
令和３年度　二次政策評価意見への対応状況一覧表（施策）

○施策目標の達成に向けて、取組の一層の推進をするよう意見を付したもの。

部局名
施策
コード

施策名 二次政策評価意見 二次政策評価意見への対応

総合
政策部

02041 物流機能の強化

○本道港湾の国際物流拠点化が図られるよう、物流拠点であ
る港湾の機能強化に向けて、国や港湾管理者と連携し、船舶
の大型化等に対応した施設の整備を推進するほか、関係機関
との連携強化を図り、輸送効率化に向けた取組を推進する。

○国際航空貨物の拡大に向け、新千歳空港国際化推進協議
会等の関係機関と連携しながら、状況に応じた国際航空貨物
便の利用促進を図る取組を実施するなど、新千歳空港からの
輸出拡大を図る。

総合
政策部

02042
地理的優位性を活かした物
流の拡大

○本道港湾の国際物流拠点化が図られるよう、物流拠点であ
る港湾の機能強化に向けて、国や港湾管理者と連携し、船舶
の大型化等に対応した施設の整備を推進するほか、関係機関
との連携強化を図り、輸送効率化に向けた取組を推進する。

○国際航空貨物の拡大に向け、新千歳空港国際化推進協議
会等の関係機関と連携しながら、状況に応じた国際航空貨物
便の利用促進を図る取組を実施するなど、新千歳空港からの
輸出拡大を図る。

総合
政策部

02043 交通ネットワークの充実

交通ネットワークの充実のため、鉄道、航空路、航路といっ
た基幹的な交通ネットワークや交通基盤の充実を図るとと
もに、冬期間を含めた道外との安定的な高速交通アクセス
の確保などは重要であり、戦略的な交通ネットワークを構
築する取組の一層の推進を検討すること。

○北海道新幹線の開業効果の維持・拡大に向けた北東北地
方との連携強化や、交流人口拡大の取組を継続して実施し、
北海道新幹線の更なる利用を推進する。

○地域と連携しながら、定期便やチャーター便の誘致等、航空
ネットワークの維持・拡充に向けた取組を引き続き進めるととも
に、地域や空港の利用促進協議会が行う新たな航空需要創出
の事業等と連携しながら、地域と一体になった取組を進める。

総合
政策部

02051
世界の中の北海道を意識し
た海外市場の開拓（ロシア
ほか）

世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓のため、ロ
シアに対する本道の優位性を活かし、寒冷地技術、食と観
光、健康医療、廃棄物処理、文化・芸術・スポーツなどの分
野でのロシアとの地域間交流は重要であり、取組の一層の
推進を検討すること。

○コロナ禍やウクライナ情勢など、現下の国際情勢も考慮しな
がら、適時適切な方法により、ロシアとの交流を図っていく。

総合
政策部

02161 地方分権の推進

地域のことは地域が自ら決定できる新たな時代にふさわし
い分権社会の構築を図るため、義務付け・枠付けの見直し
や地方への事務・権限の移譲を進めることは重要であり、
取組の一層の推進を検討すること。

○地方分権改革の一層の推進を図るため、各種制度に関する
説明会等の実施回数を増やすなど、制度周知に係る取組を進
める。

環境
生活部

03021 野生動物等の適正な管理
人と自然の共生を基本とした自然環境の保全を図るため、
増えすぎたエゾシカの適正な管理は重要であり、取組の一
層の推進を検討すること。

エゾシカの適正な個体数管理のため、市町村等による捕獲を
推進し、市町村等による捕獲が困難な地域については、道に
おいても捕獲を実施する。

環境
生活部

03031
地球温暖化対策の推進と環
境に配慮する人づくり

地球温暖化対策の推進のため、温室効果ガス排出削減、
環境に配慮した人づくりの推進は重要であり、取組の一層
の推進を検討すること。

社会情勢の変化を踏まえ、北海道地球温暖化防止対策条例
及び地球温暖化対策推進計画の見直しを実施し、取組の一層
の推進を図る。また、フロン類については立入調査の強化及び
事業者への周知を強化する。
環境に配慮する人づくりの推進のため、環境教育や普及啓発
に関する事業を実施し、環境保全の取組の推進をすることで、
環境配慮活動実践者の割合の向上を図る。

環境
生活部

03161
地域スポーツ活動の推進と
環境の充実

地域スポーツ活動の推進のため、道民自ら進んで参画す
るスポーツ環境の充実は重要であり、取組の一層の推進を
検討すること。

スポーツ関係団体と連携し、総合型地域スポーツクラブの創設
に向けた指導助言等を行い、誰もがスポーツに親しむことがで
きる環境の充実を図る。

保健
福祉部

04111
高齢者や障がいのある人等
の社会参加の促進

　高齢者や障がいのある人等の社会参加の促進のため、
障がいのある方々が、本人の希望や障がい特性などに応
じて、いきいきと働くことができるよう、幅広い就労機会の確
保や社会参加しやすい環境の整備促進は重要であり、取
組の一層の推進を検討すること。
　高齢者が元気に活躍できる社会づくりを推進するため、
働きやすい環境づくりは重要であり、取組の一層の推進を
検討すること。

○アクティブシニアの持つ社会参加活動への関心の維持・向
上を図る取り組みを進め、高齢者の方々が元気に活躍できる
社会づくりを推進する。
○関係機関と連携し、障がい特性に応じた多様な働き方や一
般就労への移行を推進するとともに、就労支援事業所の工賃
の向上に向けた取り組みを進め、障がいのある方々が生き生
きと働き、社会参加しやすい環境整備を推進する。

経済部 05012
道産食品の高付加価値化
の促進

道産食品の高付加価値化の促進のため、産学官金のオー
ル北海道体制による食クラスター活動を中心とした、マー
ケティング力に優れた人材の育成や付加価値の高い商品
の発掘・磨き上げ、機能性食品など今後成長が期待される
分野への集中的な展開などは重要であり、食の関連産業
の集積を図り総合産業群を形成する取組の一層の推進を
検討すること。

道産食品の高付加価値化に向けた施策として、食クラスター活
動等を通じ、デジタル化、健康志向の高まり等の新たな消費者
ニーズに対応した商品開発力、マーケティング力、人材育成等
をより一層強化し、高付加価値な商品づくりを行うとともに、首
都圏等における商談機会の提供、高付加価値化市場へのプロ
モーションを行う。

意見区分 施策目標の達成状況

国内外の物流機能の強化、拡大のため、交通拠点の機能
強化や高速交通体系の形成促進、物流効率化に向けた基
盤の強化などは重要であり、取組の一層の推進を検討す
ること。



部局名
施策
コード

施策名 二次政策評価意見 二次政策評価意見への対応

経済部 05031 道産食品の輸出拡大

道産食品の輸出拡大のため、「生産の安定化・輸出品目の
拡大」、「商流・物流網の整備」、「北海道ブランドの浸透・市
場拡大」、「人材育成・輸出支援体制の強化」といった４つ
の基本戦略に沿った施策を品目別、国・地域別に展開し、
旺盛な海外需要を積極的に取り込み、力強い経済の構築
を進めることは重要であり、取組の一層の推進を検討する
こと。
また、食の輸出拡大戦略推進本部により連携し、道産食品
の国際競争力強化の取組の一層の推進を検討すること。

新型コロナウイルス感染症の影響により、海外との人の往来が
難しい状況においても、オンライン商談会やＥＣの活用促進と
いったウィズコロナでも有効な施策を織り交ぜながら、輸出に
関する人材育成、海外アンテナショップのマーケティング支援
機能の活用に取り組むなど、道産食品輸出額の増加に向けた
取組を進める。
また、食の輸出拡大戦略推進本部の構成メンバー間で積極的
に情報共有を図るなど、効果的な施策の推進に努める。

経済部 05041
滞在交流型観光地づくりの
推進

滞在交流型観光地づくりの推進のため、地域の多様な関
係者の参画による観光客の増加を観光消費拡大につな
げ、その消費を地域で循環させ、更なる取組へとつなげ、
魅力ある「観光地づくり」を進めることは重要であり、地域の
「稼ぐ観光」を実現するとともに、観光施策による効果を地
域経済の活性化に繋げる取組の一層の推進を検討するこ
と。

滞在交流型観光地づくりの推進に向けて、アドベンチャートラ
ベル（ＡＴ）に代表される長期滞在型、富裕層向けの旅行商品
開発を目指し、ＡＴの推進に係る取組や観光人材の確保・育成
のほか、ＡＩ（チャットボット）を活用した情報発信や、安全・安心
な観光地づくりに取り組むなど北海道観光の更なる高付加価
値化に努める。

経済部 05061 中小・小規模企業の振興

地域課題の解決に取り組む起業予定者に対する指導助言
と起業に要する費用の一部助成を実施するとともに、創業
予備軍等への創業ステージに応じたきめ細やかな支援や、
起業者への伴走支援などは重要であり、取組の一層の推
進を検討すること。

創業の促進のため、創業予備軍等への創業ステージに応じた
きめ細やかな支援や、起業者への伴走支援などをより一層推
進し、採択予定者数を30件から40件に増加することで、開業率
の向上を図る。

経済部 05071 地域商業の活性化

地域商業の本来の機能を維持するため、人口減少社会を
視野に入れた商店街の元気再生は重要であり、商店街の
活性化、商店街が有する身近なまちの賑わいの創出に向
けた取組の一層の推進を検討すること。

商店街の活性化に関する施策を総合的に推進し地域商業が
担う役割維持強化を図るため制定した「北海道地域商業活性
化に関する条例」等について、社会経済情勢の変化等を勘案
し条例の施行状況等に関する検討を行い、地域商業の活性化
に向けた課題や取組の展開方策の整理を進めてまいる。
また、商店街や地域団体等が実施するポストコロナに向けた新
たな事業展開や販売促進活動等に対して支援し、商店街の活
性化やまちの賑わいの創出に向けた取組の一層の推進を図っ
てまいる。

経済部 05081
世界の中の北海道を意識し
た海外市場の開拓
（ASEAN、東アジア他）

社会経済情勢、現地ニーズを踏まえた、海外の成長力の
取り込みに向けた新たな市場・需要の開拓や、北海道ブラ
ンド力の向上を図るため、関係機関との連携や海外拠点の
ネットワークを活用した本道の新たな魅力の創造・発掘や、
道内各地域の強みや潜在力を発信し、道への投資誘致を
促進することは重要であり、輸出拡大に向けた取組の一層
の推進を検討すること。
また、食の輸出拡大戦略推進本部により連携し、道産食品
の国際競争力強化の取組の一層の推進を検討すること。

新型コロナウイルス感染拡大など、世界情勢が大きく変動を続
ける中、本道の持続的発展に向け、今後も海外の成長力や経
験、ノウハウを取り込むことにより、地域の活性化を図るという
基本戦略の下、北海道のブランドである「食」の輸出拡大に向
けては、経済成長が著しく、北海道人気が浸透している、台
湾、香港、ＡＳＥＡＮを優先的に取り組むこととして、道の海外事
務所や、どさんこプラザ海外店も活用した販路拡大に取り組む
他、ゼロカーボンやＤＸといった社会情勢の変化に対応し、本
道の優位性を活かした投資誘致に取り組むなど、新たに社会
情勢の動きに的確に対応し、ターゲットを明確化・重点化しな
がら、戦略的な国際関連施策の展開を図る。

経済部 05101
高い付加価値を生み出すも
のづくり産業の振興

高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興のため、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は重要
であり、高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興の
取組の一層の推進を検討すること。

道内ものづくり企業が脱炭素化やデジタル化などの社会変革
に対応し競争力を強化するため、次世代自動車関連技術を始
めとした革新的な分野への参入、新技術・新製品の開発や販
路拡大を支援する。
また、各地域の産業支援機関と連携し、地域企業における
IoT、ロボティクス等の先端技術を有する人材の確保・育成を図
る。

経済部 05141 仕事と家庭の両立支援

仕事と家庭の両立支援のため、育児・介護休業制度等の
活用促進や、一般事業主行動計画の積極的な実施など、
企業における取組を支援することは重要であり、誰もが安
心して働くことができる職場環境づくりに関する取組の一層
の推進を検討すること。

企業による仕事と家庭の両立支援の取組を促すため、令和４
年度から施行される改正育児・介護休業法や関係法令、制度
の普及啓発とともに、関係法の改正にあわせて北海道働き方
改革推進企業認定制度の評価基準を改正し、企業における取
組を促進する。また、育児休業取得に向けた機運醸成の取組
などを強化し、男性の育児休業取得率の向上を図る。

経済部 05142 就業環境の整備

就業環境の整備のため、年次有給休暇の取得促進など
「働き方改革」の推進や、テレワークなど多様で柔軟な働き
方の普及・促進、就業環境の整備は重要であり、誰もが働
きやすい職場環境づくりに関する取組の一層の推進を検
討すること。

国や関係機関と連携し、年次有給休暇の付与義務などを定め
た働き方改革関連法や、改正育児・介護休業法などの普及啓
発とともに、年休取得率や育児休業取得率、テレワークやフ
レックスタイムなど、多様な働き方の導入状況を評価項目とす
る北海道働き方改革推進企業認定制度の普及や、テレワーク
の更なる普及・定着に向け、導入マニュアルの普及や先進事
例を発信し、多様で柔軟な働き方の普及・促進を図るほか、子
育て世代の働き方改革に向けた取組の強化を図り、年休取得
率や育児休業取得率の向上を図る。

経済部 05171 産業人材の確保

道内企業への就業者数の増加を図るため、道外の高度人
材の道内企業とのマッチングや東京圏からのUIJターンの
促進などは重要であり、道内企業の人材確保の推進に関
する取組の一層の推進を検討すること。

UIJターン新規就業支援事業では、実施市町村の増加、対象要
件に「関係人口」の追加及び18歳未満帯同者に対する加算に
取り組むこととした。また、プロフェッショナル人材事業を延長す
ることとした。



部局名
施策
コード

施策名 二次政策評価意見 二次政策評価意見への対応

農政部 06012 高付加価値農業の推進

　道産農畜産物の輸出を拡大するため、北海道ブランドを
維持し、戦略的に活用するための情報発信や、海外に営
業拠点を持つ民間事業者と連携したプロモーション活動及
びＥＣサイトを活用した販売支援を行うことは重要であり、
取組の一層の推進を検討すること。
また、食の輸出拡大戦略推進本部により連携し、道産食品
の国際競争力強化の取組の一層の推進を検討すること。
　国内外の食市場を取り込む付加価値の高い農業の推進
を図るため、地域資源を活かした６次産業化や環境と調和
した持続可能な生産活動の展開に向けたクリーン農業や
有機農業の取組の一層の推進を検討すること。

　輸出拡大の推進のため、商談会や販売会を通して、販路開
拓に取り組むことにより取引実績の増加につなげていくととも
に、経済部や水産林務部と連携しながら、事業内容を広く周知
し、認知度の向上を図る。
  また、６次産業化の取組（年間販売金額）については、概ね計
画どおりであることから、引き続き、「北海道６次産業化サポー
トセンター」の機能を活かし、６次産業化に取り組む農林漁業
者等の経営改善に向けて支援するともに、クリーン農業や有機
農業に対する消費者の理解醸成と消費拡大を図るため、体験
型交流会や農産物販売会の開催、生産者向けネット販売講座
を開催し、販路拡大と適正価格での販売を支援する。

農政部 06013
海外への道産農畜産物の
販路拡大

道産農畜産物の輸出を拡大するため、北海道ブランドを維
持し、戦略的に活用するための情報発信や、海外に営業
拠点を持つ民間事業者と連携したプロモーション活動及び
ＥＣサイトを活用した販売支援を行うことは重要であり、取
組の一層の推進を検討すること。
また、食の輸出拡大戦略推進本部により連携し、道産食品
の国際競争力強化の取組の一層の推進を検討すること。

　輸出拡大の推進のため、商談会や販売会を通して、販路開
拓に取り組むことにより取引実績の増加につなげていくととも
に、経済部や水産林務部と連携しながら、事業内容を広く周知
し、認知度の向上を図る。

農政部 06031
農業の担い手の育成・確保
と農業経営の総合的な体質
強化

　多様な人材の就農に向け、農業・農村の理解促進や高度
で専門的な研修・教育、地域における受入体制の充実を図
るため、農業経営者の研修環境整備や地域農業を担う農
業経営体の体質強化と経営安定に向けた支援、地域を支
える農業法人の育成などは重要であり、取組の一層の推
進を検討すること。
　また、北海道人材確保対策推進本部等により連携し、実
効性の高い取組となるよう検討すること。

　就農前の研修段階や就農直後の経営確立に向けた支援や、
雇用就農への支援などに、北海道農業担い手育成センター等
関係団体や各市町村と連携して取り組んでいき、実効性を高
めるため職業体験や道外からの人材誘致は他部と連携した取
組を進めていく。農業経営の総合的な体質強化に向けては、
多様な人材の確保、農業金融対策の推進、農業経営の法人化
への支援、農業経営の体質強化、営農支援組織の育成・強
化、「人・農地プラン」の実質化に向けた取組への支援などを実
施する。また、大規模で専業的な経営が主体の農業者が安心
して生産の向上や経営改善に取り組めるよう、今後とも経営所
得安定対策の安定的な制度運用や必要な予算の確保につい
て、国に提案を行っていく。

水産
林務部

07021
エゾシカ森林被害対策の推
進

ゼロカーボン北海道実現の観点から、森林による二酸化炭
素吸収量の増加を図るため、森林の整備・保全が重要であ
り、取組の一層の推進を検討すること。また、健全な生態
系の保全を図るため、エゾシカの適正な捕獲数管理は重
要であり、取組の一層の推進を検討すること。

森林の整備及び健全な生態系の保全を図るため、関係機関と
連携を図りつつ、道有林内の林道除雪による狩猟環境整備や
囲いワナ等による捕獲などを進めるほか、専門的知見を有す
る者の助言を受け、技術等の向上を図りながら行う複数市町
村による広域的な捕獲対策等への支援を行う。
令和4年度からは、ドローンと監視カメラを活用したエゾシカの
行動把握調査を踏まえた捕獲の実践に対して支援を行うなど、
さらなる捕獲の効率化を図る。

水産
林務部

07044
道産水産物の国際競争力
の強化

北海道食の輸出拡大戦略で掲げる数値目標達成に向け、
食の輸出拡大戦略推進本部と連携し、道産食品の国際競
争力の強化の取組の一層の推進を検討すること。

海外事業を行う生産者団体への支援及びアメリカでのPRフェ
アの継続とともに、新たに中国での活貝展示商談会、中国・香
港での加工品商談会及びカレイ類製品開発を実施し、関係部
との連携・役割分担により輸出促進や数値目標達成を図る。

水産
林務部

07061
水産業の担い手対策の推
進

農林水産業の担い手の確保に向け、北海道人材確保対策
推進本部等により連携し、実効性の高い取組となるよう検
討すること。

農林水産業の担い手確保に向けて、北海道広報やWeb・SNS
等の媒体を活用して、制度や事業内容の周知を強化するととも
に、移住関連、人材確保関連事業所管部等と連携し、幅広い
人材確保に向けた取組を行うことで漁業就業への誘導（指標
の改善）を図る。

建設部 08013
北国らしい個性豊かで活力
のある住まい・まちづくりの
推進

北国にふさわしい良質な住宅ストックの形成や公営住宅の
供給などにより、活力ある住宅関連産業の創造を図ること
は重要であり、取組の一層の推進を検討すること。

まちなか居住として位置づける公営住宅の整備を進めるため、
既存老朽団地の建替において、まちなかに存在する団地への
移転集約などの整備について、市町村と連携して取組を進め
る。

建設部 08051 建設産業支援の取組促進

地域の安全・安心に欠かせない建設産業の持続的発展を
図るため、技術や技能の承継を図ることは重要であり、担
い手の確保・育成の取組について、関係団体等と一層連携
し推進するよう検討すること。

　社会状況の変化より、６５歳以上の継続雇用が増加してお
り、若年就業者確保に向けた取組効果が見えにくい状況のた
め、取組効果が把握しやすい指標に入れ替え済み。
　週休２日の導入や適切な賃金水準の確保など就業環境の改
善のほか、建設業団体が独自で行う担い手の確保・育成等の
取組への支援、高校生を対象とした講習会等や建設技術の類
似体験するイベントなど建設産業の役割・魅力の発信につい
て、国や関係団体、教育機関等と連携し取組を進める。

教育庁 11012 ICT活用教育の推進

ＩＣＴ活用教育の推進のため、ICT機器を活用して指導する
能力を全ての教員が持つことが必要であり、指導する能力
を育成するための実践研究や教職員の研修等の取組の一
層の推進を検討すること。

各教科等の指導においてICTを効果的に活用し、児童生徒の
資質・能力を確実に育成することができるよう、具体的な活用
に関する実践的な研修や、学校全体でICT活用を推進する体
制の構築に関する研修を実施する。


