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４．取組内容

（１）事業者のニーズに応じた支援

事業者が志向する様々な販路に応じたサポートを進めていきます。

例えば、これまでどさんこプラザ札幌店で開催した「くしろフェア」では、

札幌の催事に人を派遣できない、そこまで余裕がないという事業者もいること

から、地元向けの販売機会構築などの本庁事業では手が届かない販路拡大事業

や、商品開発支援、人材育成に注力していくとともに、札幌などの道内の販売、

道外の販売機会の構築や、本庁等と連携した商談会、商品開発・磨き上げ、人

材育成等の事業者支援策の情報をニーズに合わせて提供します。

また、各事業者の志向を把握するため、定期的な事業者訪問等も実施してい

きます。

① 希望する様々な販路へのサポート

・管内、道内、道外における物販、食材イベントの開催及び情報提供

・道内、道外の「どさんこプラザ」における販売支援

・各種商談会等情報提供

実施例

物販イベント

・アリオ札幌「北海道のうまいもの見～つけた」

・北海道ウェルカムパークグルメフェア

・くしろ地域８市町村フェア

「どさんこプラザ」販売支援

・「くしろフェア」の開催

（札幌店で実施するくしろ管内産品販売イベント）

・テスト販売支援

（札幌店、有楽町店、羽田空港店、名古屋店、あべのハルカス店等の

テスト販売制度への参加支援）

・マーケティングサポート催事支援

（札幌店、有楽町店、羽田空港店、あべのハルカス店の催事スペースを

活用した販売イベントへの参加支援）

各種商談会等情報提供 ※メールマガジンで情報発信

・北海道産品取引商談会等各種商談会
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・管内のブランド、ブランド化の取組紹介

・北のハイグレード食品

・地域フード塾、ワインアカデミー等人材育成事業

② 事業者へのハンズオン支援の実施

・支援機関との連携

・事業者訪問等による状況把握

・事業者への実態調査

支援機関例

・北海道よろず支援拠点

・（公財）北海道中小企業総合支援センター

・釧路商工会議所、各商工会

・釧路市ビジネスサポートセンター（k-Biz）

（２）関係機関と連携した販路開拓

本庁（食産業振興課）事業のほか、道の包括連携協定を活用した販路開拓や

各地域と連携したプロモーション等を実施します。

① 道の包括連携協定の活用

・包括連携協定締結事業者との連携事業

実施例

・イオン釧路昭和店「くしろ地域８市町村フェア」

（イオン北海道との連携による事業の実施）

令和 3年（2021 年）10 月 1 日～3日 くしろ地域８市町村フェア
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② 各地域におけるイベント等への協力

実施例

・北海道ウェルカムパークグルメフェア等への食材情報提供

・食と観光おもてなしフェア（標茶町、弟子屈町、鶴居村による催事）

・しらぬかグルメと道産ワインの夕べ

・しべちゃフェア

・あっけし桜・牡蠣まつり

・あっけし牡蠣まつり

（３）新たなプロモーションの展開

プロモーションについては、ＳＮＳの活用やマスメディアの活用、ＰＲイベ

ントが考えられますが、さまざまな機会を活用したプロモーションを進めるこ

とで、地域の知名度を上げるとともに、「釧路といえば○○」というものを

一つでも増やしていきます。

① 観光と食を合わせた PR イベントの実施及び参加

実施例

・北海道ウェルカムパーク in 羽田空港

「北海道ウェルカムパークグルメフェア」

・イオン釧路昭和店「くしろ地域８市町村フェア」

令和 3年（2021 年）7月 16 日～29 日

北海道ウェルカムパーク in 羽田空港

開催チラシ

（北海道産食材を使ったメニューを空港

内の４店舗で提供するイベント）

くしろ産食材の情報提供を行い、釧路市

の阿寒ポークが４店舗中２店舗の提供メ

ニュー食材として使用されました。
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② 様々な媒体、手法による周知 PR

媒体例

・振興局 Facebook（日本語・英語・中国語）

・釧路観光連盟【公式】Twitter

・北海道庁のブログ「超！！旬ほっかいどう」

・報道機関への周知

■ 関連施策マップ
【図表４－１】
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（支援機関と連携）

・北のハイグレード
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・ステップアップ相談
会

・専門家派遣

・北海道ＬＦＰ

・関係機関と連携した
商品開発

・輸出塾

・地域フード塾

・ワインアカデミー

・地域ワークショップ

・オンライン商談会

・北海道産品取引商
談会（札幌・東京・大
阪）

・伴走支援型オンライ
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（シンガポール、バン
コク）
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・大規模商業施設で
の催事



- 18 -

５．更なるレベルアップに向けて

当地域は、国立・国定公園など素晴らしい景観を有する我が国有数の観光地

となっているとともに、太平洋に面し、広大な酪農地帯を背景に、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。

振興局としては、この優れた食材そのものだけではなく、加工品なども含め

て「くしろ地域の食のブランド化」を進め、当地域の知名度・認知度向上につ

なげていきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活様式や消費者の需要傾向が

変化したように、食を取り巻く環境は今後も変化していくと考えられるため、

今回作成した戦略については、状況にあわせて適宜見直し、更なるレベルアッ

プを図っていきます。
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策定経過

「くしろ食のブランディング戦略」有識者懇談会 名簿

※座長以外は五十音順に並べる？

日程 「くしろ食のブランディング戦略」有識者懇談会概要

第 1回懇談会

令和 3年 3月 24 日

①懇談会趣旨説明

②管内食関連事業者への調査結果説明

③各構成員からの話題提供

④意見交換

第 2回懇談会

令和 3年 7月 30 日

①前回会議の概要・意見

②管内食関連事業者の概要

③戦略のイメージ

④意見交換

第 3回懇談会

令和3年10月25日

①前回会議の概要・意見

②戦略（素案）の説明

③意見交換

区分 氏名（敬称略） 役職名

座長 中村 研二 釧路公立大学 地域経済研究センター長

構成員

根津 真枝 プランナー

服部 大地
株式会社丘の上わくわくカンパニー

取締役・シェフ

蒔田 義一 北海道よろず支援拠点 コーディネーター

渡辺 隆幸 有限会社渡辺体験牧場 代表取締役

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

加来 光輝
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

釧根支部長

田辺 貴久
釧路市ビジネスサポートセンター

副センター長
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関連施策一覧

■食のブランディングを担う人材育成

○道産食品輸出塾

○食クラスター「地域フード塾」

○地域ワークショップ

概 要

自律的な海外販路開拓ができるよう、輸出手続きや商談に必

要な知識や能力の習得を支援し、海外企業との商談機会を提供

します。

実施主体

ジェトロ北海道

北海道

（一社）北海道食産業総合振興機構

（一社）北海道貿易物産振興会

募集時期 ５月～６月

概 要

全道各地で食に携わるキーパーソンにマーケティング戦略を

身につけていただくことにより、魅力ある商品の開発に取り組

むとともに、研修で構築したネットワークを活用し、地域のプ

ロジェクトを展開して、「食クラスター」活動を今後より一層推

進させていくことを目的としています。

実施主体 北海道経済部食関連産業局食産業振興課

募集時期 ６月～７月

概 要

地域フード塾修了生の取組について地域で共有するとともに、

地域資源を有効に活用した商品開発や地域資源を核とした地域

ブランド創出について、フード塾・地域フード塾修了生等との

連携を図り、地域における食のキーパーソンを中心とした取組

を実施します。

実施主体
北海道経済部食関連産業局食産業振興課

北海道釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課

開催時期 時期未定（Ｒ３は 12 月実施）
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○ワインアカデミー

■商品開発・磨き上げ支援

○北のハイグレード食品

○支援機関相談

概 要

北海道内でワイン造りに携わる者に対して、栽培・醸造技術

及びマーケティングを中心とした経営力のレベルアップにつな

がる研修会を開催し、道産ワインの品質向上を図ることを目的

としています。

実施主体 北海道経済部食関連産業局食産業振興課

募集時期 ４月

概 要

各振興局を通じて応募された食品の中から、一流シェフやカ

リスマバイヤーなど「食」分野の第一人者が集う北海道「食の

サポーター」等による選考を経て、毎年選定されます。

「北のハイグレード食品」が持つ“Only１”の魅力を広く

ＰＲし、道産食材の販路拡大につなげるとともに、食材や製法

に対する生産者の「こだわり」等を発信することで、道産食品

全体の更なる魅力アップを目指します。

実施主体 北海道経済部食関連産業局食産業振興課

募集時期 ８月

概 要
商品開発相談や経営支援、活用できる補助金などの相談を受

け付けています。

関係機関

北海道よろず支援拠点（商品開発相談、経営支援等）

（公財）北海道中小企業総合支援センター（経営支援等）

釧路市ビジネスサポートセンター（商品開発相談等）

釧路商工会議所、管内各商工会（各種相談）

募集時期
随時（ただし国等補助金については６月頃で募集締切となる

場合があります。）
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○ステップアップ相談会

○専門家派遣

○北海道ＬＦＰ

概 要

道内外のバイヤー、シェフ、百貨店等の「食の専門家」と

地域の食に携わる事業者との対面式相談会です。

商品開発・改良、販路拡大、デザイン、６次産業化、経営

相談、商談などを行っており、毎年道内６地区程度で開催し

ます。

実施主体
北海道経済部食関連産業局食産業振興課

各（総合）振興局産業振興部商工労働観光課

募集時期 ７～11 月頃

概 要

商品開発や品質管理、製造・流通・販売の手法など、様々

な問題解決に向けて、それぞれの専門家を派遣してサポート

等を行う事業です。

実施主体

一般社団法人北海道食品産業協議会（北海道経済部食関連

産業局食産業振興課委託）

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター（地域伴走

型支援事業）

募集時期 ４月～翌年２月

概 要

地域の農林水産物が地域産業の中で有効活用されるように、

地域の食と農に関する多様な関係者が参画した地域食農プロ

ジェクト（ＬＦＰ＝ローカル・フード・プロジェクト）により、

地域の関係者が自発的に企画・実行する持続的なビジネスの

創出を支援する事業です。

北海道産の豊富で良質な原材料を活用した商品の開発など、

地域における新たな価値を生み出すビジネスモデルづくりを

支援するとともに、地域のプロジェクトに対して、補助金を

交付することとしています。

実施主体
一般社団法人北海道食品産業協議会（北海道経済部食関連産

業局食産業振興課委託）

募集時期 11 月（Ｒ３締切）
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■商談機会の提供

○オンライン商談会

○北海道産品取引商談会（札幌・東京・大阪）

概 要

海外のバイヤー等とオンラインで商談する商談会です。

事前に商品送付など通常の商談会とは異なる点もあります

が、遠方のバイヤーと商談することができます。

実施主体 ジェトロ北海道など

募集時期 ７月頃など

概 要

道内で生産、製造された農産・水産・畜産物並びに加工品、

菓子、飲料等の食品の商談会です。

上記食品を製造、加工する道内に本社のある事業者及び

取扱企業団体を対象として毎年札幌、首都圏、大阪で開催し

ています。

実施主体 北海道、（一社）北海道貿易物産振興会、(株)北洋銀行

募集時期 （札幌）4月頃 （東京・大阪）10～11 月頃
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■販路拡大プロモーション

○北海道どさんこプラザテスト販売

○くしろフェア＠どさんこプラザ

○管内大規模商業施設催事

概 要

売れる商品づくりを支援するため、道内企業が製造・加工し

た新商品を店舗にて３～６ヶ月試験的に販売できます。

販売終了後には、店舗からの販売情報の分析と商品開発、改

良の参考に役立つアドバイスをフィードバックします。

実施店舗

国内：札幌店、有楽町店、名古屋店、あべのハルカス店（大

阪）、羽田空港店

海外：シンガポール店、バンコク店

募集時期

年４回

４～６月販売 ２月 20 日（20 日が土日祝日の場合は前日）

７～９月販売 ５月 20 日（同上 ）

10～12 月販売 ８月 20 日（同上 ）

１～３月販売 11 月 20 日（同上 ）

概 要

道央圏等の消費者からの認知度向上と消費者ニーズの把握を

目的として、どさんこプラザにおいて、くしろ産品の販売及び

PR などを実施します。

販売方法はどさんこプラザ店頭での対面販売の他、陳列販売

（会場への来場はなく、商品の郵送のみ）による販売も可能で

す。

実施主体 北海道釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課

開催時期 ６～７月（募集時期は３～４月）※札幌店実施の場合

概 要

釧路管内の消費者への認知度向上と消費者の把握を目的とし

て、管内の大規模商業施設において、くしろ産品の販売及び PR

などを実施します。

実施主体 北海道釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課

開催時期 ９月～10 月（募集時期は７～８月）
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