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 全国に先駆けて⼈⼝減少が進む北海道では、基幹産業である⾷料品製造業をはじめ、
あらゆる産業で⼈⼿不⾜が深刻化。また、全国に⽐べて⼀⼈あたりの付加価値額が低
い状況。
このため、地域中堅企業等の稼ぐ⼒向上や地域経済の好循環創出に向けて、道内産
業の⽣産性向上は重要な課題であり、ロボット、IoT、AIの導⼊活⽤が有効な対応策
の⼀つ。

 ただし、これらの導⼊活⽤については、
• ユーザー側においては『⾃社が求める仕様を明確にできない』、『⾃社のどこから、どの

ようなプロセスで導⼊を進めるべきか判らない』ため検討が進まない⼀⽅、
• サプライヤー側においては『ユーザー企業側のビジネス内容や流れが判らない』ために

具体的な提案ができない
という関連情報不⾜が、ロボット、IoT、AI等の⽣産性向上対応の障壁となっている。

 これまで、当局では北海道の基幹産業の⼀つである⾷料品製造業におけるロボット化・
AI導⼊によるライン化⽀援や、現場⼯程に最適なロボットシステムの構築に向けたSIer
の育成等の取組を展開。
今後、こうしたロボット、IoT、AI導⼊⽀援につき、産業特性を考慮の上、他産業にも戦
略的に展開、裾野を広げることにより、地域経済を⽀えるものづくり産業をはじめとした道
内産業の⽣産性向上を強⼒に推進する。



当局におけるこれまでの取組み

「⾷料品製造業」は、我が国の製造業で最⼤の産業規模を占める⼀⽅、労働⽣産性は最も低い値に留まっている。
また、全産業で⼈⼿不⾜が深刻化する中、労働集約的な産業形態が未だ多く存在する⾷料品製造業は、深刻
な労働⼒不⾜の課題に直⾯。
平成29年度に当局が実施した調査の結果、⾷料品製造業では今後ロボット導⼊の余地が⼤きく、⽣産性向上が

喫緊の課題であるものの、「ロボット導⼊を検討するために必要な基礎情報の不⾜」、「⾷料品製造業・ロボット関
連企業間の相互の理解不⾜」、「ロボット導⼊検討に向けた環境整備の遅れ」が、⾷料品製造業が⽣産性向上を
実現する上での障壁となっていることが分かった。

課題・背景

情報発信
の強化

ロボット・IoTセミナー・展⽰商談会の開催
道内各地で、先進的取り組みを実践する全国のロボット・IoT関連企業の事例紹介やシステムの展⽰等を⾏うセミナー・展⽰
商談会を複数回開催。⽣産性向上に対する⾷料品製造業側の理解向上・導⼊検討を促進。

アドバイザー
育成

スマートものづくり応援隊事業
⽣産性向上に課題を抱える中⼩企業に対し、カイゼン・ロボット・IoT活⽤に関するアドバイスができる専⾨家⼈材（スマートも
のづくりアドバイザー）を育成。

道内⾷料品製造業における、ロボット・IoT・AI活⽤による⽣産性向上に向けた取組みを加速化。
30年度中、500件以上の商談、10億円以上の投資案件を創出。

機械・IT関連企業等を対象に合計61時間の講習・実習を実施し、22名の⾷関連産業SIerを育成。

これまでの取組み・成果

⽀援環境
の整備

ロボットセンター「ROBOLABO」の整備
ロボット導⼊促進に向けた環境整備のため、道内初となるロボットセンター「ROBOLABO」を、北海道⽴総合研究機構 ⼯業
試験場内に整備（2018年11⽉開所）。

⾦融機関との連携体制の構築
⽣産性向上に課題を抱える道内企業に対する⽀援を強化するため、北海道銀⾏・北洋銀⾏との連携体制を構築。 2



 労働集約的な産業形態が未だ多い⾷料品製造業は、深刻な労働⼒不⾜の問題に直⾯。
 北海道の基幹産業である⾷料品製造業の⽣産性向上を促進していくため、ロボット・IoT・AI等

の先端技術の活⽤を総合的に⽀援する活動を、全国に先駆けて展開。

【ロボット】 ロボット導⼊の促進 〜⾷料品製造業の⽣産性向上に向けて〜

○導⼊検討に必要な情報発信、商談機会の創出・拡⼤のため、
「⽣産性向上フォーラム」、「実機の展⽰」、「ロボット・IoTワー
ルド」（商談会）を開催。

○製造現場内の課題の洗い出し、解決策の提⽰を実施する、
ロボット・IoT・カイゼンの専⾨家チームの派遣「スマートものづく
り応援隊」を本年から本格スタート。

１．これまでの動き

２．これからの取組

○ロボット導⼊に関する理解・関⼼を促進するため、ロボットをテー
マとしたセミナー・展⽰会・商談会を開催（商談数︓500件以
上、10億円以上の投資案件を創出）

○ロボット導⼊促進に向けた環境整備のため、道内初となるロボッ
トセンター「ROBOLABO」を、北海道⽴総合研究機構 ⼯業
試験場内に整備（2018年11⽉開所）

「ロボット関連情報」
の発信強化

（理解・関⼼の促進）

検討段階における
サポート

導⼊段階における
サポート

地域⾦融機関と連携した情報発信
 地域企業との膨⼤なネットワークを持つ地

域⾦融機関と連携。⼈⼿不⾜に悩む企
業に対し、情報提供・課題解決等の⽀援
を実施。

 ⾦融機関との連携により、セミナー・展⽰
会・商談会等による情報発信を実施。

スマート化インストラクターの育成・派遣
 中⼩企業の製造現場のスマート化・⽣産

性向上を実現するため、ロボット・IoT・カイ
ゼンの専⾨家を育成・派遣（スマートもの
づくり応援隊事業）。

 製造現場の課題の洗い出し、解決策の
提⽰を⾏う専⾨家派遣を、本年6⽉から
本格スタート。

ロボットセンター「ROBOLABO」
 道内初のロボットセンター／実証ラボとして

北海道⽴総合研究機構⼯業試験場内
に整備（2018年11⽉開所）。

 ロボット実機を活⽤した事前テストや、⼈
材育成のための実機研修など、ロボット導
⼊段階の課題解決を総合的にサポート。先端技術の活⽤による

⽣産性向上の実現

(公財)北海道科学技術総合振興センター 北海道職業能⼒開発⼤学校
北海道⽴総合研究機構 ⼯業試験場

連携機関
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【ロボット】 ロボット導⼊の促進 〜⾷料品製造業の⽣産性向上に向けて〜

『⾷関連産業SIer育成講座』(7〜9⽉)

開催期間︓7⽉17⽇〜9⽉20⽇
育成数︓ベーシックプログラム24名、アドバンスプログラム12名

『ロボット・IoTワールド』(11⽉)

⽇程︓11⽉7⽇(⽊)、8⽇(⾦)※時間調整中
場所︓アクセスサッポロ

『⾷品産業⽣産性向上フォーラム』（8⽉）

旭川会場︓8⽉7⽇（⽔）13:00〜17:00 旭川トーヨーホテル
札幌会場︓8⽉8⽇（⽔）13:00〜17:00 ホテル札幌ガーデンパレス

「ロボット関連情報」
の発信強化

（理解・関⼼の促進）

検討段階における
サポート

我が国における
⾷品対応SIer
の強化・育成

（環境整備）

令和元年度 「地域中核企業ローカルイノベーション推進事業」 [実施機関︓北海道科学技術総合振興センター］

令和元年度 「中⼩企業経営⽀援等対策費補助⾦(スマートものづくり応援隊事業)」 [実施機関︓ 北海道科学技術総合振興センター］

『アドバイザー派遣事業』（通年）

[実施機関︓経済産業省北海道経済産業局］

『⾷品対応SIerの育成を⽬的とした欧州ミッション』(9⽉)

深刻化を極める労働⼒不⾜、2020年に義務化を控えるHACCPへの
対応を⾒据え、⽣産性向上等事例やノウハウを提供する「セミナー」、
全国のロボット・IoT関連企業による「展⽰・商談会」を開催。

⼈⼿不⾜に悩む⾷料品製造業等を対象に、ロボット・
IoT機器の実機展⽰、ビジネスマッチング、講演会を実施
（第33回ビジネスEXPOと同時開催）。

⾷品製造現場の省⼒化・効率化を図るため、ロボット・IoT導⼊
とカイゼン活動を⽀援できるインストラクター⼈材を育成する講座
を実施。

「⽣産性向上に取り組みたいが、何から⼿をつけていいのか分から
ない」といった中⼩企業に対し、ロボット・IoT・カイゼンの専⾨家に
よるアドバイザーチームの無料派遣。本年6⽉から本格スタート。

製造現場における課題の洗い出し、解決策の提案を実施。

中⼩企業に対しロボットシステムの提案・設計を⾏う「ロボットSIer(システムインテグレータ)」企業が圧倒的に不⾜。
特に⾷料品製造業分野は、柔軟物の取扱いや、衛⽣⾯や⾼温多湿環境下での対応など、ロボット技術以外にも業界固有の対応ノウハ
ウが必要となることが⼤きな障壁となり、全国的に参⼊が進んでいない。

これら課題を解決するため、⾷品分野への新規参⼊・スキルアップを⽬指す全国のロボットSIer企業(11社予定)を対象に、⾷品分野のス
マート化の先進地域である欧州へのミッションを実施。我が国における⾷品対応SIerの強化・育成を推進する。
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 IoT導⼊・知財活⽤に対する理解・関⼼の促進を⽬
的に、道内中⼩製造業を対象とした「中⼩企業のた
めのゼロから始めるIoT導⼊セミナー」を開催。

 全国のIoTツール、②IoT・ロボット導⼊事例を展⽰・
情報発信する「IoT・スマートものづくり応援ツール展
⽰会2019」を開催

【IoT】 IoT導⼊トータルサポートプロジェクト 〜中⼩製造業の「ゼロからのIoT導⼊」を⽀援〜

 道内中⼩製造業のIoT導⼊の取組みは、「⾃社のどこから、どの様なプロセスで導⼊を進めるべき
か」といったIoT導⼊についての情報不⾜を要因の⼀つとして、⾃動⾞・電⼦部品を基盤産業とす
る道外地域と⽐べ、遅れている状況。

 このため、札幌市との連携の下、IoT導⼊に向けた課題の洗い出しから導⼊計画の策定、現地に
おけるフォローアップ、知財戦略の構築まで、中⼩製造業のゼロからのIoT導⼊を⽀援する「IoT導
⼊トータルサポートプロジェクト」を今年度から新たに開始。

IoT導⼊に対する
理解・関⼼の促進

導⼊事例の
創出⽀援

新たに取り組む
企業の創出

導⼊事例やIoTツールの情報発信

ワークショップ、IoT診断
 新たにIoT導⼊に取り組む道内企業（ものづくり・⾷

品など）を対象に、ワークショップを開催。
 中⼩企業の製造現場のスマート化・⽣産性向上実

現に向け、ロボット・IoT・カイゼンの専⾨家を派遣

成果報告イベント
 企業のIoT導⼊・知財活⽤の取り組みを促進するた

め、ワークショップ参加企業による事例報告イベントを
開催。

○道内中⼩製造業における「IoT導⼊に向けた取り組み」を
拡⼤させていくためには、⾝近な導⼊事例の創出が必要。

○まずは、IoT導⼊に対する理解・関⼼を促進していくため、
IoT導⼊ノウハウの提供を⽬的とした「セミナー」、「IoTツー
ル展⽰会」を、それぞれ7⽉に開催。

○そして、IoT導⼊に新たに取り組む企業の活動を、伴⾛型
で⽀援する「IoTワークショップ・専⾨家派遣」を、今年度か
ら初めてスタート（8⽉後半から実施予定）。

○更には、札幌市「IoT導⼊補助⾦」とも連携し、IoT導⼊に
対する補助を実施するほか、今年度IoT導⼊に取り組んだ
道内中⼩製造業による成果報告イベント（来年2⽉予
定）を開催し、次にIoT導⼊に取り組む企業に対し、導⼊
に向けて必要な情報提供を⾏っていく。

これからの取組

 「製造業×IoT導⼊スモールスタートモデル創出補助
⾦」により、札幌市内・連携市町村の中⼩製造業者
を対象に、IoT導⼊費⽤を補助

IoT導⼊補助 [札幌市]
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『製造業×IoT導⼊スモールスタートモデル創出補助⾦』

『IoT導⼊ワークショップ』 -IoT導⼊計画策定をサポート-

第１回 「IoT導⼊プロセス解説」 8⽉27⽇
第２回 「課題の明確化作業」 8⽉29⽇
第３回 「IoT導⼊計画書 作成準備」 9⽉3⽇
第４回 「IoT導⼊に向けた中間発表会＆アドバイス」 9⽉24⽇
第５回 「IoTと知的財産」 9⽉25⽇

『IoT診断（スマートものづくり応援隊アドバイザー派遣）』

上限額 補助率
60万円 3/4

採択件数
5件

【IoT】 IoT導⼊トータルサポートプロジェクト 〜中⼩製造業の「ゼロからのIoT導⼊」を⽀援〜

IoT導⼊に対する
理解・関⼼の促進

導⼊事例の
創出⽀援

新たに取り組む
企業の創出

『中⼩企業のためのゼロから始めるIoT導⼊セミナー』

⽇時︓7⽉11⽇（⽊）13:30〜17:00
場所︓北海道経済センタービル ８階 Aホール

『IoT・スマートものづくり応援ツール展⽰会2019』

⽇時︓7⽉25⽇（⽊）10︓00〜17︓00
場所︓アクセスサッポロ

『IoT×知財ビジネスフォーラム（仮称）』

⽇時︓2⽉6⽇（⽊）13:00〜17:00（予定）
場所︓ホテル札幌ガーデンパレス（予定）

試⾏錯誤してIoT導⼊に取り組み、⼤きな成果を⽣み出した全国中
⼩製造業の先進事例を基に、通常は企業内に留まる「IoT導⼊ノウ
ハウ」を紹介するセミナーを開催。

中⼩製造業が「低コスト」で「簡単に」導⼊可能な全国のIoTツー
ルの展⽰と、IoTツールの導⼊事例や⽀援策の紹介、導⼊相談を
⾏うセミナーを開催（北洋銀⾏ものづくりテクノフェア内）。

道内中⼩製造業を対象に、IoT導⼊と知財戦略の構築を⽀援する
ためのワークショップ、専⾨家を派遣したフォローアップ⽀援を実施。

製造現場の課題・解決策を明らかにするため、製造業とIoTに精
通した専⾨家（スマートものづくり応援隊アドバイザー）を、中⼩製
造業の製造現場へ派遣（無料）。

訪問２回⽬訪問１回⽬
⼯場ウォークスルー

＋
課題等のヒアリング

IoT導⼊の提案
IoT以外の⼿段を
ご提案する場合も

さっぽろ圏の⼯場に「スマートものづくり応援ツール」を導⼊し、課題の
解決・⽣産性向上を図るモデルとなる取組みを補助。

IoT補助⾦に関するお問い合わせ（担当︓越智、⼤久保）
札幌市経済観光局産業振興部⽴地促進・ものづくり産業課
電話︓011-211-2362
メール︓monodukuri@city.Sapporo.jp

【モデルとなる取組みの⼀例】
⼯作機械にセンサーを付けて、異常発⽣時のデー
タを取得・分析し、機械の停⽌時間を減らす

今後、新たにIoT導⼊・知財戦略構築に取り組む中⼩製造業を
対象に、今年度IoT導⼊に取り組んだ企業による成果報告会と、
IoTツールの実機展⽰・商談会を開催。

道内中⼩製造業における、IoT導⼊への新たな動きの拡⼤
道内における「Connected Industry」の推進・加速化

８⽉募集開始
通年
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フュージョン株式会社

【AI】 北海道AIビジネス創出プロジェクト
 北海道の地域産業の⽣産性向上に向けては、AI・IoT等の活⽤が⽅策の⼀つであるが、ユーザー

企業側では⾃社が求めるAIシステムの仕様を明確にすることができない、AIベンチャー側ではユー
ザー企業側のビジネス内容や⼯程が分からず具体的提案ができないという状況が発⽣しており、
AI導⼊の阻害要因となっている。

 このため、AIの知識およびユーザー企業のビジネスの双⽅を理解し、ユーザー企業とAIベンチャーの
間を取り持つAIコーディネート⼈材を育成すると共に、AI企業側の営業⼒・提案⼒の強化、AI関
連企業とユーザ企業とのマッチングを実施。更にAI活⽤によって課題解決の可能性が⾒込める地
域企業をはじめとしたニーズ等調査、AI企業のマッチングへとつなげる。

【実施体制】

⾦融機関

北海道内外⼤学等AI教育・研究機関 北海道⼤学、公⽴はこだて未来⼤学、札幌市⽴⼤学、函館⼯業⾼等専⾨学校 他

連携

上記セミナー、マッチング等の開催⽇程等については、現在、調整中。決定次第、別途公表予定。

事例を通じたAI技術のビジネスの現場での活⽤⽅法を伝授。

経営者・営業担当向け、企画提案型営業⼿法を伝授。

ビジネスにおけるAI活⽤⽅法や考え⽅等を提⽰。

学⽣向け

ユーザー企業向け

AI企業向け 営業⼒向上セミナー

開発⼈材育成セミナー

AI活⽤ビジネス構築セミナー

【成果イメージ】
中核企業︓株式会社調和技研
⾷品分野向けロボットシステムを構築するロボットSIer
企業と連携し、AI導⼊による製品⾼度化を実現。

産業ロボット AI技術

＋ ＝
⾼度化

 AIの知識およびユーザー企業のビジネスの双⽅を理解し、
ユーザー企業とAI企業間を取り持つAIコーディネート⼈
材を育成するため、⼈材育成講座等を開催

AI企業とユーザー
企業の橋渡し環境

の整備

導⼊事例の
創出⽀援

事業化・成果の
波及

AI活⽤ビジネス・AI⼈材の育成

マッチング、個別⽀援の展開
 AI・IoT導⼊が期待されるユーザー分野における課題や

その導⼊等のニーズやサプライヤーが提供可能な技術・
シーズを調査

 AI企業側の営業⼒・提案⼒の強化、AI関連企業とユー
ザ企業とのマッチングにより導⼊事例を創出。

 各企業の特徴を踏まえた⽀援チームの編成による個別プ
ロジェクト⽀援を実施

 マッチング成果を広く波及させるため、道内外で開催予
定の展⽰商談会等への出展等の⽀援を併せて実施

展⽰商談会等への出展

公設試験場等

令和元年度 「地域中核企業ローカルイノベーション推進事業」 [実施機関︓フュージョン株式会社］
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 地域産業における⽣産性向上への対応が喫緊の課題となっている中、今年度、先⾏して⽀援してい
る⾷料品製造業に続けて裾野を広げ、『どの業種の、どのような活⽤ニーズがあるか』を⾒極め、道内
産業における産業・業種別の⽣産性向上モデルを検証するほか、各業種の現場課題・ニーズを分析
すること等により、ロボット、IoT、AI等を活⽤した道内産業における⽣産性向上の実現に向けた戦略
を策定する。

道内状況 地域産業⽣産性向上・⽀援戦略策定－Connected Industry実装化に向けた戦略策定－

製造現場は各種制御機器で構成され
つつも、各データの⾒える化、連携活⽤
の余地あり。 ↓

⽣産性向上の余地あり

【戦略策定】 ロボット、IoT、AI等を活⽤した地域産業の⽣産性向上の実現
〜Connected Industry実装化に向けた戦略策定〜

 ユーザー（地域産業側）
『⾃社のどこから、どのようなプロセ
スで導⼊を進めるべきか』判らず、
検討が進まない。

 サプライヤー（提供側）
⽣産性向上のオーダーを受けて初
めて対応すべき内容が具体化す
るため、ニーズが掴みづらい。

ギャップ
発⽣

ロボット、IoT、AI等の⽣産性向上対応
は⼀部の企業に留まる

8

道内産業における⽣産性向上の実態
 第⼆次産業を対象として、⽣産性向上（機械化・IT化、ロボット、IoT、AI等）

への対応状況、今後の導⼊に向けた具体的ニーズ及び課題等を把握。

⽣産性向上モデル
 アンケート・ヒアリング調査を踏まえて、各業種における作業⼯程別の課題・ニーズ

等を整理するとともに、各業種の⽣産性向上に係る導⼊効果（労働⼒、コスト等
への影響）を分析し、当該分野の⽣産性向上における展開可能性（効果）を
検証。

⽣産性向上に
向けた地域産
業の実態把握

 公設試験研究機関、⾦融機関等との連携の上、⽣産性向上を⽬指す地
域企業を後押し。

 地域経済の活性化や産業特性等、複数の観点から検討の上、道内において
• ⽣産性向上に取り組むべき優先度の⾼い業種や⼯程（プロセス）、
• 導⼊可能性のある技術

などを顕在化させ、北海道地域産業における⽣産性向上に向けた戦略を策定。

地域産業⽣産性向上・⽀援戦略の策定

戦略策定と
展開

Connected Industryの実装へ


