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資料１－２ 

平成 21 年度政策評価（事後評価）（案）について 

平成 22 年 10 月 25 日 

政策評価広報課 

１．評価書作成に当たっての方針 

（１）ＳＡＢＣ評価の導入（別紙１参照） 

評価指標単位及び施策単位でＳＡＢＣ評価を導入。 

（従来は「目標以上の成果を達成できた」などの文言で表現。） 

※ＳＡＢＣ評価の考え方 

Ｓ：目標以上の成果を達成したもの 

Ａ：目標を達成したもの 

Ｂ：一定の成果は上がっているが目標を達成できなかったもの 

Ｃ：目標を達成できなかったもの 

未集計等：平成 21 年度の実績値の集計が間に合わないものや、測定指標に係る施

策が何らかの理由で実施されなかったものなど、評価できないもの 

（２）政策全体の評価の明確化（別紙２参照） 

政策全体の評価を始めに記載し、その後各施策ごとに記述。（従来は施策ごとの記述

の後に「総合的な評価」を記述。） 

（３）「反映の方向性」の分類（別紙３参照） 

従来定性的に記載されていた「反映の方向性」を、「引き続き推進」、「拡充等」、「改

善・見直し」、「抜本的見直し」に分類することにより、分かりやすく記載。 

※「反映の方向性」の考え方 

引き続き推進 継続（予算額も大きな変更無し） 

拡充等 予算や機構定員の増要求、あるいは実効上で、施策の実施規模の

拡大を検討している場合 

改善・見直し 事業の見直しを行い、予算額縮小や実施方法の変更などを検討し

ている場合 

抜本的見直し 施策廃止や他施策との統合などを検討している場合 
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２．平成 21 年度の政策評価結果・今後の方向性について（別紙４参照） 

（１）総論 

 評価結果（目標の達成状況） 

  S A B C 未集計等

13

(15.9%)

53

(64.6%)

11

(13.4%)

2 

(2.4%) 施策 82 

(80.5%) (15.9%) 

3

(3.7%)

33

(17.6%)

111

(59.0%)

29

(15.4%)

5 

(2.7%) 測定指標 188 

(76.6%) (18.1%) 

10

(5.3%)

 達成状況と今後の方向性 

達成状況

今後の方向性 

達成 

(Ｓ・Ａ) 

未達成 

（Ｂ・Ｃ）

未集計等 計 

引き続き推進 40 6 3 50 

拡充等 12 0 0 12 

改善・見直し 7 5 0 11 

抜本的見直し 3 1 0 4 

平成 22 年度継続予定なし 4 1 0 5 

計 66 13 3 82 
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（２）目標の達成状況と今後の方向性の例 

①目標達成 

(ｱ)拡充等 

 施策名：国内の経済動向の分析【施策分野５（経済財政政策）、施策⑨】 

 目標達成状況 ··· Ａ（メディアへの掲載等の目標を達成） 

 課題 ··········· 情報収集体制強化、調査分析結果への反映の必要 

 今後の取組 ····· 政策運営に資する調査分析結果を提供するために必要な

予算額の拡充を検討 

 施策名：女性に対する暴力の根絶に向けた取組 

【施策分野 12（男女共同参画社会の促進）、施策⑤】 

 目標達成状況 ··· Ｓ（アンケートにおける高評価の割合が目標を上回る等） 

 課題 ··········· 支援体制の整備、官民連携の更なる強化等 

 今後の取組 ····· 予算額の拡充を検討、支援体制の構築など 

 施策名：政府・社会等に対する提言等 

【施策分野 20（科学に関する重要事項の審議等）、施策①】 

 目標達成状況 ··· Ａ（提言等を通じ政府・関係機関との連携を実施） 

 課題 ··········· 提言等の周知、若手科学者委員会の設置等 

 今後の取組 ····· 予算額・定員の拡充を検討（若手科学者委員会の審議活

動等を適切にサポートするため） 

 施策名：科学の役割についての普及・啓発 

【施策分野 20（科学に関する重要事項の審議等）、施策③】 

 目標達成状況 ··· Ｓ（公開講演会等の開催件数が目標を上回る） 

 課題 ··········· 科学・技術コミュニケーション活動の推進 

 今後の取組 ····· 予算額の拡充を検討（「科学・技術コミュニケーションフ

ォーラム」（仮称）の開催のための予算要求） 

(ｲ)改善・見直し 

 施策名：少子化社会対策に関する普及・啓発 

【政策分野 10（共生社会政策）、施策⑦】 

 目標達成状況 ··· Ａ（HP へのアクセス件数目標（前年度比増）を達成） 

 課題 ··········· 普及啓発事業の効率化、HP の一層の充実 

 今後の取組 ····· 予算縮小を検討（普及啓発フォーラムの実施回数減等）、

HP へのタイムリーな資料の掲載等 

 施策名：男女共同参画を推進するための地方公共団体・民間団体等との連携 

【施策分野 12、施策③】 

 目標達成状況 ··· Ｓ（研修等における肯定的評価の割合など） 

 課題 ··········· 苦情処理ガイドブックが年々大部になっていること等 

 今後の取組 ····· ガイドブックの内容等の見直しなど 

(ｳ)抜本的見直し 

 施策名：経済社会活動の総合的研究 

【政策分野 16（経済社会総合研究の推進）、施策①】 

 目標達成状況 ··· Ａ（フォーラムでの肯定的評価の割合が目標を上回る等） 

 課題 ··········· 政策課題と連動した研究テーマの選定等 

 今後の取組 ····· 新成長戦略に示された課題への資源の大幅なシフト、 

一定の役割を果たした事業等の廃止・統合など 
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②目標未達成 

(ｱ)引き続き推進 

 施策名：構造改革特区計画の認定【政策分野６、施策⑥】 

 目標達成状況 ··· Ｂ（計画の認定件数が目標を下回る等） 

 課題 ··········· 新規特例措置の一層の実現、制度周知 

 今後の取組 ····· 現行予算継続、地方の動向等を踏まえ必要に応じ改善等 

(ｲ)改善・見直し 

 施策名：食育に関する普及・啓発【政策分野 10、施策⑤】 

 目標達成状況 ··· Ｂ（食育に関心を持つ国民の割合が目標を下回る） 

 課題 ··········· 地域における食育推進の自発的取組促進 

 今後の取組 ····· 予算縮小を検討、ボランティア表彰等支援の充実の検討 

 施策名：高齢社会対策に関する普及・啓発【政策分野 10、施策⑩】 

 目標達成状況 ··· Ｂ（HP アクセスが目標を下回る） 

 課題 ··········· HP の一層の充実、認知度向上 

 今後の取組 ····· HP を見やすく改善、他機関の HP 上でのリンクの依頼 

(ｳ)継続せず 

 施策名：特定地域再生事業会社の指定【政策分野６、施策⑧】 

 目標達成状況 ··· Ｃ（特定地域再生事業会社の指定実績がゼロ） 

 今後の取組 ····· 特定地域再生事業会社に対する投資への税制上の優遇措

置の廃止に伴い、指定についても廃止（法改正済） 

 

 



 

（別紙１） 

「目標の達成状況」（ＳＡＢＣ評価）について 
 

測定指標単位でＳＡＢＣ評価 ⇒ 施策単位でＳＡＢＣ評価 

 （概念図）  

 実施計画     評価書 測定指標 

評価 

施策 

評価 
 

 政策Ⅰ 施策ⅰ 測定指標① 目標値(1)   政策Ⅰ 施策ⅰ ①Ａ  

   測定指標② 目標値(2)     ②Ａ  

   測定指標③ 目標値(3)     ③Ｂ 

Ａ 

 

  施策ⅱ 測定指標① 目標値(1)    施策ⅱ ①Ｂ  

   測定指標② 目標値(2)     ②Ｂ  

   測定指標③ 目標値(3)     ③Ａ  

   測定指標④ 目標値(4)     ③Ｃ 

Ｂ 

 
            

（１）平成 21 年度に目標年度を迎えたもの 

以下の基準により評価。 

評価 定量的測定指標 定性的測定指標 

Ｓ 110%以上  

Ａ 90%以上～110%未満 目標達成 

Ｂ 60%以上～90%未満 達成できなかったが一定の成果をあげた

Ｃ 60％未満 達成できなかった 

未集計等 
評価できないもの（実績値の集計が間に合わない場合、測定指

標に係る施策が実施されなかった場合など） 

※測定指標によっては、Ａ評価が実質的に最高評価となるもの（「○○の割合」

について目標を 100％としている場合など）がある点に留意。 

（２）平成 22 年度以降に目標年度を迎えるもの 

 過去の実績や目標値を踏まえ、平成 21 年度の目標値を設定。→（１）と同様に評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概念図） 

平成 24 年度に目標年度を迎える場合 

19年度 20年度 21年度 （22年度） （23年度） 24年度（目標値）

 



 

 

（別紙２） 

政策評価書様式 

平成 20 年度評価書 平成 21 年度評価書 

１ 政策の概要 

（１）政策の背景・必要性 

（２）主な施策の概要 

ア ○○○○ 

イ ○○○○○ 
…  

（３）主な施策の予算額 

（４）関係する施政方針演説等内閣の重要政策 

 

２ 政策評価の結果 

（１）目標の達成状況※ 

（２）平成 20 年度に目標年度を迎えた指標に係る目標の

達成状況 

（３）目標の達成状況の分析 

ア ○○○○ 

イ ○○○○○ 

…  
○ 総合的な評価 

 

３ 課題と今後の取組方針 

（１）政策全体の課題と今後の取組方針 

（２）主な施策の課題と今後の取組方針 

 

４ 有識者の意見等 

５ 参考文献及びデータ等 

（参考）達成目標の設定の考え方 

１ 政策概要及び評価結果総論 

（１）政策の背景・必要性 

（２）根拠法令等 

（３）評価対象施策 

①○○○･･･ 

②○○○･･･ 

（４）評価結果総論 

○施策評価結果一覧（ＳＡＢＣ評価） 

○総合的評価 

（５）政策全体の課題と今後の取組方針 

 

２ 各施策の概要及び評価結果 

（１）○○○･･･〔○○○局○○○課〕 

ア 施策の概要 

イ 政策評価の結果 

ウ 目標の達成状況の分析 

 ＜有効性＞ 

  ○○○･･･ 

 ＜効率性＞ 

  ○○○･･･ 

エ 主な課題と今後の取組方針 

オ 有識者の意見等 

（２）○○○･･･〔○○○局○○○課〕 

…  
 

（参考１）関係する施政方針演説等内閣の重要政策 

（参考２）文献及びデータ等 

（参考３）測定指標の設定の考え方 

※達成状況は、①目標以上の成果を達成できた、②達成できた、③達成に向けて進展があった、④達成に向けて一部進展があっ

た、⑤達成に向けての進展はなかった、⑥わからない、の６つの区分から評価

政策全体の

評価結果を

記載 

個別施策の

評価結果を

記載 

個別施策 

政策全体 



 

 

（別紙３） 

評価書要旨（男女共同参画局の例） 
 

3 2 1 0 0

反映の
方向性

　②については、広報資料の印刷・梱包・発送に当たり一般競争入札を行うとともに、配布部数及
び配布先を精査した。③については、会議等の開催に当たり一般競争入札を行うことで、効率的な
開催に努めた。④については、広報資料の作成に当たり企画競争を行うことで、経費削減を行うと
ともに、質の高い成果物を作成した。⑤については、広報啓発活動に当たり、政府広報を活用する
とともに、民間団体と連携したキャンペーンを行うことで、効果的かつ効率的な実施に努めた。⑥
については、調査研究等の実施に当たり一般競争入札を行うことで、効率的な実施に努めた。

　①については、フォローアップを行い、男女共同参画の取組が進んでいることを確認した。②に
ついては、多様な媒体を活用し、わかりやすい広報啓発活動を展開したことで、国民の関心を高め
ることができた。③、⑤については、各種会議・研修の開催に当たり、プログラムの見直し等を
行ったことで、参加者から高い満足を得た。④については、国際会議で日本の取組を発信するとと
もに、会議で得た成果を広く国民に紹介した。⑥については、各分野の管理職等に占める女性割合
を調査・公表することで、意識啓発に努めたが、更なる効果的な取組が必要である。

評価結果

　②については、広報媒体等の部数を見直す等、より効果的・効率的な広報の実施に努める。③に
ついては、プログラムを見直す等、各種会議・研修のより効果的な開催に努める。④については、
国際会議等への出席について、不断の見直しを行う。⑤については、これまでの成果を活かしつ
つ、新たな課題に対応するための新規事業の実施も含め、対策の充実に向けた検討を行う。⑥につ
いては、ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の推進に向け、これまでの成果を踏まえつ
つ、より効果的な事業となるよう検討を行う。

（有効性）

（効率性）

（必要性）

【総合的評価】

政策概要

＜施策評価結果一覧＞

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

平成21年度政策評価書（事後評価）要旨

施策名

根拠となる法令等（２つまで）

男女共同参画社会基本法
男女共同参画基本計画（第２次）

男女共同参画社会の形成の促進

【実績評価方式】

（評価実施時期：平成22年8月）
担当部局名： 男女共同参画局

政策名

＜反映の方向性一覧＞

　女性も男性もすべての個人が、喜びや責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮できる「男女
共同参画社会」の形成を促進するため、男女共同参画に関する普及・啓発、国際交流・国際協力の
促進、女性に対する暴力の根絶に向けた取組など、男女共同参画基本計画（第２次）等に基づいた
施策を、地方公共団体・民間団体等とも連携しながら、総合的かつ計画的に推進する。

　急速に進む少子高齢化や社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するために
は、女性も男性も、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、
その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現することが必要である。

①男女共同参画施策の総合的推進（男女共同参画基本計画）
②男女共同参画に関する普及・啓発
③男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携
④国際交流・国際協力の促進
⑤女性に対する暴力の根絶に向けた取組
⑥女性の参画拡大に向けた取組

　男女共同参画基本計画（第２次）に基づく政府全体の施策の推進については、フォローアップの
実施により進捗状況の把握に努め、政府一体となった施策の推進を図った。男女共同参画局が実施
する各事業については、実施状況を踏まえた事業内容の改善、事業の効率化等に努めた結果、概
ね、当初の目標を達成することができた。一方、女性の参画拡大に向けた取組については、一定の
進展が見られるものの、固定的性別役割分担意識等を背景に、2020年の目標達成に向けた進捗状況
が十分とは言えない状況にあり、更なる改善が必要である。

未集計等

②③⑤ ①④ ⑥

平成23年度に新設

①⑤ ②③④⑥

引き続き推進 拡充等 改善・見直し 抜本的見直し

政策分野　１２

 
 



 

 

（別紙４） 

平成21年度政策評価結果および反映の方向性 一覧 ※本表は、各部局作成の評価書をベースに、大臣官房政策評価広報課でまとめたもの。 

政策分野 施策名 主な評価指標 評価結果
反映の 
方向性 

事業仕分け・ 
レビュー結果（※） 

１．市民活動促進 市民活動の促進 
 認証・不認証決定期間 
 HP アクセス件数 

Ａ 引き続き推進  

２．公文書館関連
政策 

公文書館制度の推進 
 取扱文書量 Ｓ 引き続き推進  

①重要施策に関する広報 
 アンケートでの理解度等 
 公共調達等の方針（原則一般競争
入札） 

Ｓ 改善・見直し 〔仕分け〕 
予算要求の縮減〈半減〉 ３．政府広報・広

聴 
②世論の調査  結果の利活用度 Ｓ 引き続き推進  

４．遺棄化学兵器
廃棄処理 

化学兵器禁止条約に基づく遺棄化
学兵器の発掘・回収 

 実施割合（計画比） 
 中国側肯定評価 

Ａ 引き続き推進  

①企業再生支援機構の監督体制等
の整備 

 申請への認可・不認可 
 説明会 

Ｓ 引き続き推進  

②政府調達に係る苦情処理を通じ
た市場アクセスの改善 

 報告書について公表 
 HP アクセス件数 

未集計等 引き続き推進  

③対日直接投資の増進 
 対日投資残高 GDP 比 
 HP アクセス件数 

Ａ 引き続き推進  

④緊急雇用対策の実施 
 社会的企業等の創業・事業化数 
 社会的企業分野におけるインター
ンシップ者数 

Ａ 引き続き推進  

⑤道州制特区の推進 
 説明会等の参加者数 
 地方部会実施 

未集計等 引き続き推進  

⑥民間資金等活用事業の推進  報告書のフォローアップ Ａ 拡充等  
⑦市場開放問題に係る苦情処理を

通じた市場アクセスの改善 
 苦情解決比率 Ａ 引き続き推進  

⑧競争の導入による公共サービスの
改革の推進 

 改革の進捗状況確認 Ａ 引き続き推進  

⑨国内の経済動向の分析 Ａ 拡充等  
⑩国内の経済動向に係る産業及び

地域経済の分析 
Ａ 拡充等  

５．経済財政政策

⑪海外の経済動向の分析 

 会議等への取り上げ 
 マスメディアへの掲載 
 HP アクセス件数 

Ａ 拡充等  



 

 

政策分野 施策名 主な評価指標 評価結果
反映の 
方向性 

事業仕分け・ 
レビュー結果（※） 

①中心市街地活性化基本計画の認
定 

 国の支援措置を受ける基本計画の
割合 

 目標達成市町村の割合 

Ａ 引き続き推進  

②地方の元気再生事業の実施  継続する取組の割合 Ａ ※継続なし  
③地域活性化・公共投資臨時交付金

の配分計画の策定 
Ａ ※継続なし  

④地域活性化・経済危機対策臨時交
付金の配分計画の策定 

Ａ ※継続なし  

⑤地域活性化・きめ細かな臨時交付
金の配分計画の策定 

 有効と回答した地方公共団体の割
合 

Ａ ※継続なし  

⑥構造改革特区計画の認定 Ｂ 引き続き推進  

⑦地域再生計画の認定 

 計画認定件数 
 目標達成と回答した地方公共団体
の割合 

Ｂ 引き続き推進  

⑧特定地域再生事業会社の指定  事業会社の指定 Ｃ ※継続なし  

⑨地域再生基盤強化交付金の配分
計画の策定 

 計画認定件数 Ｂ 抜本的見直し 〔レビュー〕 
廃止を含め抜本的な見
直し 

６．地域活性化政
策 

⑩地域再生支援利子補給金の支給  対象融資額 Ｂ 引き続き推進  
７．科学技術政策 原子力研究開発利用の推進  原子力政策大綱のフォローアップ Ａ 引き続き推進  

①防災に関する普及・啓発  アンケートでの高評価 Ｓ 引き続き推進  

②国際防災協力の推進 
 アジア各国担当者への短期研修者
数 

Ｓ 引き続き推進  

③災害復旧・復興に関する施策の推
進 

 災害復旧・復興対策について記載
された地域防災計画の割合 

Ａ 引き続き推進  

④防災行政の総合的推進  防災基本計画のフォローアップ Ａ 引き続き推進  

８．防災政策 

⑤地震対策等の推進  地震防災戦略のフォローアップ Ｂ 引き続き推進  

①駐留軍用地跡地利用の推進 
 市町村へのアドバイザー派遣件数
 跡地利用計画の作成状況 

Ａ 引き続き推進  

②沖縄の離島の活性化 
 特産品加工施設等の整備数 
 専門家等の派遣数 

Ａ 引き続き推進  

９．沖縄政策 

③沖縄振興計画の推進に関する調
査 

 審議会等での活用割合 未集計等 引き続き推進  



 

 

政策分野 施策名 主な評価指標 評価結果
反映の 
方向性 

事業仕分け・ 
レビュー結果（※） 

④沖縄における産業振興 

 国際観光モデル事業構築件数 
 ベンチャーファンドの組成状況 

Ａ 拡充等 
 
※レビューの
対象事業は廃
止を含め見直
し済み。 

〔レビュー〕 
(観光)大幅な改善、一
部事業の廃止を検討 
(雇用)大幅な改善 
(アジア青年の家事業)
部分的改善 
(産業)部分的改善 

⑤沖縄における社会資本等の整備 
 下水道処理人口普及率 
 かんがい施設整備面積割合 

Ａ 引き続き推進  

⑥沖縄の特殊事情に伴う特別対策 
 体験提供施設の利用満足度 
 特殊抗毒素の研究の進捗 

Ａ 引き続き推進  

⑦沖縄の戦後処理対策 
 不発弾等対策事業の推進 
 沖縄戦関係資料閲覧室の利用状況

Ａ 拡充等  

①青年国際交流の推進 
 アンケートでの役立ったとの回答
比率 

Ｂ 引き続き推進 

②インターネット青少年有害情報
対策・環境整備の総合的推進 

 インターネット青少年有害情報対
策・環境整備推進基本計画のフォ
ローアップ 

Ａ 引き続き推進 

③青少年健全育成に関する普及・啓
発 

 HP へのアクセス件数 Ａ 引き続き推進 

④食育の総合的推進  食育基本計画のフォローアップ Ａ 引き続き推進 
⑤食育に関する普及・啓発  食育に関心を持つ国民の割合 Ｂ 改善・見直し 
⑥少子化社会対策の総合的推進  大綱のフォローアップ Ａ 引き続き推進 
⑦少子化社会対策に関する普及・啓

発 
 HP へのアクセス件数 Ａ 改善・見直し 

⑧仕事と生活の調和に関する普
及・啓発 

 仕事と生活の調和の認知度 Ａ 引き続き推進 

⑨高齢社会対策の総合的推進 
 高齢社会対策大綱のフォローアッ
プ 

Ａ 引き続き推進 

⑩高齢社会対策に関する普及・啓発  HP へのアクセス件数 Ｂ 引き続き推進 
⑪バリアフリー・ユニバーサルデザ

イン推進に関する普及・啓発 
 バリアフリーの認知度 Ａ 改善・見直し 

⑫障害者施策の総合的推進  障害者基本計画のフォローアップ Ａ 引き続き推進 

１０．共生社会政
策 

⑬障害者施策に関する普及・啓発  共生社会の周知度 Ａ 引き続き推進 

〔仕分け〕 
（普及・啓発等（③⑤
⑦⑧⑩⑪⑬⑮⑰⑲））予
算要求の縮減〈1/3 程
度縮減〉 
 
〔仕分け〕 
（全国交通安全啓もう
全国キャラバン隊派遣
事業（⑮））内容を抜本
的に見直すために一旦
廃止し、検討の上で国
が責任を持って実施 
（子どもと親、高齢者
交通安全意識啓発事業
（⑮））事業の廃止 
 



 

 

政策分野 施策名 主な評価指標 評価結果
反映の 
方向性 

事業仕分け・ 
レビュー結果（※） 

⑭交通安全対策の総合的推進 
 交通安全基本計画のフォローアッ
プ 

Ａ 引き続き推進 

⑮交通安全対策に関する普及・啓発  HP へのアクセス件数 Ｂ 改善・見直し 

⑯犯罪被害者等施策の総合的推進 
 犯罪被害者等基本計画のフォロー
アップ 

Ａ 引き続き推進 

⑰犯罪被害者等施策に関する普
及・啓発 

 HP へのアクセス件数 Ａ 引き続き推進 

⑱自殺対策の総合的推進 
 自殺総合対策大綱のフォローアッ
プ 

Ａ 引き続き推進 

⑲自殺対策に関する普及・啓発  HP へのアクセス件数 Ａ 拡充等 
１１．栄典事務の

遂行 
栄典事務の適切な遂行 

 春秋叙勲の発令数 
 HP へのアクセス件数 

Ａ 引き続き推進  

①男女共同参画施策の総合的推進 
 男女共同参画基本計画（第２次）
のフォローアップ 

Ａ 拡充等  

②男女共同参画に関する普及・啓発
 HP へのアクセス件数 
 アンケートでの肯定的評価 

Ｓ 改善・見直し  

③地方公共団体・民間団体等との連
携 

 アンケートでの肯定的評価 
 地域における取組事例収集件数 

Ｓ 改善・見直し  

④国際交流・国際協力の促進 
 国際会議等への出席回数 
 アンケートでの肯定的評価 

Ａ 改善・見直し  

⑤女性に対する暴力の根絶に向け
た取組 

 アンケートでの肯定的評価 
 ポスター等の配布箇所数 

Ｓ 拡充等  

１２．男女共同参
画社会の形成
の促進 

⑥女性の参画拡大に向けた取組  指導的地位に女性が占める割合 Ｂ 改善・見直し  
①食品健康影響評価技術研究の推

進 
 事後評価結果 
 中間評価結果 

Ｓ 引き続き推進  
１３．食品安全政

策 ②食品健康影響評価に関するリス
クコミュニケーションの推進 

 アンケートでの肯定的評価 
 メールマガジンの登録者数 

Ａ 引き続き推進  

１４．原子力安全
確保政策 

原子力利用の安全確保に係る施策
の遂行 

 規制調査の実施状況 
 原子力防災に係る訓練の実施・参
加状況 

Ａ 引き続き推進  

１５．公益法人制
度改革等 

公益法人制度改革等の推進 
 説明会等を通じた行政庁間の連携
 各種調査等の実施 

Ａ 引き続き推進  



 

 

政策分野 施策名 主な評価指標 評価結果
反映の 
方向性 

事業仕分け・ 
レビュー結果（※） 

①経済社会活動の総合的研究 
 HP へのアクセス件数 
 アンケートでの肯定的評価 

Ａ 抜本的見直し 〔レビュー〕 
大幅な改善 

②国民経済計算 

 国際基準に基づく公表スケジュー
ル遵守 

 国際作成基準の改定(08SNA)への
対応 

Ｃ 引き続き推進  

③人材育成、能力開発  アンケートでの肯定的評価 Ｓ 引き続き推進  

１６．経済社会総
合研究 

経済財政政策関係業務システムの
最適化（成果重視事業） 

 計画に基づいた作業の進捗状況 Ｂ 改善・見直し  

１７．迎賓施設の
運営 

迎賓施設の適切な管理・運営 
 迎賓館事務連絡会議の開催 
 一般参観者数 

Ａ 引き続き推進  

１８．北方領土問
題の解決の促
進 

北方領土問題解決促進のための施
策の推進 

 各種大会の実績 Ｓ 拡充等  

１９．国際平和協
力業務等 

国際平和協力業務等の推進 

 国連、現地政府等の肯定的評価 Ａ 引き続き推進 
 
※レビューで
の指摘事項に
ついて、今後、
検討・調査等を
進める方針。 

〔レビュー〕 
（人道救援物資備蓄経
費）大幅な改善も含め
検討 

①政府・社会等に対する提言等  政府・関係機関との連携 Ａ 拡充等  
②各国アカデミーとの交流等の国

際的な活動 
 各国アカデミーとの連携等 
 共同主催国際会議の開催 

Ａ 改善・見直し  

③科学の役割についての普及・啓発  公開講演会等の開催 Ｓ 拡充等  

２０．科学に関す
る重要事項の
審議等 

④科学者間ネットワークの構築 
 地区会議の開催 
 地区会議公開講演会の開催 

Ａ 引き続き推進  

①一般職国家公務員の離職後の就
職の援助 

 対象者のうち６ヶ月以内に就職先
が決定した者の割合 

Ａ 抜本的見直し  
２１．官民人材交

流センターの運
営 

②官民の人材交流の円滑な実施の
支援 

 意見交換会の開催 Ａ 抜本的見直し  

（※）「事業仕分け」は、昨年11月及び本年４～５月に行われた「事業仕分け」を指す。 
「レビュー」は、内閣府における「行政事業レビュー 公開プロセス」（平成22年６月）を指す。 


