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区分 No. 評価対象施策
予算要求
への反映

機構・定員
要求への反

映

1
社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言
（女性と犯罪に関する研究）

○ －

2
施設の整備
（少年院：神奈川少年更生支援センター（仮称）新営工事）

○ －

1 法曹養成制度の充実 ◯ －

2 法教育の推進 ○ －

3 国際仲裁の活性化に向けた基盤整備 ○ －

4 国と地方公共団体が連携した取組の実施 ○ －

5 検察権行使を支える事務の適正な運営 ○ －

6 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備 ○ －

7 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査等 ○ －

8 登記事務の適正円滑な処理 ○ －

9 国籍・戸籍・供託・遺言書保管事務の適正円滑な処理 ○ －

10 人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防 ○ －

11 円滑な出入国審査及び不法滞在者等対策の推進 ○ －

12 社会経済情勢に対応した基本法制の整備 ○ －

13 登記情報提供業務 － －

14
社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言
（薬物事犯者に関する研究）

－ －

15
社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言
（第５回犯罪被害実態（暗数）調査）

－ －

総　　　括　　　表

事
前
評
価

事
後
評
価
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政策評価の結果の政策への反映状況

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。

なお、政策評価のより詳細な内容については、法務省ホームページに掲載している令和

３年度法務省事前評価実施結果報告書及び令和２年度法務省事後評価実施結果報告書を参

照されたい。

１ 事前評価

一般分野（事業評価方式）を対象として評価を実施した政策

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

○予算要求１ 社会経済情勢を踏まえ

た法務に関する調査研 本評価結果を踏まえ、所要の経費を令和４年度予算に計上し

究の計画的実施と提言 た。

（女性と犯罪に関する (1) 研究期間：令和４年度から令和５年度までの２か年

研究） (2) 令和４年度予算要求額：３百万円、令和４年度当初予算

額：３百万円

(3) 研究内容：女性に係る犯罪の実態や、女性犯罪・女性犯

罪者の特徴を明らかにし、犯罪・非行をした女性に対する

有効な指導・支援を検討するための基礎資料を提供する。

○予算要求２ 施設の整備（少年院：

神奈川少年更生支援セ 神奈川県相模原市に神奈川少年更生支援センター（仮称）を

ンター（仮称）新営工 整備するため、事業費を計上した。

事） （令和４年度予算要求額：124百万円、令和４年度当初予算額

：124百万円）

○今後の予定

施設の全体運用開始から５年経過後に事後評価を実施する予

定である。

２ 事後評価

実績評価方式により評価を実施した政策（目標管理型の政策評価）

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

法曹養成制度の充実 【引き続き推進】１

○予算要求

評価結果を踏まえ、法曹有資格者を海外に派遣し、海外の法

制度等の調査研究を行うためなどの必要経費について令和４年

度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：10百万円

・令和４年度当初予算額：８百万円
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・令和３年度予算額：16百万円

［内訳］当初予算額：９百万円

補正予算額：０円

繰越し等 ：７百万円

○事前分析表の変更

令和３年度事前分析表の測定指標１について、達成すべき目

標に対する施策の効果を適切に検証できるよう、測定指標を補

完する参考指標「国の機関における弁護士の在職者数」を「中

央省庁等及び地方公共団体における任期付公務員として公職に

従事する弁護士数（日本弁護士連合会調べ 」に変更した。）

なお、政策評価方式の変更（目標管理型から総合評価方式へ

の変更）に伴い、令和４年度事前分析表については作成してい

ない。

法教育の推進 【引き続き推進】２

○予算要求

評価結果を踏まえ、法教育の更なる普及・充実に向けて、法

教育実践状況等の調査研究及び法教育の担い手である教員の指

導力向上のための教員向けセミナーの実施、成年年齢引下げへ

の対応として高校生向け法教育リーフレットの配布を引き続き

実施することとし、必要経費を令和４年度予算に計上する一方

、 、 。で 旅費等については 執行実績に基づき経費の削減を図った

・令和４年度予算要求額：42百万円

・令和４年度当初予算額：30百万円

・令和３年度予算額：29百万円

［内訳］当初予算額：29百万円

補正予算額：０円

繰越し等 ：０円

○事前分析表

（ ）政策評価方式の変更 目標管理型から総合評価方式への変更

に伴い、令和４年度事前分析表については作成していない。

国際仲裁の活性化に向 【引き続き推進】３

けた基盤整備 ○予算要求

評価結果を踏まえ、引き続き施策を実施していくために必要

な経費を令和４年度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：119百万円

・令和４年度当初予算額：119百万円

・令和３年度予算額：142百万円

［内訳］当初予算額：142百万円

補正予算額：０円

繰越し等 ：０円

○事前分析表

（ ）政策評価方式の変更 目標管理型から総合評価方式への変更

に伴い、令和４年度事前分析表については作成していない。

国と地方公共団体が連 【引き続き推進】４

携した取組の実施 ○予算要求

評価結果を踏まえ、引き続き、本施策を推進するとともに、
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再犯防止の取組を更に充実させるために必要な経費を令和４年

度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：103百万円

・令和４年度当初予算額：83百万円

・令和３年度予算額：63百万円

［内訳］当初予算額：63百万円

補正予算額：０円

繰越し等 ：０円

○事前分析表の変更

令和３年度事前分析表について、施策の進捗状況を踏まえ、

測定指標１について、目標値の見直しを行った。

検察権行使を支える事 【引き続き推進】５

務の適正な運営 ○予算要求

評価結果を踏まえ、引き続き施策を実施していくために必要

、 、な経費を令和４年度予算に計上する一方 執行実績等を踏まえ

物品の購入数量を見直す等して経費の縮減を図った。

・令和４年度予算要求額：5,805百万円（3,813百万円）

・令和４年度当初予算額：3,942百万円（2,200百万円）

・令和３年度予算額：4,146百万円（1,422百万円）

［内訳］当初予算額：3,682百万円（1,421百万円）

補正予算額：2,145百万円（2,121百万円）

繰越し等 ：△1,681百万円（△2,120百万円）

※（）内について、令和３年度は内閣官房及びデジタル庁、令

和４年度はデジタル庁に計上されている額。

○事前分析表

（ ）政策評価方式の変更 目標管理型から総合評価方式への変更

に伴い、令和４年度事前分析表については作成していない。

矯正施設の適正な保安 【引き続き推進】６

警備及び処遇体制の整 ○予算要求

備 評価結果を踏まえ、保安警備体制の整備に係る警備機器等の

更新整備に必要な経費を要求する一方、刑事施設職員に対する

訓練内容の見直し等を行うことにより、保安警備体制の充実強

化を図った。

・令和４年度予算要求額：11,744百万円

・令和４年度当初予算額：6,590百万円

・令和３年度予算額：8,607百万円

［内訳］当初予算額：6,404百万円

補正予算額：6,884百万円

繰越し等 ：△4,681百万円

○事前分析表

（ ）政策評価方式の変更 目標管理型から総合評価方式への変更

に伴い、令和４年度事前分析表については作成していない。

破壊的団体及び無差別 【引き続き推進】７

大量殺人行為を行った ○予算要求

団体の規制に関する調 評価結果を踏まえ、引き続き団体規制法に基づき、いわゆる

査等 オウム真理教に対する観察処分を適正かつ厳格に実施するとと
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もに、その活動状況解明のための調査に必要な経費及び地域住

民との協議会の実施に必要な経費を令和４年度予算に計上し

た。

また、国内外の諸動向に関する情報について、正確・適時・

迅速な収集・分析を行い、ニーズや時宜に応じて、収集・分析

した情報を政府・関係機関に提供するとともに、国民等に対す

る危険情報を提供するために必要な経費も計上した。一方で、

調査用器材の数量及び旅費実施計画等の見直しを行い、経費の

削減を図った。

・令和４年度予算要求額：3,417百万円（５百万円）

・令和４年度当初予算額：2,501百万円（５百万円）

・令和３年度予算額：2,896百万円

［内訳］当初予算額：2,457百万円

補正予算額：1,789百万円

繰越し等 ：△1,350百万円

※（）内はデジタル庁に計上されている額。

○事前分析表

（ ）政策評価方式の変更 目標管理型から総合評価方式への変更

に伴い、令和４年度事前分析表については作成していない。

登記事務の適正円滑な 【引き続き推進】８

処理 ○予算要求

評価結果を踏まえ、引き続き施策を実施していくために必要

な経費を令和４年度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：55,139百万円（31,144百万円）

・令和４年度当初予算額：52,083百万円（28,865百万円）

・令和３年度予算額：54,674百万円（27,207百万円）

［内訳］当初予算額：52,293百万円（27,207百万円）

補正予算額：1,556百万円（892百万円）

繰越し等 ：825百万円（△892百万円）

※（）内について、令和３年度は内閣官房及びデジタル庁、令

和４年度はデジタル庁に計上されている額。

国籍・戸籍・供託・遺 【引き続き推進】９

言書保管事務の適正円 ○予算要求

滑な処理 評価結果を踏まえ、引き続き施策を実施していくために必要

な経費を令和４年度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：27,845百万円（11,364百万円）

・令和４年度当初予算額：27,738百万円（11,275百万円）

・令和３年度予算額：9,233百万円

［内訳］当初予算額：9,610百万円

補正予算額：０円

繰越し等 ：△377百万円

※（）内はデジタル庁に計上されている額。

人権尊重思想の普及高 【引き続き推進】10

揚並びに人権侵害によ ○予算要求

る被害の救済及び予防 評価結果を踏まえ、インターネット上のコンテンツを含む新

たな媒体を利用した啓発活動に係る経費を含め、引き続き人権
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啓発活動及び人権相談・調査救済体制の整備等を推進するため

に必要な経費を令和４年度予算に計上する一方、新聞折り込み

チラシ広告実施経費の削減を図った。

・令和４年度予算要求額：4,103百万円（36百万円）

・令和４年度当初予算額：3,496百万円（11百万円）

・令和３年度予算額：3,553百万円

［内訳］当初予算額：3,495百万円

補正予算額：97百万円（25百万円）

繰越し等 ：△40百万円（△25百万円）

※（）内はデジタル庁に計上されている額。

○事前分析表の変更

令和３年度事前分析表について、新型コロナウイルス感染症

の影響等による施策の進捗状況を踏まえ、達成すべき目標に対

する施策の効果を適切に検証できるよう、以下のとおり変更を

行った。

・測定指標１について 「法務省ホームページの人権啓発等、

に関するページ及びその掲載資料について、人権に関する

理解や関心が深まったと回答した者の割合」に変更すると

ともに、測定指標を補完する参考指標を「法務省ホームペ

ージの人権啓発等に関するページのアクセス数」や「モニ

ター調査より前に、法務省ホームページの人権啓発等に関

するページへリンクするインターネット広告を見たことが

あると回答した者の割合」などに変更した。

・測定指標２について、目標値の見直しを行った。

・測定指標３について、目標値の見直しを行うとともに、測

定指標を補完する参考指標を「法務省が地方公共団体と連

携して実施した事業数」に変更した。

・測定指標４について、目標値の見直しを行うとともに、測

定指標を補完する参考指標を「法務省ホームページの「子

どもの人権110番」に関するページのアクセス数」や「法

務省ホームページの「女性の人権ホットライン」に関する

ページのアクセス数」に変更した。

・測定指標５について、測定指標を補完する参考指標を「児

「 」童・生徒から送付された 子どもの人権ＳＯＳミニレター

」 「 」における相談件数 や 特設人権相談所における相談件数

などに変更した。

なお、政策評価方式の変更（目標管理型から総合評価方式へ

の変更）に伴い、令和４年度事前分析表については作成してい

ない。

円滑な出入国審査及び 【引き続き推進】11

不法滞在者等対策の推 ○予算要求

進 評価結果を踏まえ、引き続き環境整備等の充実・強化に努め

る一方、被収容者数や出入国者数の見込み人員の精査等を行う

ことで経費の削減を図った。

・令和４年度予算要求額：28,772百万円（13,565百万円）

・令和４年度当初予算額：22,757百万円（10,283百万円）
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・令和３年度予算額：26,064百万円（10,663百万円）

［内訳］当初予算額：23,807百万円（10,663百万円）

補正予算額：1,575百万円（1,418百万円）

繰越し等 ：682百万円（△1,418百万円）

※（）内について、令和３年度は内閣官房及びデジタル庁、令

和４年度はデジタル庁に計上されている額。

○事前分析表の変更

令和４年度事前分析表について、事業の実施状況を踏まえ、

達成手段を見直した。

総合評価方式により評価を実施した政策

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

社会経済情勢に対応し ○予算要求12

た基本法制の整備 評価結果を踏まえ、基本法制の整備事業に必要な経費を令和

４年度予算に計上した。

・令和４年度予算要求額：165百万円

・令和４年度当初予算額：129百万円

・令和３年度予算額：131百万円

［内訳］当初予算額：131百万円

補正予算額：19百万円

繰越し等 ：△19百万円

事業評価方式により評価を実施した政策

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

登記情報提供業務 【引き続き推進】13

不動産取引の安全と円滑等に資するという電気通信回線によ

る登記情報の提供に関する法律第１条に掲げる所期の事業目的

を達成した。今後も、同法の目的を踏まえ、登記情報提供業務

を推進する。

事業評価方式により評価を実施した政策（完了後）

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

社会経済情勢を踏まえ 我が国の薬物犯罪に係る動向を見ること及び薬物事犯者に対14

た法務に関する調査研 する諸外国の各種施策・取組の進展を概観することに加え、薬

究の計画的実施と提言 物事犯者の特性等を多角的に検討し、もって、薬物事犯者に対

（薬物事犯者に関する する有効な施策を検討するための基礎資料を提供するという目

研究） 的を達成した。今後計画する研究についても、同様の結果が得

られるよう努める。

社会経済情勢を踏まえ 国際犯罪被害実態調査による国際標準の調査項目を使用した15

た法務に関する調査研 調査を実施し、これまでの犯罪被害実態（暗数）調査結果との

究の計画的実施と提言 経年比較等を行うことなどにより、我が国の犯罪被害の実態を

（第５回犯罪被害実態 明らかにし、有効で適切な犯罪被害防止施策等の施策の在り方

（暗数）調査） を検討するための基礎資料を提供するという目的を達成した。
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今後計画する研究についても、同様の結果が得られるよう努め

る。


