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1 目標等の設定

H30

R1

R2

・法人の中期目標達成に向け、法人運営の調整
・法人が中期目標を達成するために策定した中期計画及び
年度計画の進捗状況の管理
・法人の業務運営の財源に充てるために必要な運営費交付
金等の交付

国の役割・取組等

【研究開発
推進】

令和２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）

照   会   先

総務部所 管 部 局 施策コード作成責任者 総務部長　平野　正明

法人局独立行政法人課
（内22-714）

関　係　課 ２(４)C
政策体系

コード

２(４)C

総務部法人局独立行政法人課

道の役割・取組等 民間等の役割・取組等項目 市町村の役割・取組等政策体系

施策のイメージ

14,553,904

・地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下、「法人」という。）が中期目標（道
が策定した法人が達成すべき業務運営に関する目標）を達成するために、北海道地
方独立行政法人評価委員会の評価を通じ、法人が作成した中期計画及び年度計画
の進捗状況の管理をしていく必要がある。
・法人が業務運営を適切に行うことができるよう、運営費交付金等の交付を適切に
行っていく必要がある。

・道が定めた地方独立行政法人北海道立総合研究機構の中期目標に基づき、法人
が、農業、水産業、林業、工業、産業技術、環境・地質・エネルギー及び建築の各分野
や地域における課題などに対応した研究開発を行い、その成果を道民に還元し、道民
生活の向上や道内産業の振興に貢献できるようその取組を支援する。

地方独立行政法人北海道立総合研究機
構（道総研）の運営支援

施 策 名

概ね順調に展開総合評価

現状と課題 施策目標 施策の予算額（千円）

13,516,234

13,704,949

【道】

○中期目標の策定

○運営費交付金等の交付

○施設整備等補助金の交付

【評価委員会】

○中期計画実施状況の調査（実情把握）開催

法人運営の進捗管理

【法人】

○中期計画、年度計画の策定

・研究成果を道民に還元

・道民生活の向上や道内産業の振興に貢献

など

評価

実績報告
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 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）  Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

１－２　取組の結果

地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）の運営支援 施策コード

今年度の取組

今年度の取組

令和２年度　基本評価調書 施　策　名

２（４）Ｃ

政策体系
及び

関連計画等
実績と成果、新型コロナウイルス感染症の影響等

道民ニーズを
踏まえた対応

・令和２年度において、北海道地方独立行政法人評価委員会試験研究部会を１回開催
し、第２期中期目標期間（平成27年度から令和元年度）及び令和元年度業務実績に係る
道総研へのヒアリング・意見交換を行った。今後、８月12日の第２回試験研究部会及び８
月28日開催の第１回評価委員会において、評価を行う予定。
・北海道地方独立行政法人評価委員会の意見を参考に、道において道総研の令和元年
度財務諸表を承認予定。
・令和２年度予算において、法人が業務運営を行うための財源として運営費交付金13,396
百万円、法人が行う施設整備のための財源として施設整備等補助金1,157百万円を措置
した。
・令和２年度において、７月までに運営費交付金13,396百万円、施設整備等補助金1,119
百万円を交付決定した。

北海道地方独立行政法人
評価委員会において意見
をまとめ、今後の道総研の
運営改善に資する。【強靱化】

B1151

○中期計画及び年度計画の進捗状況の管理
○運営費交付金及び施設整備等補助金による財政支援



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

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。

0513 経済部科学技術振興課

２（４）Ｃ

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

連携内容
連携先

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

連携種別
（政策体系） 関係部・関係課

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果、新型コロナウイルス感染症の影響

道総研が行う研究費等の財源を措置し、道内における産学官による共同研
究、事業化の支援を行っている。

施策コード
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 （H：平成、R:令和、大文字は年度、小文字は暦年） ３－２　成果指標の達成度合

● 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

産学官の共同研究の件数

〔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（地方独立行政法人北海道
立総合研究機構を含む）等における共同研究の件
数
【アウトプット指標】
総合計画における政策の方向性｢本道の活性化に
役立つ科学技術の振興｣中の産学官の協働状況を
測る指標として設定。

政策体系

北海道総合計画 (実績値／目標値)×1002(4)C

根拠計画 達成率の算式増減方向

増加

基 準 値 1,135 1,576 最終目標値 1,700目標値

年度

目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

基準年度 H26

令和２年度　基本評価調書 施　策　名 地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）の運営支援

R2 最終年度 R7

施策コード

評価年度 H29 H30 R１ 達成度合の分析ほか

達成度合 A A A 【内的要因】
特になし。

【外的要因】
機運の醸成に伴い、産学官の連携が進
んできた。

なお、この指標は経済部と共有しており、
当施策は道総研への財源措置の観点か
ら関与している。

年    度 R1 R2 進捗率

目 標 値 1,374 1,576 1,700

実 績 値 1,551 － 1,551

達成率

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

112.9% － 91.2%

●　達成度合について

達成度合 A B C D -



施策名 施策コード 02 ― 03

Ｐｌａｎ

1107 2(4)C
総合研究機構運営支援費（運営
費交付金）

独立行政法
人課

13,396,000 13,396,000 0.8 0.8 13,402,336

1108 2(4)C
総合研究機構運営支援費（施設
整備等補助金（計画分））

独立行政法
人課

307,000 146,000 0.4 0.4 310,168

1109 2(4)C
総合研究機構運営支援費（施設
整備等補助金（試験調査船北洋
丸建造事業））

独立行政法
人課

850,080 213,080 0.4 0.4 853,248

1110 2(4)C
政策調整諸費（北海道立総合研
究機構運営管理費）

独立行政法
人課

824 824 0.8 0.8 7,160

1111 2(4)C
義務的経費　旧基準分（北海道
地方独立行政法人評価委員会）

独立行政法
人課

0 0 0.8 0.8 6,336

1112 2(4)C
独立行政法人課総合調整等業務
（道総研関係分）

独立行政法
人課

0 ０ 0.8 0.8 6,336

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0 14,553,904 13,755,904 4.0 0.0 3.2

出先 機関 人工計

計

道議会関係事務、予算・決算等の管理に関する事務全般及び道総研や各部との
調整事務

地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務運営に必要な財源を措置

地方独立行政法人北海道立総合研究機構の試験場施設等の改修などに対する
助成

地方独立行政法人北海道立総合研究機構の試験調査船代船建造に対する助成

地方独立行政法人北海道立総合研究機構に対する施設整備等補助金に係る工
事完成検査等

北海道地方独立行政法人評価委員会試験研究部会の開催

令和２年度　基本評価調書
地方独立行政法人北海道立総合研究
機構（道総研）の運営支援

 (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
政策
体系

事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

前年度から
の繰越事業
費（千円）

令和２年度

事業費
（千円）

執行体制
フル
コスト

（千円）
うち

一般財源
本庁
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(1)成果指標の分析

(2)取組の分析

1

2

3

4

令和２年度　基本評価調書 施　策　名 地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）の運営支援 施策コード 02 03

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　　施策評価　一次政策評価結果（各部局等による評価）　
5  一次政策評価結果と翌年度に向けた対応方針等

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析A B C D

A・B指標
のみ

〈産学官の共同研究の件数【A】〉
・道総研が行う運営の財源を措置することにより、道総研が大学や民間企業との連県等の取組を進める中、道内における産学官による
共同研究が進み、目標を上回る実績が得られており、事業化に向けた取組が進歩している。

-

2(4)C 1

-

計
1 0 0 0 0 A・B指標

のみ

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（新型コロナウイルス感染症の影響で取組がない場合は理由を記載）

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

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
（○→対応している）
（△→コロナの影響）

理　由

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

○ 道総研の円滑な運営が図られるよう、運営費交付金の支出や諸課題の調整について効率的な支援をしている。

　　 　 ・基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→ a
判定　・基準１が「○か△」ではない、又は基準１は「○か△」だが基準２～４に１つも「○」がない→ ｂ
　　　　・基準１が「△」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→ ｃ

a

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

施策の推進に当たり、他の施策・部局との連
携や地域・民間との連携･協働による成果を
確認できるか

○ 本道の特性を活かした研究開発や研究成果の移転において、関係する施策・部局と連携した成果が確認できる。



(3)総合評価と対応方針等

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定

A・B指標のみ a 概ね順調に展開

対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

事務事業名
北海道創生
総合戦略

北海道
強靱化計画

知事公約

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

① 2(4)C

道総研が研究開発を行い、その成果を道民に還元し、道民生活の向上や道内産業の振興に貢献できるよう、
引き続き、道総研の運営や施設整備等に関する諸課題の調整及び支援を行っていく。

改善（取組
分析）

1107
1108
1109
1110
1111
1112

総合研究機構運営支援費（運
営費交付金）
総合研究機構運営支援費（施
設整備等補助金（計画分））
総合研究機構運営支援費（施
設整備等補助金（試験調査船
北洋丸建造事業））
政策調整諸費（北海道立総合
研究機構運営管理費）
義務的経費　旧基準分（北海道
地方独立行政法人評価委員
会）
独立行政法人課総合調整等業
務（道総研関係分）

B1151



02 － 03

対応方針
番号

①

（３）事務事業への反映状況

改善 改善

1108 改善 改善

1110 改善 改善

1109
総合研究機構運営支援費（施設整備等補助金（試験調査船北洋丸
建造事業））

政策調整諸費（北海道立総合研究機構運営管理費）

義務的経費　旧基準分（北海道地方独立行政法人評価委員会）

独立行政法人課総合調整等業務（道総研関係分）1112

1107 改善 改善

1111 改善 改善

改善 改善

総合研究機構運営支援費（運営費交付金）

総合研究機構運営支援費（施設整備等補助金（計画分））

6 0

事務事業
整理番号

事務事業名
一次政策評価におけ

る方向性（再掲）
次年度の方向性

（反映結果）

終 了 合 計
次年度新規事業

（予定）

反 映 結 果
6

方　向　性 拡 充 改 善 縮 小 統 合 廃 止

７　評価結果の反映
（１）一次政策評価結果への対応

対応 事務事業

〈新たな取組等〉
道総研業務実績に関する評価を行うことにより、成果の到達目標の明確化及び質の向上を図るほか、運営費交付金及び施設整備等補助金での財政支援等により、施策
の取組を円滑かつ効率的に推進していく。

改善：総合研究機構運営支援費（運営費交付金）
改善：総合研究機構運営支援費（施設整備等補
助金（計画分））
改善：総合研究機構運営支援費（施設整備等補
助金（試験調査船北洋丸建造事業））
改善：政策調整諸費（北海道立総合研究機構運
営管理費）
改善：義務的経費　旧基準分（北海道地方独立
行政法人評価委員会）
改善：独立行政法人課総合調整等業務（道総研
関係分）

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

令和２年度　基本評価調書 施　策　名
地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）の運営支
援

施策コード


