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Abstract 

Due to the severe deflationary situation in Hokkaido for a long period of time, extreme population 
concentration and depopulation in the Sapporo economic zone, low labor productivity, economic disparity 
between regions, and total population There are concerns about a decrease and weakening of the 
financial base. In addition to this, we are facing a situation where sustainable economic growth will be 
difficult in the future, such as the stagnation of the tertiary industry in the Corona disaster. In view of 
the above, Kitami Institute of Technology is developing research and education that contributes to 
innovation in Hokkaido as a measure that should contribute to overcome these situations. Specific 
efforts include the construction of a regional platform for the creation of regional venture companies in 
the after-corona / new normal (Reiwa) era by utilizing IoT digital technology, and are being promoted 
through industry-academia-government collaboration.  In addition to these efforts, this paper reports 
on the outline of the "Hokkaido Hospitality Innovation Strategy" currently being promoted and its 
promotion status. 
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１．はじめに 

北海道は、長期間に渡って深刻なデフレ状況が続

いていることから、札幌経済圏への極端な人口集中

と地方の過疎化、労働生産性の低さ、地域間の経済

格差、総人口の減少、財政基盤の弱体化等が懸念さ

れている。これに加え、コロナ禍における第 3 次産

業の停滞等、今後も持続的な経済成長が困難な状況

に直面している。 

以上のことを鑑み、本学（北見工業大学）では、

これらの状況を乗り越えるための貢献すべき施策と

して、北海道のイノベーションに資する研究と教育

を展開している。その具体的な取組みが、IoT デジ

タル技術の利活用によるアフターコロナ・ニューノ

ーマル（令和）時代の地域発ベンチャー企業の創生

に向けた地域型プラットフォームの構築等であり、

産学官連携により推進中である。 

本稿では、これらの取り組みの他、現在推進中の

「北海道ホスピタリティ・イノベーション戦略」の

概要とその推進状況について報告する。 

 

２．北海道ホスピタリティ・イノベーション戦略 

2.1計画概要 

北海道（オホーツク）地域のケイパビリティとは、

第１次産業（農畜産業・水産業・林業他）・大自然・

観光・温泉・グルメ・複合的レジャー・アウトドア・

寒冷地スポーツ・昭和レトロ等である。 

「北海道ホスピタリティ・イノベーション戦略」で

は、これらのケイパビリティを活用して、本学（北

見工業大学）社会連携推進センター・地域マネジメ

ント工学コースに所属する教員・研究者を中心に、

2022年 4月に経営統合が予定されている新法人、北

海道国立大学機構（小樽商科大学、帯広畜産大学、

北見工業大学）内外の学術関係者、民間企業の技術

者、行政関係者、産業界関係者などの知見を結集し

た地域社会に開かれた学術的かつ実践的なネットワ

ークの構築を目指しており、ここで得られた学術的

論拠に基づいて、令和時代の新たな第６次産業創生

を目的とする。その具体的な取り組み内容は、以下

の通りである。 

 

「北海道ホスピタリティ・イノベーション戦略」 

目的：アフターコロナ・ニューノーマル（令和） 

時代の新たな第６次産業の創生を目的に、 

   北海道のケイパビリティを活用した地域発 

の「新ホスピタリティ企業」を創生する。 

対象：道内 128カ所の道の駅、ホテル・旅館・オ 

ーベルジュ・観光レジャー施設及び、ベン 

チャー企業・スマート第 1次産業他 

 

 

2.2活動計画【第１ステップ(2022年度迄)】 

(1)地域発ベンチャー・道の駅等の起業モデルの研 

究・教育・実装化の検討 

①「道の駅 遠軽 森のオホーツク」の利用者アンケ

ートの分析 

②道内 128か所の道の駅へのアンケート調査と分 

 析 

③防災型「道の駅」事業継続マネジメント（BCP/ 

BCM）実態調査（協力：北見市） 

④新法人北海道国立大学機構リカレント教育プログ 

ラムの開発 

⑤美食都市（ガストロノミーシティ）の可能性の 

検討 

(2)地域発ベンチャー・道の駅のデジタル・プラ 

ットフォーム（エコシステム）の構築 

（協力：㈱日立ソリューションズ東日本） 

①「道の駅遠軽森のオホーツク」をフィールドとし 

た「道の駅 IoTデジタル化アプリ」の開発 

②北見工業大学社会連携推進センター内へ「協創ラ 

ボ」の開設検討 

③地域型 IoTプラットフォーム（エコシステム） 

の構築 

(3)学会・研究会との連携によるシンポジウム・フォ 

ーラムの定期開催 

(4)第６次産業化に成功したビジネスネットワーク 

「北海道ホスピタリティ・イノベーション・ネッ 

トワーク（HHIN)」の結成と、これらの情報交換 

及びメディアを通した情報発信 

 

2.3 活動状況【2021年 12月迄の成果と今後の予定】 

(1)地域発ベンチャー・道の駅等の起業モデルの研 

究・教育・実装化の検討 

①「道の駅 遠軽 森のオホーツク」の利用者アンケ

ートの分析 

本研究は、同道の駅における 2020年 1月 2日～ 

2021 年 7 月 30 日の利用者アンケートを入手して、

共分散構造分析・テキストマイニング手法による顧

客満足度要因を分析するもので、現在、ウアテイ（戦

略的協創イノベーション研究室）が分析指導を行い、

藤井享（戦略的協創イノベーション研究室）が取り

組んでいる。本研究成果は、2022年度に論文報告予

定である。 

②道内 128か所の道の駅へのアンケート調査と分 

 析 

 本研究は、現在のところ未着手であるが、2022年

4月以降、共同研究プロジェクトチームを（藤井享・

三枝昌弘・ウアテイ）の 3名で結成して、2022年度

中に調査を完了させる予定である。 

 

③防災型「道の駅」事業継続マネジメント（BCP/ 
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図１．オホーツク新エネルギー開発推進機構との共同研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）藤井享作成 

 

BCM）実態調査（協力：北見市） 

 本研究は、北見市・オホーツク新エネルギー開発

推進機構の協力により、藤井享（戦略的協創イノベ

ーション研究室）で取り組んでいる。その内容は、

オホーツク地域に 21 か所存在する道の駅の内、10

か所を選択し、事業継続マネジメント（BCP/BCM）の

実態調査を行う他、北海道開発局網走支局の協力に

より道の駅向けの事業継続マネジメント（BCP/BCM）

の簡易フローチャートを作成・提言する予定である。

現在、道内には 128 か所の道の駅が存在するが、そ

の内「防災道の駅」の認定を受けているのは、わず

か３カ所であり、簡易フローチャートを提言するこ

とで、今後この認定を受けるための準備を手助けす

ることを目的としている。具体的な取り組み内容は、

図１の通りである。  
④新法人北海道国立大学機構リカレント教育プログ 

ラムの開発 
2022 年 4 月に経営統合が予定されている新法人、

北海道国立大学機構（小樽商科大学、帯広畜産大学、

北見工業大学）の取り組みの 1つとして、リカレン

ト（社会人向）教育プログラムを開発中である。本

プロジェクトには、藤原健祐（小樽商科大学リカレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ント教育プログラム開発責任者）及び、藤井享（北 

見工業大学リカレント教育プログラム開発責任者）

が協力して起案している。 

本リカレント（社会人向）教育プログラムの概要

は、『北海道“地域型デジタルプラットフォーム”導

入人財育成講座（案）』がテーマである。 

本講座の目的は、北海道の産業・経済・社会の動

向とその特性および、ビジネスパーソンが知ってお

くべき DX・マネジメントに関する基本的な理解を深

め、地域型デジタルプラットフォーム導入を目指す

社会人を育成することである。想定している受講対

象者は、主に北海道に在住する社会人（公共関連政

策担当者・実務家・起業家・学生等）であり、大学

を卒業して社会で活躍する人々を対象にしている。

受講料は無料で、開催形式は、完全オンライン配信 

のため、全国からの参加も可能である。 

本講座の特色は、DXに関する講座（IoTデジタル

と SCM、AI・データサイエンス、デジタルプラット

フォーム）を受講することで、デジタル化を背景と

する情報テクノロジー・DX社会・デジタルプラット

フォームの概要を理解する。その上で、経営・ビジ

ネスに関する講座（経営戦略、マーケティング、コ

ンセプトメイキング等）を受講することで、マネジ 

北見市新エネルギー・省エネルギービジョン（快適な生活環境を守り育てる「創エネルギー都市」の実現）
①太陽エネルギーなどの新エネルギーの活用実践の推進
②地域産業振興に資する新エネルギーシステムの導入・誘致
③地域の大学・研究者との連携によるエネルギーシステム等の共同研究や技術開発の推進
④市民・事業者・行政の協働による、環境負荷の小さい行動と省エネルギーの取組の推進
⑤新エネルギー・省エネルギーへの理解と実践に向けた普及啓発の推進
⑥エネルギーとＩＴ（情報技術）を施策に取り入れた北見スマートコミュニティの推進
（出典）北見市新エネルギービジョン・省エネルギービジョン、平成24年9月、北見市

北海道（北見市）のスマートコミュニティ

道の駅・観光ホテル・オベールジュ等の
市民や観光客が多く利用する施設を対象に

IoTデジタル技術の利活用による
次世代のエネルギー供給システム構築

〇研究の概要
■対象施設：道の駅・観光ホテル・オベールジュ等
■調査内容：現状のエネルギー供給方式・契約電力容量・消費電力容量、非常時・災

害時のバックアップ電源体制及び、対象施設の利用状況（地元住民・観
光客の数）と非常時・災害時の事業継続性（BCP・BCM）の実態を調査

■分析手法：現在研究推進中の「日本型スマートシティ形成の評価指標」に基づき、
統計手法に基づくクラスター分析

■研究成果：対象施設ごとにIoTデジタルの利活用によるエネルギー・ベストミックスの
導入に向けた提言計画書を作成

〇期待させる成果と波及効果
■道の駅は128か所存在する他、観光ホテル・オベールジュ等が複数存在する。

本研究調査で得られた知見をこれら道内の施設への導入を目指す。
■「北海道ホスピタリティ・イノベーション・ネットワーク」プロジェクトと並行して推進する

ことで、令和時代の新たな第６次産業創生に向けた貢献が期待できる。

〇
テーマ：道内（北見市）スマートコミュニティのIoTデジタルの利活用による

エネルギー・ベストミックス導入に関する研究

筆者撮影

●オホーツク新エネルギー開発推進機構／北見工業大学との共同研究
2021年度 寄付金(40万円）

（出所）藤井享（2021）

 



日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 32 号                  
 

98 
 

図２. 新法人北海道国立大学機構リカレント教育プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）藤井享作成 

 

メントの視点からデジタル化ビジネスの導入・活用

方法を考える。 

さらに、北海道の産業と経済、スマート農畜産業、

“ものつくり・食・医療・観光”の課題についての

概要を理解することで、北海道“地域型デジタルプ

ラットフォーム”導入・活用に必要とされる初歩的

な知識付与を目的とする。また、本講座修了後、希

望者へは、継続的な情報提供・共有の場として、北

海道ホスピタリティ・イノベーションネットワーク

への入会や、各種学会・研究会への参加、さらに高

度な学びの場として、小樽商科大学ビジネススクー

ルへの進学に向けた紹介も行う予定である。 

 

⑤美食都市（ガストロノミーシティ）の可能性の 

検討 

 本研究は、北見市役所商工観光部、遠軽町役場、

美幌町役場の協力により、アフターコロナ・ニュー

ノーマル（令和）時代の新たな地域創生を目的に北

海道（オホーツク）のケイパビティである「食」を

テーマとした取り組みである。美食都市（ガストロ

ノミーシティ）の可能性の検討に関しては、藤井享

（戦略的協創イノベーション研究室）で取り組ん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でいる。現段階の研究状況は、全国の美食都市（ガ

ストロノミーシティ）の形成モデルを 4つのタイプ

に分類した。その上で、北海道（オホーツク）での

これまでの「食」をテーマとした観光政策の取り組

みの位置づけを明確化させ、今後の政策課題に向け

た提言を行う予定である。本研究成果は来年度以降、

論文発表予定である。 

 

(2)地域発ベンチャー企業・道の駅のデジタル・プラ 

ットフォーム（エコシステム）の構築 

（協力：遠軽町・道の駅遠軽森のオホーツク・

㈱日立ソリューションズ東日本） 

 

①「道の駅遠軽森のオホーツク」をフィールドとし 

た「道の駅 IoTデジタル化アプリ」の開発 

 本開発の経緯は、北見工業大学（升井洋志教授）

が網走バスと共同開発したバスロケーションシステ

ムと、㈱日立ソリューションズ東日本が開発したバ

ス運賃支払（QRコード）システムを道内バス会社へ

の導入に向けた検討からスタートした。その後、北

見バスでの導入に向けた実証試験を実施中である。 

以上のような産学連携の背景において、2020年 10 

2022年度以降
講座名 担当大学 開催日時 講師名 備考

【基盤講座】
・IoTデジタルとSCM
・AI・データサイエンス
・デジタルプラットフォーム
・サービスマネジメント
・社会イノベーション
・経営戦略
・マーケティング
・CSR, SDGs
・コンセプトメイキング
【応用講座】
・北海道の産業と経済
・スマート農畜産業
・“ものつくり”の課題
・“食”の課題
・“医療”の課題
・“観光”の課題

北見工業大学
北見工業大学
北見工業大学
北見工業大学
北見工業大学
小樽商科大学
小樽商科大学
小樽商科大学
小樽商科大学

小樽商科大学
帯広畜産大学
北見工業大学
帯広畜産大学
小樽商科大学
北見工業大学

① 「北海道ホスピタリティ・イノベーションネットワーク」への入会
（運営）北見工業大学 藤井研究室（戦略的協創イノベーション研究室）

② 小樽商科大学ビジネススクールへの進学

詳細調整中

１講座90分×15回
（15回受講者へ修了書発行）

修了後・希望者

③各種学会・研究会との連携
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ学会

日本ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｲ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
国際戦略経営研究学会
他学会・研究会への入会

（出所）藤井享（2021）

●北海道“地域型デジタルプラットフォーム”導入・活用人財育成講座（案）
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図３．産学連携・道の駅の CPS/デジタルツイン推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）藤井享作成 

 

月以降、北海道の未来戦略として「道の駅 IoT デジ

タル化アプリ」開発と北海道 IoT デジタル化戦略に

ついての討論会を毎月１回実施してきた（現在は協

創会議として継続）。2021年 2月、「道の駅遠軽森の

オホーツク」の協力により道の駅デジタル化アプリ

のパッケージモデルを想定した現地フィールド調査

をスタートした。2021 年 6 月、「道の駅遠軽森のオ

ホーツク」の利用者データの分析テーマを開始した。

2021年 7月、同道の駅における「レストラン・屋台

のスマホ決済アプリ」の共同開発と実装化を決定し、

2022 年 3 月開発完了、4 月試運転、5 月実稼働の予

定である。 

 

②北見工業大学社会連携推進センター内へ「協 

創ラボ」の開設検討 

 北見工業大学社会連携推進センターでは、これま

で北海道（オホーツク）地域の特性を考慮した第１

次産業の第６次産業化に向けた取り組みを展開して

きた。 

その主な取り組み概要は、2006年～2010年「新時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代工学的クリエーター人財創出プラン」（協力）JST

補助金 ２億円）、2011年「産学官連携第６次産業人

材育成事業」（協力）北見市役所、2012年「オホー 

ツク「食」の地域資源付加価値向上事業」（協力）オ 

ホーツク総合振興局、2013年「地域資源付加価値向

上６次産業人材育成事業」「工学連携推進型地域６次

産業人材育成事業」（協力）北見市である。 

以上のような推進活動の継続として、2022 年～

「アフターコロナ・令和時代の新たな地域発ベンチ

ャー・第６次産業創生事業（北海道ホスピタリティ・

イノベーション戦略）を展開予定である。 

この推進計画の狙いは、アフターコロナ・ニュー

ノーマル（令和）時代の新たな第６次産業の創生を

目的に、北海道のケイパビリティを活用した地域発 

の「新ホスピタリティ企業」を創生することである。 

対象は：道内 128カ所の道の駅、ホテル・旅館・オ 

ーベルジュ・観光レジャー施設及び、ベンチャー企 

業他、DX時代のスマート第１次産業が対象となる。 

 そのための具体的な施策の第 1 歩が、同センター

内への「協創ラボ」の開設検討である。 

●産学連携・道の駅のCPS・デジタルツイン推進のイメージ

北見工大研究ﾁｰﾑ
ﾌｨｼﾞｶﾙﾃﾞｰﾀｰ

■利用者ｱﾝｹｰﾄ
■Google書き込み
■経営者・従業員
ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀｰ

共分散構造分析・
ﾃｷｽﾄﾏｲﾆﾝｸﾞ等

日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ東日本
■ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱﾌﾟﾘ開発
■地方型ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
（顧客協創型
ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ展開）

●今後の計画

■2021年 SCM学生向教育導入と効果測定実施、北海道国立大学機構リカレント教育
■地域ＩoTプラットフォーム（エコシステム）構築
北見工業大学社会連携推進ｾﾝﾀｰ建屋内へ『協創ラボ』の新設 →   包括契約へ

日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ東日本＆北見工業大学
■道内128カ所道の駅へ横展開（社会実装化）

コネクテッド・コンパクト・コミュニティの検討
■ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略立案
■活用事例の情報公開・プレ活動
■学会フォーラム・シンポジウムの開催

北大日立ラボ
地域（北海道）の
課題発見型

新ビジネスの検討

連
携

人的連携

ＰＥＳＴ分析・ﾏﾈﾀｲｽﾞ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの検討

データー連携

（出所）藤井享（2021）
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③地域型 IoTプラットフォーム（エコシステム） 

の構築 

 本取組み概要は、図３．「産学連携・道の駅の CPS/

デジタルツイン推進」の通りである。 

 本取組みは、道内 128 カ所の道の駅、ホテル・旅

館・オーベルジュ・観光レジャー施設及び、ベン 

チャー企業・スマート第 1次産業他（コンパクト・

コミュニティ）をデジタルで繋ぐ（コネクテット）

する「コネクテット・コンパクト・コミュニティ」

計画である。 

 現在、藤井享（戦略的協創イノベーション研究室）

では、「道の駅 遠軽 森のオホーツク」の利用者アン

ケートの共分散構造分析・テキストマイニング（ウ

アテイ担当）を実施しており、利用者のフィジカル

データーの収集と、その活用方法に関する分析を行

っている。また、㈱日立ソリューションズ東日本と

は、道内 128 カ所の道の駅におけるデジタルアプリ

開発に向けた協創会議を１回/月のペースで行い、地 

域型プラットフォーム（エコシステム）の構築方法

と顧客協創型サービスビジネスの展開によるマネタ

イズ方法について検討している。 

 本取組みは、北海道大学等が手掛けるデジタルプ

ラットフォームとの連携に向けた検討を現在推進中

である。 

 

(3)学会・研究会との連携によるシンポジウム・フォ 

  ーラム開催 

これまで紹介してきた「北海道ホスピタリティ・

イノベーション戦略」を広く地域社会へ発信してい

くための方法として、以下のような学会・研究会と

の連携によるシンポジウム・フォーラムの定期的な

開催を予定している。 

アフターコロナ・ニューノーマル時代の学会発表

会・研究会の開催形態は、オンライン開催もしくは、

対面+オンラインのハイブリッド開催が一般的にな

ってきている。そこで、北海道（オホーツク）の象

徴的なケイパビリティともいえる大自然をバックに、

道の駅でのハイブリッド型フォーラムを開催する予

定である。具体的な開催計画は以下の通りである。 

 

①日本ホスピタリティ・マネジメント学会 

第１回北海道支部会にてフォーラムを開催予定  

テーマ：「ＤＸ時代の地域創生：北海道・道の駅コ 
ネクテッド・コンパクト・コミュニティ 
構想の取組み」 

日時 ：2022 年 4 月 16 日（土）13:00～16:00 
場所 : 道の駅 遠軽 森のオホーツク 

（北海道紋別郡遠軽町野上 150 番地）  

形式 ：ハイブリッド（リアル・ZOOM)併用開催 
費用 ：無料 
②一般社団法人地域デザイン学会  

第 5回地域イノベーションフォーラムを開催予定 

テーマ：ポストコロナ時代の北海道（オホーツク） 

の地域ベンチャー企業の活動と課題 

日時 ：2022年 3月 12（土）15:00～17:30 

場所 ：サテライトオフィース北見 

形式 ：ハイブリッド（リアル・ZOOM)併用開催 

費用 ：無料 

 

(4)第６次産業化に成功したビジネスネットワー 

ク「北海道ホスピタリティ・イノベーション・ネ

ットワーク（HHIN)」の結成と、これらの情報交

換及びメディアを通した情報発信 

 

 「北海道ホスピタリティ・イノベーション・ネッ

トワーク（HHIN)」とは、北海道のケイパビリティを

活用した地域発の「新ホスピタリティ企業」を起業

する人財、または、DX時代に適応した第 6次産業化

を目指す人財のネットワークである。 

 藤井享（戦略的協創イノベーション研究室）では、

人財ネットワーク構築に向けた準備を進めている。 

 今後は、本人財ネットワーク会員が手掛ける新奇

性の高いビジネスモデルの紹介等を各所メディアの

協力を得て、道内及び全国に情報発信していく予定

である。 

 

３．おわりに（今後の課題） 

日本各地では、地域創生・地域イノベーションに

よる新産業の創生が大きなテーマとなり、各地に革

新的な取り組みを展開する道の駅が出現している。

その中でも、北海道（特にオホーツク地域）は、年々

過疎化が避けられない中、革新的な取組みを展開す

る道の駅やベンチャー企業が見られる。 

本プロジェクトでは、革新的な取組みを展開する

これらの企業との連携（共同研究・協創・デジタル

アプリの開発）を行うことで、地域社会の「課題の

発見」から、その解決に向けた戦略モデルの構築と

社会実装化を目指して行く。 
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