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令和４年度(2022 年度) 

ハンズオン型食品開発補助金 

２次募集案内 

 

 

≪募集受付期間≫ 

令和４年６月 21日(火)～７月 21日(木) 12:00必着 

 

※ 本案内、交付要綱及び申請書類は、一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部  

ウェブサイトからダウンロードできます。 

https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/ 

※ 提出にあたっては、期限に余裕を持って提出されるようお願いします。 

※ 応募申請をご希望の場合は、申請者概要および事業計画書を持参のうえ、 

必ず事前にご相談ください。 

 

 

≪申請書類の提出先・お問合せ先≫ 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部 

〒003-0005 札幌市白石区東札幌 5条 1丁目 1番 1号 

電話:011－820－2062 (平日 9:00～12:00、13:00～17:00) 

 

 

 

 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部 

 

 

https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/
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１ 事業目的 

北海道の多様な魅力ある農畜水産物を活用した加工食品を製造・開発する事業者に

対し、ターゲットとする市場ニーズ及び販路を踏まえ、アドバイザーが具体的なアド

バイスをし、商品開発の支援をすることにより、北海道の農畜水産物の付加価値向上

を促進するとともに、札幌市の食関連産業の振興を図ることを目的とします。 

 

２ ハンズオン型食品開発補助金とは 

本補助金は北海道の農畜水産物を活用し、国内での BtoBの商業流通を目的に、自社

（店舗・系列店舗・ＥＣ等）以外の明確かつ、具体的な卸販路の設定及び、事業完了後

の販売拡大戦略を踏まえ、北海道内で製造・開発した加工食品に対する取組みに対し、

必要な費用を補助します。 

「ハンズオン型」とは、採択事業者に対して、本財団が選任したアドバイザーを派

遣し、商品開発過程において、アドバイザー自身の経験を基に具体的なアドバイスを

行うことをいいます。 

 

３ 補助対象事業内容 

対象となる事業は、国内での商業流通・販路拡大等を目指して、北海道の農畜水産

物を活用し、北海道内で製造・開発された以下のいずれかの商品開発（改良）の取組

みです。 

（１）新商品開発（自社の既存商品に類さない新たな商品の開発） 

（２）既存商品のシリーズ・姉妹品の開発、プライベートブランド商品の開発又は

改良等 

ア 補助金額の上限 ：（１）250万円・（２）100万円  

イ 補助率     ：補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て） 

ウ 交付予定件数  ：（１）（２）合わせて７社程度 

 

４ 補助対象者の要件 

本事業の対象となる事業者は、下記(１)、(２)のいずれかに該当し、かつ(３)から

（１１）の全ての要件を満たす中小企業※１とする。なお、本条における本社（本所）

とは、経営上の中心となる事業所であり、札幌市内の支店等については、必ずしも登

記を要しない。 

(１) 札幌市内に本社（本所）を有する食関連事業者 

(２) 北海道内に本社を有し、かつ札幌市内に支店等を有する食関連事業者 

(３) 設立後１年以上経過し、補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)を継

続して実施する見通しがあり、実施するための経営資源（資金･人員･環境･
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目的意識等）が整っていること。 

(４) 新食品表示法に基づいた一括表示等の対応や HACCPを運用済であること。(小

規模事業者は、「HACCPシステムの考え方を取り入れた一般衛生管理」に取組

済であること。) 

(５) アドバイザー活用を前提とした商品開発を行うこと。 

(６) 直近２か年度連続で、本財団が実施する本補助金の交付を受けていないこと。 

(７) 補助対象商品の開発を、自社及び他企業による前年度からの継続の取組とし

ていないこと。 

(８) 関連性が極めて密接である事業者による類似事業の複数の応募となっていな

いこと。関連性が極めて密接である事業者とは、グループ企業、代表者が同

一である事業者、工場が同一である事業者等のことをいう。 

(９) 食品開発支援に係る補助金（ハンズオン型食品開発補助金・輸出仕様食品補

助金）は、いずれかの交付のみ可能なこと。 

(１０)市税を滞納していないこと。 

(１１)反社会的勢力との関係を有していないこと。 

※１中小企業とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第２条に規定する

企業（個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。）であって、みな

し大企業※２に該当しないもの。 

※２みなし大企業とは、以下のものをいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属 

している法人 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属 

している法人 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めて 

いる法人 

 

５ 補助対象経費 

補助対象経費は、事業期間内に本事業の対象として明確に区別できるものであり、

また、その経費の必要性及び金額の妥当性を積算根拠によって明確に確認できる、以

下の経費を合計したものをいいます。 

1 原材料・ 

消耗品費 

試作品等、開発に必要な原材料及び消耗品の購入に要する経費 

※1 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめてください。 

※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を

作成し、その受払と用途を明確にするとともに、試作・開発等の途上にお

いて発生した仕損じ品やテストピース等を画像と試作品とともに保管し
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ておく必要があります。 

※3 消耗品は申請時に購入予定商品の仕様書(カタログ等)と金額明細/ 

必要数量の提出を必須とします。 

2 報償費 外部専門家・技術指導員等の専門家に支払われる経費 

※1 本事業の遂行に必要な専門家の助言や技術指導等が必要な場合は、コ

ンサルティング業務や旅費等を補助対象とすることが出来ます。 

※2 申請時の事業計画書内において、その内容や経費根拠とともに、書面

による契約書等の提出が必須となります。 

 

3 通信・運搬費 運搬・宅配・郵送料等に要する経費 

※1 原材料に係る送料は「原材料・消耗品費」で計上してください。 

4 機器リース費 実験装置、測定機器、その他の設備・備品等のリースに要する経

費 

※1 交付決定時に通知した事業実施期間内に支払う費用のみ補助対象と

なります。 

※2 修理費や機種変更、あるいは損害補償等は補助対象となりません。 

5 機器購入費 機器・設備等の購入に要する経費 

(1) 上限 125万円 

(2) 上限 50万円 

6 委託費 試作品の製造、各種調査業務・検査・デザイン等について外部に

注文(委託)する経費 

※1 (1) 上限 125万円 

(2) 上限 50万円 

※2 外注先の機器・設備等の購入に要する費用は補助対象になりません。 

※3 申請時に、仕様書(カタログ・委託内容等)、見積書の提出が必須とな

ります。 

7 旅費・交通費 自社従業員の旅費、交通費等に要する経費 

※1 申請時に行先・目的・人数・予定月を記載した出張予定表（任意様式）

の提出が必要になります。 

※2 同業他社(店舗・工場)や商談展示会等の視察は補助対象になりませ

ん。 

8 モニター 

調査費 

自社で行うモニター調査に要する経費 

※1 (1) 上限 50万円（2）上限 20万円  

※2 開発過程における商品の調整を目的に、自社（従業員）で行うアンケ

ートや試験販売等をいいます。 

※3 申請時にモニター調査の仕様書(任意様式)を提出してください。調査

実施時の状況がわかるもの(画像等)、並びに調査結果を保管(提出)する必

要があります。 

9 その他の経費 上記に掲げるもののほか、本財団理事長が必要かつ適当と認める

経費 

【留意点】 

（１）事業開始後の補助対象経費変更は、基本的に認められませんので、申請の際
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には対象経費を十分に検討・確認のうえ、申請してください。 

※新型コロナウイルス感染拡大等、不測の事態が起こった場合を除く 

（２）申請にあたり、「積算根拠（支出・入手価格の妥当性を証明できる書類）」(カ

タログ・見積書・契約書等) を添付してください。 

（３）補助金の交付は原則精算払いとなります。 

（４）事業期間※1 内にすべての発注・納品・支払いを完了※2 している必要がありま

す。 

（５）以下のものは補助対象外となります。※必ずご確認ください。 

・消費税及び地方消費税 

・振込手数料（代引手数料含む）及び両替手数料 

・土地及び建物の購入または借り上げ料等に係る経費 

・施設等の改造費、既存設備・機械の使用料、固定資産税、水道光熱費等 

・文房具など事務用品等の消耗品代、雑誌、新聞等の購入及び定期購読料等 

・商品券等金券及び収入印紙等購入 

・汎用性があり、目的外使用になり得るもの（パソコン、プリンター、コンピュー

タ周辺機器、デジタルカメラ・スマートフォン等） 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費 

・他の用途との併用となっている旅費・交通費等 

・同業他社等工場・販売店舗見学等の視察目的の旅費・交通費等 

・支出の確認ができない経費等 

 

 

 

 

６ 事業期間 

補助金交付決定通知書の発行日から令和５年１月 31日（火）まで 

※原則３か月以上７か月以下で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 事業期間とは、交付決定のあった日から本財団の会計年度の１月末日までの任意の期間をいう。 

※２ 支払い完了＝銀行口座やネットバンキング等を含め、補助対象期間終了日までに引落し・送金が完了し

ていることをいう。（証明できる帳票提出必須） 
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７ 事業のながれ 

 

＜スケジュール（一部予定を含む）＞ 

・令和４年７月 21日（木） 募集締切（12:00必着）  

・令和４年７月 29日（金） 一次審査（書類） 

・令和４年８月５日（金）  二次審査（書類・面接） 

・令和４年８月中旬     採択可否の通知・補助金交付先決定・事業開始 

・令和４年 10月 28日（金） 中間検査 

・令和５年１月 27日（金）  最終商品確認会議 

・令和５年１月 31日（火）  事業完了  

・令和５年２月９日（金）   事業完了に伴う書類提出締切日 

※事業完了後は、速やかに、事業完了届（様式 11）、事業実績報告書（様式 12）、

補助金精算書（様式 13）に関係書類を添付して、本財団に提出していただき

ます。 

※実績報告書に従って補助金交付額が決定され、補助金が交付されます。 

※当初の事業計画と実績が異なる場合には、補助金の交付を受けることができ

ない場合又は減額される場合があります。 

 

８ 審査について 

選定に当たっては、「審査委員会」において、一次審査（書類）と二次審査(書類・

面接)を経て、採択の可否を決定します。なお、二次審査(書類・面接)では、必要に

応じて別途追加資料をお願いする場合がありますのでご了承ください。 

審査結果は令和４年８月中旬を目途にお知らせします。 
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＜審査のポイント＞  

事業との適合性 
事業期間内に完了できるスケジュールや社内体制が整っ

ており、費用が適切に積算されているか。 

開発商品の価値、 

市場ニーズとの整合性 

開発商品の内容が明確かつ具体的で、ターゲットとする

販路や客層等、市場ニーズを踏まえた商品であるか。 

販売戦略等販路拡大の

可能性 

開発商品により、全国での販路拡大に向けた販売戦略が

具体的で、実現の可能性があるか。 

事業計画の実現性 
持続的な商品製造・商業流通など事業計画を総合的に勘

案して、確実に実行できるか。 

 

９ 提出書類・方法 

●申請書類の様式は下記の HPからダウンロードできます。 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部 

ハンズオン型食品開発補助金 https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/ 

（１）必要書類  

ア 補助金申請提出書類チェックリスト（表紙） 

イ 補助金交付申請書（様式１） 

ウ 申請者概要（様式２）、および会社概要・企業パンフレット、社内規定（出張等

の記述があること）、定款（社内規定に含まれている場合は不要）等 

エ 事業計画書（様式３） 

オ 誓約書（様式４） 

カ 証明書（参考様式） ※札幌市内に本社を有しない場合のみ提出してください。 

キ 直近２期分の決算報告書(表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販

売費及び管理費内訳書、株主資本変動計算書、注記表等)の写し 

※個人の場合は、確定申告書２年分 

ク 申請者の商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※申請日から遡って３か月以内に取得した原本。法務局にて取得ください。 

※法人の場合：商業登記簿謄本、個人事業主の場合：開業届の写し 

ケ 直近の納税証明書（指名願）※ 

※申請日から遡って３か月以内に取得した原本 

※札幌市役所または札幌市の市税事務所にて請求し、取得ください。 

【所得(市・道民税)証明・納税証明・課税証明請求書】（参考様式） 

※請求時に必要事項を記入  

※・使用目的欄の｢その他｣に☑を入れ、「ハンズオン型食品開発補助金の申請」と記載 

・必要な証明の種類など欄の「納税証明」に☑を入れ、証明項目(税目) 欄の｢その他｣

に☑を入れ、「指名願用」と記載 

コ 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類 

https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/
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（２）提出方法 

以下の書類を、持参または郵送にて提出してください。(メール等での提出不可) 

ア 紙媒体 ※A4サイズ 

以下のとおり正本１部と副本１０部を作成し、提出してください。 

【正 本】１部 

・上記(1)ア～コをクリップ等で１つにまとめ、後で綴れるように２穴パンチ

等で穴をあけてください。 

・書類ごと(様式１～４、会社概要、積算根拠等）にインデックスをつけてく

ださい。 

【副 本】１０部 

・上記(1)ウ 申請者概要(様式２)、エ 事業計画書(様式３)を後で綴れるよ

うに２穴パンチで穴をあけた上で、クリアファイル等で１つにまとめてく

ださい。 

※副本１０部には会社概要、企業パンフレット、定款は不要です。 

イ 電子媒体 

・上記(1) イ～オを CD-Rに格納し、ラベルに事業計画名及び申請企業名を記

載したものを１部提出してください。 

※会社概要、企業パンフレット、定款は除く 

 

10 注意事項 

（１）申請書類は返却いたしません。 

（２）本事業を通してご提示いただいた情報は、審査を含む本事業の実施に必要な範

囲だけで利用し、その他の目的で利用することはありません。 

（３）補助事業者が下記の各項目のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の取

り消し、補助金交付額の減額または既に交付した補助金の返還命令が発生する

場合があります。 

①補助金申請又は補助事業において、虚偽の申請、報告その他不正な行為があったとき。 

②法令若しくは募集案内又は交付要綱に基づく決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

③補助金の交付対象期間において、補助事業と同一の事業活動にて他の助成制度（補助金、委託

費等）による財政的支援を受けた（又は受けている）とき。 

④前各項目のほか、特に本財団理事長補助金の交付を不適当と認めたとき。 

（４）本事業はハンズオン型食品開発補助金交付要綱に則して実施されるため、要綱

の内容も必ずご確認ください。本案内に記載のない事柄は、要綱の内容が適用

されます。 
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（５）採択事業について、事業成果（申請者名、事業名、事業概要、開発商品名、商品

写真等）は公表を原則としており、知的財産戦略等の支障がある場合を除き、

本財団及び札幌市のホームページ等で公表させていただきますので、あらかじ

めご了承ください。また、本財団や札幌市が実施するセミナー等で事例発表を

お願いする場合がありますので、ご協力ください。 

（６）事業終了後、当該年度を含め４年間、本事業にかかる売上高等の事業成果を報

告、その他、本財団や札幌市が実施するアンケート調査等にご協力ください。 

（７）当該年度を含め４年間、商品パッケージ・販促ツール(チラシなど)、またはウ

ェブサイトの商品情報などに、「※食品開発支援（札幌市補助）を活用していま

す」と記載してください。 

（８）本財団が開催する会議・勉強会・セミナー・講習会等にご出席ください。 

 

11 本補助金に関するお問合せ先 

 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部 

〒003-0005 札幌市白石区東札幌 5条 1丁目 1番 1号 札幌市産業振興センター 

電話:011－820－2062 (平日 9:00～12:00、13:00～17:00) 

 

 

※アドバイザーの詳細は別表にてご確認ください。 
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別表 

＜アドバイザー（予定）＞ 

 アドバイザー企業名 業種 企業概要 アドバイザーの特色 

1 株式会社エース 食品専門店 「北野エース」を北海道

内 6 店舗を含み、国内で

約 100 店舗展開。こだわ

りのある商品が常に店頭

に並んでいます。 

豊富な専門知識を持つ、

カテゴリー別のバイヤー

が商品開発の手助けをい

たします。 

2 株式会社近鉄百貨店 小売業・ 

百貨店 

大阪を中心に関西圏で 9

店舗を展開する百貨店。

2021年９月には、関西地

方初の北海道どさんこプ

ラザあべのハルカス店が

オープンしました。 

道産品に 20 年以上携わ

り道内を知り尽くしてい

る担当者が商品の良さを

引き出すアドバイスをい

たします。 

3 生活協同組合 

コープさっぽろ 

高質スーパー 食の安心安全を守りなが

ら、店舗はもちろんのこ

と、トドック(宅配事業)

で全道に商品を供給して

います。 

常に消費者目線での商品

選定を行っている担当者

が、欲しいと思わせると

同時に、消費者に安心し

て購入して頂ける商品づ

くりのアドバイスをいた

します。 

4 株式会社スハラ食品 酒類・食品総

合卸売業 

伊藤忠食品グループのス

ハラ食品は、主に北海道

の食品を道内・道外に数

多く流通させています。 

道内外で多くの取引先を

持つ担当者が国内での商

業流通可能な商品づくり

のアドバイスをいたしま

す。 

5 株式会社もへじ 

(カルディコーヒー

ファーム) 

食品専門店 日本各地のこだわり商品

の仕入れやオリジナル商

品の企画開発を行ってい

る。カルディコーヒーフ

ァームを運営する、株式

会社キャメル珈琲の関係

会社。 

積極的な PB企画開発を

行っている担当者が、道

外の方が感じる北海道の

魅力を引き出す商品づく

りのアドバイスをいたし

ます。 

※ご希望のアドバイザーを必ず派遣することを約束するものではありません。 

※アドバイザー企業は変更となる場合があります。 

 


