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2 (4) C

2 (4) A

特定分野別
計画等

北海道科学技術振興計画

現状と
課題

科学技術振興室科学技術振興Ｇ
011-204-5126（内線26-832）

本道の活性化に役立つ科学技術の振興 産学官の共同研究件数

新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進 健康長寿・医療関連産業の創造 －

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野） 中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性）

北海道創生総
合戦略

A3412, A3841, A3842, A3851
北海道

強靱化計画

総合計画の指標

経済・産業

経済・産業

新・北海道
ビジョン

C01304, C01305, C01805, C02205, C02206, C02208,  C03101,

C03201, C03202, C03707, C04001, C04003,C05801, C06502, C06504,

C06505

１　目標等の設定

政
策
体
系

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

・本道の特性を活かした研究開発や研究成果の移転などを促進し、地域におけるイノベーションを
生み出す仕組みを構築するため、産学官金等の協働や、研究開発拠点の形成などを推進する。
・公設試験研究機関や産業支援機関などを活用した技術ニーズや課題に対応した技術支援、航
空宇宙分野の研究開発や実験の誘致活動など、新たな価値を生み出す研究開発の取組を推進
する。
・科学技術に親しむ機会の提供や、科学技術・産業の発展などを担う人材の育成・確保を進める
とともに、新事業、新産業の創出に結び付く知的財産の戦略的な創造・保護・活用に係る取組を推
進する。

・本道の経済の活性化と自立的発展、安全で安心な生活基盤の創造及び環境と調和した持続
的な社会の実現に寄与することを目指し、道では、国の大型プロジェクトを活用した研究開発拠
点の形成や研究開発機能の充実など、科学技術の振興に取り組んでいるが、全国一広大な本
道において産業の振興を一層図るためには、各地域の様々な特性や政策課題を踏まえつつ、
産学官金の関係者が強固に連携をとりながら、大学を核とした研究開発拠点の形成や、地域資
源を生かした新事業・新産業の創出など、本道経済の自立化及び活性化に向けた取組を進め
る必要がある。

新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進

施 策 名
照   会   先

経済部所 管 部 局

科学技術振興室
科学技術の振興と技術支援の推進

施策コード作成責任者 経済部長　倉本　博史



H28

H29

H30

【技術支援の推進】
[道]道立工業技術センターによる研究開発、技術支援
[産業支援機関]北海道立総合研究機構工業試験場など中核的支援機関と
連携したものづくり企業の技術向上

2(4)C

政策体系 政策体系

2(4)A

2(4)C

役割等

【知的財産の創造・保護・活用】
[国]知的財産基本法に基づき知的財産推進計画を策定。知的財産に関す
る重要施策の企画・推進及び実施
[道]北海道科学技術振興計画に基づく施策の実施および調整
[関係団体]北海道知的財産戦略本部によりオール北海道の推進体制を構
築。北海道知的財産戦略推進計画に基づき関係機関と連携した各種施策
を推進

2(4)C

政策体系役割等 施策の予算額

今年度の取組

政策体系

2(4)C

【産学官連携】
[国]科学技術基本計画に基づく施策の実施及び調整
[道]北海道科学技術振興計画に基づく施策の実施および調整
[大学等]大学・試験研究機関の中期目標・中期計画に基づく研究開発の
実施及び地域貢献
[支援団体]研究開発の支援、研究成果の普及及びコーディネート活動
[金融機関]意欲ある取組の発掘及び育成、事業化に向けた産学官への助
言
[事業者]研究開発、新技術の導入、研究成果の実用化、新製品の創出等

今年度の取組

【科学技術の振興】
[国]科学技術振興法に基づき科学技術基本計画を策定
[関係者]国、学界、産業界、国民等
[道]科学技術振興条例及び北海道科学技術振興計画に基づく各種取組

今年度の
取組

2(4)A

2(4)C

施策の
推進体制
（役割・取組等）

905,602

327,745

892,760

2(4)C

【科学技術の振興】
○様々な機関との相乗効果のある科学技術イベントや北海道150年を契機とする宇宙分
野への関心を高める取組の効果的な実施
○優れた研究開発等の顕彰及び周知

2(4)C

【知的財産の創造・保護・活用】
○知的財産の普及啓発と活用促進
◎北海道知的所有権センターの運営を通じた道内中小企業の開放特許の活用支援

【産学官連携】
◎先端技術の活用や本道の強みを活かした産学官連携の推進
◎宇宙分野の研究・実験拠点の形成や衛星データ利用ビジネスの創出に向けた取組の
推進
◎国内外との競争力を備えた研究成果の事業化や実用化等の推進
◎札幌医科大学とライフサイエンスの共同開発を進めている企業の施設整備を支援

2(4)C

【技術支援の推進】
◎地域の産業支援機関や道立工業技術センターによる技術支援等の推進
○関係市町等との協議により取りまとめた、道立工業技術センターのあり方に係る取組の
着実な推進
○積雪寒冷環境に対応したＩｏＴ製品等の新製品・新技術の創出に向けた、道総研工業試
験場の施設・機器の整備



前年度付加意見

事務事業
整理番号

事務事業名

事務事業

前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）

施策

前年度付加意見

事務事業

事務事業
整理番号

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＞

＜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（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



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

2(4)C

【知的財産の創造・保護・活用】
○知的財産の普及啓発と活用促進
・地域団体商標制度の周知に取り組んできた結果、平成29年度の地域団体商標の新規出願数は1件増えて累計53件と
なった。

◎北海道知的所有権センターの運営を通じた道内中小企業の開放特許の活用支援
・特許流通サポーターによる企業訪問等の活動により、平成29年度の特許流通相談件数は目標（630件）を大きく上回る
736件となり、うち、6件の特許流通成約、6件のマッチングが図られた。

2(4)C

【産学官連携】
◎先端技術の活用や本道の強みを活かした産学官連携の推進
　北大リサーチ＆ビジネスパーク構想の推進や全道産学官推進協議会の開催など、本道の強みを活かした産学官連携を
推進した結果、H29は1,428件の産学官共同研究の推進が図られた。

◎宇宙分野の研究・実験拠点の形成や衛星データ利用ビジネスの創出に向けた取組の推進
　平成30年4月に北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会を設立し、産学官の連携体制の構築を図った結果、50以上の
会員団体の参画があり、道内企業における新たなビジネス創出に向けた動きが進み始めている。

◎国内外との競争力を備えた研究成果の事業化や実用化等の推進
　健康科学・医療融合拠点形成などを目指す北大リサーチ＆ビジネスパーク構想を推進した結果、これまで41件の実用化
が図られた。

◎札幌医科大学とライフサイエンスの共同開発を進めている企業の施設整備を支援
　施設整備への支援を実施した結果、共同研究の推進が図られた。

A3412

A3841

A3842

A3851

C01305

C02205

C03101

C03201

C03202

C03707

C04001

C04003

C05801

C06502

（１）取組の実績と成果

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(4)C

【科学技術の振興】
○様々な機関との相乗効果のある科学技術イベントや北海道150年を契機とする宇宙分野への関心を高める取組の効果
的な実施
・「2018サイエンスパーク」を道総研との共催により、56機関の連携・協力の下、実施した結果、約2,600名（うち児童約1,400
名）が来場し、子ども達に科学技術を身近に体験し、理解の促進が図られた。
・宇宙へのチャレンジ推進プロジェクトとして、みらいの宇宙イラストコンクールやモデルロケット製作体験、高校生を対象と
する宇宙ベンチャーの工場見学・講義を実施した結果、参加者の宇宙や科学技術への理解が深まった。

○優れた研究開発等の顕彰及び周知
　科学技術上の優れた発明、研究等を行った者を北海道科学技術賞・北海道科学技術奨励賞として表彰し、道のウェブサ
イトなどで広く周知している。

C06505



（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

【Ｈ31予算に向けた国費要請】（H30.7月）
○本道の優良な農産物を保護するため、アジア各国に対する品種保護制度の整備促進に向け
た働きかけを強化すること。
◎衛星データの利用に係る技術実証に対する支援、射場の整備など、人工衛星を打ち上げる
民間事業者等の取組に対する支援、宇宙分野に係る大学や民間事業者等の研究開発への一
層の支援を行うこと。
◎地域の優位性を発揮した産学官連携による事業化や基盤構築の取組を長期的視点で支援
する制度を創設・拡充、地域企業等と全国の大学をマッチングし、共同研究から事業化まで一
貫した取組を支援する制度を充実すること。
◎地域の中小企業の技術支援を担う公設試験研究機関及び産業支援機関に対し、設備の導
入への支援を行うこと。

施策に
関する

道民ニーズ

○連合北海道からの要請（H29.8月）
　道内企業におけるＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータの活用拡大に向けて、企業と道立試験研究機関、大
学・高専等との産官学連携を促進し、研究開発体制の充実をはかること。
○道経連からの要望（H29.11月）
・「健康科学・医療融合拠点」の形成に向けて、事業費支援の継続および国の大型事業等の獲得
を目指すために道の推進体制を強化すること。
・道内での宇宙関連産業の集積の促進に向けて、衛星データ利活用を含む宇宙関連の研究・技
術開発を道内で行う民間事業者や大学等に対する支援を拡充すること。
・ＡＩ・ＩｏＴなどの情報通信技術を活用した道内産業の生産性向上や地域課題の解決に向けて、産
学官金の連携による研究開発や技術開発に対する支援を行うこと。
・北大リサーチ＆ビジネスパーク構想の新たなステージの展開に向けて、産学官連携の活発化や
事業化の促進がより一層進むよう人的支援および資金支援を継続すること。
・新事業・新製品の開発促進に向けて、産学連携をベースとした研究開発から事業化までの一貫
した開発活動に対する財政支援を強化すること。
○北海道市長会からの要請（H30.6月）
　外国における日本地名等の第三者による商標登録出願を防止するため、国が実施している中
国等に関する商標登録出願調査の対象を全地方自治体に拡大するとともに、関係国と協議を行う
など、対策強化を図ること。
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。

2(4)C

【技術支援の推進】
◎地域の産業支援機関や道立工業技術センターによる技術支援等の推進
・道立工業技術センターにおいて個別技術支援を371件実施。
・地域の産業支援機関を通じた技術の高度化や事業化加速に向け、７機関に企業支援マネージャーを配置し企業支援を
実施しているほか、技術講習会を実施。

○関係市町等との協議により取りまとめた、道立工業技術センターのあり方に係る取組の着実な推進
・道立工業技術センターのあり方に係る取組の着実な推進に努めている。

○積雪寒冷環境に対応したＩｏＴ製品等の新製品・新技術の創出に向けた、道総研工業試験場の施設・機器の整備
・総合政策部研究法人室と連携の上、平成31年３月までの施設・機器の整備に向けて取り組んでいる。

A3412 C01304

C01805

C02206

C02208

C06504

2(4)A

2(4)C

【産学官連携】
◎国内外との競争力を備えた研究成果の事業化や実用化等の推進
　健康科学・医療融合拠点形成などを目指す北大リサーチ＆ビジネスパーク構想を推進した結果、新たに1件の実用化が
図られた。

◎札幌医科大学とライフサイエンスの共同開発を進めている企業の施設整備を支援
　施設整備への支援を実施した結果、共同研究の推進が図られた。

A3842
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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

北海道みらい事業として宇宙へのチャレンジ推進プロジェクトを実施し、PRな
ど連携しながら事業に取り組んだ。

技術普及課が推進するスマート農業連携協議体を通じて、スマート農業に取
り組む関係者へ北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会に関する情報提
供を行うなど、連携しながら事業に取り組んだ。

経済部産業振興課と合同で立ち上げた「北のものづくりネットワーク（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され、ものづくり企業をワンストップで支
援する体制）」を活用し、全道的な協働体制で企業支援を実施している。

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果

健康科学・医療融合拠点の形成に向けた取組に関するセミナーを共同で実
施するなど、連携しながら産学官による研究開発を支援し、道産機能性食品
の開発促進、高付加価値化、販路拡大などに取り組んだ。

航空宇宙産業分野にかかる部品・加工等説明会（H30.2月）を共同で開催す
るなど、連携しながら道内企業の航空宇宙関連分野への参入支援に取り組
んだ。

－

－

連携内容
連携先

N0511

科学技術の振興と技術支援の推進 施策コード

政策体系
関係部・関係課施策コード

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）

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。

経済部産業振興課

N0510 経済部産業振興課

北海道150年を機会に宇宙分野への関心を高める取組を北海道みらい事
業と位置付けて、150年の取組と連携して推進する。

航空宇宙関連の研究や実験の拠点形成に向け、各種取組を一体的に推
進する。 N0510

N0214 総合政策部政策局北海道150年事業室

N0602 農政部技術普及課

－

－

2(4)A

農業のスマート化に関する情報交換等により、相互連携した取組を進め
る。

経済部産業振興課

N0501 経済部食関連産業室
「北海道バイオリーディング・プロジェクト」の推進に向け、「ヘルスイノベー
ション拠点」の形成や新産業創出を先導する「北海道バイオリーディング・
プロジェクト」を推進する。



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

道が参画している北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会では、2月に北
海道大学における研究成果などを紹介する「北大リサーチ＆ビジネスパーク
セミナー」を実施し、3月には企業や学生を対象としたビジネスアイデアコンテ
ストを実施するなど、連携しながら効率的に実施した。

道総研が行う研究費等の財源を措置するとともに、大学やその他の試験研
究機関に対してはノーステック財団が行うイノベーション創出研究支援事業な
どを通じて、道内における産学官による共同研究、事業化に支援を行ってい
る。
また、総合政策部研究法人室と連携の上、北海道立総合研究機構工業試験
場の機能強化のため、施設・機器の整備に向けて取り組んでいる。

取組の実績と成果

平成30年7月に、札幌駅前地下歩行空間及び道庁赤れんが庁舎において
「2018サイエンスパーク」を開催した。北海道立総合研究機構9機関、民間企
業42機関と連携することにより、効果的なPRを実施することができ、約2600
人（うち小学生1400人）の来場につながった。

大樹町や十勝管内市町村等で構成する期成会との共催で、道庁１階ロビー
でのパネル展示（H29..8月）や大樹町での宇宙ベンチャーによる工場見学・講
義（H30.8月）を開催するなど、連携しながら事業に取り組んだ。

平成29年５月に、道政広報コーナー（特設展示場A）において展示会を開催し
た。道有施設を活用することにより、広く道民に高専技術の情報を発信するこ
とができた。
平成30年度の展示会の開催に向けて、展示内容や方法等について道内４高
専と調整している。

北海道のものづくり産業の振興に向けた人材の育成、確保のため、道内工業高等専門
学校のロボコンの支援及び研究活動に関する展示会を開催する。

本道の特性を活かした研究開発や研究成果の移転などを促進するととも
に、地域におけるイノベーションを生み出す仕組みを構築するため、北海
道科学技術振興計画に基づき、産学官の共同研究を推進する。
また、本道のものづくり産業の高度化に向け、北海道立総合研究機構工
業試験場の機能を強化する。

2(4)C

N0203

北海道立総合研究機構

民間企業

十勝管内市町村（大樹町、帯広市）

十勝管内民間団体等

道内４高専
（函館、苫小牧、釧路及び旭川工業高等専門学校）

北大Ｒ＆ＢＰ構想を推進するため、関係機関と連携して、これまでの成果の事業化に向
けたセミナーやベンチャー企業向けピッチイベントを開催する。 ノーステック財団、北海道大学、札幌市等

連携先

総合政策部研究法人室

連携内容

北海道の航空宇宙分野に関する取組について効果的な情報発信を行うため、セミナー
やパネル展を実施する。

子ども達に科学技術を身近に体験し、理解を深めてもらうためのイベント「2018サイエン
スパーク」を開催する。



取組の実績と成果

北海道フード＆メディカルイノベーション国際拠点が代表機関として進める
「食と健康の達人」プロジェクトの参画機関として、文部科学省などの視察や
参画機関等が集まる意見交換の場に参加し、随時、情報交換を実施した。

北海道経済産業局を中心とする知的財産戦略本部の構成機関等と連携し、
知的所有権センター設置による北海道発明協会を中心とする知財相談体制
への参画、日本弁理士会北海道支部との協働による訪問事業、及び中小企
業総合支援センターへの助成による海外展開への支援に取り組んだ。

産学グループが実施する研究開発に支援するなど、連携しながら取り組ん
だ。

連携内容 連携先

北大フード＆メディカルイノベーション国際拠点を中心に実施される、「食と健康の達人」
プロジェクトに参画し、研究開発や事業化の取組を推進する。 北海道大学等

民間企業

北海道経済産業局など道内の知的財産施策を実施している産学官金の関係２９機関と
連携し、北海道の産業競争力強化に向け、中小企業等の知財活用の促進や海外展開
の支援、道内の地域ブランド形成の支援等の取組を実施する。

北海道経済産業局等

再生医療分野を含む先進的な医薬品や医療機器等の実用化・産業化等を推進する。
ノーステック財団等
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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

目 標 値 1,037 1,052 1,100

北海道総合計画 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

実 績 値 1,251 － 1,251

達成率 120.6% － 113.7%

達成度合の分析　ほか

産学官の共同研究の件数
基準年度 H26 年度 H30 最終年度 H37

　北大Ｒ＆ＢＰ構想の推進や、全道産学
官ネットワーク推進協議会などの取組を
した結果、道内における産学官の共同研
究が進んでいる。

基 準 値 1,007 目標値 1,052 最終目標値 1,100 年    度 H29 H30 進捗率

〔指標の説明〕
道内の大学及び道立試験研究機関と民間
企業等との共同研究の件数
※指標改定前(H29年度まで)の目標値など

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

主① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標
達成度合 A 評価年度 H29

60.0%

107.1% － 95.2%

達成度合 A 評価年度 H29
達成度合の分析　ほか

関連団体と連携して道内施設等をＰＲし
たことなどにより、着実に目標値を達成し
ている。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 3 4 5

実 績 値 3 － 3

達成率 100.0% －

達成度合 A 評価年度 H29
達成度合の分析　ほか

　北大Ｒ＆ＢＰ構想の推進や、全道産学
官ネットワーク推進協議会などの取組を
した結果、道内における産学官の共同研
究が進んでいる。
※Ｈ30年度から指標の改定を行ってお
り、Ｈ29年度の目標値、達成率、達成度
合については参考値。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 1,333 1,357 1,500

実 績 値 1,428 － 1,428

達成率

〔指標の説明〕
大学等研究機関や民間企業等が道内で新
たに実施した航空宇宙分野及び当該分野関
連技術を活用した研究・実験の件数

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道創生総合戦略 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

関① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

航空宇宙分野における研究・実
験の道内への新たな誘致

基準年度 H26 年度 H30 最終年度 H31

基 準 値 0 目標値 4 最終目標値 5

〔指標の説明〕
道内の大学等（国・公・私立大学、短大、高
専等）及び道立試験研究機関と民間企業等
との共同研究の件数
※H30年度から指標の対象範囲に私立大学
等を追加したことに伴い、H28年度の1,308件
を基準として最終目標値などを修正。（Ｈ
31.2）

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

産学官の共同研究の件数
基準年度 H26 年度 H30 最終年度 H37

基 準 値 1,135 目標値 1,357 最終目標値 1,500

主① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 科学技術の振興と技術支援の推進

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策コード



●　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

達成度合 A 評価年度 H29
達成度合の分析　ほか

セミナーや展示会等に積極的に参加し、
企業等と関わる機会を増やしてきた結
果、制度の認知度が向上し、相談件数が
増えている。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 630 735 755

実 績 値 736 － 736

達成率 116.8% － 97.5%

達成度合 － 評価年度 －
達成度合の分析　ほか

北海道経済産業局を中心とする知的財
産戦略本部の構成機関等と連携し、知的
所有権センター設置による北海道発明協
会を中心とする知財相談体制への参画
等を行ってきている。
現時点で平成29年度以降の数値が公表
されていないため、算定不可。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 － 720 880

実 績 値 － － －

達成率 － － －

達成度合 A 評価年度 H30
達成度合の分析　ほか

チラシを札幌市内の全小学生に配布する
など積極的なPRを行ってきた結果、夏休
みの小学生向け科学イベントとして定着
している。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 800 1,400 1,400

実 績 値 1,300 1,400 1,400

達成率 162.5% 100.0% 100.0%

● 本施策に成果指標を設定できない理由

〔指標の説明〕
北海道知的所有権センターに配置している
特許流通サポーターによる１年間の特許流
通に関する相談件数

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道科学技術振興計画 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

他③ 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

特許流通サポーターによる特許
流通相談件数

基準年度 H28 年度 H30 最終年度 H34

基 準 値 725 目標値 735 最終目標値 755

〔指標の説明〕
道内の大学、高専等が企業等へ特許等の実
施許諾をした件数

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道科学技術振興計画 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

他② 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

道内大学等における特許等の実
施許諾数

基準年度 H28 年度 H30 最終年度 H34

基 準 値 686 目標値 720 最終目標値 880

〔指標の説明〕
サイエンスパークにおける、参加児童生徒の
人数

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道科学技術振興計画 2(4)C 増加 (実績値／目標値)×100

他① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

「サイエンスパーク」参加児童生
徒数

基準年度 H29 年度 H30 最終年度 H34

基 準 値 1,240 目標値 1,400 最終目標値 1,400
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Ｐｌａｎ

0701 2(4)C
研究開発推進事業費(フロンティア分
野研究開発推進費）

宇宙・海洋分野での研究開発を推進するためのプロジェクト誘致や普及活
動等

科学技術振
興室

124 124 0.1 0.0 0.1 927

0702 2(4)C

研究開発推進事業費（北海道宇宙科
学技術創成センター活動支援事業補
助金）

宇宙分野での研究開発を推進するためのプロジェクト誘致や普及活動等
科学技術振
興室

1,400 1,400 0.5 0.0 0.5 5,415

0703 2(4)C
研究開発推進事業費（宇宙産業育成
事業）

宇宙産業の育成を図るため、衛星データ利用分野における新ビジネス創出
科学技術振
興室

2,996 2,996 0.3 0.0 0.3 5,405

0704 2(4)C
研究開発推進事業費（宇宙へのチャ
レンジ推進事業）

宇宙分野を目指す人材の育成や科学技術への理解促進
科学技術振
興室

3,396 3,396 0.2 0.0 0.2 5,002

0705 2(4)C ＡＩ／ＩｏＴ等先端技術導入促進事業
道内産業の効率化や生産性向上に向けた、ＡＩ／ＩｏＴなどの先端技術を活
用した新たな取組の創出を図るための、道内大学などによる研究成果の普
及啓発

科学技術振
興室

3,357 0 0.1 0.0 0.1 4,160

0706 2(4)C
研究開発推進事業費(科学技術振興
戦略推進費)

「北海道科学技術振興条例」の基本計画となる「北海道科学技術振興計画」
に基づく科学技術の振興に関する施策の推進等

科学技術振
興室

6,532 6,532 7.3 0.0 7.3 65,151

0707 2(4)C 科学技術振興室総合調整等業務
室職員の管理・監督、議会事務、対外調整及び企画に関する事務、科学技
術審議会に関する事務、各種表彰事務、その他室の庶務に関する事務等

科学技術振
興室

0 4.8 0.0 4.8 38,544

0708 2(4)C
研究開発推進事業費（Ｒ＆ＢＰ整備
推進事業費）

産学官連携による研究開発から事業化までの一貫したシステムの構築等
を、北大をはじめ全道の主要地域で推進。（独）中小機構が北大キャンパス
内に設置したインキュベーション施設を活用し、大学発ベンチャー企業等の
創業や育成を支援する。

科学技術振
興室

14,186 14,186 3.0 0.0 3.0 38,276

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）

科学技術の振興と技術支援の推進

 (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

0709
2(4)A

2(4)C

科学技術振興事業費補助金（研究開
発支援事業費補助金）

産学官が連携して行う基礎的研究・応用研究・実用化研究に対する支援を
行う。

科学技術振
興室

29,455 29,455 0.2 0.0 0.2 31,061

0710 2(4)C
研究開発推進事業費(知的所有権セ
ンター事業費）

道内中小企業等に対し、開放特許等の流通や特許情報の活用を支援する
ことにより、新事業、新産業の創出を図るため、北海道知的所有権センター
を運営する。

科学技術振
興室

7,500 7,500 0.8 0.0 0.8 13,924

0711 2(4)C

研究開発推進事業費（科学技術振興
戦略推進費（北海道中小企業総合支
援センター補助金））

国（特許庁）の事業を活用し、道内中小企業が外国へ特許出願等を行う際
に、(公財)北海道中小企業総合支援センターが開催する委員会等への経費
を補助し、道内中小企業者の海外展開を支援する。

科学技術振
興室

200 200 0.2 0.0 0.2 1,806

0712 2(4)C ものづくり支援センターに関すること
ものづくり支援センター機能を活用し、地場企業への研究開発や生産・品質
管理技術、基盤技術の高度化を促進

科学技術振
興室

0 0.2 0.0 0.2 1,606

0713 2(4)C
高度技術産業集積活性化事業費（工
業技術センター指定管理者、委託）

高度技術産業集積活性化地域（3地域）における新事業創出の促進
（工業技術センター指定管理負担金及び委託事業等に係る経費）

科学技術振
興室

28,374 21,694 0.5 0.0 0.5 32,389

0714 2(4)C
高度技術産業集積活性化事業費（団
補）

高度技術産業集積活性化地域（3地域）における新事業創出の促進
（工業技術センター実施事業に係る補助金）

科学技術振
興室

138,195 133,233 0.4 0.0 0.4 141,407

0715 2(4)C
ＪＫＡ（旧日本自転車振興会）補助金
に関する事務

日本自転車振興会補助事業を活用した工業試験場及び工業技術センター
の機器整備

科学技術振
興室

0 0.1 0.0 0.1 803

0716 2(4)C
その他公設試験研究機関等に関す
る事務

公設試験研究機関等を運営する関係団体との調整
科学技術振
興室

0 0.2 0.0 0.2 1,606

0717 2(4)C
北海道産学官共同研究拠点に関す
る事務

産学官試作・実証研究センターの円滑な事業運営に関する関係団体との調
整

科学技術振
興室

0 0.1 0.0 0.1 803



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

0718 2(4)C 参入促進支援事業

各分野への参入に向けて技術力のレベルアップが必要な企業に対し、企業
のニーズや課題に対応した技術力の向上や人材の育成を地域のものづくり
支援拠点（地域産業支援機関７機関）やノーステック財団との連携体制によ
り支援。

科学技術振
興室

58,143 229 0.6 0.0 0.6 62,961

0719 2(4)C
寒冷環境対応IoT製品等の開発支援
拠点整備事業費

積雪寒冷環境対応のIoT製品や、航空宇宙関連機器の開発・製造の加速化
（道立総合研究機構工業試験場における施設・機器の整備）

科学技術振
興室

548,453 548,453 274,227 0.2 0.0 0.2 550,059

0720 2(4)C
高度技術産業集積活性化事業（機器
整備）

高度技術産業集積活性化地域（3地域）における新事業創出の促進
（センター運営の安定化に向けた機器整備）

科学技術振
興室

63,291 22,896 0.2 0.0 0.2 64,897

548,453 905,602 517,944 20.0 0.0 20.0 1,066,202計



―

(1)成果指標の分析

A・B指標
のみ

5
計

4 0 0 0 1

-

A・B指標
のみ

＜産学官の共同研究の件数【Ａ】＞
　北大Ｒ＆ＢＰ構想の推進や、全道産学官ネットワーク推進協議会などの取組をした結果、道内における産学官の共同研究が進んで
いる。

＜航空宇宙分野における研究・実験の道内への新たな誘致【Ａ】＞
　関連団体と連携して道内施設等をＰＲしたことなどにより、着実に目標値を達成している。

＜「サイエンスパーク」参加児童生徒数【Ａ】＞
　チラシを札幌市内の全小学生に配布するなど積極的なPRを行ってきた結果、夏休みの小学生向け科学イベントとして定着してい
る。

＜特許流通サポーターによる特許流通相談件数【Ａ】＞
　セミナーや展示会等に積極的に参加し、企業等と関わる機会を増やしてきた結果、制度の認知度が向上し、相談件数が増えてい
る。

＜道内大学等における特許等の実施許諾数【－】＞
　現時点で平成29年度以降の数値が公表されていないため、算定不可。

12(4)C 4

 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

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B C D -

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

13平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 科学技術の振興と技術支援の推進 施策コード 05



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

A・B指標のみ a 概ね順調に展開

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

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

○ 「北海道バイオリーディング・プロジェクト」の推進など、政策の実現に向けた取組において、関係する施策間・部局間で連携した成果が確認できる。

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

○ 「2018サイエンスパーク」など、政策の実現に向けた取組として、地域・民間と効果的に連携した成果が確認できる。

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

○
宇宙産業の育成に向けた支援の充実・強化、本道の優位性を活かしたイノベーションの創出、ものづくり産業の競争力強化など、必要な要望を国に対し
て実施しており、状況の進捗が認められる。

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

○
各種団体の要望、科学技術審議会・地域懇談会における有識者や産学官関係者からの意見、各種イベント開催時におけるアンケート調査の結果を施策
の推進に役立てている。

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

○
産学官金等の協働による研究開発、公設試験研究機関等を通じた技術支援のほか、宇宙産業の育成やAI/IoTをはじめとした先端技術の導入促進な
ど、社会情勢や産業ニーズを踏まえた取組を行っている。

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

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）

対応しているとする理由



―

3

3

4 A3412 C02206

２　更に取組が必要な事項がある

① 2(4)C

② 2(4)C

視点

ものづくり企業の技術力向上を支援する参入促進支援事業は今年度で終了予定であることから、本道経
済の発展を加速させ、道内製造業の生産性の更なる向上等を目指し、IoT、ロボティクスをはじめとした先
端技術の導入・応用に対する支援を検討する。

参入促進支援事業
再構築に
向け終了

0718

方向性

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）

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

内　　　　容
対応方針
番号

13科学技術の振興と技術支援の推進

C01303

C01305

C01805

C02205

C03101

C03102

C03707

C06502

A3412

A3841

A3842

施策推進に
向け改善

0709

科学技術振興事業費補助
金（研究開発支援事業費補
助金）

国が進めている第４次産業革命やＳＤＧｓ,宇宙産業ビジョン2030などを踏まえつつ、生産性を向上させるな
ど持続可能な社会づくりに資する産学官連携による取組を支援していく。

施策推進に
向け改善

0703
研究開発推進事業費（宇宙
産業育成事業）

C03201A3851

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

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

対応方針



05 － 13

対応方針
番号

①

②

対応方針
番号

対応方針
番号

（３）事務事業への反映状況

1 3 3

整理番号 次年度の方向性

研究開発推進事業費（宇宙産業育成事業） 改善

0718 参入促進支援事業 終了

0703

施策

事務事業

拡　　充

0709 縮小

事務事業名

科学技術振興事業費補助金（研究開発支援事業費補助金）

1
反 映 結 果

1

対 応

事務事業
整理番号

＜新たな取組等＞
食関連産業の就業人口が減少している中、生産を維持していくため、先端技術の導入による省力化に向けた産学官の推進体制を構築し、農作業機械のスマート化やAI・ロボットによる食品製造現場の自動化などの技術開
発を支援する。
（新規：食関連産業省力化促進事業費）

（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

＜新たな取組等＞
・道内製造業の人手不足や生産性向上に対応するため、ＩｏＴ、ロボティクスをはじめとした先端技術等の導入・応用を促進することとし、地域のものづくり支援拠点を活用して、ものづくり企業など機械器具のメーカー側と食
品製造業などのユーザー側とを一体的に支援する。
（新規：先端技術の導入支援等による地域企業生産性向上事業）
・ＡＩ・ＩｏＴの活用による地域産業のイノベーション創出に向けた支援体制を構築するため、道立工業技術センターの基盤整備を行う。
（新規：地域新成長産業創出促進事業費）

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

科学技術の振興と技術支援の推進

＜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）

（１）一次評価結果への対応

施策コード

縮　　小


