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表15－４ 経済産業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15－４－(1) 新規施策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 産業人材 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

２ 
技術革新の促進・環境整
備 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

３ 
工業標準・知的基盤の整
備 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

４ 
経営イノベーション・事
業化促進 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

５ ＩＴの利活用の促進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

６ 流通・物流基盤整備 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

７ 貿易投資促進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

８ 経済協力の推進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

９ ものづくり産業振興 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

10 サービス産業強化 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

11 コンテンツ産業強化 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

12 中小企業事業環境の整備 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

13 経営革新・創業促進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

14 経営安定・取引の適正化 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

15 地域経済の活性化の推進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

16 
石油・天然ガス・石炭の
安定供給確保 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

17 
エネルギー源の多様化・
エネルギーの高度利用 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

18 省エネルギーの推進 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

19 
原子力の推進・電力基盤
の高度化 

評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

20 鉱物資源の安定供給確保 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

21 温暖化対策 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

22 環境経営・競争力の強化 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 

23 原子力安全 評価結果を踏まえ、評価対象施策を実施することとした。 
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表 15－４－(2) 規制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 
非リスト規制品目に関
する輸出規制の対象国
の見直し 

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃を行うこととした。 

２ 

ライターの消費生活用
製品安全法における特
定製品及び特別特定製
品への追加に係る規制

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃を行うこととした。 

３ 

我が国のエネルギーの
安定的かつ適切な供給
の確保を図るため、再
生可能エネルギーの導
入拡大を規制的手法の
導入により推進する政
策 

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃を行うこととした。 

４ 
鉱業法による鉱業権の
許可及び鉱物の探査に
係る規制（３件） 

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃を行うこととした。 

５ 

供給約款の変更のため
の新たな手続類型の創
設等により、電気事業
及びガス事業を取り巻
く社会経済情勢の変化
に的確に対応した制度
の整備を図る政策（３
件） 

評価結果を踏まえ、規制の新設又は改廃を行うこととした。 

 

表15－４－(3) 工業用水道事業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 

工業用水道事業（１事業） 評価結果を踏まえ、平成23年度予算概算要求を行った。 

 

 

２ 事後評価 

 

表15－４－(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 産業人材 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,405,000千円 
機構・定員要求：２名増員要求 

２ 
技術革新の促進・環境整
備 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 
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平成23年度予算要求額：4,488,095千円 

機構・定員要求：研究開発拠点担当２名（課長補佐１名、係員１名）の要求

３ 知的財産の適切な保護 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：60,633,167千円 

機構・定員要求：審査官40名を増員要求 

４ 
工業標準・知的基盤の整
備 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：10,367,218千円 

機構・定員要求：課長補佐１名、係長２名を要求 

５ 
経営イノベーション・事
業化促進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：134,952千円 

６ ＩＴの利活用の促進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：5,873,959千円 

機構・定員要求：６人要求 等 

７ 流通・物流基盤整備 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：79,297千円 

機構・定員要求：補佐，係長をそれぞれ１名ずつ要求 

８ 
情報セキュリティ対策
の推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,585,532千円 

機構・定員要求：課長補佐１名、係長２名の定員増を要求 

９ 
消費者行政（製品・取引）
の推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：643,910千円 

機構・定員要求：消費者取引専門官16人、消費者取引係３人 

10 経済産業統計の整備 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,436,407千円 

機構・定員要求：企画官を１名及び定員を９名要求 等 

11 通商政策 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：25,222,477千円 

機構・定員要求：機構（省令職）を要求 等 

12 貿易投資促進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：5,891,276千円 

機構・定員要求：国際博覧会企画官の時限の延長を要求 

13 経済協力の推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：10,971,877千円 

14 貿易管理 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：397,048千円 
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機構・定員要求：定員を要求（２名） 

15 ものづくり産業振興 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：14,665,926千円 

機構・定員要求：増員等の要求（６名） 

16 情報産業強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：2,593,333千円 

機構・定員要求：６人要求 

17 サービス産業強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：7,476,628千円 

機構・定員要求：ライフ・イノベーションに係る省内推進体制を整備 

18 コンテンツ産業強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,600,000千円 

機構・定員要求：クリエティブ産業部（仮称）創設を要求 

19 化学物質管理 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：823,972千円 

20 
中小企業事業環境の整
備 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：34,903,428千円 

21 経営革新・創業促進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：48,122,028千円 

22 経営安定・取引の適正化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：5,445,189千円 

機構・定員要求：下請代金検査官を８名増員（本省）、10名増員（地方局）

23 まちづくりの推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：3,604,060千円 

24 
地域経済の活性化の推
進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：5,769,995千円 

機構・定員要求：定員増を要求 

25 
石油・天然ガス・石炭の
安定供給確保 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：292,643,533千円 

機構・定員要求：専門職１名を要求 等 

26 
エネルギー源の多様
化・エネルギーの高度利
用 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：107,031,794千円 

機構・定員要求：新たな課の創設を機構要求 

27 省エネルギーの推進 
【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 
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平成23年度予算要求額：78,531,466千円 

28 
原子力の推進・電力基盤
の高度化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：163,564,723千円 

機構・定員要求：課長補佐等２名の増員を要求 

29 
鉱物資源の安定供給確
保 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：5,334,979千円 

30 温暖化対策 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：27,588,788千円 

機構・定員要求：３人を要求 

31 資源循環推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：51,360千円 

32 環境経営・競争力の強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：660,340千円 

33 原子力安全 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：9,173,240千円 

機構・定員要求：原子力安全規制の充実に向けた対応のための体制整備 

34 産業保安 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：3,451,087千円 

機構・定員要求：産業保安の充実に向けた対応のための体制整備 

 

表15－４－(5) 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 

通商政策 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：25,222,477千円 

機構・定員要求：機構（省令職）を要求 等 

 

表15－４－(6) 実績評価方式により平成21年度に事後評価した政策 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

１ 産業人材 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,405,000千円 

機構・定員要求：２名増員要求 

２ 工業標準・知的基盤の整備 
【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 
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平成23年度予算要求額：10,367,218千円 

機構・定員要求：課長補佐１名、係長２名を要求 

３ 通商政策 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：25,222,477千円 

機構・定員要求：機構（省令職）を要求 等 

４ 経済協力の推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：10,971,877千円 

５ サービス産業強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：7,476,628千円 

機構・定員要求：ライフ・イノベーションに係る省内推進体制を整備 

６ コンテンツ産業強化 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：1,600,000千円 

機構・定員要求：クリエティブ産業部（仮称）創設を要求 

７ 経営革新・創業促進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：48,122,028千円 

８ まちづくりの推進 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：3,604,060千円 

９ 
石油・天然ガス・石炭の安
定供給確保 

【改善・見直し】 

評価結果を踏まえ、評価対象施策の改善・見直しを行った。 

平成23年度予算要求額：292,643,533千円 

機構・定員要求：専門職１名を要求 等 

 

表15－４－(7) 工業用水道事業を対象として事後評価した政策（再評価）〈22年８月公表〉 

 

政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

工業用水道事業（４事業）
評価結果を踏まえ、４事業について引き続き補助対象事業とし、平成23年度

予算概算要求を行った。 

 


