
平成２7年度補正
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
１．事業の目的

３．補助対象事業

５．補助率等 

２．補助対象者

４．補助対象要件

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス
開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援する。

本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】の２つの類型があります。それぞれについて
「１. 一般型」、「２. 小規模型」、「３. 高度生産性向上型」がある。

一 般 型
【革新的サービス】 【ものづくり技術】

・補助上限額：１,０００万円　・補助率：２／３以内　・設備投資が必要
・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費

小 規 模 型
・補助上限額：５００万円　・補助率：２／３以内　・設備投資可能（必須ではない）
・ 補助対象経費：機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運

搬費、専門家経費、クラウド利用費

高度生産性向上型 ・補助上限額：３,０００万円　・補助率：２／３以内　・設備投資が必要
・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費

補助事業
補助率 補助上限額

（下限額）類型 対象経費の区分
一般型
（革新的サービス、ものづくり技術）

機械装置費、技術導入費
運搬費、専門家経費

補助対象経費の
３分の２以内

１,000万円
（100万円）

小規模型
（革新的サービス、ものづくり技術）

機械装置費、原材料費（※）
技術導入費、外注加工費（※）
委託費（※）、知的財産権等関連経費（※）
運搬費、専門家経費、クラウド利用費（※）
（※＝設備投資のみの場合は対象となりません）

500万円
（100万円）

高度生産性向上型
（革新的サービス、ものづくり技術）

機械装置費、技術導入費
運搬費、専門家経費

3,000万円
（100万円）

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限る。
本事業における中小企業者とは、【ものづくり技術】で申請される方は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する
法律」第２条第１項、【革新的サービス】で申請される方は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第２条第１
項に規定する者をいう。

申請事業は、下記の要件を満たすことが必要である。
【革新的サービス】
　⑴　 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービ

ス提供プロセスの改善であり、３～５年計画で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成で
きる計画であること

　⑵　 どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関に
より確認されていること。

　⑶　 （高度生産性向上型のみ）「ＩｏＴ等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」５％を達成する
計画であること。

【ものづくり技術】
　⑴　 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を

行い、生産性を向上させる計画（３～５年計画で「付加価値額」及び「経常利益」の増大を達成する計画）であること。
　⑵　 どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関に

より確認されていること。
　⑶　 （高度生産性向上型のみ）「ＩｏＴ等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」５％を達成する

計画であること。
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設備工事業

最適処理プロセスを構築最適処理プロセスを構築

背景・目的

実施内容

成　果

　太陽光発電パネルは経年劣化し、発電効率が年
月を経るごとに低下する。製造時の不良、運搬設
置時の破損、設置後のガラス破損や断線、天変地
異などによる破損等廃棄パネルの処理依頼が増加
している中で、まだ使用可能な状態のものも多く、
性能評価を正しく行いリユース品として流通でき
る可能性が非常に高い最適な処理プロセスの構築

をするために、パネル性能評価技術の開発と、あ
わせて、リサイクルの前処理として必要となるパ
ネル構成素材の資源・有害性を判断する評価技術
の開発を行った。

　通常パネルの性能評価には、ソーラーシミュレータが
使用される。今般、廃棄パネルのリユースの可否

を判断するため、新品のパネル性能を評価するソーラー
シミュレータでは、測定値に差異が生じ適切な評

価を得ることができない。新品とは異なる電気特性を有
しており、測定されたデータを専用に分析評価す

る管理システムの導入も必要となるため、大手メーカー
が最近開発した『リユース対応診断システム』を

購入し、開発を進めることが技術の習得及び実用化に向
け最善策と判断した。

　初めてのラインのため試行錯誤し、大手メーカーは開発・納品
を担当、当組合はそれを使って実際にシステムを運用する

ことにより技術を習得し、ラインの構築、パネルの製品化を図る
とともに問題点等をフィードバックしながら改良してい

くという作業の中で進めて行った。大手メーカーが開発したその
機器をラインとして持つのは全国でここ三沢に1つだけ。 組合監事： 株式会社小坂工務店

　　　　　代表取締役 小坂 仁志

三沢市ソーラーシステム
メンテナンス事業協同組合
（事務局：株式会社小坂工務店）
代表者 /代表理事 相場　博
創　立 /平成 24年 8月
出資金 / 6,250 万円

〒033-0036
青森県三沢市南町四丁目31-3469
TEL 0176-51-7124　FAX 0176-51-7125

（Ⅰ）使用済み太陽光発電パネルの最適処理プロセスを構成す
る、モジュール診断システム、資源性・有害性評価シス
テムの装置・ソフトの設置終了。　

（Ⅱ）モジュール診断システム、資源性・有害性評価システム
の運用方法習得。

（Ⅲ）実際の使用済太陽光発電パネル（約150 枚）を使用した
評価試験実施。

（Ⅳ）評価試験結果解析による、
リユース品の判断基準の
検討実施。

（Ⅴ）使用済み太陽光発電パネ
ルをリユースする事業の
事業性を確認。

三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業協同組合

【今後の展望】

使用済み太陽光発電パネルの使用済み太陽光発電パネルの

　当組合が自らリユース品を使用した太陽光発電施設
を設置・稼働させ実績を評価・分析しており、その上
で耐用年数を決定して一般ユーザーへの営業を展開し
ていきます。
　また企業などにリユース品を自家消費用のメガソー
ラーとして安価で提供し、あわせて通年のメンテナン
スも受注できればと考えています。
　さらにガラスから石（スーパーソル：ガラス発泡リ
サイクル資材 JIS Z 7313）を作るプラントも稼働中
で、全国のネットワークを使って、マテリアルリサイ
クル製品の拡販にも力を入れていきたいです。
　使用済の太陽光パネルから単板ガラスも取れるので、
それを利用した建材を作り、ビニールハウスの外壁に
利用できないかと考えています。
　リユースできるパネルについては海外輸出も検討の
対象になっています。
　青森県を全国区レベルのレアメタルの出荷基地とす
べく使用済品を貴重な「都市鉱山」の原材料として、
組合員の持つ炉を活用しながら開発を進めていきたい
と思います。

監事のお話
　ガラスには、石にできるガラスと粉々に割れて裏（太陽光パネルの）を剥げないガラスとがあり、裏を剥げないガラスは炉に入れて焼却し、裏の金属部分を飛ばします。飛ばした残りのガラスは調整剤等として利用するため、ガラス片の埋め立てもありません。すべてマテリアルにリサイクルされるということの実証版を開発中です。電池については、大学の理工学部と組んで金属片からレアメタルを取り出す開発が始まるところです。

〈事業内容〉メガソーラーから発電される電力を
電力会社に販売する売電事業と、ソーラー発電
をいかに効率よくさせるか、それに伴う全ての
作業を行うメンテナンス事業をしている。
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による衣料等への衛生管理の提供による衣料等への衛生管理の提供

背景・目的

実施内容

成　果

　近年、食品加工場（食肉・魚類）、医療・介護施
設等に於けるクリーニングの現状として、
①ユニフォーム洗浄需要が増大
②自主衛生管理の強化、徹底推進
③洗浄による除菌のみでは完全ではなく、更なる
　衛生面への期待
等の傾向と課題がある。年々安全衛生クリーニン
グへの需要が高まっているが、当社は、軟水を使

用した洗浄で除菌効果を高め、更に紫外線照射と
高温蒸気による殺菌効果を付与することにより、
顧客の要望に合った高品質でより高い安全衛生的
なサービスを提供している。
　また昨今、新型インフルエンザ、ノロウイルス
による胃腸炎など感染症が社会問題となることも
あり、クリーニング業に於ける公衆衛生に対する
意識の向上も求められている。

　本事業では、食品・医療関係に携わるユニフォームに
付着したウイルスや細菌類を殺菌するため、従

来の除菌方法に加え、紫外線照射と高温蒸気による殺菌
が可能な新規設備を導入した。機械が入る前の

殺菌方法としては洗う温度と乾燥を高温でする方法で、
60度から70 度で洗うと大体の菌は死滅する。

洗い方の一例として白衣の場合は、70 度前後のお湯で
洗剤・薬品等々入れてアルカリ性に変え、10分

間の洗浄ののち、すすぎ 3 回から 4 回ほど。あまり高
回転だとしわが伸びないので中回転ほどで脱水を

かける。吸水率を50％くらいにして新しい機械に通す
と135度くらいの高温の蒸気のトンネルを通り、

より一層の殺菌ができる。導入した機械は自然に乾いて
、しわもきれいに伸び、一番最後に紫外線を照

射して仕上がりになる。 代表取締役社長 山本 富士子

太洋舎商事 株式会社
代表者 /代表取締役社長 山本 富士子
創　立 /昭和 38年 3月
資本金 / 1,000 万円
従業員数 / 55 名（パート含）

〒033-0011
青森県三沢市幸町3丁目21-29
TEL 0176-53-3248　FAX 0176-53-3641

　医療関係・食品加工場、食品衛生関係、医療関係・介護施設、
薬局等のユニフォームのクリーニングの需要が増えた。今ま
でも十分に対応できていたとは思うが、さらに紫外線の照射
をすることにより今まで以上に滅菌・殺菌が可能になった。
　導入した設備はドイツ製で、機械そのものが日本製にはな
い仕組みで非常に優秀な機械である。
　食品の加工場で HACCP やコープの製品を作るときにユニ
フォームを自宅に持って帰って洗濯していると、衛生管理の
資格を取ることができない。食品メーカーが食品衛生という
ことを非常に重要視しているので、ユニフォームをレンタル
というのがとても増えた。そして使用したものをクリーニン
グに出してきれいにするということが当たり前になってきて
いる。
　ユニフォーム屋がリースをして週に数回クリーニングに出し
たり、またコンビニのユニフォームや介護施設のユニフォーム
等も非常に増えたので、今後もさらに需要が高まると思われる。

太洋舎商事 株式会社

【今後の展望】

紫外線照射と高温蒸気の殺菌効果紫外線照射と高温蒸気の殺菌効果

　I oT を活用し、産業用ユニフォームに業務用洗濯に対応
した「ICタグ」を取り付けることで、ユニフォームの所在
管理や数量管理などを簡便に行うシステムを導入したいで
す。山盛りの集荷してきたばかりの洗濯物を、まとめて読
み取り、仕上がった物が自動で配送先ごとに分けられると
いうのが理想です。ユニフォームを短時間で管理ができる
ようになることで、新入社員や高齢者でもミスがなく業務
がしやすく安全に衛生的な環境で働けるように、工場全体
の環境整備を整えていこうと思います。
　また、技能実習生の受け入れを予定しており、工場を
改装・改築を行い、日本リネンサプライ協会の衛生基準
認定を取得しました。
　　今後は子育てとの両立を希望する女性従業員の就労

時間帯を支援し、従業員教育や研修を充実させて
いきたいと思います。

〈事業内容〉1. リネンサプライ、2. ホームクリー
ニング、3. 防炎加工指定工場（綿及びポリエス
テル製品の二次加工）、4. インテリアクリーニ
ング（ジュータン・カーテン・寝装品）、5. 特
殊クリーニング（和服・皮革製品等）、6. 洗濯・
衛生・清掃用物品の販売をしている。

クリーニング師は国
家資格です。各

県ごとに受験、知事
名で合格証が出

ます。公衆衛生や薬
品・薬剤など４

科目あり実地試験も
あります。クリー

ニング店を開設する
ときは保健所の

認可を受けるために
必ず一人以上い

ないといけません。
今のクリーニン

グ師の実地試験はワ
イシャツですが、

昔はハンカチで、そ
の前は足袋でし

た。非常に難しかっ
たことを覚えて

います。当社のクリ
ーニング師は十

数人います。

クリーニング師

洗濯・理容・美容・浴場業
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による衣料等への衛生管理の提供による衣料等への衛生管理の提供

背景・目的

実施内容

成　果
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太洋舎商事 株式会社
代表者 /代表取締役社長 山本 富士子
創　立 /昭和 38年 3月
資本金 / 1,000 万円
従業員数 / 55 名（パート含）

〒033-0011
青森県三沢市幸町3丁目21-29
TEL 0176-53-3248　FAX 0176-53-3641
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太洋舎商事 株式会社
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食料品製造業

焼成工程の技術を活用した生産性向上焼成工程の技術を活用した生産性向上

背景・目的

実施内容

成　果

　当社は昭和 21年より地域密着型の和菓子・洋菓
子やベーカリーの製造・小売業を営んでおり、従
来は菓子職人による手作業を中心として生産を
行っていたが、生産量に限界があり、大量受注や
大口の引き合いに応えることができなかった。更
に、少子高齢化、人口減少に伴い、売上は横ばい
状態であり、あまり日保ちのしない生菓子販売だ
けでは売上減少は避けられないとの危機感から地

場産品を使った日保ちの良いお土産品を開発し、
商圏を拡大する必要があった。
　そこで、ニーズの高い洋菓子部門においてキャ
タピラオーブンをはじめとする最新機種等を導入
し、機械化・自動化により生産性向上を図ったと
ともに、「あおもり藍」を使用した藍色の洋菓子と
いう新規性を軸に高付加価値商品を開発した。

　現在手作業で行っている工程にキャタピラオーブン、
エン

ローバー、システムデポリーエボリューションⅡ、プレ
ート

成型機、カッター

ミキサーを導入し、

量産体制を整えた。

取締役 柳谷 美香

有限会社 二階堂
代表者 /代表取締役 二階 隆光
創　立 /昭和 21年
資本金 / 1,000 万円
従業員数 / 38 名（パート含）

［二階堂本店］
〒030-0802
青森県青森市本町1丁目 6 -11
TEL 017-776- 5863　FAX 017-722-7234
［イートファン］
〒030-0802
青森県青森市本町4丁目4-8
TEL 017-732-1104　FAX 017-723-6061

　分析・評価の結果、システムデポリーエボリューションⅡと
キャタピラオーブンを併用して使用することにより 3,000 個
／日だったものが、12,000個／日の生産となり、ライン化する
ことにより４倍の生産能力向上となった。
　また、カッターミキサーを導入することにより、今まで材料
のバターを溶かしたり、粉の温度を上げたりしてからミキサー
で撹拌していたものが、そのまま入れて撹拌できることから、以
前は１時間かかっていた撹拌が 30 分の時間ででき、１／２の
時間短縮ができた。
　システムデポリーエボリューションⅡとプレート成型機の導
入により、型に絞る手間がかからず１／５の時間短縮ができた。
熟練職人の勘に頼ることなく、経験の少ない社員でも対応する
ことができるため、作業効率もアップした。

有限会社 二階堂

【今後の展望】

トンネル窯などの導入によるトンネル窯などの導入による

　「あおもり藍フィナンシェ」は大手航空会社の「新ジャパ
ンプロジェクト」に採用され、今現在もファーストクラス用に
試作品を作って提案をしています。今後も「あおもり藍」を使っ
たお土産品の強化をしていく予定です。首都圏内では大手百貨
店さんに卸していて、これからも首都圏での販路を開拓してい
きたいと思います。
　現在は藍の入った食品はフィナンシェのほかに食パン、マカ
ロンを作っていますが、バレンタインに向けてチョコレートも
試作中です。次の目標としてHACCP取得のためのX線導入
（異物混入検知）を検討しています。

【あおもり藍フィナンシェ】唯一無二、農
薬不使用の藍葉を使用。藍は昔漢方薬とし
ても用いられ、頭痛・腹痛・発熱・虫よけ
等に用いられていました。あおもり藍産業
協同組合からヨーロッパへ染めの提案（ル
イ・ヴィトンやシャネル等）をするために何
か手土産が欲しいと相談され、作ったのが

折り紙を付けたパッケージで食べやすい
１口サイズの「あおもり藍のフィナン
シェ」でした。試行錯誤を繰り返し、藍の
配合が特に難しく開発に半年以上費やし
ました。現在は大手航空会社の通信販売
で取り扱ってもらっています。

商
品
紹
介

〈事業内容〉青森の老舗和菓子店。1946年創業。
暖簾を守り変わらぬ安心していただけるお菓子、
パン、ケーキなどのスイーツを販売している。　中央学院大学と青森大学の学生さんから「文化祭でり

んごを使ったものを販売したい、何かできませんか」と
相談がありました。当社は前々からりんごに付加価値を
つけて販売すればいいのにと思っていて、こちらが感じ
たことと同じ考えだったので、一緒に作ろうという話に
なりコラボ商品を開発しました。県産りんごを使ったオ
リジナルスイーツりんごパイの『りんごころ』と、りんごのパスチラ風サンドの
『りんごろりん』の２種類を両校各限定 50個ずつ、文化祭で販売しました。
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食料品製造業

焼成工程の技術を活用した生産性向上焼成工程の技術を活用した生産性向上

背景・目的

実施内容

成　果
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キャタピラオーブンを併用して使用することにより 3,000 個
／日だったものが、12,000個／日の生産となり、ライン化する
ことにより４倍の生産能力向上となった。
　また、カッターミキサーを導入することにより、今まで材料
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で撹拌していたものが、そのまま入れて撹拌できることから、以
前は１時間かかっていた撹拌が 30 分の時間ででき、１／２の
時間短縮ができた。
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入により、型に絞る手間がかからず１／５の時間短縮ができた。
熟練職人の勘に頼ることなく、経験の少ない社員でも対応する
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【今後の展望】

トンネル窯などの導入によるトンネル窯などの導入による

　「あおもり藍フィナンシェ」は大手航空会社の「新ジャパ
ンプロジェクト」に採用され、今現在もファーストクラス用に
試作品を作って提案をしています。今後も「あおもり藍」を使っ
たお土産品の強化をしていく予定です。首都圏内では大手百貨
店さんに卸していて、これからも首都圏での販路を開拓してい
きたいと思います。
　現在は藍の入った食品はフィナンシェのほかに食パン、マカ
ロンを作っていますが、バレンタインに向けてチョコレートも
試作中です。次の目標としてHACCP取得のためのX線導入
（異物混入検知）を検討しています。

【あおもり藍フィナンシェ】唯一無二、農
薬不使用の藍葉を使用。藍は昔漢方薬とし
ても用いられ、頭痛・腹痛・発熱・虫よけ
等に用いられていました。あおもり藍産業
協同組合からヨーロッパへ染めの提案（ル
イ・ヴィトンやシャネル等）をするために何
か手土産が欲しいと相談され、作ったのが

折り紙を付けたパッケージで食べやすい
１口サイズの「あおもり藍のフィナン
シェ」でした。試行錯誤を繰り返し、藍の
配合が特に難しく開発に半年以上費やし
ました。現在は大手航空会社の通信販売
で取り扱ってもらっています。

商
品
紹
介

〈事業内容〉青森の老舗和菓子店。1946年創業。
暖簾を守り変わらぬ安心していただけるお菓子、
パン、ケーキなどのスイーツを販売している。　中央学院大学と青森大学の学生さんから「文化祭でり

んごを使ったものを販売したい、何かできませんか」と
相談がありました。当社は前々からりんごに付加価値を
つけて販売すればいいのにと思っていて、こちらが感じ
たことと同じ考えだったので、一緒に作ろうという話に
なりコラボ商品を開発しました。県産りんごを使ったオ
リジナルスイーツりんごパイの『りんごころ』と、りんごのパスチラ風サンドの
『りんごろりん』の２種類を両校各限定 50個ずつ、文化祭で販売しました。
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飲料・たばこ・飼料製造業

新商品の開発と搾汁設備等の導入新商品の開発と搾汁設備等の導入

背景・目的

実施内容

成　果

　当社は下北半島の大間町で地ビールの製造を
行っており、当該製品の販売状況は好調である。
この飲料製造の技術や経験、販売ルートなどを生
かし、近年、日本の在来種として注目を浴びつつ
ある「ヤマブドウ」を原材料とした新規製品の開発
を目指したいと考えた。
　当社が保有する圃場（40アール）では、ヤマブドウ
の一種「涼実紫」を作付けしており、年間２～３ｔ

の収穫量を見込めることから原材料の確保に問題
はないが、製造設備においては新たな分野となる
ため、課題となっていた。
　そこで本事業にて新規設備を導入し、「ヤマブド
ウ」を使ったジュース等の開発が可能な体制の構
築を目指した。

　ヤマブドウを原材料とした新規製品開発に

あたって導入設備の検討を行った結果、①送

液ポンプ、②ろ過機、③貯蔵タンク、④破砕機、

⑤搾汁機（プレス機）、⑥瓶洗機、⑦充填機、

が必要であり、これらの設備を導入すること

とした。

　当社で所有しているヤマブドウ畑の収穫時期に、商品化
の最終確認を行い、新商品開発をしていくつもりです。
　更に新商品開発の経験を活かして２次加工品を開発する
体制を整え、大間の新たなブランドを確立していきたいと
思います。
　販売ルートは県内全域で、さらにラインナップを整えて
大々的に売りたいと思っています。白ワイン・アップルワ
イン・日本ワインを作り、青森の人に楽しんでほしいです！

代表 佐々木 眞萠

バイコードリンクＢ・Ｓ
代表者 /代表 佐々木 眞萠
創　立 /平成 14年 5月
従業員数 / 4 名

〒039-4602
青森県下北郡大間町奥戸字奥戸93
TEL 0175-34-4137　FAX 0175-37-2102

〈事業内容〉ビール・ワイン等の醸造・販売。
全国で唯一、お寺でお酒を醸造している。

　設備導入により、ジュースの
開発が可能な体制が構築された
ため、「ヤマブドウ」を原材料
としたジュースの新規製品を開
発。しかし、回転が悪く、原材
料を変えずにワインを作ること
に切り替えることとした。ヤマ
ブドウを使ったワインは珍し
く、当社が自信をもってお届け
する最高級品であり、現状のワ
インはブレンドしたものである
が、今後はヤマブドウ 100％で
作ることを目指す。

バイコードリンクＢ・Ｓ

【今後の展望】

ヤマブドウを活用したヤマブドウを活用した

房の大きなヤマブドウの苗を手に入れて畑
に作付けしました。植え付けをして 5 年
目の今年は大豊作で果汁だけで 1トン収穫
できました。国産のブドウ（ヤマブドウ）
は他のワイン品種のブドウから比べれば歩
留まりが低く粒が小さい（種が大きくて皮
が厚い）ですが、ポリフェノールはばっち

りです。ブドウを収穫したら房ごと80度
のお湯に浸して、煮沸殺菌をして、赤みを
引き出します。殺菌が終わったら破砕機
に入れて細かく砕き搾什器で絞り、濾過
機を通し白ワインを作るときと同じ果汁
発酵でワインを作ります。

商
品
紹
介

代表のお話

ワインを作るのは二人で、収穫等
の農作業に人手がか

かるんです。選定・苗づくり（挿
し木）をして、欧州

スタイルの垣根仕立てでブドウを
育てます。この方式

は膝上から腰のあたりにブドウが
生るので収穫がしや

すいです。日本では棚造りという
方式が多いです。
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