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文書の要旨、概要等

都市ガス及び液化石油ガスの安全確保等に関する行政 2001/09/19
評価・監視結果に基づく通知
国際チャーター便の運航に関する調査（局長通知・回 2001/05/01
答対照表）

総務省行政評価局総務課地方業務室

税関業務の運営等に関する行政監察改善措置状況調査
（勧告・回答・その後の改善措置状況に係る回答対照
表）
義務教育諸学校等に関する行政評価・監視（勧告・回
答・その後の改善措置状況に係る回答対照表）
下水道等に関する行政評価・監視（勧告・回答・その
後の改善措置状況に係る回答対照表）
高速道路に関する行政評価・監視−高規格幹線道路を
中心として−（勧告・回答対照表）

2001/07/23

総務省行政評価局財務、経済産業担
当評価監視官室

2001/05/14

総務省行政評価局外務、科学技術担
当評価監視官室
総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室
総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室

2001/07/16
2001/07/16

防衛庁調達業務等に関する行政評価・監視−海上自衛 2001/08/06
隊及び航空自衛隊を中心として−（勧告・回答対照表
）
国民健康保険事業に関する行政評価・監視（勧告・回 2001/08/06
答対照表）
認可法人に関する調査（勧告・回答対照表）
2001/10/04

総務省行政評価局総務課地方業務室

総務省行政評価局内閣、総務、法務
担当評価監視官室

補助金等に関する行政評価・監視（第１次勧告）（勧 2001/10/04
告・回答・その後の改善措置状況に係る回答対照表）
警察庁における不祥事案対策に関する行政評価・監視 2001/10/17
（勧告・回答対照表）

総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局財務、経済産業等
担当評価監視官室
総務省行政評価局財務、経済産業等
担当評価監視官室
総務省行政評価局内閣、総務、法務
担当評価監視官室

014502302161

登記行政評価・監視改善措置状況調査（勧告・回答・ 2001/10/17
その後の改善措置状況に係る回答対照表）

総務省行政評価局共通制度担当評価
監視官室

014502302166

年金に関する行政評価・監視−厚生年金を中心として 2001/10/17
−（勧告・回答・その後の改善措置状況に係る回答対
照表）
国立大学附属病院に関する行政評価・監視（勧告・回 2001/11/19
答・その後の改善措置状況に係る回答対照表）
科学技術に関する行政評価・監視（第2次−農林水産 2001/12/03
省所管試験研究機関等関係−）（勧告・回答対照表）

総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視室

014502302178

科学技術に関する行政評価・監視（第１次）（勧告・ 2001/12/17
回答対照表）

総務省行政評価局外務、文部科学担
当評価監視官室

014502302180

生活保護に関する行政評価・監視改善措置状況調査（ 2001/12/20
局長通知・回答対照表）

総務省行政評価局総務課地方業務室

014502302181

2002/01/23

総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室

2002/01/30

総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室
総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室

014502302194

中高層分譲共同住宅の管理等に関する行政評価・監視
（局長通知・回答・その後の改善措置状況に係る回答
対照表）
食品の安全・衛生に関する行政評価・監視（勧告・回
答対照表）
国立病院・療養所に関する行政評価・監視（勧告・回
答・その後の改善措置状況に係る回答対照表）
指定法人等の指導監督に関する行政監察（勧告・回答
・その後の改善措置状況に係る回答対照表）
指定法人等の指導監督に関する行政監察（行政委託型
法人等の総点検の推進状況）（勧告・回答・その後の
改善措置状況に係る回答対照表）
電波行政評価・監視（勧告・回答対照表）

014502302196

税務行政評価・監視（勧告・回答対照表）

2001/06/15

014502302156
014502302157
014502302158

014502302175
014502302177

014502302182
014502302185
014502302187
014502302192

2002/03/08
2001/04/09
2001/04/09
2001/06/15

総務省行政評価局外務、文部科学担
当評価監視官室
総務省行政評価局農林水産、環境担
当評価監視室

総務省行政評価局内閣、総務、法務
担当評価監視官室
総務省行政評価局財務、経済産業等
担当評価監視官室
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保安対策の充実、取引の透明化及び適正化の推進等を通知

管理担当部局等

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
「国際チャーター便の運航に関する調査（平成10年8月〜12年5月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の局長通知に基づく改善措置状況についての回答要旨（1回 評価事務所総務課
目）
「税関業務の運営等に関する行政監察改善措置状況調査（平成10年 総務省東北管区行政評価局青森行政
12月〜11年12月実施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回 評価事務所総務課
答要旨（2回目）
「義務教育諸学校等に関する行政監察（平成９年８月〜10年12月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（２回目） 評価事務所総務課
「下水道等に関する行政評価・監視(平成9年4月〜10年10月実施） 総務省東北管区行政評価局青森行政
」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨(2回目)
評価事務所総務課
「高速道路に関する行政評価・監視−高規格幹線道路を中心として 総務省東北管区行政評価局青森行政
−(平成10年12月〜12年8月実施）」の勧告に基づく改善措置状況に 評価事務所総務課
ついての回答要旨(1回目)
「防衛庁調達業務等に関する行政監察−海上自衛隊及び航空自衛隊 総務省東北管区行政評価局青森行政
を中心として−（平成11年12月〜12年12月実施）」の勧告に基づ 評価事務所総務課
く改善措置状況についての回答要旨（１回目）
「国民健康保険事業に関する行政監察（平成10年12月〜12年６月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（１回目） 評価事務所総務課
「認可法人に関する調査（平成９年12月〜11年３月実施）」の勧告 総務省東北管区行政評価局青森行政
に基づく改善措置状況についての回答要旨(１回目)
評価事務所総務課
「補助金等に関する行政監察（第１次、平成10年４月〜11月実施） 総務省東北管区行政評価局青森行政
」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（２回目)
評価事務所総務課
「警察庁における不祥事案対策に関する行政監察（平成12年４月
総務省東北管区行政評価局青森行政
〜11月実施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨
評価事務所総務課
（１回目)
「既往勧告事項の推進に関する行政監察（登記行政監察改善措置状 総務省東北管区行政評価局青森行政
況調査、平成10年12月〜11年12月実施）」の勧告に基づく改善措 評価事務所総務課
置状況についての回答要旨（２回目)
「年金に関する行政監察−厚生年金を中心として−(平成９年８月
総務省東北管区行政評価局青森行政
〜10年９月実施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要 評価事務所総務課
旨（２回目）
「国立大学附属病院に関する行政監察（平成９年12月〜11年５月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（２回目） 評価事務所総務課
「科学技術に関する行政評価・監視（第2次−農林水産省所管試験 総務省東北管区行政評価局青森行政
研究機関等関係−）（平成10年12月〜12年12月実施）」の勧告に 評価事務所総務課
基づく改善措置状況についての回答要旨(1回目)
「科学技術に関する行政監察（第１次、平成10年12月〜12年12月 総務省東北管区行政評価局青森行政
実施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（１回目 評価事務所総務課
）
「生活保護に関する行政監察改善措置状況調査（平成12年４月〜12 総務省東北管区行政評価局青森行政
月実施）」の局長通知に基づく改善措置状況についての回答要旨
評価事務所総務課
（１回目）
「中高層分譲共同住宅の管理等に関する行政評価・監視（平成10年 総務省東北管区行政評価局青森行政
8月〜11年11月実施）」の局長通知に基づく改善措置状況に関する 評価事務所総務課
回答要旨（2回目)
「食品の安全・衛生に関する行政監察（平成11年８月〜12年10月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（１回目） 評価事務所総務課
「国立病院・療養所に関する行政監察（平成９年12月〜11年10月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（２回目） 評価事務所総務課
「指定法人等の指導監督に関する行政監察（平成８年８月〜11月実 総務省東北管区行政評価局青森行政
施）」の勧告に基づく改善措置状況についての回答要旨（２回目） 評価事務所総務課
「指定法人等の指導監督に関する行政監察（行政委託型法人等の総 総務省東北管区行政評価局青森行政
点検の推進状況、平成10年11月実施）」の勧告に基づく改善措置状 評価事務所総務課
況についての回答要旨（２回目）
「電波行政監察（平成10年12月〜12年７月実施）」の勧告に基づく 総務省東北管区行政評価局青森行政
改善措置状況についての回答要旨（１回目）
評価事務所総務課
「税務行政評価・監視（平成11年4月〜12年11月実施）」の勧告に 総務省東北管区行政評価局青森行政
基づく改善措置状況についての回答要旨（1回目)
評価事務所総務課
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官庁共通経費等に関する行政評価・監視結果に基づく 2001/04/20
勧告−庁舎管理、官庁物品物品購入等を中心として−
医薬品に関する行政評価・監視−安全対策を中心とし 2001/06/11
て−結果報告書
水資源に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告
2001/07/16

作成者

文書の要旨、概要等

管理担当部局等

総務省行政評価局規制改革等担当評
価監視官室
総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室
総務省行政評価局総務課地方業務室

契約方式の見直し等、契約内容の見直し等、契約に係る情報提供の
充実、経費削減の実効性を確保するための取組を勧告
医薬品の安全対策の充実・強化、後発医薬品の有効活用の推進、医
薬分業推進施策の在り方の見直し等を勧告
的確な水資源開発基本計画の策定、水資源の有効利用、水資源開発
公団の業務等の合理化・効率化等を勧告
農業経営の法人化の推進、農業担い手への農用地の集積の促進、農
用地の集積等に係る補助事業費の取扱いの明確化等を通知

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室
総務省行政評価局農林水産、環境担
当評価監視官室
総務省行政評価局総務課地方業務室

検査・登録業務の実施体制の見直し、検査・登録及び整備に関する
規制の見直しを勧告
統計調査の合理化・効率化、情報収集等業務の合理化・効率化、地
方統計情報組織の合理化等を勧告
未適用事業所の解消、レセプト点検調査の充実・強化、第三者行為
保険事故の求償事務の的確化等を通知
在外邦人の国外退避等の迅速・的確な実施、海外渡航に係る危険情
報の迅速・的確な発出、緊急事態に備えた連絡体制の整備の促進、
邦人旅行者等の安全に関する自己責任の意識の向上等を勧告
補助事業の効果的な実施、補助事業の事後評価等の推進を勧告

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

農業担い手対策に関する行政評価・監視−「農業担い
手対策に関する行政監察」結果（平成８年１月勧告）
の改善措置状況を中心として−結果に基づく通知
自動車の検査・登録及び整備に関する行政評価・監視
結果報告書
農林水産統計業務に関する行政評価・監視結果に基づ
く勧告
政府管掌健康保険事業等に関する行政評価・監視結果
報告書
在外邦人の安全確保対策に関する行政評価・監視−開
発途上国を中心として−結果報告書

2001/07/16

2001/10/10

総務省行政評価局外務、文部科学担
当評価監視官室

2001/10/25

総務省行政評価局財務、経済産業等
担当評価監視官室

2003/03/26

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省行政評価局総務課地方業務室

014503300442

補助金等に関する行政評価・監視−利用料金等を徴収
する施設の整備に対する補助金を中心として−結果報
告書
青森行政評価事務所行政文書分類基準表(平成15年4月
1日改正）
都市ガス及び液化石油ガスの安全確保等に関する行政
評価・監視結果報告書
官庁共通経費等に関する行政評価・監視結果報告書−
庁舎管理、官庁物品購入等を中心として−
空港の整備等に関する行政評価・監視結果報告書

014503300444

水資源に関する行政評価・監視結果報告書

2001/07/16

014503300453

農林水産統計業務に関する行政評価・監視結果報告書 2001/09/14

014503300457

医薬品に関する行政評価・監視−安全対策を中心とし
て−結果に基づく勧告
自動車の検査・登録及び整備に関する行政評価・監視
結果に基づく勧告
政府管掌健康保険事業等に関する行政評価・監視結果
に基づく通知
在外邦人の安全確保対策に関する行政評価・監視−開
発途上国を中心として−結果に基づく勧告

2001/06/11

2001/10/10

総務省行政評価局外務、文部科学担
当評価監視官室

補助金等に関する行政評価・監視−利用料金等を徴収
する施設の整備に対する補助金を中心として−結果に
基づく勧告
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果報告書（社会保険診療報酬支払基金
）
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果に基づく勧告（社会保険診療報酬支
払基金）
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果報告書（勤労者退職金共済機構）
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果に基づく勧告（勤労者退職金共済機
構）
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果報告書（日本中央競馬会）
特殊法人に関する行政評価・監視−事業の見直し等を
中心として−結果に基づく勧告（日本中央競馬会）

2001/10/25

総務省行政評価局財務、経済産業等
担当評価監視官室

青森行政評価事務所が作成・取得する行政文書の保存期間の基準を 総務省東北管区行政評価局青森行政
定めたもの
評価事務所総務課
保安対策の充実、取引の透明化及び適正化の推進を通知
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
契約方式の見直し等、契約内容の見直し等、契約に係る情報提供の 総務省東北管区行政評価局青森行政
充実、経費削減の実効性を確保するための取組を勧告
評価事務所総務課
効率的かつ効果的な空港整備、航空保安無線施設の効果的整備、保 総務省東北管区行政評価局青森行政
守管理業務の合理化・適正化等を勧告
評価事務所総務課
的確な水資源開発基本計画の策定、水資源の有効利用、水資源開発 総務省東北管区行政評価局青森行政
公団の業務等の合理化・効率化を勧告
評価事務所総務課
統計調査の合理化・効率化、情報収集等業務の合理化・効率化、地 総務省東北管区行政評価局青森行政
方統計情報組織の合理化等を勧告
評価事務所総務課
医薬品の安全対策の充実・強化、後発医薬品の有効活用の推進、医 総務省東北管区行政評価局青森行政
薬分業推進施策の在り方の見直し等を勧告
評価事務所総務課
検査・登録業務の実施体制の見直し、検査・登録及び整備に関する 総務省東北管区行政評価局青森行政
規制の見直しを勧告
評価事務所総務課
未適用事業所の解消、レセプト点検調査の充実・強化、第三者行為 総務省東北管区行政評価局青森行政
保険事故の求償事務の的確化等を通知
評価事務所総務課
在外邦人の国外退避等の迅速・的確な実施、海外渡航に係る危険情 総務省東北管区行政評価局青森行政
報の迅速・的確な発出、緊急事態に備えた連絡体制の整備の促進、 評価事務所総務課
邦人旅行者等の安全に関する自己責任の意識の向上等を勧告
補助事業の効果的な実施、補助事業の事後評価等の推進を勧告
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

2002/01/25

総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室

経営効率の検証の必要性、審査業務の効率化、審査に関する支部間 総務省東北管区行政評価局青森行政
差異の解消の促進を勧告
評価事務所総務課

2002/01/25

総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室

経営効率の検証の必要性、審査業務の効率化、審査に関する支部間 総務省東北管区行政評価局青森行政
差異の解消の促進を勧告
評価事務所総務課

2002/01/25

総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室
総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室

剰余金の発生要因に示される業務運営上の課題、被共済者に対する
退職金の支給の充実を勧告
剰余金の発生要因に示される業務運営上の課題、被共済者に対する
退職金の支給の充実を勧告

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室
総務省行政評価局特殊法人等担当評
価監視官室

経費の節減等、ウインズの新設の抑制と運営の効率化、抽せん馬制
度の見直しを勧告
経費の節減等、ウインズの新設の抑制と運営の効率化、抽せん馬制
度の見直しを勧告

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

014502302297
014502302300
014502302301
014502302302
014502302309
014503001166
014503300434
014503300440

014503300458
014503300459
014503300460
014503300461
014503300462
014503300463
014503300464
014503300465
014503300466
014503300467

2001/08/13
2001/09/14
2001/09/14

2001/09/19
2001/04/20
2001/05/30

2001/08/13
2001/09/14

2002/01/25
2002/01/23
2002/01/23

総務省行政評価局規制改革等担当評
価監視官室
総務省行政評価局内閣、総務、法務
担当評価監視官室
総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室
総務省行政評価局農林水産、環境担
当評価監視官室
総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局国土交通担当評価
監視官室
総務省行政評価局総務課地方業務室

-2-

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課

備考

東北管区行政評価局青森行政監視行政相談センター
レコード識別ID

文書名

作成（取得）時期

014503300468

高齢者雇用対策に関する行政評価・監視結果報告書

014503300469

高齢者雇用対策に関する行政評価・監視結果に基づく 2002/03/11
勧告
農業担い手対策に関する行政評価・監視−「農業担い 2001/07/16
手対策に関する行政監察」結果（平成８年１月勧告）
の改善措置状況を中心として−結果報告書
検査・調査などの業務従事者の身分確認に関する調査 2006/05/17
の結果（通知）

014503500595
014506001746
014506001748
014509000144

2002/03/11

大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価 2006/04/05
書
政策評価の内容点検の結果
2008/06/19

014509000145

平成19年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果 2008/06/23
の政策への反映状況に関する報告(送付）

014509000146

平成20年度政策評価書について（参考送付）

2008/08/18

014509000150

行政手続等における本人確認に関する調査の結果(通
知)
外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評
価の結果(通知)
「政策評価の重要対象分野について（答申）」（送付
）
検査・調査等業務従事者の身分確認に関する調査結果
報告書

2009/09/19

014509000157
014509000167
014509000850
014514300236

2009/03/04
2008/12/25
2006/05/17

作成者

文書の要旨、概要等

管理担当部局等

総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局厚生労働担当評価
監視官室
総務省行政評価局総務課地方業務室

高齢者の雇用確保措置の促進、高齢者の再就職の促進及び就業機会
の確保、高齢者の職業能力開発の効果的実施を勧告
高齢者の雇用確保措置の促進、高齢者の再就職の促進及び就業機会
の確保、高齢者の職業能力開発の効果的実施を勧告
農業経営の法人化の推進、農業担い手への農用地の集積の促進、農
用地の集積等に係る補助事業費の取扱いの明確化等を通知

総務省青森行政評価事務所評価監視
官室

国等が行う立入検査に係る身分証の表記事項の充実、国が行う統計 総務省青森行政評価事務所評価監視
調査に係る統計調査員の身分証等の表記事項の充実、国が委嘱又は 官室
委託する相談員に係る身分証の表記事項の充実等について通知
大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価書
総務省青森行政評価事務所評価監視
官室
平成19年度に各府省が行った政策評価について、総務省がその内容 総務省東北管区行政評価局青森行政
を点検した結果を関係府省に通知・公表したもの。
評価事務所評価監視官室
行政機関が行う政策の評価に関する法律第19条に基づき、平成19年 総務省東北管区行政評価局青森行政
度における、政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反 評価事務所評価監視官室
映状況について取りまとめ、国会へ提出したもの。
総務省が主要な政策に係る評価及び事後の事業評価を行った結果を 総務省東北管区行政評価局青森行政
取りまとめたもの。
評価事務所評価監視官室
行政手続等における本人確認に関する調査の結果についての通知で 総務省東北管区行政評価局青森行政
ある。
評価事務所評価監視官室
外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価の結果であ 総務省東北管区行政評価局青森行政
る。
評価事務所評価監視官室
政策評価の重要対象分野についての答申内容である。
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
国等が行う立入検査に係る身分証の表記事項の充実、国が行う統計 総務省青森行政評価事務所評価監視
調査に係る統計調査員の身分証等の表記事項の充実、国が委嘱又は 官室
委託する相談員に係る身分証の表記事項の充実等を報告
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価の結果を 東北管区行政評価局青森行政監視行
とりまとめたもの
政相談センター
自殺予防対策に関する行政評価・監視の結果をとりまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター
行政相談委員の活動状況等
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況等
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況等
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
国立公園の保護・利用に関する行政評価・監視の結果に基づいて東 東北管区行政評価局青森行政監視行
北管区行政評価局が東北地方環境事務所に対して所見表示するもの 政相談センター行政監視行政相談課
平成22年度の行政相談実績を取りまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
平成23年度の行政相談実績を取りまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
平成24年度の行政相談実績を取りまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
平成25年度の行政相談実績を取りまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
平成26年度の行政相談実績を取りまとめたもの
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況等
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況等
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
行政相談委員の活動状況
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課

総務省青森行政評価事務所評価監視
官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所評価監視官室
総務省行政評価局総務課地方業務室

014514300237

法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策 2012/05/09
評価の結果（通知）
自殺予防対策に関する行政評価・監視の結果（通知） 2012/06/28

014516500163

行政相談委員機関誌

あすなろ 第81

2014/03/24

014516500164

行政相談委員機関誌

あすなろ 第82

2015/02/05

014516500165

行政相談委員機関誌

あすなろ 第83

2016/03/15

014516500166

国立公園の保護・利用に関する行政評価・監視の結果 2013/01/31

014516500167

平成22年度行政相談実績

2011/05/20

014516500168

平成23年度行政相談実績

2012/05/17

014516500169

平成24年度行政相談実績

2013/05/16

014516500171

平成25年度行政相談実績

2014/05/15

014516500173

平成26年度行政相談実績

2015/05/19

014518500038

行政相談委員機関誌

あすなろ 第84

2016/11/29

総務省青森行政評価事務所評価監視
官室
総務省青森行政評価事務所評価監視
官室
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局青森行政評価事
務所
東北管区行政評価局

014518500039

行政相談委員機関誌

あすなろ 第85

2018/03/09

東北管区行政評価局

014519500017

行政相談委員機関誌

あすなろ 第86

2019/03/18

014521500005

行政相談委員機関誌

あすなろ 第87

2020/03/23

東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課

-3-

総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
総務省東北管区行政評価局青森行政
評価事務所総務課
東北管区行政評価局青森行政監視行
政相談センター行政監視行政相談課

備考

