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2 (5) A

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野）

B4441,B5213

特定分野別
計画等

中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性） 総合計画の指標

経済・産業
政
策
体
系

食関連産業室輸出戦略グループ
011-204-5138(26-823)

アジアなど海外への北海道産食品の輸出拡大 道産食品の輸出額

北海道創生総
合戦略

A3134,A3191,A3213,A3216,A3217,A3221,A3811,A3821,A3822,A382

3,A3824,A3961,A4124

北海道
強靱化計画

新・北海道
ビジョン

C00101,C00102,C00103,C00104,C00105,C00106,C00107,C00108,C001

09,C00201,C00202,C00203,C00301,C00302,C00303,C00304,C00305,C0

0306,C00307,C00308,C00309,C00310C00311,C01202,C01506,C02204,

C02701,C02704,C02705,C02706,C02707,C02708,C05804,C02803

１　目標等の設定

北海道食の輸出拡大戦略

現状と
課題

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

・北海道食の輸出拡大戦略に基づき、商流・物流網の整備、輸出支援体制の確立、機能性食品
市場やイスラム圏市場といった成長が期待される新たな市場への展開などといった施策を品目
別、国・地域別などの展開方向に沿って進め、食の可能性を最大限に発揮した輸出拡大を促進す
ることによって、道内各地の資源を生かして海外需要を積極的に取り込み、力強い地域経済の構
築を図る。

・北海道の輸出額はH21年からH24年まで300億円台で推移。海外における需要の高まりなどか
らホタテやサケなど水産物等の輸出額が増加し、H26年は663億円となった。さらに、H27年は輸
出額の約9割を占める水産物・水産加工品の輸出増加に加え、青果物や菓子類も増加したこと
により、773億円と過去最高水準となった。しかし、H28年は農畜産物やスイーツなどの加工食
品の輸出が増加した一方、自然災害によるホタテの減産などに伴う水産物・水産加工品の輸出
が減少した結果、702億円と前年から71億円（9.1%減）となり、H29年も前年同様の理由により道
産食品の輸出額は674億円（3.9%減）と、2年連続で前年を下回った。
・輸出額の増加に向けた主な課題は、生産・製造については一次産品の安定生産と輸出対応
力の向上、輸出に取り組む事業者等の裾野の拡大と輸出先国、輸出品目の多様化、商流・物
流については、効率的な物流網の構築及びこれと一体となった販路開拓、販売・ブランドについ
ては、北海道ブランドの効果的な浸透が挙げられる。

海外の成長力を取り込んだ経済の持続的発展

施 策 名
照   会   先

経済部所 管 部 局

経済部食関連産業室
道産食品の輸出拡大

施策コード作成責任者 食産業振興監　中田　克哉



H28

H29

H30

政策体系

今年度の取組

役割等政策体系役割等 施策の予算額

2(5)A

〔道〕
・地域における企業や団体など関係者との連携体制を構築し、取組を支援
・輸出拡大に向けた総合的支援体制の確立
・主要輸出先国における衛生基準、食品の規格・基準情報の収集・提供
・北海道の特性に応じた市場開拓の先導
・海外に市場拡大に向けた北海道ブランドの一体的発信
・フード特区の取組の推進・特区制度の活用の検討
〔国（出先機関）〕
・証明書の発行や諸外国への働きかけなど輸出環境の整備
・民間や地域の取組のバックアップ
〔支援機関〕
・国や道との連携による相談対応
・現地市場情報の提供
・規制等に関する情報提供
〔民間〕
・海外市場ニーズに合致した輸出品の生産・開発・供給
・商談会等の機会を活用した積極的な販路開拓

0

143,442

施策の
推進体制
（役割・取組等）

130,923

2(5)A

［商流・物流網の整備］
◎米、青果物、牛肉等について、有望市場への戦略的なプロモーション活動等を実施
◎ブリ、サバ、高次加工品などについて、量販店でのイベント開催や商談会などを実施
◎道、ホクレン、ぎょれんの連携による「北海道ブランド」を生かしたプロモーション活動等
を実施
◎輸出事務に精通するアドバイザーを海外と道内に配置し、輸出に取り組む道内食関
連企業を支援
◎道と札幌市が連携し、ASEAN諸国の商流開拓等を実施

2(5)A

［新たな市場への展開］
◎イスラム圏市場の開拓や、機能性食品、スイーツについて、テスト輸出や現地での商談
会を実施
◎コーディネーターの設置による商品発掘やフェア・商談会の実施など、極東地域進出意
欲のある企業を支援

政策体系 政策体系

［輸出支援体制の確立］
◎海外アンテナショップでのテスト販売等を通じた商品の磨き上げや、現地ＰＲイベントを
実施
◎事務所を通じて、市場ニーズの把握から販路開拓など、企業等の活動を支援【ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ、上海、ｻﾊﾘﾝなど】
◎日EU・EPA交渉の大枠合意の下、ジェトロが実施する施策と連携して輸出促進の取組
の推進
◎フェアなどのイベントの機会を活用し、食・文化等のPRを実施

今年度の取組

今年度の
取組

2(5)A



前年度付加意見

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＞

事務事業
整理番号

事務事業名



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

2(5)A コーディネーターの設置による商品発掘やフェア・商談会の実施など、極東地域に進出意欲のある企業を支援

（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

農畜産物、水産物、加工食品の輸出拡大に向けた環境整備や、輸入規制の緩和に向けた日本
産食品の安全性確認・情報発信、「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」の充実・発
展に向けた支援の継続及び食クラスター活動の展開に対する支援の充実、強化など、道産食
品の輸出拡大に向けた取組の推進について、内閣府、外務省、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省に提案・要望した。（平成30年7月）

施策に
関する

道民ニーズ

・人口減少や国内市場の縮小が懸念される中、企業経営者意識調査（ＢＳＩ）の特別調査によると、
輸出取引のある企業の割合は全体の3.8％（平成30年7月実施、道内企業582社から回答）と低水
準。また、輸出を行っている企業においても、全体の約4割の企業が輸出金額が減少したと回答し
ており、食品を含めた道産品の海外販路拡大の余地は十分にあり。
・これら状況を踏まえ、事業間連携による支援体制の充実、きめ細やかなフォローアップによる継
続取引の促進、地域が一体となった海外展開への支援など関連する取組の効果的な推進を図っ
ている。

輸出増大に向けてHACCP取得を進めるため、毎年、開催地域を調整し、研修会を開催。平成２９年度は釧路で開催し、本
年度も道内２ヶ所で開催を予定。 A3191

（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

A3191

C00109,C0031

1,C01202,C015

06,C02706,C02

708

2(5)A
C00202,C0030

5

2(5)A

2(5)A

フェアなどのイベントの機会を活用し、食・文化等のＰＲを実施

輸出増大に向けて、現地の流通状況や消費者の嗜好等に関する調査の実施、大規模商談会に出展。

A3191

C00109,C0031

1,C01202,C015

06,C02706,C02

708

C00101,C0010

2,C00103,C001

06,C00301,C00

302

海外アンテナショップでのテスト販売等を通じた商品の磨き上げや、現地ＰＲイベントを実施 C00101,C0010

2,C00103,C001

06,C00301,C00

302

事務所を通じて、市場ニーズの把握から販路開拓など、企業等の活動を支援【シンガポール、上海、サハリンなど】

日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の妥結などにより、国際環境が変化する中、ジェトロが実施する施策と連動して輸出促進の取
組を推進する

C00101

C00106,C0030

1,C00309

C00106,C0030

1,,C00309

輸出事務に精通するアドバイザーを海外と道内に配置し、輸出に取り組む道内食関連企業を支援

民間企業等と連携し、小口貨物の混載輸送の実践を通じて課題等の検証を実施。成果報告会を開催（H30.2）

国際会合の誘致による道内の海外展開機運の醸成、対中国の参入促進・輸出拡大

C00109,C0031

1,C01202,C015

06,C02706,C02

708

2(5)A 道と札幌市が連携し、ＡＳＥＡＮ諸国の商流開拓等を実施 A3811,A3821,

A3824

2(5)A

2(5)A

2(5)A A3213
C00102,C0030

1

C00101,C0030

2,C00106

2(5)A

輸出品目の拡大に向けて、現地飲食店でのメニュー提供や量販店等でのＰＲ販売、加工製品等の開発を実施。

2(5)A A3213

A3821

2(5)A

海外アンテナショップである「北海道どさんこプラザシンガポール店」でテスト販売を実施。シンガポールでは11
月に、タイでは12月に、現地飲食店等に対して道産食材をＰＲする商談会を開催。 A3213

2(5)A

2(5)A

C00106,C0030

1,C00309

A3213

A3213

A32132(5)A
イスラム圏市場の開拓や、機能性食品、スイーツについて、テスト輸出や現地での商談会を開催
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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

N0704 水産林務部水産局水産経営課

・北海道食の輸出拡大戦略の達成に向けて、年2回開催予定の食の輸出拡
大戦略推進本部員会議において関係部局の取組内容について情報共有を
行うとともに、効果的な取組に向けた事業間連携について調整を行う。
・対米輸出水産食品取扱施設38施設、対ＥＵ輸出水産食品取扱施設19施設
に助言指導を行い、ＨＡＣＣＰによる自主衛生管理の推進を図った。
・「ＨＡＣＣＰ普及推進のための連絡協議会」を開催し、情報交換を行う等、関
係部局との連携を図った。

・北海道食の輸出拡大戦略の達成に向けて、年2回開催予定の食の輸出拡
大戦略推進本部員会議において、関係部局の取組内容について情報共有を
行うとともに、効果的な取組に向けた事業間連携について調整を行う。

取組の実績と成果

・北海道食の輸出拡大戦略の達成に向けて、年2回開催予定の食の輸出拡
大戦略推進本部員会議において関係部局の取組内容について情報共有を
行うとともに、効果的な取組に向けた事業間連携について調整を行う。

・北海道食の輸出拡大戦略の達成に向けて、年2回開催予定の食の輸出拡
大戦略推進本部員会議において関係部局の取組内容について情報共有を
行うとともに、効果的な取組に向けた事業間連携について調整を行う。
・シンガポールでの道産食材ＰＲイベント等の実施にあたり、関係部と連携し
て取組を実施した。

水産林務部水産局水産経営課N0704

2(5)A

N0601

N0602
農政部食の安全推進局食品政策課

商流の構築に向けて、関係施策の推進に当たり海外アドバイザーなど支
援機能を活用する。

N0601

N0602

2(5)A

政策体系
関係部・関係課施策コード

水産林務部水産経営課
海外アンテナショップを活用し、関係施策における輸出向け商品の選定、
開発など企業や地域における海外向けマーケティング活動を支援する。

N0704

N0410 保健福祉部健康安全局食品衛生課

「食の輸出拡大戦略推進本部員会議」を通じて関係部との連携を進め、ア
ジアなど海外への北海道産食品の輸出拡大に向けて、「北海道食の輸出
拡大戦略」に係る取組を推進する。

農政部食の安全推進局食品政策課

N0204

農政部食の安全推進局食品政策課

総合政策部交通政策局交通企画課

農政部、水産林務部や保健福祉部と連携し、ＨＡＣＣＰによる自主衛生管
理の推進を図るなど食品衛生対策を実施するとともに、農産物、水産物な
どの競争力強化を推進する。

N0704

２－２　連携の取組状況

水産林務部水産局水産経営課

農政部食の安全推進局食品政策課

N06012(5)A

N0601

連携内容
連携先

2(5)A

道産食品の輸出拡大 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）



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

取組の実績と成果

・食の輸出拡大に向け、民間企業等との連携による既存の輸出ルート等を活
用した小口貨物の混載輸送方法の周知・課題把握を実施。

・海外事務所や海外拠点を活用して得た道内企業の海外展開情報や現地市
場ニーズの情報共有を行った。

・道産品の輸出促進に向け、新輸出大国コンソーシアムを活用した個別企業
支援、セミナー・商談会・見本市への出展、高度人材の育成等の事業を展
開。
・道産食品輸出拡大戦略推進協議会の実施により、輸出拡大に係る情報共
有を実施。

道と札幌市が連携し、相互のASEAN・中国の海外拠点等を活用しながら、現地ニーズの
把握を行うことで、道産食品の輸出拡大と環境分野等における道内技術・ノウハウの海
外市場への参入を図る。

本道の貿易振興のため、道内企業に貿易情報の収集提供や貿易相談業務等を実施し
ている日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ）北海道貿易情報センターの運営に対して負担金の
支出を行う。
また、日本貿易振興機構海外事務所に職員を派遣し貿易・投資及び国際ビジネスに関
する専門知識や能力を備えた人材を育成し、本道の国際経済交流の推進を図る。
さらに、「道産食品輸出拡大戦略推進協議会」を構成し、道産食品の輸出拡大に向けた
連携、情報共有を図る。

札幌市

ＪＥＴＲＯ

連携先連携内容

民間企業等と連携し、混載輸送など効率的な輸送体制の検討を推進する。(総合政策部
交通政策局物流港湾室と連携）

道内の地域商社など
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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

施策コード

80%未満 算定不可

- 674

達成度合 A B C D -

Ｄ 評価年度 h29
達成度合の分析　ほか

特定分野別計画である「北海道食の輸出拡大戦略」
においては、輸出環境の変化等に対応しながら、平
成30年に目標達成を目指すものとして生産者団体等
関係機関・団体との合意形成を図っているほか、道
民意見募集においても同様の目標設置を行っている
ため、中間年の目標は設定していない。
そのため、本指標の達成度合については総合計画
における進捗の目安として目標値を設定しており、関
係者と一体となった取組を行っているが、平成２６年
の大型低気圧などの影響によるホタテガイの減産等
に伴い目標には達しなかった。

h30 進捗率

目 標 値 918

80%以上
90%未満

根拠計画

直近の成果指標
の達成率

●　達成度合について

100%以上　
90%以上
100%未満

● 本施策に成果指標を設定できない理由

〔指標の説明〕
道内港（港湾、空港）で通関し、直接海外へ
輸出された道産食品の輸出額。財務省函館
税関「貿易統計」から北海道で独自集計。平
成30年に輸出額1,000億円という目標を達成
し、以降それ以上をめざすこととしている。

達成度合

北海道総合計画
北海道食の輸出拡大戦略 2(5)A

1,000 1,500

実 績 値 674

達成率 73.4% - 44.9%

最 終 目 標

平成30年度　基本評価調書 施　策　名

政策体系 増減方向 達成率の算式

年    度 h29

増加 (実績値／目標値)×100

道産食品輸出額（億円）（暦年）
基準年度 h26

道産食品の輸出拡大

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

年度 h30 最終年度 h37

基 準 値 663 目標値 1,000 最終目標値 1,500

主① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 05 ― 03

Ｐｌａｎ

0131 2(5)A
食の輸出拡大戦略の策定と推進管
理

戦略の推進管理や関係機関等との連携体制の運営などの業務。
食関連産業
室

0 ０ 2.7 0.0 2.7 21,681

0132 2(5)A
道産食品販路拡大推進事業（戦プ
ロ）

輸出事務に精通し、商談支援等が可能なアドバイザーを海外と道内に配置
するとともに、輸出拡大を加速するため、アジアへの道産食品の輸出拡大
に向けた輸出支援体制を確立し、輸出に取り組む道内食関連企業を支援
することにより、良質な雇用を創出する。

食関連産業
室

39,311 7,863 0.5 0.0 0.5 43,326

0133 2(5)A
新規市場食需要開拓推進事業（戦プ
ロ）

これまで先駆的に取り組んできたイスラム圏市場の開拓や、今後、輸出額
を大きく伸ばすことが期待できる機能性食品やスイーツについて、輸出拡大
に向けた取組を行うことで、安全的・継続的な取引に向けた商流の構築を
目指し、良質で安定的な雇用の創出を図る。

食関連産業
室

50,960 10,132 0.5 0.0 0.5 54,975

0134 2(5)A
道産スイーツ海外ブランド強化事業
（戦プロ）

北海道のスイーツは海外からの認知度も向上してきており、海外への販路
を図る手段としては、商品単体の売り込みに加えて、商品の原料となる素材
の良さをPRしていくことが有効である。道内菓子産業における海外需要取り
込みを促進することにより、力強い地域経済の確立を図るとともに、地域に
おける良質な雇用を創出する。

食関連産業
室

11,003 0 0.3 0.0 0.3 13,412

0135 2(5)A
海外アンテナショップ活用による道産
食品販路拡大事業（戦プロ）

ASEANにおける道内企業のマーケティングを支援するため、シンガポール
及びタイでの道産品アンテナショップを活用し、テスト販売制度等のマーケ
ティング支援機能の充実を図るとともに、道産食品消費拡大キャンペーンの
展開により、海外飲食店等と連携した道産食品のPR及び販路拡大を図る。

食関連産業
室

29,649 0 0.7 0.0 0.7 35,270

0 130,923 17,995 4.7 0 4.7 168,664

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）

道産食品の輸出拡大

 (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

計

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系



―

(1)成果指標の分析

-

80%未満

道産食品の輸出拡大 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

-

03

-

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(5)A 1 D指標あり

<道産食品輸出額（億円）（暦年）【D】>
平成２６年の大型低気圧などの影響によるホタテガイの減産等に伴い目標には達しなかった。
今後も、関係部と連携して主力の水産物・水産加工品や農畜産物・農畜産加工品、その他加工食品など、道産食品の輸出拡大に取
り組む必要がある。

-

-

-

計
0 0 0 1 0

D指標あり

1



(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

○
農畜産物、水産物、加工食品の輸出拡大に向けた環境整備や、輸入規制の緩和に向けた日本産食品の安全性確認・情報発信、「北海道フード・コンプ
レックス国際戦略総合特区」の充実・発展に向けた支援の継続など、道産食品の輸出拡大に向けた取組の推進について、内閣府、外務省、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省に提案・要望しており、状況の進捗が認められる。

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

○ 道産食品の輸出拡大に向けて、総合的支援体制の確立や、海外の市場拡大に向けた取組が着実に推進されている。

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

○
企業へのアンケート調査やヒアリング調査により集約された意見を踏まえ、事業間連携による支援体制の充実、きめ細やかなフォローアップによる継続
取引の促進、地域が一体となった海外展開への支援など、関連する取組の効果的な推進を図っている。

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

○
「食の輸出拡大戦略推進本部員会議」などを通じ、常に関係部局と連携した取組みを行うとともに、各品目の輸出拡大、安定した販路の構築、海外にお
ける北海道ブランドの浸透などにおいて、関係部と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

○
「道産食品輸出拡大戦略推進協議会」などを通じ、関係機関や団体等と輸出の現状や各機関等における取組状況などの情報交換を行い、連携した成果
が確認できる。

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



―

4

4

道産食品の輸出拡大

再構築に
向け終了

対応方針

内　　　　容

新たな市場への展開や、今後、輸出額を大きく伸ばすことが期待できる機能性食品等の良質な道産食品
の輸出促進を着実に進める。
なお、関連する事務事業は今年度で終了予定であることから、新たな取組について検討を行う。2(5)A

対応方針
番号

03

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

① 2(5)A
A3134

A3191

A3213

自然災害による減産が影響している主力の水産物・水産加工品について、資源の回復を含めた安定的な
輸出額の拡大を図ることはもとより、農畜産物、農畜産加工品やその他加工食品の伸びを加速する必要
がある。
なお、関連する事務事業は今年度で終了予定であることから、新たな取組について検討を行う。

再構築に
向け終了

0132
道産食品販路拡大推進事
業（戦プロ）

新・北海道
ビジョン

A3213

C00105

C00301

C00308

0133
新規市場食需要開拓推進
事業（戦プロ）

C00310

C00311

施策コード

②

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



施　策　名 施策コード

＜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＞

平成３０年度　基本評価調書 道産食品の輸出拡大 05 ― 03

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　二次評価結果（知事による評価）

７　二次評価結果（知事による評価）

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見

施策

事務事業
Ⅰ

0132 道産食品販路拡大推進事業

北海道創生総合戦略「食や観光をはじめとする力強い産業と雇用の場をつくる」の推進に必要な指標である「道産食品輸出額」
の目標達成に向け、関係部と連携を図るなど、実効性のある取組を検討すること。

0133 新規市場食需要開拓推進事業

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見

事務事業



05 － 03

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

2 2 1

整理番号 次年度の方向性

新規市場食需要開拓推進事業（戦プロ） 終了0133

施策

事務事業

拡　　充

0132 終了

事務事業名

道産食品販路拡大推進事業（戦プロ）

反 映 結 果

平成３０年１２月に「北海道食の輸出拡大戦略＜第Ⅱ期＞」を策定し、道産食品輸出額１，５００億円を目標水準とし、生産から流通、
市場拡大、人材育成といった４つの基本戦略に基づいた施策を展開し、道産食品のさらなる輸出拡大を推進する。また、戦略の推進
にあたっては、道庁内の関係部のほか、経済団体や生産者団体、金融機関、行政機関などと連携を図りながら取組みを進めていく。
商談会、バイヤー招へいによる販路拡大に加え、セミナーの開催、アドバイザーによる支援等により、輸出関連の知識を有する高度人
材の育成を実施し、輸出に取り組む道内事業者を支援する。

対 応

事務事業
整理番号

＜新たな取組＞
主力のホタテガイの生産回復に向けた取組の実施等、一次産品の生産の安定化に取り組むほか、農畜産物、農畜産加工品やその他加工食品の輸出の伸びを加速させるため、どさんこプラザを活用したテストマーケティン
グの実施、海外における商談会の開催、プロモーション活動の実施等による、輸出品目の多様化に取り組んでいく。
（拡充：海外アンテナショップの支援機能強化による販路拡大推進事業）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

0133

事務事業名

道産食品販路拡大推進事業

新規市場食需要開拓推進事業

0132

＜新たな取組等＞
道産食品の輸出拡大に向けては、経済発展を遂げるＡＳＥＡＮ諸国の中でも１人あたりのＧＤＰが高く、来道宿泊者も多いシンガポールとタイにおいて、海外アンテナショップの活用や支援機関の強化により、道産食品のＰＲ
及び販路拡大を図る。
（拡充：海外アンテナショップの支援機能強化による販路拡大推進事業）
輸入規制が緩く、日本食材の定着市場となりつつあり、道内中小企業にも進出の可能性が高い香港、台湾を対象に、商談会、バイヤー招へいによる販路拡大のほか、セミナーの開催、アドバイザーによる支援等により、輸
出関連の知識を有する高度人材の育成を実施する。
（新規：道産食品輸出企業海外進出促進事業費（香港・台湾））

Ⅰ

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

道産食品の輸出拡大

＜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


