********************************************* (一財)旭川産業創造プラザ)
■Contents;
◇(一財)旭川産業創造プラザからのお知らせ◇
１. 9/5締切 ２０２２年度スタートアップ・生産性向上支援補助金
２. あさひかわ PR力向上プロジェクト参加事業者募集
３.「あさひかわBizCafe」9/15（木）セミナー
４．旭川食品産業支援センターセミナー
「ご存じですか？「無添加」表示が出来なくなります」
５．旭川食品産業支援センターセミナー
「微生物のコントロールのしかた」
６．旭川食品産業支援センターセミナー
「ヘルシーDoを活用した商品開発」
７．旭川食品産業支援センターから食品試験予定日のお知らせ
８．連載「HACCP導入、運用のコツ(53)」
旭川食品産業支援センター長 浅野 行蔵
◇関係機関からのお知らせ◇
９．9/30締切「事業再構築補助金」第7回公募
10. 10/24締切 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
11. 10/31締切 北洋銀行ドリーム基金
12. 10/5開催 飲食店のための“売上ＵＰ！・利益ＵＰ！”オンラインセミナー
************************************************************************
１.9/5締切 ２０２２年度スタートアップ・生産性向上支援補助金
************************************************************************
■事業目的
スタートアップ・生産性向上支援補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中にあっても、そこに商機（勝機）を感じ、新たに起業・創業や
新事業展開などに取り組む事業者や、生産性向上等の課題解決に向けた設備
投資等に取り組む事業者に対し補助金を交付し支援することを目的とする事業です。
■応募期間
２０２２年８月１日（月）から２０２２年９月５日（月）１７時必着
■応募方法
電子データ（PDF形式等）での申請が必要となります。
作成された申請書類の電子データをEメールにて送信するか、又は当該データ
が記録された電磁的記録媒体（CD,DVD,USBメモリ等）を郵送か直接持参してください。
■対象となる事業
（１）スタートアップ枠
1) 製品・サービス等の研究や開発を行う事業など
2) 売上げ向上に資する販売促進活動や、新たな販路を拡大・開拓する
ためＷｅｂ媒体や印刷物などを作成する事業など
3) スタートアップに必要な設備の拡大、生産効率の向上、又はサービス
品質の向上等を目的とした設備投資を行う事業など
（２）生産性向上枠
生産能力の拡大、生産効率の向上、又は維持などを目的とした設備投資
等を行う事業

■補助額・補助率・採択件数
交付限度額、補助率、予定採択件数は次のとおりです。また、補助金の額に千円
未満の端数があるときには、補助金の額は、当該端数金額を切り捨てた額とします。
＜スタートアップ枠＞
（１）補助金限度額
５０万円以内（1,000円未満切り捨て）
（２）補助率
４／５以内
（３）採択件数
１０件程度（予算の範囲内）
＜生産性向上枠＞
（１）補助金限度額
２００万円以内（1,000円未満切り捨て）
（２）補助率
４／５以内
（３）採択件数
２０件程度（予算の範囲内）
※本補助事業は、完了検査を受け、補助金額を確定してからの清算払いとなり、
概算払いではありませんのでご注意ください。
■補助対象期間
補助対象期間は、２０２２年４月1日から２０２２年１２月３１日までになり、
同期間内に発注・納入・検収・支払等のすべての手続きが完了する経費が対象と
なります。
■詳細
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/startup/
■申請先
＜住所＞〒０７８－８８０１
北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番６号旭川リサーチセンター
＜宛先＞一般財団法人旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
※郵送の場合「スタートアップ・生産性向上支援補助金 申請書在中」と明記
し郵送の事。
＜TEL＞０１６６－７３―９２３４
＜E-mail＞ gcsh@arc-net.or.jp
＜受付時間＞９：００～１２：００及び１３：００～１７：００
（土・日・祝日は除く）
＜応募期間＞２０２２年８月１日（月）から２０２２年９月５日（月）
１７時必着
************************************************************************
２．あさひかわ PR力向上プロジェクト参加事業者募集
************************************************************************
■事業概要
旭川で製造された商品を有する事業者の稼ぐ力「PR力向上プロセス」を学ぶため
の、自社課題分析、顧客ニーズの把握、効果的な販促物、 展示会出展に必要
な手順など様々なテクニックなどを学ぶことができます。さらに、2023年2月に
開催される展示会出展で学んだテクニックを実践できます。
（展示会出展※には要件があります。）
■事業内容
１．外部講師によるPR力向上のための研修
（販売現場、情報収集分析、販路拡大、経営デザインシートの活用等）
２．PR、ブランディングを支援
展示会への出展※に向け、出展に向けた支援（商品開発・デザイン支援、
効果的なPR手法の支援）
■参加事業者
・自社のPR力向上のためのデザイン思考や展示会出展などのスキルを学んで
みたい事業者の方。
・展示会出展による販路拡大に関心のある事業者の方。

■スケジュール
〇9/13（火）15：00開始（WEB開催：ZOOM)
・ライバル会社に打ち勝つECサイト運営
株式会社北廊 代表取締役 永原 大介 氏
・展示会出展による自社PRの効果について
グラース株式会社 代表取締役 早川 舞 氏
〇9/27（火）15：00開始
（会場：旭川産業創造プラザ2階研修室 先着15名）
・商品の想いを伝える販促手法
ヒロPOPオフィス 代表 渡辺 裕美 氏
・展示会出展による自社PRの効果について
一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
〇～10月末

展示会出展事業者決定（予定）

〇2023/2/15～17

展示会※出展

予定5社程度（展示内容による）

※展示会出展をご希望されない方もセミナーはご参加可能です。
（各回でお申込み頂けます。）
※展示会出展には一定の要件がございます。
ご応募が多数の場合は当財団にて出展事業者を選定させていただきます。
詳細はお問合せください。
・旭川市に事業所があり旭川市内で企画・製造した商品
（商品の製造一部外注も可。食料品不可）、展示会のテーマに合致する商品
である事等。
・2023年2月東京インターナショナルギフトショー(r)出展を予定
（旭川産業創造プラザがブースを提供、専門事業者による展示ブース造作支援。
会場出展料は不要。出展製品開発費、旅費、物品輸送費等は各自負担。）
■過去の展示会出展については下記参照
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/exhibition/#giftshow
■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/07/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E4
%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%862022%E6%94%B9-1.pdf
■申込み問合せ
会社名（個人事業主の場合は屋号）、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
展示会への参加希望の有無をご記載の上、下記までお申込みください。
一般財団法人旭川産業創造プラザ企業支援グループ
TEL(0166)73-9210 E-mail：kigyoshien@arc-net.or.jp
************************************************************************
３．「あさひかわBizCafe」9/15 （木）セミナー
************************************************************************
起業に必要な知識やノウハウを学ぶ、創業セミナー「あさひかわBizCafe」を
開催します。WEB開催：お手持ちのPCやスマホから参加ができます！

■日時
2022年9月15日（木）18:30から
■セミナー
「事業を成功に導く資金計画の作成 決算書の読み方」
ふたば税理士法人 代表社員 西俊輔 様
税理士から見た財務のポイントについて、日頃なかなか聞くことができない
貴重な内容となっております。
お申し込みがまだという方は、ぜひ当財団ＨＰからお申込みください。
■主催
（一財）旭川産業創造プラザ
■申込入力フォーム
https://www.arc-net.or.jp/formbizcafe/
■ＷＥＢ開催について
申込者が、ご自身のＰＣやスマートフォンで視聴
※交流会、資料配布はございませんのでご了承願います。
■対象
・起業準備中の方、近い将来起業を考えている方、
起業間もない方、起業に関心のある方、事業承継する予定
の後継者の方、第２創業、新分野進出を検討中の方。
・年齢、性別、国籍、職業問わずどなたでも！（高校生、大学生も可）
■お問合せ先
一般財団法人 旭川産業創造プラザ
TEL ０１６６－７３－９２１０
FAX ０１６６－６８－２８２８
Email bizcafe@arc-net.or.jp
■2022年度のスケジュールはこちら↓
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/bizcafe/
************************************************************************
４．旭川食品産業支援センターセミナー
「ご存じですか？「無添加」表示が出来なくなります」
************************************************************************
食品添加物の不使用表示ガイドラインについて議論が進んでいます。
何も優位性がないのに、「無添加」と大書きすると、消費者に「優良誤認」を
させるので、禁止しようという動きです。
そもそも添加物とは。正しく理解してより良い食品表示にしましょう。
最近の世の中の動きを解説します！
■視聴方法 YouTube配信
(申込み後、ＵＲＬをメールで送付します。）
■講
師
旭川食品産業支援センター

センター長

浅野

行蔵

■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/06/YouTube%E3%80%80syoku
.pdf
■お問合せ・お申込み

旭川食品産業支援センター（旭川産業創造プラザ内）
ＴＥＬ：（0166）68-2824
ＦＡＸ：（0166）68-2828
Ｅ-mail：fosup@arc-net.or.jp
************************************************************************
５．旭川食品産業支援センターセミナー「微生物のコントロールのしかた」
************************************************************************
食中毒の防止は「つけない、増やさない、やっつける」。
でも、食材そのものからの汚染はどう防げば良いのでしょう？野菜類に潜む微生
物は洗浄や塩素殺菌ではあまり減らないのです。微生物は条件が良くなれば一気
に増殖します。「消毒した」と安心してしまうのは危険！ 食材の組み合わせを
工夫したり、調味料を利用して増殖を抑える方法などをお話しします。
■視聴方法 YouTube配信
(申込み後、ＵＲＬをメールで送付します。）
■講
師
旭川食品産業支援センター

センター長

浅野

行蔵

■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/07/20220726.pdf
■お問合せ・お申込み
旭川食品産業支援センター（旭川産業創造プラザ内）
ＴＥＬ：（0166）68-2824
ＦＡＸ：（0166）68-2828
Ｅ-mail：fosup@arc-net.or.jp
************************************************************************
６．旭川食品産業支援センターセミナー
「ヘルシーDoを活用した商品開発」
************************************************************************
新型コロナウイルスなど消費者の健康志向がより一層高まる中で、「健康でいら
れる体づくりの食品」を北海道が認定する制度『ヘルシーDo』があります。
今回は、ヘルシーＤｏを活用した商品、機能性食品の開発についてお話します。
北海道の加工食品は「安全・安心・おいしい」北海道ブランドとして、国内外か
ら認知されています。そこに「健康」をプラスした、更なる高価値な商品の開発
を進めましょう！
■日
時
２０２２年９月２０日（火）

１５：００～１７：００

■開催場所
アートホテル旭川 ４F Bizルーム1
旭川市7条通6丁目２９－２
■参加方法 会場受講または後日YouTube配信
(YouTubeご希望の方には、録画編集の上、ＵＲＬをメールで送付します。）
■講
師
一般社団法人北海道バイオ工業会
事務局長
三浦 健人
事業企画・運営委員
杉山 幹夫 氏

氏

■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/08/2022.9.20healthy-do.pdf

■お問合せ・お申込み
旭川食品産業支援センター（旭川産業創造プラザ内）
ＴＥＬ：（0166）68-2824
ＦＡＸ：（0166）68-2828
Ｅ-mail：fosup@arc-net.or.jp

************************************************************************
７．旭川食品産業支援センターから食品試験予定日のお知らせ
************************************************************************
今月の食品試験予定日は
９月５日（月）、１２日（月）、２６日（月）です。
利用される場合は、必ず事前にご連絡ください。
＜注意点＞
１、当センターの試験は、自主試験を代行するものであり、公的証明を行うも
のではありません。
公的証明書をご希望の方は、旭川市保健所等の検査機関をご利用ください。
２、試験の受託範囲は、旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、
上川町、東川町、美瑛町の１市８町に所在する食品事業者様が製造・販売
する商品（加工食品）となります。
連絡先：旭川食品産業支援センター (旭川産業創造プラザ 内)
電話 0166-68-2824

***********************************************************************
８. 連載「HACCP導入、運用のコツ(53)」
旭川食品産業支援センター長 浅野 行蔵
***********************************************************************
「HACCPの認証を求められたら。認証の罠とは。後編」
HACCPは食品製造そのものへ取り組みなので、眼に見えるわけではない。表面
しか見ない人も多く、見える衛生機器に意識が動いて、ついつい、見かけにお
金をかけることになる。高価なエアーシャワーはその典型だ。利益を食いつぶ
すほどの経費がかかる。そのためにHACCP倒産という事態に陥ってしまう。
どの認証を目指すか？納入先の企業が納得する事が必要だ。しっかり見ること
のできる監査員のいる認証機関もあるので、見かけには騙されないかもしれない
が、ころっと騙される認証機関もある。
HACCPによる食品の安全管理は、自分たちで大事に育ててこそ役に立つ番犬とな
る。役立つHACCPは、さほどの費用はかけずに育てることできます。

◇関係機関からのお知らせ◇
************************************************************************
９．9/30締切「事業再構築補助金」第7回公募
************************************************************************
■※電子申請にあたっては、GビズIDの取得が必要です。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を
通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する「事業再構築
補助金」の第7回公募が開始されました。
■HP↓

https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。
取得未了の方は、あらかじめＧビズＩＤプライムアカウント取得手続きを行って
ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/
■事業再構築の指針の手引き（重要）
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin_tebiki007.pdf
■【公募期間】
公募開始：令和4年7月1日
申請受付：令和4年8月下旬～
応募締切：令和4年9月30日（金）18：00
■主要申請要件 補助額等
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf
■ 補助金額
［通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円～2,000万円
【従業員数21～50人】100万円～4,000万円
【従業員数51人～100人】100万円～6,000万円
■ 補 助 率[通常枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
令和２年度補正予算「中小企業等事業再構築促進事業」は、中小企業庁より
採択され、中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構監督のもと
株式会社パソナが事務局業務を運用しています。
■問合せ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/#c3_p4

************************************************************************
10.10/24締切 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
************************************************************************
全国中小企業団体中央会は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービ
ス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する、
ものづくり補助金の公募を開始しました。
なお、一般型では、通常枠とは別に、補助率や補助上限額を優遇した「回復型賃
上げ・雇用拡大枠」、「デジタル枠」、「グリーン枠」を設け、積極的に支援し
ます。
■募集内容
対象者
中小企業者、特定事業者の一部および一定要件を満たす特定非営利活動法人
■補助率
補助対象経費の1／2または2／3以内
■補助上限額
10次締切分から、一般型に「回復型賃上げ・雇用拡大枠」、「デジタル枠」、
「グリーン枠」を新設しました。
【一般型】
通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠：

750万円、1,000万円、1,250万円（※従業員規模により異なる）
グリーン枠：1,000万円、1,500万円、2,000万円（※従業員規模により異なる）
【グローバル展開型】
3,000万円
補助要件
以下を満たす3～5年以内の事業計画の策定および実行
付加価値額 ＋3％以上／年
給与支給総額 ＋1.5％以上／年
事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円
■公募スケジュール
12次締切分：2022年8月18日（木）17:00～10月24日（月）17:00
採択発表は、2022年12月中旬を予定しています。
なお、12次締切後の、13次締切が今年度における最後の公募となります。
詳細は、事務局ウェブサイトをご覧ください。
■申請・問い合わせ先
申請は電子申請となっています。
公募要領、申請書様式等詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
ものづくり補助金総合サイト（事務局のウェブサイト）
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
************************************************************************
11.10/31締切 北洋銀行ドリーム基金
************************************************************************
当基金は、北海道における中小企業等が行う新技術及び新製品の研究開発に対す
る助成を行い、道内産業の振興と企業の育成を通して北海道経済の発展と産業構
造の改善に寄与することを目的に、今年度の助成金申込みの受付を以下の通り実
施致します。
■対象事業者
企業規模
・原則資本金３億円以下又は従業員 300 人以下の中小企業及び個人
事業実績
・北海道内に主たる事業所を有し、事業を営んでいること
※業種は問いません
■助成対象
下記（１）～（３）が行なう、新技術・新製品の研究開発に必要な費用
（１）中小企業単独
（２）異業種企業で共同
（３）中小企業・大学・試験研究機関などで共同
※新技術には、機械等の改良・改善による高度利用も含みますが、完成品は
除かせていただきます。
■助成内容
助成金額
・１研究開発に対し、最高限度 100 万円
■助成件数
・最大 10 研究開発を予定

■審査方法
・学識経験者からなる当基金「技術審査委員会」の厳正な審査結果に基
づき理事会で決定致します。
決定時期
・発表並びに贈呈は、2023 年3月を予定しています。
■申込方法・申込期間
「研究開発助成金申込書」に参考資料を添付してお申込み下さい
http://www.htri.co.jp/ よりダウンロードできます。
申込の際には、申込書の電子データを事前に dream@htri.co.jp へ
送信下さい。
■申込期間
・2022 年8月1日(月)～10 月 31 日(月)
■お申込み窓口
https://htri.co.jp/dream
○公益財団法人 北洋銀行中小企業新技術研究助成基金 事務局
〒060-8640 札幌市中央区大通西3丁目 11 番地北洋ビル
株式会社北海道二十一世紀総合研究所内
Tel 011-231-3053 Fax 011-231-3143
○北洋銀行 本・支店

************************************************************************
12.10/5開催 飲食店のための“売上ＵＰ！・利益ＵＰ！”オンラインセミナー
************************************************************************
■参加費 無 料
■定員
■日 時

30 名
10/5（水）

■申込締切

14：30～16：00

9/30（金）

■Ｚｏｏｍ ミーティング
お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット端末でご参加いただけます。
■対象者
飲食店を営む方や、飲食店の創業を考えている方におすすめの内容です。
・SNS や店頭強化による集客アップを図りたい・・・。
・売れるメニューや儲かる仕組みを知りたい・・・。
・材料費高騰や人材不足の対策をしたい・・・。
■講 師
遠山 景子氏
一般社団法人フードアカウンティング協会 相談員
＜プロフィール＞
無理なくできる範囲で最大の結果を出す方法・手段を見出すことに注力し、年間
300 件以上の増客増収支援を実施。店の業態や特性に合った戦略立案に長け、
数多くの成功実績を持つ。
■セミナー概 要
第一部 基調講演（14:30～15:40）
材料費高騰、人手不足、競争激化の中、飲食店はどのように売上と利益を
確保できるのか。事例を交えながらお話しいただきます。

第二部 質疑応答（15:40～15:50）皆様のご質問にお答えします。
第三部 ご案内（15:50～16:00）
■申込方法
WEB もしくは FAX にてお申込みください。
１， WEB でのお申込み
https://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=fca108e9-9001-4623-922a-6be2
5c457ef8
２，FAX https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/08/jfc-20221005
.pdf
■主催：日本政策金融公庫 旭川支店

国民生活事業

■後援：旭川商工会議所・旭川産業創造プラザ
************************************************************************
★
ＡＭＭコラム
★
************************************************************************
■すっかり秋になりました。読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋など色々な秋が
ありますが、なんといっても食欲の秋！！今年は食べマルシェも久々の復活とい
うことで、今からとっても楽しみです！
■食べマルシェのようなイベントに限らず、売り場を見て歩くとふと目に留まっ
てしまうＰＯＰや飾り方、見せ方ってあるよな～。でもどうやったらそのコツっ
てつかめるんだろう？と思われる方。当財団でＰＲ力を付けるセミナーを開催を
開催しております。9/13はＷＥＢを活用した顧客行動分析など、情報収集・分析
の手法や、ECサイトを活用した販路拡大について。9/27は、商品の想いを伝える
販促手法としてＰＯＰや商品説明についてお話頂きます。ぜひご参加ください！
https://www.arc-net.or.jp/4363/ （ＴＷ）
──────────────────────────────────
※これまでいただきましたお名刺や，セミナーへの出席申し込みなどにより
いただきましたE-Mailアドレスをもとにお送りしています。
──────────────────────────────────
#.メールマガジン配信先変更・購読中止について
●お届けするE-Mailアドレスの変更や購読解除は次のところから行ってください。
https://www.arc-net.or.jp/mailmagazine/
★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊★＊☆＊★
一般財団法人 旭川産業創造プラザ
〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号
旭川リサーチパーク内
Tel:0166-68-2820
Fax:0166-68-2828
H P:https://www.arc-net.or.jp/
E-mail:arc-net@arc-net.or.jp
★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊★＊☆＊★

