
地域の特⾊を活かした産業創出に向けて
〜持続的な経済成⻑を⽬指す６つの事業〜

2019年5⽉27⽇
経済産業省北海道経済産業局

地域経済部
【資料全体に関する問い合わせ先】
経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 地域経済課 畔⽊、南
電話：011-709-1782
FAX：011-709-1911
E-mail：hokkaido-chiikikeizai@meti.go.jp

mailto:hokkaido-chiikikeizai@meti.go.jp


1

＜背 景＞
 北海道経済は、急激に進む⼈⼝減少と少⼦⾼齢化という深刻な問題に直⾯している。
 政府においては、2020年までを「⽣産性⾰命・集中投資期間」と位置付け、深刻化する⼈⼿不⾜に対

応するため、ロボット、IoT、AI等の活⽤により⽣産性向上を強⼒に推進していくこととしている。
 さらに⼈⼝減少・消費減少社会においては、輸出の拡⼤やインバウンドの拡⼤による外需・外貨の獲得、

新たなビジネスの創出が必要不可⽋となっている。
 北海道経済産業局においては、⼈⼝減少下における様々な課題を克服し、北海道の持続的な経済成

⻑を実現するため、地域の特⾊を活かした６つの事業により新たな産業の創出を図る。

⽣産性向上

新市場獲得

新ビジネス
創出

【⽣産性⾰命の実現】
①ロボット導⼊の促進

【⾷輸出の拡⼤】
②海外パートナーとの新市場獲得

【外国⼈観光客の獲得】
③アドベンチャーツーリズムの推進

【先端ものづくりへのチャレンジ】
④航空機産業への参⼊促進

【スポーツ×周辺産業】
⑤スポーツ関連ビジネスの創出

【健康寿命延伸への貢献】
⑥健康関連ビジネスの創出
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総⼈⼝

⽣産年齢⼈⼝（15-64歳）

年少⼈⼝（14歳以下）

⽼年⼈⼝（65歳以上）

北海道の⼈⼝推移

資料：地域経済分析システム（RESAS）⼈⼝マップ（1960〜2015年）、
国⽴社会保障･⼈⼝問題研究所５年毎の推計値（2020〜2045年）



 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。

【⽣産性⾰命】ロボット導⼊の促進
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○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」(8⽉)、「実機の展⽰」(11
⽉)、「ロボット・IoTワールド」（商談会・2⽉）を開催。

○専⾨家派遣により現場の課題を洗い出し解決策を提⽰。
○新たにロボット・IoTの活⽤に取り組む経営者、現場担当

者を対象としたスクール・ワークショップ・研修等を実施。

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。

スマートものづくりインストラクター派遣
 製造現場のスマート化・⽣産性向上のため

ロボットSIerやAI・IoTの専⾨家を派遣、
現場の課題の洗い出し、解決策を提⽰。

⽣産性向上スクール
 ⾷品メーカーの経営者を対象に、ロボット・

IoT導⼊検討のために必要な知識を提供。

ロボットセンター「ROBOLABO」
 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等、ロボット導
⼊段階の課題解決をサポート。

現場デジタル⼈材の育成⽀援
 製造現場でロボット・IoTを活⽤できる「デ

ジタル⼈材」の育成を⽀援。
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

【問い合わせ先】 地域経済部 製造・情報産業課 鈴⽊⽥、丸⼭
電話：011-700-2253
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【対象国】中東、アジア
〇バリューチェーンとしての需要予測が⽴てられる「業務向け調

理加⼯品」、海外への輸送適性がある「冷凍」を中⼼に道
内企業を集めた具体的なプロジェクトを組成。

〇⾏政・⾦融機関・⽀援機関による研究会を設置し、具体的
な事業段階に応じた課題に対して助⾔するとともに、今後の
⽀援策の効果的な活⽤⽅策を検討。

〇厳しい競争の中、北海道ブランドを活⽤して差別化したいア
ジアの現地企業と協同した新市場獲得の可能性を調査。

 当局では、本物を求める調理師に訴求することで道産⾷材の価値を実感させ、新市場を開拓。
 今年度は、簡易なオペレーションで本物の味を再現したいミドル層向け飲⾷店をターゲットとしたプロジェ

クトを組成し、新たな商流構築を⽀援。ボリュームゾーンへの浸透を⽬指す。
 また、より継続的な取引に向け、海外パートナーとの新たなビジネスモデル構築に向けた調査を⾏う。

【⾷の輸出】海外パートナーと新市場獲得へ

２．これからの取組

⼀次加⼯ 最終加⼯

道内企業 海外パートナー 新市場

新たなビジネスモデル構築に向けた調査（タイ）

道内から輸出した半加⼯品を海外で最終加⼯（アッセンブル
加⼯）し、第三国の新たな市場を獲得すること等をイメージし、
現地ニーズ調査、パートナー候補・リスク項⽬の洗い出し、戦略
策定等を実施。
※以下イメージ

１．これまでの動き

○本物の⽇本⾷を求める調理師ニーズに対応し、⾷材に加え、
調理法、⾷べ⽅を含む「⾷⽂化丸ごと」輸出を⽀援。

○例えば、本物の⽇本⾷を求めるドバイの調理師から要望が
あった札幌ラーメンを突破⼝に、産業ツアーやフェア等を⾏い
北海道の⾷材の魅⼒や⾷⽂化の価値を伝え、⽔産物や
加⼯品等の幅広い商材の輸出増につなげた。

海外の調理師を招へい
した「産業ツアー」

海外の⾼級飲⾷店での
「北海道・⽇本⾷フェア」

【問い合わせ先】 地域経済部 ⾷・観光産業課 成⽥、丸⼭
電話：011-736-9706

〜継続的な取引構築・
拡⼤を⽬指す〜
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 アドベンチャーツーリズム（以下「AT」）とは、「アクティビティ」、「⾃然」、「異⽂化体験」の3要素の内、
2つ以上で構成される旅⾏。欧⽶を中⼼に約49兆円※の市場規模とされる魅⼒的なマーケット。

※ ㈱JTB総合研究所推計
 訪⽇外国⼈旅⾏者数・旅⾏消費額、2020年までに4,000万⼈・8兆円、2030年までに6,000万⼈
・15兆円の政府⽬標達成のためには、北海道が有する観光資源を活⽤し、地域への回遊促進が必須。
 ATによるハイエンド需要獲得のため、道内関係者との連携により「Adventure Travel World 

Summit(ATWS) 2021」 北海道誘致を推進。

【観光】アドベンチャーツーリズムの推進

〇ATを推進する機関により構成される「ATWS2021北海
道誘致準備会｣に参画。2021年北海道誘致に向けた
取組を推進。

○中⼩企業施策等を活⽤した事業者⽀援など、道内での
AT推進を図る。

１．これまでの動き

２．これからの取組

○2017,2018年度は鶴雅リゾート(株)を地域中核企業
として、道東地域でのATによる海外富裕層の顧客獲得
モデルを構築。

○また、世界最⼤のアドベンチャーツーリズム推進機関であ
るAdventure Travel Trade Association(ATTA)の
シャノン会⻑を当局の取組により招聘。(2017･18年)

○「Adventure Connect」や「Adventure Week」を道
内で開催し、全道域にAT推進の機運を醸成。

◆海外のAT関係者約20名を招聘し
た⼤型FAMツアー。北海道を舞台
に⽇本で初めて開催。

◆道内AT関係者との商談会開催2019.2.25~3.5

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑによる北海道経済活性化
ATWS2021の北海道への誘致

連携
⾏政機関、経済団体、
観光関連団体・事業者 等

【問い合わせ先】 地域経済部 ⾷・観光産業課 吉⽥、岡崎
電話：011-736-9628



 航空機産業は、今後20年間で国内外の⺠間機市場が倍増すると予想されている成⻑産業。
 当局では、（⼀社）北海道機械⼯業会と連携して「北海道航空ビジネス検討会」を設⽴し、精密加

⼯等の⾼い技術⼒を持つ企業が集積する室蘭・札幌圏を中⼼に、専⾨家による認証取得⽀援や国際
航空宇宙展（東京）などの展⽰・商談会への出展等、航空機産業への参⼊を⽀援。

 東北地域をはじめとする全国の先進航空機クラスターのネットワークを活⽤し、参⼊をさらに加速する。

【先端ものづくり】航空機産業への参⼊促進に向けた取組
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〇技術⼒向上を図るため、品質及びコスト管理に知⾒を
有する専⾨家を派遣するとともに、技術研修会を開催。

〇参⼊機会の拡⼤を図るため、航空機関連展⽰会「メッ
セナゴヤ」(11⽉)に出展する他、関東・近畿地域で開催
する「航空機産業ビジネスマッチング」へ参加。
さらに、⽀援⼈材やクラスターネット
ワークを活⽤し、川下企業への
売り込みを強化。

１．これまでの動き

２．これからの取組

○当局の専⾨家派遣⽀援や室蘭市等の側⾯⽀援により、
(株)永澤機械は短期間でＭＲＪ向け部品の製造を受
注。また、 (株)⽇本製鋼所はJISQ9100を取得し、航
空機向けのCFRP（炭素繊維強化プラスチック）複合
材供給の取組を開始。

（出典：同社ウェブサイト） （出典：同社パンフレット）

○永澤機械（室蘭市）
〜MRJ向け部品を受注〜

○⽇本製鋼所（東京都）※室蘭製作所内
〜認証取得／複合材の⽣産へ〜

【主な参⼊企業】

【問い合わせ先】 地域経済部 製造・情報産業課 佐藤、南川
電話：011-709-1784
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 「未来投資戦略2018」ではスポーツ市場規模を、2025年には15兆円までに拡⼤することを⽬指すこと
としており、特に、スポーツ産業と周辺産業との連携による新市場拡⼤が期待されている。

 このため当局では、スポーツに多様な産業を巻き込むことにより、スポーツと周辺産業双⽅の既存ビジネ
スのさらなる伸⻑や、新たなビジネスの創造、健康寿命の延伸等による地域の持続的発展を⽬指す。

【ｽﾎﾟｰﾂ】スポーツ関連ビジネスの創出 〜ＳｐｏＰｌａ北海道〜

○プロスポーツチーム（⽇ハム、VOREAS等）と連携した地
域活性化イベントやネットワーキングを開催。

〇6⽉2⽇の北海道ラグビーフットボール協会招待試合及び9
⽉のラグビーW杯をショーケースとし、スポーツの魅⼒を⾼める
コンテンツや技術を発信。

○ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ブランドを活⽤し海外で⾷・観光をＰＲ。
○ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによるマッチング等を通じて各プロジェクトを⽀援。
○ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等により情報を発信し、関係者の交流を促進。

１．これまでの動き

２．これからの取組

○スポーツ関連産業をターゲットとしたプロジェクトの創出や、全
国⼤のネットワークづくりに向け、「北海道スポーツ関連産業
創出プラン」を策定。

○2019年3⽉に、スポーツをはじめ、ITやコンテンツ、⾷、観
光、⾃治体等のあらゆる産業や関係者が連携・融合し、新
たなイノベーションを⽣み出していくプラットフォーム「SpoPla
北海道」を設⽴。

■北海道スポーツ産業振興アクションプラン
１．プロスポーツチームとの連携 （北海道⽇本ハムファイターズ、北海

道コンサドーレ札幌、レバンガ北海道ほか）
２．魅せるスポーツへ！エンタメ産業（IT・コンテンツ・観光）との融合
３．活⼒あふれるビンテージ・ソサエティに貢献する健康寿命延伸産業

との融合
４．戦略的なイベント連携・合宿誘致等に係る賑わい創出

【問い合わせ先】 地域経済部 健康・ｻｰﾋﾞｽ産業課 楠本、佐藤
電話：011-738-3231



 道内バイオ・医療機器関連産業の振興及び競争⼒強化を図るため、機能性⾷品や医療機器等の健
康寿命延伸に資する成⻑市場の獲得のほか、ヘルスケアビジネスの創出・参⼊に向けた取組を⽀援。

【バイオ・医療機器・ヘルスケア】健康関連ビジネスの創出

調剤薬局を情報発信拠点とする普及モデル事業
住⺠の健康サポートの役割が期待される調剤薬局において、
薬剤師、管理栄養⼠等による「ヘルシーDo」等の機能性⾷
品の情報提供、販売等について実証事業を実施。

〇機能性⾷品等の新たな販路構築のため、調剤薬局を情
報発信と相談拠点とした普及実証を⽀援。

○地域包括ケアシステムの実施主体である⾃治体と「北海
道ヘルスケア産業振興協議会」とが連携した新しいヘルス
ケアビジネスの創出・参⼊に向けた取組を⽀援。

○ITを活⽤した離島などへの遠隔医療・介護サービス等の実
現に向けたプロジェクト創出を⽀援。また、道外の医療関
連⽀援機関等とのネットワーク構築による⽀援環境を整備。

１．これまでの動き

２．これからの取組

○機能性⾷品等の販路拡⼤のため、ヘルスケア関連事業者
向けに勉強会や商品魅⼒アップセミナー等を開催。

○ヘルスケアビジネスの創出・参⼊のため幅広い分野の企業・
団体が集結し「北海道ヘルスケア産業振興協議会」が設
⽴。

○医療関連機器展⽰会出展など医療関連製販企業との
マッチングを⽀援。

(株)ミルウス × 東神楽町
医療・健康等IoT情報のセキュアな記
録・管理及び配付に対応する「電⼦証
明書対応SDメモリカード“miparuⓇ”」
等を活⽤した町⺠の健康増進等を⽬
的に連携協定を締結。

IT等を活⽤した医療サービスの連携事例
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【問い合わせ先】 地域経済部 健康・ｻｰﾋﾞｽ産業課 ⼤橋、飯⽥
電話：011-709-1726


