
くしろ食のブランディング戦略

～ 知らないと損？支援策活用でブランド化！ ～

令和３年 12 月

北海道釧路総合振興局
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◎支援策マッチングフローチャート

新商品を

作りたい
ＹＥＳ

・地域フード塾 Ｐ20 へ

・専門家派遣 Ｐ22 へ

既存商品の

ブラッシュア

ップをしたい

既存商品の

販路拡大をし

たい

商品開発が

できている
ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

・地域フード塾 Ｐ20 へ

・ステップアップ相談会 Ｐ22 へ

・どさんこプラザテスト販売 Ｐ24 へ

・専門家派遣 Ｐ22 へ

・輸出塾 Ｐ20へ

・地域フード塾 Ｐ20 へ

・商談会 Ｐ23へ

・どさんこプラザテスト販売 Ｐ24 へ

・くしろフェア Ｐ24 へ

・管内大規模商業施設催事 Ｐ24へ

・専門家派遣 Ｐ22へ

○支援機関相談 Ｐ21 へ

・北海道よろず支援拠点

・北海道中小企業総合支援センター

・釧路市ビジネスサポートセンター

・釧路商工会議所、管内各商工会

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

・ブランディング

戦略の内容を知り

たい方は、Ｐ1から

ご覧ください。

本戦略では様々な支援策を紹介し

ています。

当てはまる支援策のページをご覧

ください。

ＳＴＡＲＴ！！



- 2 -

こんなお悩みは

ありませんか？
新商品の開発をしたい

どんな商品を売りたいですか？

どんな人（ターゲット）に売りたいですか？

実際に売れるかチェック！！

ブラッシュアップ＆ブランド力を上げたい

道外・海外にもチャレンジしたい！！

ＨＥＬＰ

まずは地域

の人かな？

チーズのお菓子

はどうかな？

どうやって

テストしよう？

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ、

ブランド力

どうしよう…

輸送費や販売

先がないよ…

ＨＥＬＰ

ＨＥＬＰ

ＨＥＬＰ

ＨＥＬＰ

・北海道よろず支援拠点

・中小企業総合支援センター

・釧路市ビジネスサポートセンター

・商工会議所、商工会

・地域フード塾

・支援機関相談

・専門家派遣

・どさんこプラザテスト販売

（札幌、有楽町、名古屋、大阪）

・くしろフェア

（管内、札幌、道外）

相談がタダ！

コンサルティング

を受けると通常 5～

10 万円以上の費用

派遣費受講費がタダ！

個人コンサルティング

を受けると通常 10～

100 万円以上の費用

手数料が安い！

通常の什器代、出店料

など諸費用 5万円以上

・北のハイグレード商品

・商談会

・地域フード塾

北のハイグレード商品

に選ばれると一気に

全国区！！

雑誌テレビの広告費

10 万～100 万円以上

・輸出塾

・オンライン商談会

・どさんこプラザテスト販売

（シンガポール、バンコク）

輸出費やサポートが万

全！

輸出費用等

5万～20万円以上

※金額は目安です。

トータル

30 万円～200 万円以上もお得に

なることも！！

本戦略で紹介する支援策を活用する

とお得に事業を進められるかもしれ

ないシミュレーションです。

◎お悩み事例フローチャート
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１．戦略策定の趣旨

（１）戦略策定の背景

くしろ地域は、南は太平洋、内陸は広大な酪農地帯を有し、サンマやイワ

シなどの水産物、牛乳乳製品などの農畜産物が生産される恵まれた食の宝庫

となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が長期化し、飲食・観光

業などをはじめとした消費の落ち込みが続く中、「くしろの食」をより一層、

地域振興に活用していくためには、第一次から第三次産業までの幅広い事業

者や産業分野・市町村行政区域の枠を超えて、「くしろ地域の食のブランド化」

を見据えた取組の方向性を整理した上で、施策を推進する必要があります。

こうしたことから、釧路総合振興局では、令和２年（２０２０年）４月、

管内の「食」を横断的に推進する組織として、商工労働観光課内に「食と観光

の魅力創造推進室」を設置し、「食のブランド化」に向けて、管内食関連事業

者等の課題を整理し、振興局として取り組むべき方向性を「戦略」として策定

することとしました。

（２）食と観光の魅力創造推進室の取組

振興局では、「食のブランド化」に向けて、本庁の事業に加え、これまで次

の事業を行っています。

○くしろフェア in 北海道どさんこプラザ札幌店（商工労働観光課）

道央圏の消費者等への認知度向上と消費者ニーズを把握するため北海

道どさんこプラザ札幌店にてくしろ産品の販売、ＰＲをしています。

○くしろ地域８市町村フェア（商工労働観光課）

くしろ地域の消費者当への認知度向上と消費者ニーズを把握するため、

イオン釧路昭和店にてくしろ産品の販売、ＰＲをしています。

○マイワシフェア（水産課）

近年水揚量が増加しているマイワシの消費拡大のため、釧路管内の飲

食店において、道東産のマイワシを使用した特別メニューを提供してい

ます。

○チーズフェア（農務課）

釧路管内のチーズ工房で生産された美味しいチーズを使用した特別メ

ニューを釧路管内飲食店で提供しています。特別メニューは期間限定で
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提供しています。

○通販ポータルサイトの開設（商工労働観光課）

釧路の魅力を発信しているサイト９４６４６の「くしろお取り寄せガ

イド」及び振興局 HP 内「美味しいくしろ」において、通販事業者を紹介

しています。

○メールマガジンの配信（商工労働観光課）

くしろフェアの参加募集などの事業紹介や食関連事業者が活用できる

補助金などの情報を毎月１回事前に登録いただいた食関連事業者に配信

しています。

（３）本戦略の位置付け

「食と観光の魅力創造推進室」では、「食のブランド化」に向けて、地域と

連携しながら取り組むべき方向や今後の展開のより所とするため、戦略を策

定するものであり、今後策定した戦略に基づいて、管内のくしろ地域の食の

ブランド化に資する施策を展開していきます。

なお、本戦略では、「２．くしろ管内の食関連産業の現状と課題」として管

内の食関連産業の状況を考察し、「３．目指すべき方向性」として、本戦略の

方向性を明示し、「４．取組内容」として、今後実施する具体的な取組内容を

記載しています。
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２．くしろ管内の食関連産業の現状と課題

（１）管内食関連産業の現状

① 統計資料における食関連産業

国勢調査結果や工業統計確報から管内の食関連産業の現状を考察します。

（単位：人、％）

全道

構成比 構成比

8,834 8.2 7.0

農業・林業 4,911 4.6 5.7

漁業 3,923 3.7 1.3

19,919 18.6 16.9

鉱業・採石業・砂利採取業 539 0.5 0.1

建設業 9,361 8.7 8.4

製造業 10,019 9.3 8.4

73,572 68.6 70.6

電気・ガス・熱供給・水道業 627 0.6 0.5

情報通信業 608 0.6 1.7

運輸業・郵便業 6,859 6.4 5.4

卸売業・小売業 17,166 16.0 15.5

金融業・保険業 2,156 2.0 2.0

不動産業・物品賃貸業 1,348 1.3 1.9

学術研究、専門技術サービス業 2,192 2.0 2.6

宿泊業・飲食サービス業 6,712 6.3 6.0

生活関連サービス業・娯楽業 3,910 3.6 3.6

教育・学習支援業 4,559 4.2 4.3

医療・福祉 13,915 13.0 13.4

複合サービス業 1,390 1.3 1.3

サービス業 6,714 6.3 7.0

公務 5,416 5.0 5.2

4,975 4.6 5.5

107,300 100.0 100.0

第２次産業

第３次産業

分類不能の産業

総　計

釧路管内

第１次産業

区　分

管内の産業別就業者数

出典：国勢調査（2015 年）

2015 年国勢調査によると、管内の製造業従業者数は、10,019 人、管内産業全体

に占める割合は 9.4％となっています（※また、農林水産業が 8,834 人、8.2％）。

【図表２－１】

3.6

9.4

3.7

1.8



- 4 -

2019 年の工業統計確報によると管内の製造業全体の従業者数は 8,437人となってお

り、食料品製造業従業者数の管内合計は 4,815 人、製造業全体に占める割合は 57.1％

と、食料品製造業が半分強を占めています。

製造業の事業所数は 271 であり、このうち食料品製造業は 115 となっており、

製造業全体に占める割合は 42.4％となっています。

【図表２－２】

【図表２－３】


