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各府省における政策評価の実施体制等（平成 24 年９月末現在） 

１ 各府省における政策評価担当組織等 

府省名 政策評価担当組織の名称 行政機関内の会議等 

内閣府 政策評価審議官 

大臣官房政策評価広報課 

内閣府本府政策評価委員会 

 事務次官を長とする評価委員会を設け、内閣府本府の政策

評価に関する重要事項について審議。 

宮内庁 長官官房秘書課 － 

公正取引委員会 官房総務課  政策評価に係る各種の重要事項については、総括審議官、

官房総務課長等に稟議の上、決定している。 

 また、基本計画及び実施計画の策定並びに政策評価書の作

成に当たっては、上記のほか、公正取引委員会委員長、委員

に対して稟議の上、決定している。 

警察庁 政策評価審議官 

長官官房総務課 

政策評価委員会 

 官房長、総括審議官、政策評価審議官等で構成し、国

家公安委員会及び警察庁における政策評価の在り方、

運営について審議。 

 基本計画、実施計画、実績評価計画書及び各評価書

は国家公安委員会委員長及び国家公安委員の決裁を

得ている。 

金融庁 総務企画局政策課 金融庁政策評価会議 

長官、各局長等で構成し、金融庁における政策評価の在り

方及びその運営について検討し、総合的な観点から調整を行

う。 

消費者庁 総務課 消費者庁幹部会 

復興庁 復興庁統括官 復興庁政策評価委員会 

※ 復興庁における政策評価制度の円滑かつ効率的な実施

を図るとともに、政策評価の取組を推進し、評価の質の向

上を図るため、政策評価の在り方及び運営について検討

し、総合的な観点から調整を行う。 

総務省 官房総括審議官（政策評価担当）

政策評価審議官 

大臣官房政策評価広報課 

官房各局等連絡会議 

 官房幹部、各局部課等の筆頭課長で構成し、基本計画、実

施計画の策定等を審議。 

公害等調整委員会 事務局総務課 委員会議 

 政策評価に関する重要事項（各種計画、評価書等）につい

て、委員会議に付す。同会議は、委員長（裁判官出身）及び

委員（弁護士、大学教授等）を中心に構成されており、その

専門的知見を活かして総合的観点から審議を行い、これらの

重要事項の決定等を行う。 

参考資料２ 
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府省名 政策評価担当組織の名称 行政機関内の会議等 

法務省 法務省大臣官房秘書課（政策評

価企画室） 

 政策評価企画室及び政策所管部局は、相互に連携を図りな

がら、予算等担当部署との協議を踏まえ、互いの役割に沿っ

て政策評価を実施している。基本計画、実施計画及び評価書

は大臣までの決裁を得ている。 

外務省 大臣官房考査・政策評価官 省議等 

 政策評価は、（イ）施策所管局課、（ロ）大臣官房考査・政

策評価官、（ハ）大臣官房総務課及び会計課、(ニ)総合外交

政策局総務課及び政策企画室が、相互に連携を図りながら、

各々の所掌事務に基づいて実施する。なお、評価結果及び総

合的審査結果等については省議等に付す。 

財務省 政策評価審議官 

大臣官房文書課（政策評価

室） 

財務省政策評価委員会 

 事務次官以下各局長級で構成し、財務省の政策評価の在り

方・運営について審議し、総合的観点から調整。 

※基本計画、実施計画、実績評価書は大臣の決裁を得ている。

文部科学省 政策評価審議官 

大臣官房政策課（評価室） 

省議 

 政策評価に関する決定（評価書、基本計画、実施計画等）

については、省議において行っている。 

厚生労働省 政策統括官 

政策評価審議官 

政策評価官（政策評価官室） 

政策評価の実施に関する関係課長会議 

 政策評価審議官、会計課長、政策評価官、各部局総務課長

等で構成し、厚生労働省の政策評価の実施に関する基本的事

項について、総合的観点から調整。 

農林水産省 政策評価審議官 

大臣官房評価改善課 

（会議等の設置はなし。） 

 政策評価結果等については、原則として、政務三役が出席

する会議の場で決定。 

経済産業省 政策評価審議官 

大臣官房政策評価広報課 

（会議等の設置はなし。） 

基本計画の改定に際しては、各局筆頭補佐の会議で議論。

議論の内容を踏まえて策定された基本計画、実施計画につい

ては大臣名の決裁を得ている。 

国土交通省 政策統括官 

政策評価審議官 

政策評価官 

政策レビュー等に関する検討会 

大臣政務官を座長とする省内幹部で構成し、政策評価の円

滑かつ的確な実施を確保することとしている。 

 

政策評価連絡会 

政策評価官を座長とする各部局の課長級で構成し、政策評

価の円滑かつ的確な実施を確保することとしている。 

環境省 大臣官房政策評価広報課 環境省政策評価推進会議 

事務次官以下、省内幹部で構成し、事後評価書につ
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府省名 政策評価担当組織の名称 行政機関内の会議等 

いて了承を経た上で、大臣決裁を得ている。 

原子力規制委員会 政策評価・広聴広報課 － 

防衛省 官房審議官 

大臣官房企画評価課評価班 

防衛省政策評価委員会 

 官房長、官房審議官、各局庶務担当課長等で構成し、政策

評価について審議及び検討を行う。委員会による了承後、大

臣の決裁を得ている。 

 

防衛省政策評価委員会作業部会 

 防衛省政策評価委員会の下で、政策評価の実施方針、対象

項目等について、検討を行う。 
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２ 各府省における学識経験者等から成る政策評価に関する会議等 

府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

内閣府 内閣府本府政策評価有識者懇談会 ・山谷 清志（座長）  

・田辺 国昭 

・田中 弥生 

・南島 和久 

基本計画及び実施計画の策定、評価書のとりまとめ等の段階において

意見を聴取し、その結果を適宜反映させている。 

（※）その他、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、各政

策所管課がその所掌する政策の特性に応じ、学識経験者を有する者から

の意見聴取、学識経験を有する者により構成される研究会等の開催等を

実施。 

宮内庁 － － － 

公正取引委員会 公正取引委員会政策評価委員会 ・柿崎 平（(株)日本総合研究所

総合研究部門 公共コンサルテ

ィング部部長兼上席主任研究

員） 

・小西 彦衞（公認会計士） 

・田中 辰雄（慶應義塾大学経済

学部准教授） 

・田辺 国昭（東京大学大学院法

学政治学研究科教授） 

・東條 吉純（立教大学法学部教

授） 

 政策評価を行うに当たって、客観性の確保や学識経験者の知見を活用

するため、基本計画及び実施計画の策定並びに政策評価書の取りまとめ

の段階において、公正取引委員会政策評価委員会を開催するなど、各委

員の意見を聴取している。 

  

警察庁 警察庁政策評価研究会 ・櫻井 敬子（学習院大学法学

部教授） 

・妹尾 堅一郎（NPO 法人産

学連携推進機構理事長） 

 政策評価の在り方、手法等に関する調査研究、運営方針案及び

実施結果報告書案に関する意見を聴取するため開催している。 

 基本計画、実施計画、実績評価計画書及び各評価書の原案につ

いて研究会に諮り、委員の意見を踏まえて適宜修正等をしている。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

・田辺 国昭（東京大学大学院

法学政治学研究科教授） 

・江尻 良（東海旅客鉄道株式

会社広報部長） 

・前田 雅英（首都大学東京法

科大学院教授）（座長） 

 

金融庁 政策評価に関する有識者会議 ・富田 俊基（座長） 

・翁  百合 

・神作 裕之 

・島崎 憲明 

・田辺 国昭 

・吉野 直行 

実施計画の策定及び評価書の作成に当たって、客観性を確保し、評価

の質を高めるため、学識経験者等の意見を取り入れている。 

（注）当会議においては、評価全体について意見を聴取するのみならず、

個々の政策の評価についても、具体的な指摘があった場合には、これに

適宜対応している。 

消費者庁 消費者庁参与会 ・齋藤 雅弘 

・樋口 恵子 

・向殿 正男 

政策評価書公表日（８～９月頃）から２週間程度前。 

復興庁 （設置していない） 

※ 政策評価の対象となる政策の

特性に応じ、高度な専門性や客

観性の確保等が強く求められる

場合には、学識経験者の知見の

活用を検討する。 

－ － 

総務省 （名称なし） ・菊地 端夫（明治大学経営学部公

共経営学科准教授） 

評価書作成時に、政策評価広報課との調整等を経て評価書案が固まっ

たタイミングで、左欄の有識者から個別に意見聴取。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

・山本 清（東京大学大学院教育学

研究科教授） 

公害等調整委員会 公害等調整委員会政策評価懇談会 ・礒野 弥生（東京経済大学現代法

学部教授） 

・大川 真郎（日本司法支援センタ

ー理事（弁護士）） 

・鬼丸 かおる（弁護士） 

・岸 勇希（㈱電通 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞ

ｲﾅｰ） 

・須須木 永一（神奈川県公害審査

会会長（弁護士）） 

・北村 喜宣 （上智大学法学部地

球環境法学科教授） 

・友井 秀和（ＮＨＫ放送総局解説

委員） 

・名取 良太（関西大学総合情報学

部教授） 

例年３月頃に政策評価懇談会を開催し、政策の取組について有識者に

説明を行い、意見を聴取している。 

法務省 法務省政策評価懇談会 ・伊藤 正志 

・柿嶋 美子 

・川端 和治（座長）   

・佐久間 総一郎 

・田辺 国昭 

・中村 美華 

政策評価に関する基本計画及び政策評価の実施に関する計画の策定・

改定及び政策に係る評価手法等について、学識経験者から成る政策評価

懇談会を開催し、意見等を聴取し、知見を活用している。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

・南雲 弘行 

・前田 雅英 

・山根 香織 

・六車 明 

外務省 外務省政策評価アドバイザリー・

グループ 

・秋月謙吾（京都大学大学院教授）  

・稲澤克祐（関西学院大学専門職

大学院教授） 

・添谷芳秀（慶應義塾大学法学部

教授）  

・中西寛（京都大学大学院教授） 

・福田耕治（早稲田大学政治経済

学術院教授） 

・山田治徳（早稲田大学大学院教

授） 

基本計画及び実施計画の策定や今後の改善点等外務省におけ

る政策評価の方針に関わる事項を決定する際や評価書のとりま

とめの段階等において意見を聴取している（基本的に春と夏の

２回開催）。 

また、施策所管部局が自己評価に基づき行った個別の施策評

価について、意見聴取を行っている（政策評価書において「学

識経験を有する者の知見の活用」欄に記載）。 

財務省 財務省の政策評価の在り方に関す

る懇談会 

・浅利 慶太（劇団四季代表） 

・伊藤 元重（東京大学大学院経済

学研究科教授） 

・牛尾 治朗（ウシオ電機株式会社

代表取締役会長）   

・大宅 映子（評論家）  

・北城 恪太郎（日本ＩＢＭ株式会

社相談役） 

・木村 陽子（財団法人自治体国際

政策評価の客観性を確保し、評価の質を高めるため、有識者から成る

懇談会を開催。 

基本計画、実施計画の策定及び実績評価書の作成の段階で開催し、意

見を聴取。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

化協会理事長） 

・高木 勇三（公認会計士） 

・田辺 国昭（東京大学大学院法学

政治学研究科・公共政策大学院

教授） 

・中村 桂子（JT生命誌研究館館長） 

・西室 泰三（株式会社東芝相談

役 ）（座長） 

・山本 清（東京大学大学院教育学

研究科教授） 

・吉野 直行（慶應義塾大学経済学

部教授） 

文部科学省 政策評価に関する有識者会議 ・浅井 経子（八洲学園大学生涯学

習学部教授） 

・家 泰弘（東京大学物性研究所長） 

・江川 雅子（東京大学理事） 

・大林 元太郎（東レ株式会社研究

本部顧問） 

・樫谷 隆夫（公認会計士・税理士） 

・加藤 種男（財団法人アサヒビー

ル芸術文化財団事務局長） 

・金本 良嗣（政策研究大学院大学

教授・学長特別補佐） 

会議 

・基本計画及び実施計画の策定及び改定 

・評価の結果及び政策への反映 

・評価手法の調査研究、等について助言を得る。 

 

会議以外 

 施策毎の具体の政策目標や指標の設定方法、評価書の様式のカスタマ

イズ等について、個別委員から意見聴取。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

・高祖 敏明（上智学院理事長）（座

長） 

・小杉 礼子（独立行政法人労働政

策研究・研修機構 統括研究員） 

・田中 啓（静岡文化芸術大学文化

政策学部教授） 

・田邉 陽子（日本大学法学部准教

授） 

・辻 智子（日本水産株式会社顧

問・生活機能科学研究所長） 

・寺崎 千秋（財団法人教育調査研

究所研究部長） 

・星野 敏男（明治大学経営学部教

授） 

・松永 是（東京農工大学長） 

・宮嶋 泰子（株式会社テレビ朝日

編成制作局アナウンス部兼編成

部 局次長待遇） 

・美山 良夫（慶應義塾大学名誉教

授） 

・渡辺 三枝子（立教大学大学院ビ

ジネスデザイン研究科特任教

授） 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

厚生労働省 政策評価に関する有識者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・渥美 由喜（東レ経営研究所

ダイバーシティ＆ワークラ

イフバランス研究部長） 

・阿部 正浩（獨協大学経済学

部教授）  

・井部 俊子（聖路加看護大学

学長） 

・梅田 次郎（株式会社 日本

能率協会コンサルティン

グ・行政経営アドバイザー） 

・河北 博文（社会医療法人河

北医療財団理事長） 

・菊池 馨実（早稲田大学法学

学術院教授） 

・篠原 榮一（公認会計士） 

・高橋 紘士（国際医療福祉大

学大学院教授）（座長）  

・高橋 弘行（一般社団法人 日

本経済団体連合会労働政策

本部長）  

・野川 忍（明治大学大学院法

務研究科（法科大学院）専

任教授）  

 

厚生労働省における政策評価制度、評価方法等について改善・向上を

図るため、第三者からなる有識者会議（政策統括官参集）を設け、基本

計画、実施計画及び実施要領の改定や、評価書の取りまとめに当たって、

意見等を聴取している。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜労働・子育てＷＧ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・堀田 力（財団法人 さわや

か福祉財団理事長）  

・本田 麻由美（読売新聞東京

本社社会保障部記者） 

・森田 朗（学習院大学法学部

教授）  

・安永 貴夫（日本労働組合総

連合会副事務局長）  

・山田 篤裕（慶応義塾大学経

済学部教授） 

 

・渥美 由喜（東レ経営研究所

ダイバーシティ＆ワークラ

イフバランス研究部長） 

・阿部 正浩（獨協大学経済学

部教授） 

・高橋 弘行（一般社団法人 日

本経済団体連合会労働政策

本部長） 

・野川 忍（明治大学大学院法

務研究科（法科大学院）専

任教授） 

・安永 貴夫（日本労働組合総

連合会副事務局長） 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

＜医療・衛生ＷＧ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福祉・年金ＷＧ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・井部 俊子（聖路加看護大学

学長） 

・河北 博文（社会医療法人河

北医療財団理事長） 

・篠原 榮一（公認会計士） 

・本田 麻由美（読売新聞東京

本社社会保障部記者） 

・森田 朗（学習院大学法学部

教授）  

 

・梅田 次郎（株式会社 日本

能率協会コンサルティン

グ・行政経営アドバイザー） 

・菊池 馨実（早稲田大学法学

学術院教授） 

・高橋 紘士（国際医療福祉大

学大学院教授） 

・堀田 力（財団法人 さわや

か福祉財団理事長）  

・山田 篤裕（慶応義塾大学経

済学部教授） 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

農林水産省 政策評価第三者委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小池 伊佐子（小池手造り農産加

工所有限会社代表取締役社長） 

・左近 靖博（三菱ＵＦＪリサーチ

＆コンサルティング（株）・公共

経営・地域政策部主任研究員） 

・橋本 博之（慶應義塾大学大学院

法務研究科教授） 

・畠山 重篤（（有）水山養殖場場

主、牡蠣の森を慕う会代表・Ｎ

ＰＯ法人森は海の恋人理事長） 

・速水 亨（速水林業代表） 

・婦木 克則（婦木農場代表） 

・福士 千恵子（読売新聞東京本社

編集局生活情報部部長） 

・三谷 美重子（三谷美重子税理

士・社会保険労務士・行政書士

事務所所長） 

・渡邉 さおり（親子食育サークル

「食と環境のひろば・Leaves」

代表・りっとう教育ファーム推

進ネットワーク庶務） 

 

 

 

政策評価の客観性を確保し、多様な意見の反映を図るとともに、評価

手法及び透明性の向上を図ることを目的として開催。 

 主に、政策目標（案）や評価結果（案）をとりまとめた段階で当該委

員会を開催し、意見を聴取。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

技術検討会 

（各局庁及び地方支分部局段階で

開催。） 

（省略）  評価の対象とする政策・事業の性質、評価方式等に応じて、技術的・

専門的な知見が必要な場合に開催。 

評価結果（案）をとりまとめた段階で当該検討会を開催し、意見を聴取。 

経済産業省 政策評価懇談会 ・金本 良嗣（政策研究大学院大学 

教授）（座長） 

・石田 正泰（東京理科大学専門職

大学院） 

・田辺 国昭（東京大学公共政策大

学院 院長） 

・佐藤 正典（公認会計士） 

経済産業省の政策評価のあり方を御議論いただいたり、特許庁の実施

庁目標の設定や実績評価を行う際に御助言を頂いている。 

国土交通省 国土交通省政策評価会 ・上山 信一（慶應義塾大学総合政

策学部教授）（座長） 

・加藤 浩徳（東京大学大学院工学

系研究科社会基盤学専攻准教

授） 

・工藤 裕子（中央大学法学部教授） 

・佐藤 主光（一橋大学大学院経済

学研究科・政策大学院教授） 

・白山 真一（有限責任監査法人ト

－マツ パートナー（公認会計

士）） 

・田辺 国昭（東京大学大学院法学

政治学研究科教授） 

政策チェックアップ（実績評価方式） 

 原則として毎年６月に前年度の実績を取りまとめ、予算概算要求等の

企画立案等に活用するため、７月頃に開催している。 

 

政策レビュー（総合評価方式） 

 原則として、年度を単位として２年間で実施し、２年目の年度末に取

りまとめることから、２年目の４月下旬頃に施策の概要及び初年度の進

捗状況を説明し、その後、11月頃に取組状況について説明している。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

・村木 美貴（千葉大学大学院工学

研究科建築・都市科学専攻准教

授） 

・山本 清（東京大学大学院教育

学研究科教授） 

環境省 環境省政策評価委員会 ・井村 秀文（横浜市立大学特任教

授） 

・大塚 直（早稲田大学大学院法務

研究科教授） 

・河野 正男（横浜国立大学名誉教

授） 

・崎田 裕子（ジャーナリスト・環

境カウンセラー） 

・城山 英明（東京大学大学院法学

政治学研究科教授） 

・須藤 隆一（東北大学大学院工学

研究科客員教授）（委員長） 

・堤 惠美子（株式会社タケエイ 顧

問） 

・藤井 絢子（特定非営利活動法人

菜の花プロジェクトネットワー

ク代表） 

・細田 衛士（慶應義塾大学経済学

「環境省政策評価委員会」 

事後評価書の作成に当たり、評価書原案の段階で学識経験者等を委員

とする「政策評価委員会」を開催し、意見、助言を聴取し、評価書の取

りまとめに反映。 

 

「環境省政策評価手法検討部会」 

 政策評価の円滑な実施に資するため、必要に応じて学識経験者等を委

員とする部会を開催。環境政策の特性を考慮し、評価手法等の検討を実

施し、政策評価委員会に報告。 
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府省名 
学識経験者等から成る政策評価に

関する会議等の名称 
会議等の構成員（敬称略） 会議等の活用状況 

部教授） 

・三橋 規宏（千葉商科大学名誉教

授） 

・山本 良一（東京都市大学特任教

授） 

・鷲谷 いづみ（東京大学大学院農

学生命科学研究科教授） 

原子力規制委員会 － － － 

防衛省 防衛省政策評価に関する有識者会

議 

・佐藤 達夫（㈱MCグローバルイン

サイト取締役会長） 

・細谷 雄一（慶應義塾大学法学部

教授） 

・宮崎 緑（千葉商科大学政策情報

学部長） 

・山田 澤明（㈱野村総合研究所常

勤監査役） 

・山谷 清志（同志社大学大学院総

合政策科学研究科教授）（座長） 

政策評価の実施に当たり、客観性の確保や学識経験者の知見を活用す

るため、有識者会議を開催し、意見を聴取している。 

 


