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************************************************************************

　１.「あさひかわBizCafe」1/19（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

  2023年1月19日（木）18:30から

 

■セミナー

  情報セキュリティーについて （経営）

　株式会社ジェイテックジャパン

　坂本　和士　様

 

　昨今、地方中小企業に対するサイバー攻撃が増加しています。

　「小さな会社は大丈夫」「個人事業はターゲットになってない」

　そんなことはありません。

　個人、小規模でもターゲットにされています。



　身代金の要求、顧客情報流出など、時間や費用だけでなく信用まで失うため

　被害は甚大です。被害にあわないためできる対策を学ぶセミナーです。

　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/

 



 

************************************************************************

２．1/15　わかものビズカフェ「学生のときに知っておきたかった８のこと」

************************************************************************

さまざまな選択肢に溢れる現代に、起業家として生きる先輩からの声を

交流会形式で届けます。新しい何かに挑戦する意義や醍醐味を、経験を踏ま

えた生のストーリーとして聞いてみませんか？

ぜひ、親子でお聞きいただき、将来の選択を広げてください!

(一人での参加ももちろん可能です）

 

■日時　2023年1月15日（日）13：00-14：30

 

■場所　旭川市緑が丘東1条3丁目1-6　旭川リサーチセンター2階　交流サロン

 

■定員　20名（親子参加の場合、10組程度）

 

■講師

　●（株）ブルーチーズドリーマー　代表取締役　伊勢昇平 様

　世界一のブルーチーズをつくること、江丹別を世界一の村にすることが

　夢。製造するブルーチーズはANAとJAL国際線ファーストクラス機内食に

　採用。先日、地上波・某TV番組にて「青カビ王子」として出演し、全国

　的な注目を集めた。

 

　●（株）MARVELOUS 代表取締役 兼美容革命家　志水洸一　様

　美容室と化粧品の製造販売を行う美容革命家。髪が蘇るヘアケアシステム

　を開発中。アイデアと挑戦でキレイの当たり前を変えることをミッション

　とし、2025年大阪万博への出展が決定している。趣味はロケット燃料開発

 

■申込方法



　お電話、FAX、郵送、又はEメールにて申込を受け付けます。

　電話：0166-73-9210　FAX：0166-68-2828

　メール：seminar@arc-net.or.jp

　郵送：旭川市緑が丘東1-3-1-6　旭川産業創造プラザ　企業支援G

 

■チラシ

　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/11/2023.1.15.pdf

 

　※メールで申込みの場合は「学校名・学年・氏名・電話番号」を明記する

　ようお願いします。

 

 

************************************************************************

　３．1/30、2/2　気軽に質問できる　WEB　どうほくBizCafe

************************************************************************

創業をめざす・創業間もないあなたへ専門家や先輩起業家に学ぶチャンスです

コロナ禍の今、セミナーがすべて一方通行のWEBセミナーになって物足りなく

感じませんか？そこで、道北ビズカフェでは、講師と受講者対話型のセミナーを

開催します！講師とのコミュニケーションをとりながらセミナーを実施します。

起業のお悩み、疑問を共有しませんか？

※当日は実際に会話形式で直接講師とお話をすることも可能です。

 

■対象

・起業準備中の方、近い将来起業を考えている方、起業後間もない方、

　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、職業は問いません。（高校生、大学生も可）

 

■カリキュラム



 

（１）開業時に効果的なSNSの活用方法

       日時　1/30(月)18：30～20：00

       講師　Asahikawa Woman Support　安岡　理沙　様

       講師HP URL　https://asahikawa-support.jimdofree.com/

 

（２）ウィズコロナ時代の創業に必要な心構え

       日時　2/2(木)18：30～20：00

       講師　中小企業診断士事務所オフィス後藤経営 後藤　直樹　様

       講師HP URL　https://www.office-gotokeiei.com/

 

■申込フォーム

  https://www.arc-net.or.jp/douhokubizcafe/

 

※ご希望の回のみ参加いただくことも可能です。

※開催日前日までにお申込下さい。但し、定員（20名）になり次第締め切ります。

※WEB参加（無料）は、交流会、資料配布はありませんのでご了承ください。

※後日、追跡調査のためご連絡をさせていただく場合がございますが、ご了承ください。

※各回20名（先着順）

 

■チラシ

  
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/11/douhokubizcafe_2022.pdf

 

■お問い合わせ・お申込み

　一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ

　〒078-8801 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

　TEL：0166-68-2820

　FAX：0166-68-2828

　E-Mail：bizcafe@arc-net.or.jp



 

 

 

************************************************************************

４．1/26、27　旭川食品産業支援センターセミナー「細菌検査技術講習会」

************************************************************************

『自社検査』というと、「専門部署を組織して、専用の部屋を作って、機材を

いろいろ揃えて…」と、難しく考えていませんか？今回は、衛生管理にかかわる

微生物の知識に加え、最低限の器具でできる、工場内で実施可能な簡易検査に

ついて、実習形式でレクチャーします。自社検査なら、製造後すぐに検査ができ、

結果を確認できます！

製品の安全性を自分たちで確認できるスキルを身につけましょう！

 

■開催日時等

　日時 ： 1月26日（木）～27日（金）2日間　両日とも10:00～16:00

　会場 ： 旭川リサーチセンター　２Ｆ研修室（旭川市緑が丘東１条３丁目）

 

■定員

  10名

 

■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/2022/12/1.26-27.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

 

 

 

************************************************************************

５．1/30　旭川食品産業支援センターセミナー

　高齢化社会のキーワード　「食におけるタンパク質の重要性」

************************************************************************

炭水化物、脂質、タンパク質はエネルギー産生栄養素と呼ばれます。

このうち、炭水化物と脂質は、体内でお互いの物質に変換されますが、タンパク質、

アミノ酸には返還できません。つまり、エネルギーは上記３栄養素で互いに補う

ことができますが、タンパク質、アミノ酸は、これらを摂取しないと補うことは

できません。

体を構成する成分のうち、水の次に多いタンパク質ですが、食事として摂取する

タンパク質の量だけでなく質も重要です。

本セミナーでは、摂取したタンパク質がどのように消化吸収され、感知され、

利用される（はたらく）のか、などについて紹介します。

 

■開催日時等

　（１）1月30日（月）　15:00～17：00

　会　場 ： アートホテル旭川　４Ｆ　BIZルーム（旭川市７条通６丁目）

　（２）YouTube配信

　※（１）を編集し、後日配信します。

 

■講師

　北海道大学大学院農学研究院生物機能化学分野食品栄養学研究室

　北海道大学大学院農学研究院　准教授　比良　徹　氏

 



■チラシ

　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/12/1.30.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！

 

■視聴方法　YouTube配信

  (申込み後、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　氏

　事業企画・運営委員　杉山　幹夫　氏

 

■チラシ

　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/09/healthy-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セミナー

「包装商品設計（開発）において考慮すべきこと　消費・賞味期限と包装商品」

************************************************************************

容器・包装は、大切な製品を外的要因から守ったり品質を保持する役割のほか、

パッケージで差別化を図る商品も増えています。デザイン性や保存性などの機能

性を視野に入れながら素材を選ぶことで、より良い商品開発が進められます。

今回のセミナーでは、消費・賞味期限に係る容器包装に必要な保存性や衛生面、

環境問題など機能性を考慮すべき要素について幅広い視点からお話を頂きます。

 

■視聴方法　YouTube配信

　(申込み後、ＵＲＬをメールで送付します。）

 

■講師

　ＨＩＲＯ包装・設計研究所 所長　佐々木　敬　卓　氏

 

　（元東京聖栄大学　特任教授（食品包装））

■チラシ

　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/10/package.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

 

 

 

************************************************************************

８．旭川食品産業支援センターセミナー　「エネルギーロスの改善セミナー」

************************************************************************

食品ロスが話題になっています。でも、食品産業はエネルギーのロスも問題です。

寒い旭川、蒸気のエネルギーロスは予想以上の大きさです。加熱するにも対象物

に エネルギーが集中できているか？加熱エネルギーを不用意に放出していないか？

蒸気、電気、ガスのロスを見つけて定量的に解決する方法を紹介いたします。

 

■視聴方法　YouTube配信

　(申込み後、ＵＲＬをメールで送付します。）

 

■講　師

　株式会社コスモ北海道工場　管理部　部長　鹿熊 真澄 氏

 

■チラシ

　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/10/energy.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

 

 

 

************************************************************************

９．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



 

 

************************************************************************

　10．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/2023/01/biseibutu.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

 

 

************************************************************************

　11．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



************************************************************************

今今月の食品試験予定日は

１月１０日（火）、１６日（月）、２３日（月）です。

　※１０日は、試験項目によっては実施できない項目がありますので、　

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

 

 

 

 

***********************************************************************

　12. 連載「HACCP導入、運用のコツ(57)」

  　旭川食品産業支援センター長　浅野　行蔵

***********************************************************************

「HACCP運用の見直しと目標」

 

忙しい12月を乗り越えて、ほっとした気分のお正月をお迎えのことと思います。

新年の点検の一つとしてHACCPも見直しましょう。HACCPを導入して、良かった！

効果が見えた！と感じておられるでしょうか？賛同頂けたら、なぜ効果が見える

ようになったかを考え、もっと効果を挙げる工夫をしたいものです。



まずは、一番売れている商品、会社を支えている商品のHACCPの稼働状況を点検

しましょう。導入前より品質は上がっていますか？全数CCP管理が出来ていますか？

新商品もHACCPの考えで製造工程を作れていますか？HACCPチームのメンバー変更は、

HACCPの活動をより多くの社員が主体的に行動し、責任感と商品への誇りを醸成

していきます。

一方、義務だと言われ導入したが、現場は煩雑になっただけ、と感じておられたら、

今年は是非とも当センターのセミナーに参加してHACCPの心髄を学んでください。

 

 

 

◇関係機関からのお知らせ◇

 

************************************************************************

13. 1/31締切　令和４年度製造業省エネルギー環境整備緊急対策事業（北海道）

************************************************************************

■補助の概要

　電気料金等エネルギー価格高騰の影響を受けた製造業を営む中小企業者等の

　負担軽減を図るため、省エネルギー化に資する設備の導入を支援します。

　本補助金申請にあたり専用ホームページを開設しています。申請に必要な

　書類などを掲載しておりますのでご確認ください。

 

■専用ホームページ

  https://www.hokkaido-seizougyoushien.jp/

 

■補助金リーフレット

  https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/11/leaflet.pdf

 

■補助対象者

　補助対象者は、次の要件を全て満たしている者とします。



 

　製造業を営んでおり、道内に製造拠点を有している中小企業者等で、企業の

　場合は本店、個人事業主は住所、組合等は主たる事務所又は事業所を道内に有する者

　令和4年4月～9月までのいずれかの月に支払った燃料費等（電気、ガス、ガソリン、

　灯油、軽油、重油）の単価が、前年同月の単価よりも増加していること

 

■補助対象経費・補助率

　対象経費：省エネルギーを目的とした設備の導入経費（設備費、設計費、工事費）

　上限額：500万円

　補助率：3/4以内

 

■補助対象事業

　補助対象事業は、次の要件を全て満たしている必要があります。

　省エネルギーを目的とした設備を導入し、エネルギー消費量を年率10パーセン

　ト以上低減することが見込まれること

　申請する事業について、国、道が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと

 

■お問い合わせ先

  製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金事務局

  電話番号：050-3850-6906

  営業時間：平日（9:00～17:30）

  ※土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）は休業

 

 

 

 

 

************************************************************************

　14.2/20締切　第11回小規模事業者持続化補助金



************************************************************************

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の

取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を

補助いたします。

 

■事業目的

小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受け

ながら取り組む販路開拓を支援

 

■補助上額

  50～200万円

  令和4年度第2次補正予算より、免税事業者からインボイス発行事業者に転換

  する場合、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。（最大250万円）

 

■補助率

２／３（賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者は３／４）

 

■補助対象

  店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など

 

【現在（第11回）の申請要件】

○賃金引上枠

   事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上とした事業者

○卒業枠

   小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者

○後継者支援枠

   アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者

○創業枠

   過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者



○インボイス枠

   免税事業者のうちインボイス発行登録をした事業者

  (令和4年度第2次補正よりインボイス特例を導入。

   その際にインボイス枠は終了)

 

※赤字記載箇所は、令和4年度第2次補正予算による拡充内容。

※令和元年度・3年度補正予算事業において、「インボイス枠」で採択された

  事業者は、令和4年度第2次補正予算における補助上限上乗せ

（インボイス特例）の対象外です。

 

■今後のスケジュール

○令和元年度・令和3年度補正予算

   2023年2月20日（月） 第11回公募締切

○令和4年度第2次補正予算

   準備が整い次第、公募を開始。

 

＜商工会地区の方＞

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算

 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（全国商工会連合会のウェブサイト）

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

 

＜商工会議所地区の方＞

商工会議所地区 令和元年度補正予算・令和3年度補正予算

 小規模事業者持続化補助金（一般型）（事務局のウェブサイト）

https://r3.jizokukahojokin.info/

 

 

************************************************************************

　15.締切3月中下旬予定　事業再構築補助金第9回公募



************************************************************************

令和2年度第3次補正予算・令和3年度補正予算・令和4年度予備費予算「事業再構

築補助金」につきましては、第9回公募を実施いたしますのでお知らせします。

 

■事業概要

　「事業再構築補助金」は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編

　又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する

　中小企業等を支援するものです。

　令和5年1月13日（金）まで第8回公募を実施しておりますが、既存予算で第9回

　公募まで実施いたしますので、お知らせいたします。

 

■スケジュール

　第9回公募

　公募開始：令和5年1月中下旬予定

　応募締切：令和5年3月中下旬予定

 

　※第8回公募の採択発表は第9回公募の応募締後を予定しており、第8回公募で

　申請される場合、第9回公募での申請はできません。

　詳しくは、事業再構築補助金事務局ホームページを御覧ください。

　https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

■お問合せ先

　事業再構築補助金事務局コールセンター

　受付時間：9時～18時（日・祝日を除く）

　電話番号：＜ナビダイヤル＞　0570-012-088

　＜ IP電話用 ＞　03-4216-4080

 

 

************************************************************************



　16.1/26開催道内ものづくり企業のためのデジタルツール活用人材育成講座

************************************************************************

道内のものづくり産業では、全国的な人口減少、少子高齢化の進行や道外・札幌圏

への人口流出などにより、慢性的な人手不足となっています。

  道内のものづくり産業での人手不足を改善するには、生産工程等へのIoT・

ロボットなどの先端 技術の導入による生産性向上が不可欠ですが、社会的に

先端技術に関して高度なスキルを持つ専門人材が不足しています。

  そのため、ものづくりの現場の技術者等を対象に、事例と演習を通じてデジタル

ツールの導入のために必要な知識や技術を身につけることを目的とした、

専門人材育成研修を開催します。

 

■日  時

　令和5年1月26日（木） 13：30～16：30

 

■会  場

　ホテルウィングインターナショナル旭川駅前（旭川市宮下通7-3112）

 

■お申込みフォームURL

  https://www.noastec.jp/web/news/details/post_2050.html

 

■対  象

　製造現場への産業用ロボットの導入を・活用を検討している道内ものづくり

  企業の方

 

■定  員 20名（1社2名まで）

 

■参加費 無料

 

■テーマ データ活用ワークショップ



 

■講師 ウィングアーク1st　エヴァンジェリスト　大川　真史　氏

 

■内容

（前半）導入事例とIoTツールを紹介。「何をすればいいのか」、

       「どのようにやればいいのか」などを具体的に示すことで「イメージ」

        と「きっかけ」をもってもらう。

（後半）ワークショップで現場でのデジタルツールの活用方法について

        試行体験を実施。

 

■申込先

　（公財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）HPから

　お申し込みできます。《申込み期限：令和5年1月20日（金）》

 

■問合せ

　（公財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）

　ビジネスソリューション支援部　（担当：堀内・黒澤・安田）

　TEL:011-792-6119  E-mail：hcluster@noastec.jp

 

 

************************************************************************

17.1/26開催　インボイスセミナー「インボイスやらなくてもいい条件 教えます」

************************************************************************

■参加資格

  フリーランス・一人親方・個人事業主・中小企業者・インボイス未登録の方限定

 

■こんな方におすすめ

　・インボイス申請しないといけないの？と思っている

　・免税と課税どっちが有利か知りたい



　・インボイスしない場合のデメリットを知りたい

 

■日時

　2023年1月26日（木）19：00～20：30

　19:00 セミナー開始

　20:00 質疑応答

 

■定員　25 名（参加費無料）

 

■場所

　旭川リサーチセンター2階研修室

　（旭川市緑が丘東1 条3丁目1番6号）

 

■講師

　税理士 加藤博久（金谷博光税理士事務所所属）

　旭川コワーキングスペース旭川37 代表旭川SOHO 協議会 会長

 

■参加費　無料

 

■お問合せ

　旭川SOHO 協議会 事務局

　〒079-8418 北海道旭川市永山8条5丁目2番4号

　Tel 070-5067-0627（担当：加藤）

 

■主催　旭川SOHO 協議会

 

■後援　一般財団法人旭川産業創造プラザ

 

■チラシ　https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/12/1.26.pdf



 

■申込み　Google フォーム　https://forms.gle/tosNAo7jd4kNFoENA

 

 

 

 

************************************************************************

         18. 1/27開催　GFP北海道輸出セミナー＆マッチングin旭川

************************************************************************

■内容

　オール北海道での輸出拡大に向けて今年11月に立ち上がった"GFP北海道"第一弾

  のイベントを2023年1月27日に旭川市で開催いたします。

　道北・道央エリアの青果物やスイーツ等加工食品の輸出拡大のため、先進的な

  輸出取組を行う生産者・メーカー様をお招きしたセミナー、北海道産品を積極

  的に取り扱う国内商社・バイヤー様との商談会を対面にて実施します。

 

～GFP(ジー・エフ・ピー)とは～

Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project

の略称であり、農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクトです。

 

〇旭川開催イベントチラシ

　https://www.maff.go.jp/hokkaido/press/syokuryo/syohi/attach/pdf/221219_29-3.pd
f

 

〇GFP北海道詳細

   https://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/gfph.html

 

■開催日

　令和5年1月27日（金曜日）13時00分～18時00分（12時30分開場）

 



■開催場所

  ホテルウィングインターナショナル旭川駅前

  住所：北海道旭川市宮下通7-3112（JR旭川駅から徒歩2分）

 

■プログラム

（１）支援メニューの紹介・輸出先進事業者によるセミナー　13時00分～15時30分

     ・行政機関等から輸出拡大に向けた支援策について紹介

     ・先進的に輸出を行う事業者・国内商社によるセミナー

     ※事前申込みによりどなたでも参加可能

 

（２）商社との商談会　15時30分～18時00分

     ※商談会に参加されるためには事前にGFP登録が必要となります。

       GFPの登録はこちらから→ttps://www.gfp1.maff.go.jp/

     ※個別商談会とグループ商談会の二方式で開催いたします。

     ※商談の待ち時間にて、会場参加者同士が交流できるスペースを用意しております

 

■開催機関

  主催：農林水産省北海道農政事務所、アクセンチュア株式会社

  共催：北海道”食”輸出産地プラットフォーム「Do★食輸出Platform」

 

 

■参加申込み方法

  参加いただくには下記フォームから必要事項を記入のうえ、お申込みください。

  ＜セミナーのみ参加＞1月20日（金曜日）締切り

   https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1669115394OchUFBpD

 

  ＜セミナー・商談会ともに参加＞1月13日（金曜日）締切り

   https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1669112725wcysEnxX

 



■掲載ページ　

  https://www.maff.go.jp/hokkaido/press/syokuryo/syohi/221219_29.html

 

■お問合せ先

  生産経営産業部事業支援課 担当者：斉藤・尾田・安田 代表：011-330-8810

  アクセンチュア 担当者：土井・藤田・青山

  E-mail：Agri_Exportation_JP@accenture.com

 

 

 

************************************************************************

               19.JETRO 「新規輸出１万者支援プログラム」

************************************************************************

■現在の円安は、輸出を始める観点からは好機でもあります。この機を逃さず、

  これまで輸出したことがない企業の皆様でも、準備や商談等を速やかに進めら

  れるよう、１２月１６日より「新規輸出１万者支援プログラム」を開始しました。

  経産省、中企庁、ジェトロ及び中小機構が一体となり、全国の商工会・商工会

  議所等とも協力しながら、

（１）新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし

（２）専門家による事前の輸出相談

（３）輸出用の商品開発や売込みにかかる費用への補助

（４）輸出商社とのマッチングやＥＣサイト出展への支援

などを一気通貫で実施します。

 

■関連リンク等

下記のジェトロポータルサイトからご登録をいただければ、専門家から折り返し

  連絡して個別にカウンセリングを行い、各事業者に適した支援策をご提案します。

  まずはポータルサイトでご登録ください。

 



　・新規輸出１万者支援プログラム　ポータルサイト

　https://www.jetro.go.jp/ichiman-export/

 

　・新規輸出１万者支援プログラム　ガイドブック

　https://www.jetro.go.jp/ext_images/ichiman-export/pdf/guidebook.pdf

 

■お問い合わせフォーム

　https://www.jetro.go.jp/form5/pub/cse/1man-kigyou_toi

 

■TEL

　03-3582-4937 / 03-3582-4938 / 03-3582-4939 / 03-3582-4940

　受付時間：平日9時～12時/13時～17時(土日、祝祭日、年末年始除く)

 

 

 

************************************************************************

　★　ＡＭＭコラム　★

************************************************************************

■■皆さん、新年明けましておめでとうございます。

新型コロナウイルス感染症の発生から3年目となる今年は、感染症対策やさまざ

まなエチケットの変化を経て、ニューノーマルが定着し、日常となりました。事

業者の皆さんにおかれましては、本年のますますのご繁栄を願いますとともに、

当財団といたしましても一層皆さんのご期待に添える支援機関であれるよう、一

層精進してまいりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

■さて、現在絶賛募集中であります当財団の「わかものビズカフェ」「道北ビズ

カフェ」ですが、現在も問い合わせを多数いただいている状態ですが、お申込み

にはまだまだ余裕がある状態です。将来的に企業に興味がある皆さん何か事業化

の構想がありましたら、ぜひ奮ってご応募ください。

■寒さは今後、2月に向けてますます厳しくなるものと思われます。皆さんにお



かれましては、体調など崩されませんよう、お体ご自愛ください。

（S・N）

 

 

 

──────────────────────────────────

※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

★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊★＊☆＊★


