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北九州市SDGs未来都市

プロローグ



これまでの取組



ロボット・IoT・AI等を活用した生産性向上支援事業

（１）生産性向上スクールの開催

製造現場の管理者・現場リーダーなどを対象に、
生産性向上や新事業開拓に必要なロボット・
IoT・AIといった新技術を身に付けるための
研修を実施

【実施時期】平成３０年から開講

【内 容】生産性向上のための基礎編、
ＩｏＴ編、ロボット編など

（２）現場派遣事業の実施

ロボット・ＡＩ・ＩＯＴ等といった新技術の
導入実績を持つ専門家を派遣し、
課題解決に向けたアドバイスを実施



No. 表題 講師

基
礎
編

1
第４次産業革命を活用した中小企業の 飛躍とは? 
～ 第４次産業革命の本質と機会・脅威～

（株）野村総合研究所 上級コンサルタント 梶野 真弘

2 中小製造業における生産性向上の進め方 ものづくりテラス 代表 林 芳樹

3 北九州市における 中小ものづくり企業の成⾧支援 北九州市 産業イノベーション推進室 大庭 繁樹

Io
T

編

1 Raspberry Piで始めるIoT 実践編 IoTｴｷｽﾊﾟｰﾄ 藤山 道男

2 IoTを活用した改善の進め方 (株)戸畑ターレット工作所 中野貴敏

ロ
ボ
ッ
ト
編

1 産業用ロボット基礎講座 ＦＡＩＳ 田中雅人、田崎武俊

2 ロボット活用講座 オムロン（株）八谷健、岡崎技研 岡崎義孝

3 ロボットビジョン講座 ㈱リョーワ 高橋敏

4 協働ロボット体験講座 三明機工（株） 西村祐二

5 ロボットシミュレータ活用講座 ㈱安川電機 杉原康治

6 ロボット・IoT連携体験講座 FAIS 河原畑周策

スクールのカリキュラム（R2年度）



◆令和２年度の取組
・講座名 第4次産業革命 エグゼクティブ ビジネススクール
・開催時期 10月～3月
特別講座：１回×2日間＝2日間、 本講座：５回×2日間＝１０日間

・受講料 120千円（市外企業 240千円）
・主催 北九州工業高等専門学校
・共催 北九州市、早稲田大学大学院IPS

【企業】 2５社（令和元年度：13社受講）
・㈱ドーワテクノス ・㈱ソルネット ・㈱FAサポート ・㈱タイヨウ
・シャボン玉石けん㈱ ・㈱陽和 ・㈱アイム製作所 ・㈱フジコー
・平川産業㈱ ・㈱ブラテック ・㈱アドバンテスト九州システムズ ほか

・DX（デジタルトランスフォーメーション）、第4次産業革命が進む中で、デジタル技術を
活用し、成長を目指す中小ものづくり企業の経営層向けビジネススクールを開催

・デジタル技術による、生産性向上、業務革新、事業成長、技術継承、人材育成、国際基準
への準拠等の様々な利点について理解を深めて頂き、自社の進むべき将来像を描けるよう
になって頂くための講座

中小ものづくり企業の経営層向けビジネススクール

◆令和３年度も実施予定
・時期 令和3年6月～3月（予定）

・経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」に認定（2019/10/16）
・厚生労働省「専門実践教育訓練給付金制度」に認定（2020/4/1）



北九州システムインテグレーターネットワーク

H30年度企業９社でネットワーク構築。現在17社のネットワークへ。
①地域の中小企業の生産性向上支援 ②北九州地域へのSIer集積、を目的に活動。
経産省 地域企業イノベーション支援事業に3年連続採択。

会長 (株)ドーワテクノス

副会長 (有)ICS SAKABE

副会長 ミシマ・オーエー・システム(株)

副会長 (株)リョーワ

2018入会 (株)オーネスト

〃 (株)ソルネット

〃 (株)マツシマメジャテック

〃 (株)YE DIGITAL

2019入会 (株)FAサポート

〃 (株)タイヨウ

〃 (株)ヘッズ

〃 松本工業(株)

2020入会 (株)イーモーション

〃 ビープラッツ(株)

〃 三島光産(株)

〃 (株)リベルタス・アドバイザリー

〃 KiQ Robotics(株)



北九州地域の中小製造業の生産性向上（会員の受注拡大）

・オーエーセンター様、しんこう様の工場自動化に向け
検討を実施

オーエーセンター新工場
「ネジチョコラボラトリー」竣工式
【日時】2020.1/17
【新工場概要】
・SIerネットワークの協力により自動化を図った
・製造能力が３倍(1万個/日→3万個)

北九州システムインテグレーターネットワーク



企業が連携してロボットシステムを共同製作

展示会用ロボットシステムデモ機を共同製作
（取組みのPRと若手SIerの教育を兼ねた取組み）

北九州システムインテグレーターネットワーク



企業が連携してシステム開発

ＡＩを活用したソーシャルディスタンス自動検知

北九州システムインテグレーターネットワーク

開発企業：ミシマ・オーエー・システム、リョーワ

・北九州市の観光施設「関門海峡
ミュージアム」で実証中。

・施設内での確認だけでなく
出かける前に自宅から
でも確認可能。

・安心して施設利用が
できる。

・現在、更に機能拡張に向け開発中
①少ない人数でも「近づけば密」
「離れていれば密ではない」と
判定する機能

②「家族やカップルは近づいていても
密ではない」と判定する機能



サブスクリプションサービス

中小製造業向けのロボット、AI、ERP
サブスクリプションサービス

北九州システムインテグレーターネットワーク



コロナ禍を契機に
新設した取組



北九州DX推進プラットフォーム キックオフ会議

令和２年12月17日(木)
参加者
会 場 １１８名（ユーザー６８名、ベンダー２０名、その他３０名）
オンライン １０５名（ユーザー７９名、ベンダー１２名、その他１４名）



企業 メリット

ユーザー

①北九州デジタル化サポートセンター、及び
個別相談会による伴走支援、事業補助金
②研修等による人材育成
③専用ホームページでの情報提供
（成功事例、オンラインセミナー）
④北九州市内企業間の繋がりの構築

ベンダー

①新たな顧客獲得などのビジネスチャンス
②中小企業などのデジタル化推進動向の把握
③実証への参加

北九州DX推進プラットフォーム

デジタル化やデータ活用等を提案できるベンダー企業と活用を検
討する市内ユーザー企業をつなぐプラットフォームを創設

３９社登録

１１４社登録



市内中小企業

北九州デジタル化サポートセンター
（北九州市・北九州テレワーク支援コンソーシアム）

IT機器等の導入
(国・県併せて500万円

の補助金など)

専門家派遣

国などの補助金
申請支援

デジタル化の疑問
・デジタル化の進め方
・ITシステムや機器の導入
・社内の既存ITツールの活用法
・社内制度の整備等に関する相談

市内中小企業に専門家を派遣し、国・県のIT導入補助金の活用を支援する
とともに、テレワークやデジタル化を進めるうえでの課題を解決する。

北九州デジタル化サポート事業

予算額・実績
（２月末時点）

受 付 ： ８１件
専門家派遣 ： １６９回

ローラー作戦の実施

テレワークやリモート営業などの
導入を進めるため、産業経済局を

挙げて市内中小企業に働きかけ。

・期間 ：8月3日～8月31日
・訪問企業数：５３６社
・ＤＸ導入済・検討中：226社（42.2％）
・テレワークサポートセンター活用検討

：８２社
・補助金活用検討：７９社



DX推進成長支援モデル事業

事業名 中小企業のDX推進成長支援モデル事業

補助対象者 市内に事業所を有する中小企業

補助対象経費

DX化に関する費用全般
・人材育成・教育
・製品・サービス開発
・システム導入
・デジタル環境の整備

補助額 最大200万円(補助率2/3以内)

R2新規事業。DX化に関する費用全般が対象。２６件採択。

R3は対象を市内中小企業全般へ拡大。



DX推進成長支援モデル事業

取組み事例 期待される効果

①製造現場での取組み
☑機器稼働状況の自動収集（IoT）
☑ペーパーレス化
・PC/タブレットでの入力
・生産計画等のデジタルサイネージ表示

・設備稼働状況の
見える化

・入力手間の解消
・情報の一元化

②会社全体での取組み
☑データ管理一元化（ERP）

・出退勤、販売、在庫、生産管理等各システムの連携

☑ペーパーレス化
・図面等のデジタル化 ・電子決裁システム

・部署間の情報共有、
技術継承が可能

・経営者による正確
・迅速な経営判断
が可能



DX推進成長支援モデル事業

取組み事例 期待される効果

③テレワークに関する取組み
☑テレワーク環境の整備

・クラウド化、ＰＣ端末整備

・業務継続が可能
・育児／介護が必要
な社員が活躍

④顧客との接点向上に関する取組み
☑webサイト改善
☑オンラインサービス
（商談会、AI検査、設備メンテナンス）

・マーケティング
強化による売上げ
向上

・新サービス創出に
よる売上げ向上



中小企業DX促進事業

訪問営業が主体の中小製造業を主なターゲットとして、Ｗｅｂマーケティングやオンライン営業
など、営業・販促分野のＤＸ推進に向けたセミナーの開催及び個別相談会を実施

DX全体
中小企業におけるDX推進、成功する営業プロセス、
Webマーケティングの考え方

W
e
b
マ
ー
ケ

サイト改善 Webサイト構築のポイント

顧客獲得方法 Webサイトを活用した見込み顧客獲得のポイント

顧客育成方法 オンラインツールを活用した商談の進め方

商談方法 オンライン商談でクロージングするためのポイント

総括ほか 製造部門DXのポイント、全体振返り

・DX推進オンラインセミナー（10/28～12/23 全９回）

・DX推進個別相談会（1月以降、順次開催中）

具体的取組みを進めたい企業の既存営業プロセス上の課題を明確化、実態を踏ま
えたDX施策を提案

最前線で活躍する企業から講師を招き、Webマーケティングやオンライン営業などについて、
体系的にノウハウを習得できるセミナーを開催

参加企業数

39社

受講者数

のべ299名

４社との

相談会を実施中



ま と め



地域DXの推進

デジタル市役所

・手続きのオンライン化

・デジタルデバイド対策

・AIやRPAを活用した業務
改善




