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2 (2) A

H28

H29

H30

産業振興課産業企画グループ（26-
809）

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興 製造業の付加価値生産性

役割等政策体系役割等 施策の予算額

〔道〕
・北のものづくりネットワークの構築に向けた業界間の連携や全道の支援
機関等の連携を推進する環境づくり
・道内ものづくり企業の取引拡大に向けたマッチング機会の創出
・条例に基づく指定事業者を通じ、中小企業者が取り組むマーケティング
や製品開発などを支援
〔産業支援機関〕
・全道的な支援機関や各地域の産業支援機関の連携による企業の技術
課題解決に向けた支援
・道内ものづくり企業の取引拡大に向けたマッチング支援
〔民間〕
・各業界団体の連携による付加価値の高い製品開発の促進、開発プロ
ジェクトを推進
・各業界団体等の道内ものづくり企業の取引拡大に向けたマッチング

北海道
強靱化計画

新・北海道
ビジョン

C00901  C01303  C02201  C02202  C02203　C02207
C02714  C02803  C02905  C03007  C05803　C07202

１　目標等の設定

２（２）A

政
策
体
系

高い付加価値を生み出すものづくり産業
の振興

施策の
推進体制
（役割・取組等）

164,382

施策コード作成責任者 経済部長　倉本　博史

北海道創生総
合戦略

A1314 　A3411 A3412  A3421  A3422　A3423　A3842  A3913

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野）

政策体系

中項目（政策の柱）

特定分野別
計画等

現状と
課題

小項目（政策の方向性） 総合計画の指標

経済・産業

平成30年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策目標
　企業間の取引の拡大や、産業間・地域との多様で重層的な連携の強化による新製品・新技術の
開発を促進し、域内需要の獲得や新たな需要の掘り起こしを推進することにより、高い付加価値を
生み出すものづくり産業の振興を図る。

・ 本道の経済構造は公的需要に依存し、その割合は３割を超え、全国と比較して高くなってお
り、道内総生産の産業別構成は、豊富な農林水産資源や観光資源を活かし、１次産業や３次
産業の割合が高い一方、２次産業では低くなっている。
・ 製造業における業種類型別の出荷額の構成比では加工組立型の割合が全国に比べ低い
状況にあるほか、産業競争力の面でも、付加価値生産性が全国平均を大きく下回っている。

本道の優位性を活かした力強い地域産業の創造

施 策 名
照   会   先

経済部所 管 部 局

経済部産業振興局産業振興課

40,577

196,802



事務事業
整理番号

事務事業名

事務事業

各部局の対応（H30年3月末時点）

各部局の対応（H30年3月末時点）

事務事業名 前年度付加意見

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

前年度付加意見

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

今年度の取組政策体系

施策

今年度の取組

事務事業

事務事業
整理番号

前年度付加意見

２（２）A

政策体系

今年度の
取組

◎自動車・食関連機械分野への参入促進の推進
　・地域産業支援機関による技術力の底上げ、技術系人材の育成
　・「参入支援チーム」による個別集中支援
　・技術の高度化研修や道外の発注ニーズの把握のための販路開拓員の配置
  ・自動走行に関する実証試験の誘致
◎自動車関連分野の販路拡大
　・東北各県と連携による大手サプライヤー等における参入交流会や中京圏における展
示商談会の開催
◎食関連機械分野の販路拡大
　・道内外の食関連産業とものづくり産業とのマッチング
　・道外展示会における道内企業の技術力等のアピール
◎業界間連携による製品開発のモデルづくり
　・共同開発の促進に向けた環境づくり（プラットフォームの設置）
　・生産現場の課題等を踏まえた機械等の共同開発の検討
◯ものづくり産業に対する理解促進
　・ものづくり企業見学会、出前授業の実施
　・各種イベントを活用したものづくり産業の魅力PR
◎条例に基づく支援等によるマーケティング、製品開発、人材育成の推進
　・中小企業競争力強化促進事業によるマーケティングや製品開発などへの助成

前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

・ものづくり産業の競争力強化に向け、戦略的基盤技術高度化・連携支援事業やものづくり・商
業・サービス経営力向上支援事業の継続・拡充や、女性・若者のものづくり産業等に対する意
識の醸成を図る施策の創設について、経済産業省に対し、働きかけを行った。(H29年7月､H30
年7月)
・我が国における自動走行の実用化指針となる官民ITSロードマップにはこれまで｢雪｣や｢冬｣
に関する記載や文言が一切なかったため、積雪寒冷地での通年実用化に向け、平成28年7月
から継続して、内閣府、経済産業省及び国土交通省に対し、｢積雪寒冷地対応｣の実用化目標
の明確な位置付けや実証試験施設の本道への整備等を要望してきた結果、｢官民ITSロード
マップ2018｣(H30.6改定)では、｢雪｣に関する記載が新たに追加され、2020年までに実現を目指
す無人自動運転サービスは、夜間や降雨時、降雪時などの悪天候では運行しないとの考えが
記されたところ。一方で、積雪寒冷地における自動走行の通年実用化に向けた今後の具体的
な取組行程やスケジュールには触れていないことから、上記省庁に総務省（コネクテッドカーの
取組含む）も加え、この方向性のもと、積雪寒冷地における通年実用化に必要な具体的な取
組行程をロードマップに明記するよう実証試験施設の本道への整備等と併せて継続要望した。
(H30年7月)

施策に
関する

道民ニーズ

○空知総合開発期成会（平成30年７月）
・企業誘致やものづくり産業を担う人材の確保・定着、移住・定住の促進、高齢者や若者・子育て世
代が安心で住み良い暮らしのできる環境づくりなど
○とかち商工産業振興会議（平成30年８月）
・円滑な事業承継に向けた対策や高度な技術やノウハウ等の承継
○自動車関連分野販路拡大事業に関する参加事業者へのアンケート（平成30年４月）
・事業を活用した感想のうち｢役立っている｣との回答の割合92.9％(N=42)
○自動走行に係る社会実証事業に関するアンケート(平成29年4月、6月)
・平成29年4月、全市町村を対象に遠隔無人自動運転システムによる公道での社会実証事業の実
施意向の有無等についてアンケートを実施し、社会実証事業の実施に前向きな回答があった３７町
村を対象に社会実証事業実施提案書の提出を募った(平成29年6月)結果、６市町村から１１のプロ
ジェクトの実施提案があり、当課にて自動走行事業者とのマッチングを行った結果、平成29年10月、
石狩市（花川北地区）において自動運転システムによる公道での社会実証事業を実施(平成29年10
月)
上記の要請等を国への要望や施策の推進に役立てている。

◎自動車・食関連機械分野への参入促進の推進
　・先端技術の習得や技術の高度化に係る研修会の開催(H27年6回､H28年9回､H29年8回､H30年7回予定)
　・受注拡大や新分野への参入を支援するエキスパートの配置(H27年11名､H28年8名､H29年7名､H30年8名予定)
　・中京圏・東北地域の企業の発注ニーズを把握するための販路開拓員設置(H27年2名､H28年3名､H29年3名､H30年3名)
　・自動走行に関するワンストップ窓口（H28.6設置）相談件数（H28年29件、H29年40件、H30年8月現在34件）
　・自動走行に関する実証試験の実施（国等が行う社会実証事業（H29年度4件）、その他民間企業等による実証試験(H29年度
14件）。
　・道内における公道実証試験を実施する際の参考ツールとして国道及び道道の道路形状等について条件検索を行い、その位
置情報を把握できる適地情報データベースを構築した。（ワンストップ窓口への提供依頼：H30年度4月以降：24件）
　・人とくるまのテクノロジー展2018名古屋（(H30.7.11～13の3日間)において、道内の自動走行への取組をＰＲ （個別説明件数：
276組）
◎自動車関連分野の販路拡大
　・大手サプライヤー等における逆見本市・参入交流会の開催(H27年3回､H28年2回､H29年2回､H30年2回予定)
　・中京圏における展示商談会の開催(H27年1回､H28年1回､H29年1回､H30年2回予定)
◎食関連機械分野の販路拡大
　・食品生産現場視察等の道内機械メーカーと食品メーカーのマッチング(H27年2回､H28年3回､H29年2回､H30年2回予定)
　・道外食関連機械展示会による北海道ブースの出展(H27年1回､H28年1回､H29年1回､H30年1回予定)
◎業界間連携による製品開発のモデルづくり
 ・業界間連携による製品開発のモデルプロジェクトの推進(H28年 5件テーマ選定､H29年 2件の共同開発プロジェクト設置､H30
年 新プロジェクト検討・磨き上げ、2件のプロジェクトの推進を予定)
◯ものづくり産業に対する理解促進
 ・ものづくり現場見学会(H27年8回､H28年3回､H29年2回､H30年4回予定)､出前授業の実施(H27年3回､H28年3回､H29年2回､
H30年3回予定)
◎条例に基づく支援等によるマーケティング、製品開発、人材育成・確保の推進
　・中小企業競争力強化促進事業によるマーケティングや製品開発などへの助成(H29年20件　H30年度18件予定 ）

政策体系 実績と成果等

関連する計画等

備　考北海道創生総
合戦略

北海道強
靱化計画

新・北海道ビ
ジョン

２（２）A

A1314

A3411

A3412

A3421

A3422

A3423

A3842

A3913

C00901

C01303

C02201

C02202

C02203

C02207

C02714

C02803

C02905

C03007

C05803

C07202

（１）取組の実績と成果
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果

・生産現場のニーズ調査等の情報を共有して、連携を図りながら、一次産
業とものづくり産業の連携に係る取組を推進している。

・H29年8月に航空機部品市場新規参入セミナーを開催し、機運醸成のＰ
Ｒを行うとともに、参入に向けた検討会議の開催など各種取組を一体的
に推進。

・道、道総研、中小企業総合支援センター、ノーステック財団、地域の産業
支援機関及びものづくり関連の業界団体で構成する｢北のものづくりネット
ワーク｣を通じ、ものづくり企業をワンストップで支援する体制を整備し、全
道的な協働体制で企業支援を実施。

－
一次産業とものづくり産業の連携を強化し、一次産業の生産や流通過程
等における課題解決型の機械開発を促進する。

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興 施策コード

政策体系
関係部・関係課施策コード

航空宇宙関連の研究や実験の拠点形成に向け、科学技術振興に関する
各種取組を一体的に推進する。また、ものづくり産業における良質で安定
的な雇用創出に向け、本道企業の自動車・食関連機械産業への参入促
進やものづくり企業の参入促進を図る。

N0513

連携内容
連携先

－ 農政部生産振興局技術普及課

経済部 科学技術振興室

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

平成30年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

－



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

平成28年6月に設置した｢北のものづくりネットワーク｣による高付加価値
な製品開発を促進するため、業界間の連携体制の構築に向けた会議や
セミナー、企業見学会を開催したほか、ニーズの高い製品開発テーマに
関する情報共有に取り組んだ。

連携内容 取組の実績と成果連携先

（公財）函館地域産業振興財団、（公財）室蘭テクノセン
ター、（公財）道央産業振興財団、　（一財）旭川産業創造
プラザ、 （一社）北見工業技術センター運営協会、（公財）
とかち財団、（公財）釧路根室圏産業技術振興センター

（一社）北海道農業機械工業会、（一社）北海道機械工業
会、  （一社）北海道食品産業協議会、（一社）北海道バイ
オ工業会、 （一社）北海道ＩＴ推進協会、　（一社）北海道情
報システム産業協会

（地独）北海道立総合研究機構、（公財）北海道中小企業
総合支援センター、（公財）北海道科学技術総合振興セン
ター

全道各地の産業支援機関の連携により、地域企業の技術課題に対し、ワンストップで支
援するとともに、ものづくりに関連する道内の業界団体の連携により、付加価値の高い
製品開発を促進する「北のものづくりネットワーク」の構築を図る。
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

●　達成度合について

達成度合 A B C D -

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

8614 9,138 9400

実 績 値 8251 - 8251

達成率 53.8% - 87.8%

達成度合 D 評価年
度 H28

達成度合の分析　ほか

・Ｈ２６と比較して従業者数が約３千人増
加、付加価値額が2,266億増加し、付加
価値生産性が119万円の増加となった。
・最新の実績はＨ２８の統計数値で、最
終目標に対する進捗率は７７．３％。

年    度 H28 H30 進捗率

目 標 値 1034 1,198 1280

実 績 値 989 - 989

施策コード

今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

関①

9400

H31

目標値

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興

達成率 72.6% - 77.3%

達成度合 D 評価年
度 H28

達成度合の分析　ほか

・Ｈ２５と比較して情報通信機械器具で
210億減少したが、輸送用機械器具が
465億増加し、加工組立型工業全体で
422億増加となった。
・最新の実績はＨ２８の統計数値で、最
終目標に対する進捗率は８７．８％。

年    度 H28 H30 進捗率

目 標 値

1280目標値

年度

指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

政策体系

製造業の付加価値生産性（万
円）(暦年）

基準年度 H26 H30

〔指標の説明〕
製造業の従事者一人当たりの付加価値額
（生産額から原材料等使用料等や減価償却
費などを控除した額）

達成率の算式増減方向

増加

政策体系

北海道総合計画
((実績値-基準値)／(目標値
－基準値))×100２（２）A

最終年度 H37

年度 H30 最終年度

基 準 値 7829 9,138 最終目標値

基 準 値 870 1,198 最終目標値

● 本施策に成果指標を設定できない理由

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

主① 指標名

根拠計画

〔指標の説明〕
加工組立型工業とは、はん用機械器具、生
産用機械器具、業務用機械器具、電子部
品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具及び輸送用機械器具製造業 北海道創生総合戦略

根拠計画 達成率の算式増減方向

２（２）A 増加
((実績値-基準値)／(目標値
－基準値))×100

目 標 の 基 準

加工組立型工業の製造品出荷
額等（億円）

基準年度 H25



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 05 ― 10

Ｐｌａｎ

0534 2(2)A
中小企業地域資源活用プログラムの
活用促進

地域資源の内容見直しに係る関係機関（庁内、総合振興局・振興局や国
等）との調整、関連資料の作成・関係省庁への提出及び相談対応並びに地
域資源活用事業計画認定やふるさと名物応援事業等の関係補助金交付申
請に係る道意見書作成に関する事務

産業振興課 0 0.3 0.8 1.1 8,833

0535 2(2)A
北海道中小企業応援ファンド（助成事
業調整等）

関係機関・部課調整、助成事業等の管理・運用の指導、関係機関への事業
報告、制度の周知に関する事務

産業振興課 0 0.2 0.0 0.2 1,606

0536 2(2)A 中小企業競争力強化促進事業費
「北海道産業振興条例（通称）」に基づき、（公財）北海道中小企業総合支援
センターが行う事業に必要な資金を措置するとともに、道が金融機関等との
連携協力体制を強化。

産業振興課 37,625 37,625 0.6 0.2 0.8 44,049

0537 2(2)A 創造的中小企業育成条例関係業務 旧創造条例における事業化資金貸付事業に関する事務 産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0538 2(2)A
ものづくり産業販路拡大事業（戦プ
ロ）

本道ものづくり産業を振興するため、北洋銀行が主催する「ものづくりテクノ
フェア」を活用した道外ものづくり企業とのマッチングや商談に向けた情報提
供など行うほか、道外企業とのビジネス交流を行う。

産業振興課 5,360 0.1 0.0 0.1 6,163

0539 2(2)A 所管する業界（製造業）に関すること 道内製造業の動向把握、基礎データの分析など 産業振興課 0 0.2 0.0 0.2 1,606

0540 2(2)A 機械工業振興事業費補助金
（社）北海道機械工業会が実施する「参入促進支援」、「産業技術開発の促
進」、「人材の育成・確保」の事業に対して補助する。

産業振興課 4,896 4,896 0.1 0.0 0.1 5,699

0541 2(2)A
北海道自動車産業集積促進協議会
に関する事務

北海道への自動車産業の集積促進を図るため、道内の産学官が連携して
取り組む事業の立案、会員間の情報共有化。

産業振興課 0 0.2 0.0 0.2 1,606

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

高い付加価値を生み出すものづくり産業の
振興

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系



推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

0542 2(2)A
自動車産業総合支援室に関する事
務

自動車産業の集積促進に向け、道内外の自動車関連企業等からの各種相
談に対し、ワンストップサービスを行う。

産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0543 2(2)A
各種業種別の動向把握・振興対策の
検討

調査･分析や行事対応などにより、自動車産業を含む加工組立型産業等に
関する業界動向の把握、振興対策の検討等を行う。

産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0544 2(2)A 参入促進支援事業（戦プロ）

ものづくり産業における良質で安定的な雇用創出に向け、地域産業支援機
関による技術力の底上げや「参入支援チーム」による個別集中支援、技術
の高度化研修、道外発注ニーズの把握などにより、自動車・食関連機械分
野への参入を促進する。

産業振興課 87,265 3,870 1.3 0.0 1.3 97,704

0545 2(2)A
自動車関連分野販路拡大事業（戦プ
ロ）

ものづくり産業における良質で安定的な雇用創造に向け、東北自動車生産
拠点との新たなサプライチェーンの構築を目指し、東北各県と連携した参入
交流会や展示商談会の開催などを実施し、自動車関連分野の販路拡大を
図る。

産業振興課 8,233 751 0.9 0.0 0.9 15,460

0546 2(2)A
食関連機械分野販路拡大事業（戦プ
ロ）

ものづくり産業における良質で安定的な雇用創造に向け、道内外の食関連
産業とものづくり産業とのマッチングや、道外展示会における道内企業の技
術力等のアピールなどにより、食関連機械分野の販路拡大を図る。

産業振興課 5,856 366 0.9 0.0 0.9 13,083

0547 2(2)A

業界間連携による自動車・食関連機
械分野の製品開発モデル事業（戦プ
ロ）

ものづくり産業における良質で安定的な雇用創造に向け、域内需要の開拓
を図るため、業界団体相互の企業見学等による連携づくりとともに、生産現
場の課題等をものづくり企業の技術力により解決する機械等の開発とコー
ディネーターの育成に取り組む。

産業振興課 12,441 2,489 0.3 0.0 0.3 14,850

0548 2(2)A 道内ＩＴ産業の振興に関すること 道内中小企業情報化実態調査等に関する事務 産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0549 2(2)A
道内中小企業のＩＴ利活用促進に関
すること

道内中小企業のＩＴ利活用の促進に関する事務 産業振興課 0 0.5 0.0 0.5 4,015

0550 2(2)A 所管する関与団体に関すること
㈱北海道ソフトウェア技術開発機構及び㈱北海道高度情報技術センターに
関する事務

産業振興課 0 0.5 0.0 0.5 4,015
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事業費
（千円）
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0551 2(2)A 楽天（株）との連携に関すること
楽天㈱と包括連携協定を締結し、道内各地でのｅコマースセミナーの開催
等、協働事業を実施

産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0552 2(2)A 外部機関等との連携に関すること
北海道経済産業局、各市町村、ＩＴ団体等と連携して、ＩＴ産業の競争力強化
を通じた地域産業の活性化を図るための事業に取り組む。

産業振興課 0 0.3 0.0 0.3 2,409

0553 2(2)A 伝統的工芸品産業に関すること 伝統的工芸品産業の振興に関する事務 産業振興課 0 0.1 0.0 0.1 803

0554 2(2)A
本道のものづくり産業振興の新たな
展開方向の推進

本道のものづくり産業振興の新たな展開方向の推進管理に関する事務 産業振興課 0 0.2 0.0 0.2 1,606

0555 2(2)A
航空機部品産業参入に向けた情報
発信事業（赤れんがチャレンジ事業）

道内企業の航空機部品産業参入に向け、メルマガなどによる情報発信等を
実施

産業振興課 0 0 0.3 0.0 0.3 2,409

0556 2(2)A
次世代自動車関連ものづくり産業振
興事業

環境負荷軽減とものづくり産業の振興のため、環境配慮型ものづくり産業
への理解促進により人材育成に取り組む。

産業振興課 2,706 0 1.0 0.0 1.0 10,736

0557 2(2)A 自動走行車開発拠点化促進事業
自動走行に係る実証試験場及び国による社会実証事業の誘致のほか、道
内の公道外試験敵地調査等を実施し、企業等の実施試験誘致を図る。

産業振興課 11,102 0 1.0 0.0 1.0 19,132

0 164,382 49,997 8.5 1.0 9.5 240,667計



―

(1)成果指標の分析

-

80%未満

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興 施策コード

D

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B

算定不可

C

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

-

10

-

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価　一次評価結果（各部局等による評価）　
5  一次評価結果

政策体系

05

２（２）A 2 D指標あり

＜製造業の付加価値生産性（万円）(暦年）【Ｄ】＞
・最新の実績はH28年の統計数値で目標に対する進捗率は７７．３％。
・指標の改善に向け、生産性の向上や、人材の確保・育成のための取組を強化する必要がある。

＜加工組立型工業の製造品出荷額等（億円）【Ｄ】＞
・最新の実績はH28年の統計数値で目標に対する進捗率は８７．８％。
・指標の改善に向け、自動車・食関連機械分野などへの参入促進、販路拡大の取組を引き続き強化する必要がある。

-

-

-

計
0 0 0 2 0

D指標あり

2



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

対応しているとする理由

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか

○ 道内ものづくり産業の競争力強化や人材確保に向けた支援を国に要望しており、実現に向けて進捗している。

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
道内ものづくり産業の技術力の向上や付加価値の高い製品開発の促進、道内外のニーズの掘り起こし、販路拡大を図るため、今年度は、自動車関連分
野への参入促進のため、東北各県と連携し、東北及び中京圏において道内企業と道外サプライヤー等とのマッチングを実施するほか、製造現場見学会
の開催や道外展示会への出展により食関連機械分野の販路拡大を図るなど、ものづくり産業の振興に向けて、効果的な取組を推進している。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○ 北のものづくりネットワークにおいて、ヒアリング等により把握したニーズに基づき施策に取り組んでいる。

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携による成果を確認できるか

○ 一次産業の現場におけるニーズの把握等、農政部との連携など関係部課と連携して取組を実施している。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

○
北のものづくりネットワークにおいて、業界団体等による会議やセミナーを開催、異業種連携による共同開発プロジェクトの設置など、業界間の連携強化
を図りながら施策の推進に取り組んでいる。

D指標あり a 課題等はあるが引き続き推進

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定



―

1

1

1

1

4

0556
次世代自動車関連ものづく
り産業振興事業

C02207

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興

再構築に
向け縮小

対応方針

内　　　　容
対応方針
番号

施策推進に
向け改善

0544 参入促進支援事業

① ２（２）A

・道内企業においては、ものづくりの技術力の水準が高いものの知名度が低いため、販路の確保が不十
分な企業が多くあることから、道外へのＰＲや、生産性向上のための省力化や効率化等のニーズの把握、
更なるマッチングに向けた取組など、自動車・食関連機械分野、さらには今後の成長可能性が高い航空機
関連分野への参入促進に向けた支援が必要。
・また、人口減少や若者の道外流出などにより、道内技術者の不足に加え、新規採用も困難な状況なた
め、道外から即戦力となる専門的なスキルを持った人材の確保や、地元等の新規学卒予定者等へのもの
づくり企業への理解促進・認知度向上に取り組むとともに、ＡＩやＩｏＴ、ロボット技術など、企業技術者への
先端技術等の高度な技術の習得を促進することが、安定的な雇用の確保や生産性の向上を図るために
必要である。

施策推進に
向け改善

施策推進に
向け改善

10

事務事業評価　前年度評価結果への対応状況など（評価時点）
事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）

視点

１　成果指標の達成度を高めていく必要がある

４　より効果的・効率的に取り組む必要がある

３　より一層の成果発現に向け、取組を強化する必要がある

２　更に取組が必要な事項がある

C00901,C0130

3,C02202,C02

207

0545
自動車関連分野販路拡大
事業

C00901A3421,A3422,

A3423

A3411,A3421,

A3422,A3423,

A3851

A3412 C02201

0547

業界間連携による自動車・
食関連機械分野の製品開
発モデル事業（戦プロ）

施策コード平成３０年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　１次評価結果（各部局による評価）　

事務事業
整理番号

事務事業名 視点
北海道強
靱化計画

05

関連する計画等

６　施策・事務事業の翌年度に向けた対応方針

政策体系 方向性

関連する事務事業

北海道創生
総合戦略

新・北海道
ビジョン

C01303,C0220

2
施策推進に
向け改善

0546
食関連機械分野販路拡大
事業

A3411,A3421,

A3422



05 － 10

対応方針
番号

①

対応方針
番号

対応方針
番号

（３）事務事業への反映状況

1 5 6

0547 終了
業界間連携による自動車・食関連機械分野の製品開発モデル事業
（戦プロ）

0556 改善次世代自動車関連ものづくり産業振興事業

整理番号 次年度の方向性

自動車関連分野販路拡大事業 改善

0546 食関連機械分野販路拡大事業 改善

0545

施策

事務事業

拡　　充

0544 改善

事務事業名

参入促進支援事業

反 映 結 果
4

対 応

事務事業
整理番号

＜新たな取組等＞
・自動車関連分野への参入を更に促進するため、新素材や新技術を有する道内企業の発掘やビジネスマッチング、展示商談会等を開催するほか、食関連機械分野では、食品製造現場でのＩｏＴ・ロボットの活用など生産性
向上に資する機器等を開発するメーカーへの専門家の派遣等を行い、製品開発を支援する。また、航空機関連分野への新規参入を促進するため、セミナーの開催や人材の育成、販路拡大を支援する。（新規：自動車関連
新分野参入促進事業費、食関連ものづくり産業振興事業費、航空機関連分野参入促進・人材育成事業費）

・ものづくり企業における技術系人材の育成や、人材確保を支援するため、ＡＩ・ＩｏＴ・ﾛﾎﾞｯﾄ技術、生産・品質管理に関するセミナーを開催するほか、首都圏等のＵＩターンフェアへの出展やバスツアーなどによる本道ものづく
り産業への理解促進に取り組む。（新規：ものづくり人材技術力強化事業費、ものづくり産業分野人材確保支援事業）

・ＡＩやＩｏＴ分野における道内企業の連携の取組や技術を道外展示会においてＰＲするとともに、企業が求める人材確保のため、道内外における求職者に対し、各企業をＰＲする合同説明会を開催するほか、道内ＩＴ企業へ
の新規学卒予定者の確保に向け、道内のＩＴ系専門学校生を対象に職場見学バスツアーを実施し、企業への理解促進・認知度向上を図る。（新規：企業間連携型IT産業等振興事業）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

事務事業名

合　　　計方　向　性

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

次年度新規事業
（予定）

事務事業
整理番号

統　　合 廃　　止

事務事業名

８　評価結果の反映

平成30年度　基本評価調書

終　　了

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

各部局の対応（2019年3月末時点）

改　　善

施　策　名

事務事業

各部局の対応（2019年3月末時点）

施策コード

縮　　小


