
■支援（ネットワーク）の仕組み ２つのネットワークで、ものづくり企業の課題解決を支援します！
地域のネットワークと業界団体のネットワークで、企業の皆様のご相談に効果的に対応します。

→ 地域内の支援機関や大学などのネットワークを構築し、各機関が持つ資源を持ち寄ることで、
地域内での課題解決を促進し、地域内で解決できない課題は、全道的中核機関が支援します。

→    ものづくりに関連する６団体のネットワークを構築し、業界団体の会員企業の相互交流により
食品や機械、ＩＴなど、産業間の連携を強化し、付加価値の高い製品開発を促進します。

※全道的中核機関
→ 企業からの相談に対応する中核を担う機関として、北海道立総合研究機構産業技術研究本部、
北海道中小企業総合支援センター（ＨＳＣ）、北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）
が担当します。

『北のものづくりネットワーク』が始動します

この度、北海道では、道内各地域の産業支援機関や、ものづくりに関連する業界団体の連携のもと、

ものづくり企業の皆様からの技術課題や新製品の開発などに関するご相談に対応するワンストップ窓
口を設置し、効果的な課題解決を促進するため、「北のものづくりネットワーク」を整備しました。
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地域ﾚﾍﾞﾙ：地域内で課題解決する仕組み

➀技術的課題を解決する地域ネットワーク

全道ﾚﾍﾞﾙ：支援機関と中核機関の連携で技術支援機能の補完

➁付加価値の高い製品開発を促進する
業界団体ネットワーク
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■相談内容・ご相談先 道内ものづくり企業の皆様のこんな困りごとや課題は、お気軽にご相談ください！

○技術課題や製品開発などに関する課題解決に向けたご相談
→ 最寄りの産業支援機関へ ご相談ください

○より付加価値の高い製品開発のための共同開発に向けたご相談
→ 加入されている業界団体へ ご相談ください

※各機関・団体の窓口・連絡先は裏面をご覧ください！

～ものづくり企業の技術面の困りごとをワンストップで支援します～

➀地域のネットワーク

➁業界のネットワーク
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道内各地域の産業支援機関のご相談窓口はこちら

道南
(公財)函館地域産業振興財団（道立工業技術センター）
〒041-0801 函館市桔梗町379番地
℡：0138-34-2600 / FAX：0138-34-2602 / E-mail：info@techakodate.or.jp

道央
(公財)室蘭テクノセンター
〒050-0083 室蘭市東町4丁目28番1号
℡：0143-45-1188 / FAX：0143-45-6636 / E-mail：techno@murotech.or.jp

道央
(公財)道央産業振興財団
〒059-1362 苫小牧市字柏原32番地の27
℡：0144-51-2770 / FAX：0144-51-2780 / E-mail：dohgi@ains.tomakomai.or.jp

道北
(一財)旭川産業創造プラザ
〒078-8801 旭川市緑ヶ丘東1条3丁目1-6
℡：0166-68-2820 / FAX：0166-68-2828 / E-mail：arc-net@arc-net.or.jp

オホーツク
(一社)北見工業技術センター運営協会 (北見市工業技術センター)
〒090-0836 北見市東三輪5丁目1番地4
℡：0157-31-2705 / FAX：0157-66-2520 / E-mail：staff_kitc@kitami-itc.or.jp

釧路･根室
(公財)釧路根室圏産業技術振興センター (釧路工業技術センター)

〒084-0905 釧路市鳥取南7丁目2番23号
℡：0154-55-5121 / FAX：0154-55-5161 / E-mail：harada@senkon-itc.jp

十勝
(公財)とかち財団（十勝産業振興センター）

〒080-2462 帯広市西22条北2丁23番地9
℡：0155-38-8850 / FAX：0155-38-8809 / E-mail：info@tech-tokachi.jp

【北のものづくりネットワークに関するお問合せは】
北海道経済部産業振興局 産業振興課ものづくり産業グループ
〒 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 ℡：011-204-5323 / FAX：011-232-2139
E-mail：keizai.sangyousinkou1@pref.hokkaido.lg.jp

ものづくり企業の皆様 技術課題やお困りごとは、最寄りの産業支援機関へ

ものづくり関連業界団体

(一社)北海道農業機械工業会
〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地29 タケサトビル
℡：011-251-7743 / FAX：011-241-0497 / E-mail：info@hokunoko.jp

(一社)北海道機械工業会
〒060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目3-12 北一条大和田ビル4階
℡：011-221-3375 / FAX：011-251-4387 / E-mail：nagao-renkei@oboe.ocn.ne.jp

(一社)北海道食品産業協議会
〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目2 大通ビル5階
℡：011-241-6447 / FAX：011-241-6730 / お問合せURL http://www.hofia.org/contact.html

(一社)北海道バイオ工業会
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう内
℡：011-299-8878 / FAX：011-747-1911 / お問合せURL  http://www.hokkaido-bio.jp/contacts.html

(一社)北海道ＩＴ推進協会
〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1-16 57 山京ビル2階
℡：011-590-1380 / FAX：011-207-1367 / お問合せURL https://secure.dosanko.co.jp/hicta/inquiry/

(一社)北海道情報システム産業協会
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル
℡：011-210-8031 / FAX：011-210-8032 / お問合せURL  http://www.hisa.gr.jp/ask/index.html

中核機関

（地独）北海道立総合研究機構産業技術研究本部（ものづくり支援センター）
〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目
℡： 011-747-2357  / FAX： 011-726-4057  /   E-mail：iri-sodan@ml.hro.or.jp 

（公財）北海道中小企業総合支援センター（企業振興部取引支援グループ）
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
℡： 011-232-2406 / FAX： 011-232-2011  / E-mail：info@hsc.or.jp

（公財）北海道科学技術総合振興センター（クラスター事業部）
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう
℡： 011-708-6526 /  FAX： 011-708-6529  /  E-mail：hcluster@noastec.jp



3

各 地 域 の 支 援 体 制

～地域内で課題解決する仕組み～

はこだて未来大学

道総研の各試験研究機関

機械工業会函館支部

函館市産業支援センター

(公財)函館地域産業振興財団
（道立工業技術センター）

北大大学院水産科学研究院

函館特産食品工業協同組合

函館大学

函館市内漁業協同組合長連絡協議会

函館国際水産・海洋都市推進機構

函館高専

(公財)道央産業振興財団

苫小牧・千歳・恵庭商工会議所、安平商工会
北海道機械工業会
札幌・苫小牧支部

千歳科学技術大学

苫小牧市テクノセンター

道総研の各試験研究機関 苫小牧高専

(公財)室蘭テクノセンター

産学交流プラザ「創造」

室蘭工業大学

北海道機械工業会室蘭支部

各地域では、全道７箇所の産業支援機関がワンストップ窓口となり、地域内の大学や支援
機関等が連携して支援体制を構築、ものづくり企業の課題解決を支援します。

参 考

ノーステック財団

道総研の各試験研究機関

ノーステック財団

ノーステック財団
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(一財)旭川産業創造プラザ

道北地域ものづくり応援ネットワーク

旭川ものづくり
総合支援センター

ノーステック財団

公設試験研究機関、大学・高専

専門家
（中小企業診断士・税理士）

どうほくネット

(一社)北見工業技術センター運営協会
（北見工業技術センター）

北海道機械工業会
北見支部

ＪＡきたみらい

北見工業大学

オホーツク圏地域
食品加工技術センター

常呂漁業協同組合

東京農業大学

オホーツク産学官
融合センター

道総研の各試験研究機関

日本赤十字
北海道看護大学

(公財)釧路根室圏産業技術振興センター
（釧路工業技術センター）

釧路市水産加工振興センター

道総研の各試験研究機関

釧路水産協会

北海道機械工業会
釧路支部

釧路鉄工協会

釧路高専

北海道溶接協会
釧路支部

フードバレーとかち
推進協議会

十勝農業協同組合連合会

道総研の各試験研究機関

帯広畜産大学 北海道農業研究センター 芽室研究拠点

家畜改良センター
十勝牧場

北海道機械工業会帯広支部

(公財)とかち財団
（十勝産業振興センター／

十勝圏地域食品加工技術センター）

釧路地域工業振興協会

道総研の各試験研究機関

ノーステック財団

ノーステック財団

ノーステック財団

釧路公立大


