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本プログラムは、起業家育成基金(北大フロンティア基金)を活用して実施しています。 



1 

 

１． 趣旨・目的  

  北海道大学(以下、本学)は教育・研究に加え、社会へのより直接的な貢献を「第三の使命」として

位置づけしており、その一つの方法として大学発スタートアップ創出に努めています。特に近年では、

大学を核としたスタートアップ創出が、新たな産業の育成、地域経済の活性化という点で、社会から

強い期待が寄せられています。 

「国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構 ビジネスモデル開発チャレンジプログラム」

（以下、本プログラム）は、ビジネスアイデアを持っている学生の皆様のチャレンジを応援するプロ

グラムです。アイデアを具体的なビジネスモデルにブラッシュアップする取り組みに対して、一定の

予算補助(1 応募あたり上限 25 万円)をすることで、自らの力でビジネスを興す力を習得してもらい、

将来的なキャリアプランの一つに「起業」という選択肢を持ってもらうことで、自己実現の機会を拡

大することが目的です。 

 

本プログラムが対象とするビジネスアイデアは、事業規模も自由、事業分野も自由です。本学の

学生の皆様が持っている 

「面白そう」「やってみたい」「これって、イケてるんじゃないかな」 

といった思いを、具体的なビジネスとして社会に提供するための最初の一歩を応援します。  

  

 

 

 

  

本公募に関するお問い合わせ先(事務局) 

北海道大学 社会共創部 産学連携課 美濃、小山田 

E-mail: hsfc-jimu@mcip.hokudai.ac.jp TEL:011-706-9196 

 

 ※本プログラム関するご質問・ご不明な点等については、お気軽にお問い合せください。 

mailto:hsfc-jimu@mcip.hokudai.ac.jp
tel:011-706-9196
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２．応募要件 

【応募資格】 

本学の学生の内、 以下(１)（２）の要件を満たすもの。 

（１） 応募代表者が学部、修士課程または博士課程の学生で、令和 5年度も本学に在籍すること。   

※個人、チーム(ゼミ単位等)での応募が可能です。 

（２）ビジネスアイデアを有していること。また、そのアイデアの発案者であること。 

 

※応募代表者が、既に起業(個人・法人)している場合でも応募は可能です。 

ただし、本プログラムの予算補助を既に事業として開始している当該事業資金(営業・研究開発含 

む)に充当することはできません。あくまで、事業化前段階のアイデアを、具体的ビジネスモデル 

へとブラッシュアップするための取り組みに対して予算補助をします。疑義ある場合には事前に

事務局にお問い合わせください。 

 

【 応募対象となるビジネスアイデア】  

  以下(１)～（４）の要件をすべて満たすこと。 

（１） ビジネスアイデアを具体的なビジネスモデルへとブラッシュアップするにあたって、試作品開

発・製作及び仮説実証のためのデータ（実験結果、計算結果等)の取得、市場調査、特許侵害調

査等が必要であること。純粋な基礎研究用途ではないこと。 

（２） ビジネスアイデアに研究シーズ・知的財産権を含む場合には、その研究シーズの発明者、知的 

財産権が帰属する機関等（特許出願人、特許権者等）の同意が得られていること。 

（３） 予算計画が既存の個人事業またはベンチャー企業のために使用するものではないこと。 

（４） 学生主導のアイデアであること（教員主導の研究の延長は対象外）。 

 

３．補助概要 

【 採択予定件数 】 

３件  ※応募件数・内容等によって変わる可能性があります。 

 

【 補助費用 】   

  ２５万円以下/件 （補助対象経費の１０／１０） 

  ※審査状況によって、応募内容の予算計画の一部採択(減額承認)となる可能性があります。 

 

【 補助対象経費 】 

  以下(１)～（２）の要件をすべて満たすこと。 
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（１）ビジネスモデルの立案にあたって必要な経費で次に掲げる a～cに該当するもの。 

a.物品費 
試作品開発に必要な設備・備品・消耗品費等の購入費用 

ソフトウェア(既製品)購入費、書籍購入費、研究用試薬・材料等購入費、 

ｂ.謝金 

支援者等に対する謝金 

※大学等において運営費交付金や私学助成金等により、国から人件費を措置され

ている者の人件費は支出できません。 

c.その他 

a,bの他、ビジネスモデルにブラッシュアップするために必要な経費 

※運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(ソフトウェア外注製

作費、検査業務費等)、ソフトウェアライセンス使用料等 

      

 ※対象となるかどうかは、参考資料「予算補助の対象可否参考事例」もご参照下さい。 

    

（２） 支払に関する証憑書類の提出が可能であること。 

※所定申請書の「予算計画」に記載された経費は、その全額について支払に関する証憑書類 

を保管・提出してもらいます。 

 

４．応募方法 

（１）所定の申請書に必要事項を記入し、下記提出先にＥメールで申し込みください。 

    必要に応じて、参考資料の添付を認めます。申請書は以下ＵＲＬの「ＰＲＯＧＲＡＭ」よりダ 

ウンロードできます。 

   https://hx.mcip.hokudai.ac.jp/HX 

  Eメールの表題は「北大ビジチャレ応募（代表者氏名）」としてください。 

   提出資料 ①申請書 

        ②(必要に応じて)参考資料 

  また、応募代表者の方は以下ＵＲＬよりアンケートに対する回答をしてください。 

   https://forms.gle/G6Wkf38GSa19PH2V9 

（２）申請期限・アンケート回答期限 

令和５年１月３１日(火）正午必着 

（３）提出先(問い合わせ先) 

北海道大学社会共創部産学連携課 ビジチャレ担当 美濃 小山田 

E-mail：hsfc-jimu@mcip.hokudai.ac.jp TEL:011-706-9196 

    ※本応募に関するご質問等についても、お気軽にお問い合せください。 

     （Eメールでのご質問は、Eメール表題を「北大ビジチャレの件」等にしてください） 
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５． 応募後・審査・採択の流れ 

  【応募後の連絡】 

（１）応募頂いた方には、「【申請書受領】北大ビジチャレ」という表題でご返信致します。 

   もし Eメールが届かない場合にはご連絡ください。 

（２）応募代表者には、必要に応じて、北海道大学産学・地域協働推進機構スタートアップ創出部門 

のマネージャー（千脇、滝田、椎名）又は事務局よりご連絡し、応募内容のヒアリングを行い 

ます。当該ヒアリングの結果、補助金を有効活用していただく観点で、応募内容・予算計画に 

変更が必要と判断された場合には助言を行います。 

助言の結果、審査開始前に、応募内容・予算計画を変更した場合には、変更後の応募内容・予 

算計画によって審査を行います。 

 

【審査方法】 

 採択にあたっては、北海道大学産学・地域協働推進機構が組織する審査委員会において、以下の

評価の観点から、審査委員による書面審査を実施し、総合的に採択者を決定します。尚、必要と

判断された場合には、ヒアリングも実施します。 

 

＜評価の観点＞ 

アイデアから見込まれるビジネスモデルについて、以下の観点から評価します。 

評価項目 評価の観点 

共感性 ◇アイデアがワクワクする内容で、社会・地域に必要と考えられるか 

実現可能性 ◇ビジネスアイデアから見込まれる製品・サービス等の実現性が高いか 

申請内容の 

妥当性 
◇採択後の取り組みが明確で、予算補助の使途(予算計画)も妥当か 

熱意・意欲 ◇具体的なビジネスモデル開発に対する熱意・意欲は十分か 

 

【 採択の決定・通知 】 

（１）令和５年３月上旬～中旬（予定）に採択するビジネスアイデアを決定し、応募者にご連絡し 

ます。 

（２） 審査委員会の判断によって、応募した補助費用の一部承認(減額承認)をする可能性があります。 

   この場合、減額された予算補助で応募内容を進めるかどうか、事務局から応募者に確認をしま 

す。応募者が減額承認を許可した場合には、採択となります。 

 

【 資金の交付 】 

資金は採択後に、応募者が指定する応募代表者個人名義の金融機関口座に交付(振込)します。 
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【 採択後について】 

（１） 以下のビジネス開発期間(補助金執行期間)内に、申請書に記載したビジネスプラン開発(予算

計画の履行)をしていただきます。 

 

ビジネス開発期間：資金交付日(令和５年３月中旬～下旬予定)～令和５年６月３０日（金） 

 

（２） ビジネス開発期間終了後は、本プログラムを通して開発したビジネスプランについて、所定書

式により報告してもらいます。また、支払に関する証憑書類も提出していただきます。 

 

報告期限：令和５年７月３１日（月） 

 

※報告書書式は、採択者に対して、別途お渡しします。 

※支払いに関する証憑書類の提出が無い場合には、補助金の返還を求める可能性があります。 

 証憑書類として疑義がある場合には、事務局までお問合せください。 

※提出頂いた証憑書類は返却しません。必要な場合は、提出前にコピーを保管してください。 

 

【応募から採択、事業報告までの流れ】 

 

 

 

 

８ 留意事項 

（１） 知的財産権の取り扱い 

Ａ．応募頂いたビジネスアイデア、及び補助金を活用して開発したビジネスモデル、試作品、 

実験データ等の成果に関する特許権、意匠権、著作権その他これらに類する権利は、以下 

の例外事項を除き、応募者に帰属します。 

   Ｂ．応募頂いたビジネスアイデアが、第三者の権利を侵害している又は侵害している恐れがあ 

ると事務局が判断した場合には、採択を取り消すことがあります。 

   Ｃ．応募にあたって、知的財産権等の取り扱いについてご不安な点等がある場合は、事務局 

     までご連絡ください。 

 

※例外事項 

ビジネスアイデアに研究シーズを含む場合には、その研究シーズの発明者、技術シーズが

帰属する機関等（特許出願人等）の同意を事前に得てください。また、本プログラムの成果と

公募 
（ヒアリング） 

※必要と判断さ

れた応募者のみ 

   R5.1.13 

～R5.1.31 

R5.2 月上旬 

～R5.2 月下旬 

審査 

採択通知 
資金交付 

R5.3 月上旬 

～R5.3 月下旬 

 

ビジネス

開発期間 

ビジネス

報告期限 

資金交付日 

～R5.6.30 

R5.7.31 
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して得られる知的財産権の取り扱いについても別途協議の上応募をしてください。 

 

（２） 個人情報の取り扱い 

Ａ．申請書に記載された個人情報及びビジネスアイデアに関する情報は、本プログラムの遂行、 

及び、事務局が応募者に必要と考える情報提供、各種ご案内を実施する目的において使用 

します。 

   Ｂ．本人の同意なしに、他の目的で利用及び第三者へ提供はしません(ただし、裁判所から提供 

を求められたときなど、法令に基づく場合は除きます)。 

   Ｃ．採択者のビジネスアイデアのテーマ、お名前、所属は、本学の各種広報媒体(機関誌、ホー 

ムページ、メールマガジン等)、本学内の報告資料に掲載する可能性がございます。 

また、報道機関(新聞、テレビ等)を通じて公表する可能性がございます。 

 

（３） その他 

Ａ．応募に係る費用(資料作成費、交通費)は、すべて応募者の負担とします。 

Ｂ．本公募要領に違反する事実が認められた場合には、事務局は採択者に対し、採択の取り消 

し、及び補助金の返還を求めることができます。 
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参考資料 

予算補助の対象可否参考事例 

 

＜例１＞対象となる事例 

  〇商品 Aのアイデアがある。製品 Aの試作品開発のため材料・試薬等購入費を申請する。 

   （商品は、機械装置、食品・飲料、書籍、ソフトウェア・ハードウェア等、分野を問いません） 

〇サービス Aのアイデアがある。サービス Aの想定顧客のヒアリングに係る謝金、また、サービ 

ス Aのアイデアを具体化するための専門的図書購入費を申請する。 

  〇ソフトウェア Aのアイデアがある。個人創業に向けて独自に開発を進めていたが、一部は外注 

しなければ対応できないため、ソフトウェア外注費として申請する。 

  〇個人事業として製品 Aの販売を営んでいる。製品 Aとは全く異なる製品 Bのアイデアがあるた 

め、今回製品 Bの試作品開発・製作に係る材料・備品・消耗品の購入費を申請する。 

 〇法人（応募者は法人代表者や役員）としてサービス Aを請負している。サービス Aとは全く異 

なる分野のサービス Bのアイデアがあるため、サービス Bを具体的ビジネスにするために、専 

門家や想定顧客へのヒアリングに係る謝金を申請する。 

   

＜例２＞対象外となる事例 

  ×家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費（ク 

ラウドサービス利用費に含まれる付帯 経費は除く)、各種保険料 

×商品券等の金券 

×文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

×飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

×税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護 

士費用 

×収入印紙 

×借入金などの支払利息及び遅延損害金 

×汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書 作成 

ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機、等）の購入費 

  ×事業として販売をしている製品・サービス等の材料仕入、広告宣伝等の費用 

（個人事業・法人して処理すべき支出は対象外です） 

 

 


