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表13－４ 文部科学省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況（個表） 

 

政策ごとの評価結果については、 

総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_fusyou.ht

ml）を参照されたい。 

 

また、政策評価の結果の政策への反映状況は、以下の一覧のとおりである。 

 

 

１ 事前評価 

 

表13－４－(1) 新規・拡充個別事業等を対象として事前評価した政策 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 
グローバル人材育成推進
のための初等中等教育の
充実等（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成 24年度要求額：1,514 百万円 

平成 24年度予算案：  428 百万円 

２ 
高校生に対する給付型奨
学金事業（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：10,167 百万円 

平成24年度予算案：     0 百万円 

３ 
新たな時代を拓くグロー
バル人材育成のための大
学改革の新展開（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：87,599 百万円 

平成24年度予算案：64,109 百万円 

４ 

医学部・大学病院の教育研
究活性化及び地域・へき地
医療支援人材の確保事業
（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：1,521 百万円 

平成24年度予算案：  913 百万円 

５ 
大学等修学支援奨学金事
業（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：84,301 百万円 

平成24年度予算案：75,784 百万円 

６ 
大学発新産業創出拠点プ
ロジェクト（仮称）（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：1,510 百万円 

平成24年度予算案：1,300 百万円 

７ 
世界トップレベル研究拠
点プログラム（ＷＰＩ）（拡
充） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 
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平成24年度要求額：10,053 百万円 

平成24年度予算案： 8,925 百万円 

８ 
ＳＡＣＬＡ重点戦略課題
の推進（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：1,300 百万円 

平成24年度予算案：1,000 百万円 

９ 
再生医療の実現化プロジ
ェクト（拡充） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：5,250 百万円 

平成24年度予算案：4,499 百万円 

10 
気候変動リスク情報創生
プログラム（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：1,800 百万円 

平成24年度予算案：  835 百万円 

11 

グリーン・ネットワーク・
オブ・エクセレンス（二酸
化炭素削減技術分野）（新
規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：2,936 百万円 

平成24年度予算案：    0 百万円 

12 
新・元素戦略プロジェクト
（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：3,000 百万円 

平成24年度予算案：2,250 百万円 

13 
ナノテクノロジープラッ
トフォーム（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：3,600 百万円 

平成24年度予算案：1,800 百万円 

14 
ナショナル競技力向上プ
ロジェクト（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：4,140 百万円 

平成24年度予算案：3,214 百万円 

15 
メディア芸術発信支援事
業（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：1,330 百万円 

平成24年度予算案：    0 百万円 

16 
地域発・文化芸術創造発信
イニシアチブ（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：3,006 百万円 

平成24年度予算案：3,215 百万円 

17 
ミュージアム国際発信事
業（新規） 

【政策への反映】 

○予算への反映 

評価結果を踏まえ、平成24年度予算概算要求を行った。 

平成24年度要求額：2,112 百万円 

平成24年度予算案：    0 百万円 

 

表13－４－(2) 規制を対象として事前評価した政策 
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№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 

子どものための教育・保育
給付を受ける際の支給認
定手続及び事業者指定制
度の創設 

評価結果を踏まえ、子どものための教育・保育給付を受ける際の支給

認定手続及び事業者指定制度の創設に伴う所要の措置に係る規定等を盛

り込んだ「子ども・子育て支援法案」を国会に提出した。 

２ 
総合こども園の創設に伴
う所要の措置 

評価結果を踏まえ、総合こども園の創設に伴う所要の措置に係る規定

等を盛り込んだ「総合こども園法案」を国会に提出した。 

 

表13－４－(3) 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 
子ども・子育て新システム
の構築のための税制上の
所要の措置 

政策評価結果を踏まえ、平成24年度税制改正要望を行った結果、要望

が認められ、子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の

法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、所得税、個人住

民税を課さず、また、税金の滞納処分による差押えを禁止することとさ

れた。 

２ 
試験研究を行った場合の
法人税額等の特別控除（上
乗せ措置の恒久化） 

政策評価結果を踏まえ、平成24年度税制改正要望を行った結果、上乗

せ措置の恒久化は認められなかったものの、我が国の持続的成長におけ

る研究開発の重要性に鑑み、２年間の延長（平成26年３月31日まで）は

認められた。 

３ 

史跡等の土地を国又は地
方公共団体に対して譲渡
した場合に係る所得税の
特別控除額及び法人税の
損金算入限度額の拡充 

政策評価結果を踏まえ、平成24年度税制改正要望を行った結果、史跡

等の土地を国又は地方公共団体に対して譲渡した場合に係る所得税の特

別控除額及び法人税の損金算入限度額の拡充については認められなかっ

た。 
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２ 事後評価 

 

表13－４－(4) 実績評価方式により事後評価した政策 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 地域の教育力の向上 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：           9,622 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        595 百万円 

平成24年度概算要求額：          12,507 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

3,832 百万円 

平成24年度予算案：             8,672 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計： ※        0 百万円 

    ※ 復興庁計上分を除く。以下同じ。 

 

○機構・定員への反映 

・環境教育の推進体制の強化のために、係長及び係員を１名ずつ要

求 

査定結果：係長、係員を１名ずつ措置 

２ 家庭の教育力の向上 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：              77 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：              52 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：                51 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

３ 
ＩＣＴを活用した教育・学
習の振興 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：             377 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：             771 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

288 百万円 

平成24年度予算案：               346 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・情報教育の推進等に関する調査研究 

平成24年度概算要求額：                     0 百万円 

平成24年度予算案：                        41 百万円 

４ 確かな学力の育成 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：          44,318 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        288 百万円 

平成24年度概算要求額：          47,460 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

831 百万円 

平成24年度予算案：            45,448 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 
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・英語力の指導改善事業 

平成24年度概算要求額：                   518 百万円 

平成24年度予算案：                       176 百万円 

・国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育の推進 

平成24年度概算要求額：                    32 百万円 

平成24年度予算案：                        15 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・新学習指導要領移行措置に対応する算数・数学、理科の補助教材の

配布事業 

平成23年度当初予算額：                    15 百万円 

５ 豊かな心の育成 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：           1,023 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：      3,366 百万円 

平成24年度概算要求額：           6,483 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

5,514 百万円 

平成24年度予算案：               960 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・学校におけるキャリア教育の推進のために係長及び係員を１名ずつ

要求 

査定結果：措置なし 

・児童生徒の自殺予防対策の推進担当として専門職を１名要求 

査定結果：専門職が１名措置 

６ 
健やかな体の育成及び学
校安全の推進 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：           3,258 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        133 百万円 

平成24年度概算要求額：          11,105 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

7,905 百万円 

平成24年度予算案：             3,434 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：         255 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

 ・学校保健課題解決支援事業 

平成24年度概算要求額：                    56 百万円 

平成24年度予算案：                        40 百万円 

 ・小学校における保健教育の指導参考資料の作成 

平成24年度概算要求額：                    27 百万円 

平成24年度予算案：                        27 百万円 

 ・防災教育推進事業（東日本大震災復興関連事業） 

平成24年度概算要求額：                 7,905 百万円 

平成24年度予算案：                       317 百万円 

  （※うち、63 百万円は査定段階で一般会計に新規計上） 

〔平成23年度限りの事業〕 

・子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業 

 平成23年度当初予算：                      30 百万円 

・学校における労働安全衛生等啓発資料の作成 

 平成23年度当初予算：                      19 百万円 

・学校において予防すべき感染症の指導参考資料の作成 

 平成23年度当初予算：                      21 百万円 

・学校内で安全を見守る支援的スタッフに関する調査研究 

 平成23年度当初予算：                      39 百万円 
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・生徒の安全な通学のための教育教材の作成 

 平成23年度当初予算：                      18 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・東日本大震災を踏まえた防災教育・防災管理の推進のための体制

強化及び原発事故を受けた学校における放射線対策のためのハイ

レベルな調整等を担うために、企画官の設置を要求 

  査定結果：企画官が措置 

・東京電力株式会社福島第一原子力発電所における原子力事故を受

けて、今後、学校における放射線による児童生徒等への被ばく放

射線量の低減等の防止のための体制の強化を図るために、専門官

１名及び専門職２名を要求  

査定結果：専門官、専門職が1名ずつ措置 

・東日本大震災を受けて、今後、学校における防災教育・防災管理

の推進のための体制の強化を図るために、専門官、係長及び係員

を１名ずつ要求 

査定結果：専門官、係長が１名ずつ措置 

７ 
地域住民に開かれた信頼
される学校づくり 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：             207 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：             193 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：               162 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

８ 
魅力ある優れた教員の養
成・確保 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：           1,921 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：       △41 百万円 

平成24年度概算要求額：           1,702 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：             1,688 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

 ・教員のメンタルヘルスに関する調査研究 

平成24年度概算要求額：                     5 百万円 

平成24年度予算案：                         3 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・教員のメンタルヘルス対策の強化を図るため、専門官及び係員を

１名ずつ要求 

査定結果：教員メンタルヘルス専門官及び係員が１名ずつ措置 

９ 
安全・安心で豊かな学校施
設の整備推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：             265 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        125 百万円 

平成24年度概算要求額：             289 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

7 百万円 

平成24年度予算案：               272 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           2 百万円 

 

○機構・定員への反映 
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・公立学校施設の大きな課題となっている老朽化対策等に、専門職

及び係員を１名ずつ要求 

査定結果：措置なし 

10 幼児教育の振興 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：          21,261 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：      5,360 百万円 

平成24年度概算要求額：          22,553 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：            21,621 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

11 
一人一人のニーズに応じ
た特別支援教育の推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：           8,987 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：           9,131 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：             9,024 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた一貫した支援のた

めの体制強化を図るため、課長補佐１名及び係長２名を要求 

査定結果：課長補佐及び係長が１名ずつ措置 

12 
義務教育に必要な教職員
の確保 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：        1,566,649 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：         1,569,649 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

2,171 百万円 

平成24年度予算案：           1,557,528 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・義務教育費国庫負担金の執行・決算の適正化を図るために、24年

度も引き続き、見直し年度の到来する定員の見直し年度解除を要

求 

査定結果：要求は認められた 

13 
大学などにおける教育研
究の質の向上 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：          115,461 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：      2,449 百万円 

平成24年度概算要求額：           144,040 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

2,679 百万円 

平成24年度予算案：             135,135 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

 ・グローバル人材育成推進事業 

平成24年度概算要求額：                12,140 百万円 

平成24年度予算案：                     5,000 百万円 

・医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材
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の確保 

平成24年度概算要求額：                 1,521 百万円 

平成24年度予算案：                       913 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・組織的な大学院教育改革推進プログラム 

  平成23年度当初予算：                     695 百万円 

・地域・社会の求める人材を養成する大学等連携事業 

  平成23年度当初予算：                   2,120 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・高度情報通信技術教育推進のための体制の強化に伴い、専門官を

１名要求 

査定結果：措置なし 

・大学病院の災害医療支援体制の強化に伴い、専門官及び係長を１

名ずつ要求 

査定結果：専門官が１名措置 

・医学教育改革の推進のための体制強化に伴い、企画官及び専門職

を１名ずつ要求 

査定結果：専門職が１名措置 

・大学教育の質の保証及び向上等に係る支援体制の強化に伴い、係

員を１名要求 

査定結果：措置なし 

・グローバル人材育成に係る取組の推進のための体制の強化に伴

い、専門官を１名要求 

査定結果：専門官が１名措置 

・国立大学の改革の推進体制整備に伴い、大学連携係長１名、大学

連携係員１名を要求 

   査定結果：係長及び係員が１名ずつ措置 

14 
意欲・能力のある学生に対
する奨学金事業の推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：          124,091 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：    △7,086 百万円 

平成24年度概算要求額：           131,120 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：             122,901 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

15 
特色ある教育研究を展開
する私立学校の振興 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：          547,577 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：    137,135 百万円 

平成24年度概算要求額：           578,984 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

23,860 百万円 

平成24年度予算案：             524,228 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：      11,211 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・私立学校における耐震化等施設・設備整備推進体制の強化に伴い、

専門官を１名要求 

査定結果：専門官が１名措置  

・経営悪化に係る学校法人支援体制の強化に伴い、係員を１名要求

査定結果：措置なし 

16 
科学技術関係人材の育成
及び科学技術に関する国

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 
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民意識の醸成 平成23年度当初予算額：           14,159 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：      △721 百万円 

平成24年度概算要求額：            14,988 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：              13,997 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

17 
科学技術の国際活動の戦
略的推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 3,543 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        △1 百万円 

平成24年度概算要求額：                 4,311 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：                     3,676 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

18 
科学技術振興のための基
盤の強化 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                49,291 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：      △375 百万円 

平成24年度概算要求額：                66,694 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

8,928 百万円 

平成24年度予算案：                    52,646 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

19 
情報通信分野の研究開発
の重点的推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 1,002 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：                 7,757 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

6,620 百万円 

平成24年度予算案：                     1,067 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計             0 百万円 

20 
宇宙・航空分野の研究・開
発・利用の推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：               160,494 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：     11,332 百万円 

平成24年度概算要求額：               188,043 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

11,341 百万円 

  平成24年度予算案：                   161,529 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

21 
新興・融合領域の研究開発
の推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 1,325 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：                 1,335 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：                     1,316 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

22 
安全・安心な社会の構築に
資する科学技術の推進 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                10,840 百万円 
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平成23年度補正予算額（１～４次）：      2,898 百万円 

平成24年度概算要求額：                20,272 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

8,285 百万円 

平成24年度予算案：                    14,977 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：       5,287 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・安全・安心科学技術の国際展開 

平成24年度概算要求額：                    50 百万円 

平成24年度予算案：                        17 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・安全・安心に資する科学技術の推進に必要な経費 

  平成23年度当初予算：                     115 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・津波調査研究等の推進のための体制を強化するために、企画官、

調査官、専門職を１名ずつ要求 

査定結果：専門官、専門職が１名ずつ措置 

23 子どもの体力の向上 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 1,076 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：                 1,365 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：                     1,125 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・幼児期の運動促進に関する普及啓発事業 

平成24年度概算要求額：                   180 百万円 

平成24年度予算案：                       108 百万円 

・武道等指導推進事業 

平成24年度概算要求額：                   357 百万円 

平成24年度予算案：                       250 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

・中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校 

 平成23年度当初予算：                     203 百万円 

・体育活動中の事故防止に関する調査研究 

  平成23年度当初予算：                      19 百万円 
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24 生涯スポーツ社会の実現 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 1,535 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        △2 百万円 

平成24年度概算要求額：                 2,475 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

84 百万円 

平成24年度予算案：                     1,519 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計：           0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業 

 平成24年度概算要求額：            209 百万円 

 平成24年度予算案：              71 百万円 

・高齢者の体力つくり支援事業 

平成24年度概算要求額：                   226 百万円 

平成24年度予算案：                        97 百万円 

・スポーツ庁の在り方に関する調査研究事業 

平成24年度概算要求額：                    17 百万円 

平成24年度予算案：                        10 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・全国スポーツ・レクリエーション大会開催事業 

  平成23年度当初予算：                     124 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・障害者スポーツの振興に関する体制の強化に伴い、課長補佐、係

長及び係員を１名ずつ要求 

査定結果：課長補佐、係長が１名ずつ措置 

・スポーツ産業や企業スポーツとの連携推進体制の強化に伴い、専

門官を１名要求 

査定結果：専門官が１名措置 

・アスリートのキャリア形成支援を通じたスポーツの振興に関する

体制の強化に伴い、係員を１名要求 

査定結果：措置なし 

25 
我が国の国際競技力の向
上 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                15,457 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：        330 百万円 

平成24年度概算要求額：                16,757 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

  平成24年度予算案：                    16,215 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・ナショナル競技力向上プロジェクト 

平成24年度概算要求額：                 4,140 百万円 

平成24年度予算案：                     3,214 百万円 

・2019年ラグビーワールドカップ普及啓発等事業 

平成24年度概算要求額：                    22 百万円 

平成24年度予算案：                        15 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・マルチサポートを通じたトップアスリートの育成・強化 

  平成23年度当初予算：                   2,245 百万円 

26 芸術文化の振興 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                38,857 百万円 
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平成23年度補正予算額（１～４次）：       △24 百万円 

平成24年度概算要求額：                43,809 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

2,301 百万円 

平成24年度予算案：                    41,016 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ 

平成24年度概算要求額：                 3,006 百万円 

平成24年度予算案：                     3,215 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・東日本大震災による被害からの文化施設の復旧や被災地の復興支

援事業に取り組むために、文化活動専門官１名の継続配置の平成

24年度見直しの解除を要求 

査定結果：要求が認められた 

27 
文化芸術振興のための基
盤の充実 

【政策への反映：改善・見直し】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                   676 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：                 1,308 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

153 百万円 

平成24年度予算案：                       862 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

〔平成24年度新規事業〕 

・近現代建築資料等の収集・保存 

平成24年度概算要求額：                   150 百万円 

平成24年度予算案：                       150 百万円 

〔平成23年度限りの事業〕 

 ・近現代建築資料等の収集・保存体制整備 

平成23年度当初予算：                     398 百万円 

28 国際協力の推進 

【政策への反映：引き続き推進】 

○予算への反映 

平成23年度当初予算額：                 1,096 百万円 

平成23年度補正予算額（１～４次）：          0 百万円 

平成24年度概算要求額：                 1,031 百万円 

うち東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費： 

0 百万円 

平成24年度予算案：               992 百万円 

うち東日本大震災復興特別会計:            0 百万円 

 

○機構・定員への反映 

・我が国におけるユネスコ活動を更に強化するために、係長及び係

員を１名ずつ要求 

査定結果：係長が１名措置 

 

表13－４－(5)  事業評価方式により事後評価した政策（国から公益法人が権限付与を受けて行う事

務・事業） 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 放射線取扱施設の施設検 【引き続き推進】 
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査、定期検査  評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

２ 
放射線取扱施設の定期確
認 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

３ 
放射性同位元素等に係る
運搬物確認 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

４ 
放射性同位元素装備機器
の設計認証等 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

５ 放射線取扱主任者試験 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

６ 
放射線取扱主任者になる
ための資格講習 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

７ 
放射線取扱主任者に係る
定期講習 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

８ 

放射線業務従事者に係る
放射線管理記録（線量記
録、健康診断記録）の管理
保管 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

９ 
試験研究用原子炉等の放
射線管理記録の管理保管 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

10 
特定放射光施設の共用促
進 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

11 
国際規制物質の使用の状
況に関する情報の解析そ
の他の処理業務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

12 
スポーツ振興投票対象試
合開催機構が行う業務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

13 
私的録音補償金を受ける
権利の行使 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

14 
私的録画補償金を受ける
権利の行使 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 
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15 
実演家に係る商業用レコ
ードの二次使用料の徴収
及び分配業務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

16 
実演家に係る商業用レコ
ードの貸与に係る報酬の
徴収及び分配業務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

17 
レコード製作者に係る商
業用レコードの二次使用
料の徴収及び分配業務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

18 

レコード製作者に係る商
業用レコードの貸与に係
る報酬の徴収及び分配業
務 

【引き続き推進】 

 評価結果を踏まえ、引き続き当該法人による当該事業の実施を継続す

る。なお、閣議決定（平成18年８月15日）を踏まえ、当該事務・事業の

必要性について定期的な検証を行うこととする。 

 


