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農林水産省政策評価基本計画（平成22年８月10日付け22情第74号農林水産大臣決定）の一部変更新旧対照表

（下線部分は変更部分）

変更後 現行

基本理念 基本理念

[略] [略]

農林水産省においては、 農林水産省においては、

① 農政分野では、食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）により、その政策対象を「農業」から「食 ① 農政分野では、食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）により、その政策対象を「農業」から「食

料・農業・農村」に拡大し、「食料の安定供給の確保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的発展」、「農村の 料・農業・農村」に拡大し、「食料の安定供給の確保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的発展」、「農村の

振興」という４つの基本理念の下に、 振興」という４つの基本理念の下に、

② 林政分野では、森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）により、その政策対象を木材の生産を主体とし ② 林政分野では、森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）により、その政策対象を木材の生産を主体とし

たものから森林の有する多面的機能の持続的発揮を図るための政策へと転換し、「森林の有する多面的機能の たものから森林の有する多面的機能の持続的発揮を図るための政策へと転換し、「森林の有する多面的機能の

持続的発揮」、「林業の持続的かつ健全な発展と林産物の供給・利用の確保」という２つの基本理念の下に、 持続的発揮」、「林業の持続的かつ健全な発展と林産物の供給・利用の確保」という２つの基本理念の下に、

③ 水産行政分野では、水産基本法（平成13年法律第89号）により、その政策対象を「漁業」から水産加工業 ③ 水産行政分野では、水産基本法（平成13年法律第89号）により、その政策対象を「漁業」から水産加工業

・水産流通業も含めた水産業全体に拡大し、「水産物の安定供給の確保」、「水産業の健全な発展」という２つ ・水産流通業も含めた水産業全体に拡大し、「水産物の安定供給の確保」、「水産業の健全な発展」という２つ

の基本理念の下に、 の基本理念の下に、

食料・農業・農村基本計画（平成12年３月、平成17年３月、平成22年３月）、森林・林業基本計画（平成13年10 食料・農業・農村基本計画（平成12年３月、平成17年３月）、森林・林業基本計画（平成13年10月、平成18年

月、平成18年９月）及び水産基本計画（平成14年３月、平成19年３月）を策定し、これまでこれらを踏まえた ９月）及び水産基本計画（平成14年３月、平成19年３月）を策定し、これまでこれらを踏まえた政策評価体系

政策評価体系を構築した上で、具体的な政策目標を掲げ政策の効果を定期的に検証し、その評価を踏まえ政策 を構築した上で、具体的な政策目標を掲げ政策の効果を定期的に検証し、その評価を踏まえ政策の見直しや改

の見直しや改善を行ってきた。 善を行ってきた。

[略] [略]

他方、農林水産行政については、平成22年３月、食料・農業・農村政策を国家戦略の一つとして位置付け、 他方、農林水産行政については、平成22年３月、食料・農業・農村政策を国家戦略の一つとして位置付け、

大幅な政策の転換を図っていくため、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、「食」と「地域」の早 大幅な政策の転換を図っていくため、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、「食」と「地域」の早

急な再生を図る政策体系を提示した。また、平成23年７月には、「森林・林業再生プラン」の実現に向けた目 急な再生を図る政策体系を提示した。また、平成21年12月には、我が国の森林・林業を再生していく指針とな

標や施策を明らかにした新たな「森林・林業基本計画」を策定したところである。 る「森林・林業再生プラン」を策定したところである。

[略]

[略]

第１ [略］ 第１ [略]

第２ 政策評価の実施に関する方針 第２ 政策評価の実施に関する方針

１ 政策評価の実施に関する基本的な考え方 １ 政策評価の実施に関する基本的な考え方
[略] [略]

さらに、国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図るためには、政策評価を通じて、全ての農林水産 さらに、国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図るためには、政策評価を通じて、すべての農林水

省の職員が、その使命、政策目標等を再認識した上で、政策の企画立案及び実施に当たって、常に国民に対し 産省の職員が、その使命、政策目標等を再認識した上で、政策の企画立案及び実施に当たって、常に国民に対

て行政サービスを提供した結果として実際にどのような成果がもたらされたかという観点からの行政運営を推 して行政サービスを提供した結果として実際にどのような成果がもたらされたかという観点からの行政運営を

進する必要がある。 推進する必要がある。

[略] [略]
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２ [略] ２ [略]

第３・４ [略] 第３・４ [略]

第５ 政策評価の実施体制に関する事項 第５ 政策評価の実施体制に関する事項

政策評価の実施に当たっては、農林水産大臣、副大臣、大臣政務官の指示の下、大臣官房政策評価審議官が 政策評価の実施に当たっては、農林水産大臣、副大臣、大臣政務官の指示の下、大臣官房政策評価審議官が

農林水産省政策評価を総括整理し、大臣官房評価改善課（以下「評価改善課」という。）は、政策評価総括組織 農林水産省政策評価を総括整理し、大臣官房情報評価課（以下「情報評価課」という。）は、政策評価総括組織

としてその事務をつかさどるものとする。 としてその事務をつかさどるものとする。

また、各局庁の政策評価担当課は、各局庁の政策評価に関する事務の総合調整を行うものとする。 また、各局庁の政策評価担当課は、各局庁の政策評価に関する事務の総合調整を行うものとする。

政策評価組織 政策評価組織

政策評価総括組織 政策評価総括組織

大臣官房 評価改善課 大臣官房 情報評価課

各局庁の政策評価担当課 各局庁の政策評価担当課

大臣官房 食料安全保障課 大臣官房 食料安全保障課

環境政策課 環境バイオマス政策課

（国際部） 国際政策課 （国際部） 国際政策課

（統計部） 統計企画管理官 （統計部） 統計企画課

[削る。] [削る。] 総合食料局 総務課

消費・安全局 消費・安全政策課 消費・安全局 消費・安全政策課

食料産業局 総務課 [新設] [新設]

生産局 総務課 生産局 総務課

経営局 総務課 経営局 総務課

農村振興局 農村計画課 農村振興局 農村計画課

農林水産技術会議事務局 技術政策課 農林水産技術会議事務局 技術政策課

林野庁 企画課 林野庁 企画課

水産庁 企画課 水産庁 企画課

１ 実績評価 １ 実績評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

実績評価は、評価改善課の総括の下、各局庁の政策評価担当課が実施する。 実績評価は、情報評価課の総括の下、各局庁の政策評価担当課が実施する。

（２）目標及び政策手段の設定 （２）目標及び政策手段の設定

ア 評価改善課は、農政、林政及び水産行政に係る主要施策の全てを政策分野に分類し、各局庁の政策評 ア 情報評価課は、農政、林政及び水産行政に係る主要施策のすべてを政策分野に分類し、各局庁の政策

価担当課と調整の上、政策分野を定める。 評価担当課と調整の上、政策分野を定める。

イ 政策分野を主管する課（以下「政策分野主管課」という。）は、当該政策分野に関係する課と調整の上、 イ 政策分野を主管する課（以下「政策分野主管課」という。）は、当該政策分野に関係する課と調整の上、

政策評価結果書を作成し、各局庁の政策評価担当課に提出する。政策評価結果書の様式は、評価改善課 政策評価結果書を作成し、各局庁の政策評価担当課に提出する。政策評価結果書の様式は、情報評価課

長が定める。政策評価結果書においては、食料・農業・農村基本計画等の上位計画に則し、政策分野の 長が定める。政策評価結果書においては、食料・農業・農村基本計画等の上位計画に則し、政策分野の

目指すべき姿、目指すべき姿に則した目標、目標を実現するために講じられる予算事業や法制度等の政 目指すべき姿、目指すべき姿に則した目標、目標を実現するために講じられる予算事業や法制度等の政

策手段を明らかにする。なお、目標の設定に当たっては、定量的なアウトカム目標の設定を基本とする 策手段を明らかにする。なお、目標の設定に当たっては、定量的なアウトカム目標の設定を基本とする

が、必要がある場合は、定性的な目標、主たる目標を補完する指標、アウトプットに着目した目標設定 が、必要がある場合は、定性的な目標、主たる目標を補完する指標、アウトプットに着目した目標設定

等を行うことができる。 等を行うことができる。

ウ 各局庁の政策評価担当課は、イにより提出された政策評価結果書について、次の観点から審査し、評 ウ 各局庁の政策評価担当課は、イにより提出された政策評価結果書について、次の観点から審査し、情
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価改善課に提出するものとする。 報評価課に提出するものとする。

①・② [略］ ①・② [略]

エ 評価改善課は、ウにより提出された政策評価結果書について、次の観点から審査する。 エ 情報評価課は、ウにより提出された政策評価結果書について、次の観点から審査する。

①～④ [略] ①～④ [略]

オ 評価改善課は、必要に応じ、パブリックコメントに付した上で、エにより審査した政策評価結果書を オ 情報評価課は、必要に応じ、パブリックコメントに付した上で、エにより審査した政策評価結果書を

農林水産省として取りまとめ、決定・公表する。 農林水産省として取りまとめ、決定・公表する。

（３）評価の実施 （３）評価の実施

ア 毎年度の評価スケジュールについては、政策効果の把握の時期を考慮して評価改善課が定める。 ア 毎年度の評価スケジュールについては、政策効果の把握の時期を考慮して情報評価課が定める。

イ・ウ [略] イ・ウ [略]

エ 各局庁の政策評価担当課は、政策評価結果書に評価の際に使用した統計数値及び推計の前提条件等を エ 各局庁の政策評価担当課は、政策評価結果書に評価の際に使用した統計数値及び推計の前提条件等を

添えて、原則として３月に評価改善課に提出する。 添えて、原則として３月に情報評価課に提出する。

オ 評価改善課は、エにより提出された政策評価結果書について、客観性が確保されているか、評価結果 オ 情報評価課は、エにより提出された政策評価結果書について、客観性が確保されているか、評価結果

が妥当かどうか等を審査する。 が妥当かどうか等を審査する。

カ [略］ カ [略]

キ 評価改善課は、必要に応じ、パブリックコメントに付した上で、原則として７月に、政策評価結果書 キ 情報評価課は、必要に応じ、パブリックコメントに付した上で、原則として７月に、政策評価結果書

に当該年度の実績評価の概要を付し、農林水産省としての評価結果決定手続を経た上で公表する。 に当該年度の実績評価の概要を付し、農林水産省としての評価結果決定手続を経た上で公表する。

２ 総合評価 ２ 総合評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

総合評価は、評価改善課の総括の下、課題に応じて適切な実施体制を整備して行う。 総合評価は、情報評価課の総括の下、課題に応じて適切な実施体制を整備して行う。

（２） [略] （２） [略]

（３）評価の実施 （３）評価の実施

ア [略] ア [略]

イ 各課題の総合評価を担当する部局は、課題の内容に応じて適切な実施体制を整備することとし、評価 イ 各課題の総合評価を担当する部局は、課題の内容に応じて適切な実施体制を整備することとし、情報

改善課と連携しつつ、関係部局と協力して総合評価を実施する。実施に複数年を要する課題にあっては、 評価課と連携しつつ、関係部局と協力して総合評価を実施する。実施に複数年を要する課題にあっては、

評価に必要なデータの集計等評価の進捗状況を踏まえつつ、各年度ごとの成果を示すことを原則とする。 評価に必要なデータの集計等評価の進捗状況を踏まえつつ、各年度ごとの成果を示すことを原則とする。

なお、総合評価は手法として未確立であることから、総合評価の実施と並行して、必要に応じ評価手法 なお、総合評価は手法として未確立であることから、総合評価の実施と並行して、必要に応じ評価手法

の開発を行う。その他総合評価の実施に関しては、別に定めるところによる。 の開発を行う。その他総合評価の実施に関しては、別に定めるところによる。

３ 公共事業の事業評価 ３ 公共事業の事業評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

公共事業の事業評価は、評価改善課の総括の下、各事業ごとに事業を主管する課（以下「事業主管課」 公共事業の事業評価は、情報評価課の総括の下、各事業ごとに事業を主管する課（以下「事業主管課」

という。）が各事業の評価を総括する。 という。）が各事業の評価を総括する。

（２） [略] （２） [略]

（３）評価手順の設定 （３）評価手順の設定

ア [略] ア [略]

イ 各局庁の政策評価担当課は、事業評価に関する作業予定についてあらかじめ調整を行い、要領等を評 イ 各局庁の政策評価担当課は、事業評価に関する作業予定についてあらかじめ調整を行い、要領等を情

価改善課に提出する。評価改善課は、政策評価法との整合を図るほか、省全体としての事業評価の水準 報評価課に提出する。情報評価課は、政策評価法との整合を図るほか、省全体としての事業評価の水準

を確保し、客観性・統一性を担保する観点から要領等について審査を行うとともに、当該年度の評価に を確保し、客観性・統一性を担保する観点から要領等について審査を行うとともに、当該年度の評価に

関する作業予定について調整を行う。 関する作業予定について調整を行う。

（４）評価の実施 （４）評価の実施

ア 事業主管課は、評価結果案を取りまとめ、各局庁の政策評価担当課を通じて、評価改善課に提出する。 ア 事業主管課は、評価結果案を取りまとめ、各局庁の政策評価担当課を通じて、情報評価課に提出する。

評価改善課は、政策評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を確 情報評価課は、政策評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を確

保する観点から審査を行う。 保する観点から審査を行う。

イ 事業主管課は、評価改善課の審査を経た後、農林水産省としての評価結果決定手続を経た上で公表す イ 事業主管課は、情報評価課の審査を経た後、農林水産省としての評価結果決定手続を経た上で公表す

る。なお、公表の時期は、別紙１に定めるとおりとする。 る。なお、公表の時期は、別紙１に定めるとおりとする。
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４ 研究開発の事業評価 ４ 研究開発の事業評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

研究開発の事業評価は、農林水産技術会議が行う。その際、評価改善課は、政策評価に関する事務を総 研究開発の事業評価は、農林水産技術会議が行う。その際、情報評価課は、政策評価に関する事務を総

括し、農林水産技術会議事務局は研究開発の事業評価の庶務を処理する。 括し、農林水産技術会議事務局は研究開発の事業評価の庶務を処理する。

（２）評価手順の設定 （２）評価手順の設定

ア 農林水産技術会議は、事業評価に係る要領等を定め、農林水産技術会議事務局は、当該要領等を以下 ア 農林水産技術会議は、事業評価に係る要領等を定め、農林水産技術会議事務局は、当該要領等を以下

の事項と併せ、毎年度、評価改善課に提出する。 の事項と併せ、毎年度、情報評価課に提出する。

①～③ [略] ①～③ [略]

ただし、事業実施要領等の一部として評価に関する規定を置いている場合は、当該事業実施要領を提 ただし、事業実施要領等の一部として評価に関する規定を置いている場合は、当該事業実施要領を提

出する。 出する。

イ 評価改善課は、政策評価法との整合を図るほか、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・ イ 情報評価課は、政策評価法との整合を図るほか、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・

統一性を担保する観点から評価に係る要領について審査を行うとともに、当該年度の評価に関する作業 統一性を担保する観点から評価に係る要領について審査を行うとともに、当該年度の評価に関する作業

予定について調整を行う。 予定について調整を行う。

（３）評価の実施 （３）評価の実施

ア 農林水産技術会議事務局は、評価結果案を取りまとめ、評価改善課に提出する。評価改善課は、政策 ア 農林水産技術会議事務局は、評価結果案を取りまとめ、情報評価課に提出する。情報評価課は、政策

評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を確保する観点から審査 評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を確保する観点から審査

を行う。 を行う。

イ 農林水産技術会議事務局は、評価改善課の審査を経た後、農林水産省として評価結果の決定手続を経 イ 農林水産技術会議事務局は、情報評価課の審査を経た後、農林水産省として評価結果の決定手続を経

た上で公表する。なお、公表の時期は、別紙１に定めるとおりとする。 た上で公表する。なお、公表の時期は、別紙１に定めるとおりとする。

５ 規制の事前評価 ５ 規制の事前評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

規制の事前評価は、新設又は改廃する規制の内容ごとに該当する法律又は政令を所管する課（以下「法 規制の事前評価は、新設又は改廃する規制の内容ごとに該当する法律又は政令を所管する課（以下「法

令所管課」という。）が評価を行う。その際、評価改善課は、大臣官房文書課（以下「文書課」という。） 令所管課」という。）が評価を行う。その際、情報評価課は、大臣官房文書課（以下「文書課」という。）

と連携しつつ、評価に関する事務を総括する。 と連携しつつ、評価に関する事務を総括する。

（２） [略] （２） [略]

（３）評価の実施 （３）評価の実施

ア 法令所管課は、評価書案を作成し、各局庁の政策評価担当課を通じて、評価改善課に提出する。評価 ア 法令所管課は、評価書案を作成し、各局庁の政策評価担当課を通じて、情報評価課に提出する。情報

改善課は、政策評価法との整合性及び評価の客観性を確保する観点から審査を行った上で文書課に回送 評価課は、政策評価法との整合性及び評価の客観性を確保する観点から審査を行った上で文書課に回送

し、文書課は、規制の新設・改廃の法令上の妥当性を確保する観点から審査を行う。 し、文書課は、規制の新設・改廃の法令上の妥当性を確保する観点から審査を行う。

イ 法令所管課は、文書課及び評価改善課の審査を経た後、農林水産省としての評価結果決定手続を経た イ 法令所管課は、文書課及び情報評価課の審査を経た後、農林水産省としての評価結果決定手続を経た

上で公表する。なお、公表の時期は、法律案については閣議決定まで、政令案については行政手続法（平 上で公表する。なお、公表の時期は法律案については閣議決定まで、政令案については行政手続法（平

成５年法律第88号）に基づく意見公募手続（以下「意見公募手続」という。）（意見公募手続適用除外の 成５年法律第88号）に基づく意見公募手続（以下「意見公募手続」という。）（意見公募手続適用除外の

ものについては閣議決定）までとする。ただし、緊急事態への対処等の事由による法令改正の場合は、 ものについては閣議決定）までとする。ただし、緊急事態への対処等の事由による法令改正の場合は、

この限りでない。 この限りでない。

６ 租税特別措置等の事業評価 ６ 租税特別措置等の事業評価
（１）評価実施主体 （１）評価実施主体

租税特別措置等の事業評価は、租税特別措置等を所管する課（以下「租税特別措置等所管課」という。） 租税特別措置等の事業評価は、租税特別措置等を所管する課（以下「租税特別措置等所管課」という。）

が実施する。その際、評価改善課は、経営局総務課と連携しつつ、評価に関する事務を総括する。 が実施する。その際、情報評価課は、経営局総務課と連携しつつ、評価に関する事務を総括する。

（２） [略] （２） [略]

（３）評価手順の設定 （３）評価手順の設定

評価改善課は、毎年度、当該年度の評価対象、評価スケジュール等について、経営局総務課と調整の上、 情報評価課は、毎年度、当該年度の評価対象、評価スケジュール等について、経営局総務課と調整の上、

定める。 定める。

（４）評価の実施 （４）評価の実施
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ア 租税特別措置等所管課は、評価結果案を取りまとめ、各局庁の政策評価担当課を通じて、評価改善課 ア 租税特別措置等所管課は、評価結果案を取りまとめ、各局庁の政策評価担当課を通じて、情報評価課

に提出する。 に提出する。

イ 評価改善課は、政策評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を イ 情報評価課は、政策評価法との整合性、省全体としての事業評価の水準を確保し、客観性・統一性を

担保する観点から審査を行う。 担保する観点から審査を行う。

ウ 評価改善課は、農林水産省としての評価結果の決定手続を経た上で公表する。なお、公表の時期は、 ウ 情報評価課は、農林水産省としての評価結果の決定手続きを経た上で公表する。なお、公表の時期は、

税制改正要望を財務省又は総務省へ提出する時とする。 税制改正要望を財務省又は総務省へ提出する時とする。

第６ [略] 第６ [略]

第７ 事後評価の実施に関する事項 第７ 事後評価の実施に関する事項

[略] [略]

１ 実績評価 １ 実績評価
（１）評価の対象 （１）評価の対象

実績評価の対象は、農政、林政及び水産行政に係る主要施策の全てを政策分野に分類することを基本と 実績評価の対象は、農政、林政及び水産行政に係る主要施策のすべてを政策分野に分類することを基本

し、政策分野の名称は、実施計画において示すこととする。 とし、政策分野の名称は、実施計画において示すこととする。

（２） [略] （２） [略]

２・３ [略] ２・３ [略]

４ 研究開発の事業評価 ４ 研究開発の事業評価
[略] [略]

（１） [略] （１） [略]

（２）終了時の評価 （２）終了時の評価

ア 評価の対象 ア 評価の対象

以下の研究開発課題及び研究制度のうち総事業費10億円以上のものを対象とする。

① 独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究開発課題 ① 独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究及び国費の補助を受けて都道府県又は民間等

の試験研究機関において実施される研究開発のうち、総事業費10億円以上の研究開発課題

② 国費の補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関において実施される研究開発課題

③ 研究制度 ② 研究制度

イ 実施時期 イ 実施時期

原則として、アの①及び③については終了年度の前年度、アの②については終了年度に実施する。た 研究開発課題及び研究制度の性質に応じ最終年度又は研究終了の翌年度に実施する。ただし、これ以

だし、これ以外の時期においても、社会経済情勢の変化等により評価の実施主体が必要と認めた場合に 外の時期においても、社会経済情勢の変化等により評価の実施主体が必要と認めた場合には実施する。

は実施する。

ウ [略] ウ [略]

５ [略] ５ [略]

第８ [略] 第８ [略]

１・２ [略] １・２ [略]

３ 農林水産省各局庁の長及び地方支分部局の長は、技術的・専門的な知見が必要な場合、１の第三者委員会 ３ 農林水産省各局庁の長及び地方支分部局の長は、技術的・専門的な知見が必要な場合、１の第三者委員会
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に代えて、評価の対象とする政策・事業の性質、評価方式等に応じて、第三者から成る技術検討会又は次の に代えて、評価の対象とする政策・事業の性質、評価方式等に応じて、第三者からなる技術検討会又は次の

ような方法により、第三者等の知見の活用を図ることができる。 ような方法により、第三者等の知見の活用を図ることができる。

① 学識経験者等からの意見聴取 ① 学識経験者等からの意見聴取

② 学識経験者等により構成される研究会等の開催 ② 学識経験者等により構成される研究会等の開催

③ 外部研究機関等の活用 ③ 外部研究機関等の活用

４・５ [略] ４・５ [略]

第９ 政策評価の結果の政策への反映に関する事項 第９ 政策評価の結果の政策への反映に関する事項

[略] [略]

１ [略] １ [略]

２ 評価改善課は、政策評価結果反映状況案について審査する。評価改善課長は、必要に応じて調整部局（予 ２ 情報評価課は、政策評価結果反映状況案について審査する。情報評価課長は、必要に応じて調整部局（予

算、法令、組織・定員、税制及び金融に関する省全体の調整を担当する課をいう。）、各局庁の政策分野主管 算、法令、組織・定員、税制及び金融に関する省全体の調整を担当する課をいう。）、各局庁の政策分野主管

課、事業主管課、農林水産技術会議事務局、法令所管課、租税特別措置等所管課等からヒアリングを行うも 課、事業主管課、農林水産技術会議事務局、法令所管課、租税特別措置等所管課等からヒアリングを行うも

のとする。 のとする。

３ 評価改善課は、評価結果の反映状況について審査をした後、それを農林水産省としての決定手続を経て、 ３ 情報評価課は、評価結果の反映状況について審査をした後、それを農林水産省としての決定手続を経て、

公表する。 公表する。

４・５ [略] ４・５ [略]

第10 [略] 第10 [略]

第11 その他政策評価の実施に関し必要な事項 第11 その他政策評価の実施に関し必要な事項

１ 評価手法の改善等 １ 評価手法の改善等
（１） [略] （１） [略]

（２）評価改善課は、各局庁の政策評価担当課、政策分野主管課、事業主管課、農林水産技術会議と連携して、 （２）情報評価課は、各局庁の政策評価担当課、政策分野主管課、事業主管課、農林水産技術会議と連携して、

次の点を中心に評価手法等の改善を検討し、可能なものについては逐次実施する。 次の点を中心に評価手法等の改善を検討し、可能なものについては逐次実施する。

①～④ [略] ①～④ [略]

⑤ 研究によって開発された主要な技術のうち研究終了後一定期間を経過したものについて、そのもたら ⑤ 研究によって開発された主要な技術のうち研究終了後一定期間を経過したものについてそのもたらす

す波及効果を把握するなどによる研究開発の評価手法の改善 波及効果を把握するなどによる研究開発の評価手法の改善

その際、農林水産政策研究所は、大臣官房政策課及び評価改善課の指導の下、効率的・効果的な政策評 その際、農林水産政策研究所は、大臣官房政策課及び情報評価課の指導の下、効率的・効果的な政策評

価に資する評価手法の開発など政策評価に関する調査研究について積極的に取り組むものとする。 価に資する評価手法の開発など政策評価に関する調査研究について積極的に取り組むものとする。

また、評価手法等の改善を検討するに当たっては、寄せられる国民の意見を踏まえるほか、第三者委 また、評価手法等の改善を検討するに当たっては、寄せられる国民の意見を踏まえるほか、第三者委

員会等を活用するなどにより行う。 員会等を活用するなどにより行う。

２ 評価書の作成及び政策評価結果の反映状況の通知 ２ 評価書の作成及び政策評価結果の反映状況の通知
政策評価法第10条に規定する評価書を作成し、また、政策評価法第11条に規定する政策への反映状況の通 政策評価法第10条に規定する評価書を作成し、また、政策評価法第11条に規定する政策への反映状況の通

知を行う際には、評価結果又は政策への反映状況を迅速かつ分かりやすく国民に周知できるよう、評価改善 知を行う際には、評価結果又は政策への反映状況を迅速かつ分かりやすく国民に周知できるよう、情報評価

課は、必要な手続を定める。 課は必要な手続を定める。
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３ 国民の意見・要望を受け付けるための窓口の整備 ３ 国民の意見・要望を受け付けるための窓口の整備
政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、評価改善課とし、文書によるほか、農林水 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、情報評価課とし、文書によるほか、農林水

産省ホームページにおいても、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口を開設し、常時受 産省ホームページにおいても、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口を開設し、常時受

け付ける。 け付ける。

また、寄せられた意見・要望については、必要な措置を講ずるとともに、その結果を、ホームページ上に また、寄せられた意見・要望については、必要な措置を講ずるとともに、その結果を、ホームページ上に

おいて公表する。 おいて公表する。

お問い合わせ先 お問い合わせ先

農林水産省大臣官房評価改善課評価班 農林水産省大臣官房情報評価課情報分析・評価室評価班

〒100-8950 〒100-8950

東京都千代田区霞が関1-2-1 東京都千代田区霞が関1-2-1

代表：03-3502-8111（内3256） 代表：03-3502-8111（内3084）

ダイヤルイン：03-3502-5523 ダイヤルイン：03-3502-5523

ＦＡＸ：03-3593-9467 ＦＡＸ：03-3593-9467

御意見・御要望の窓口：http://www.maff.go.jp/j/assess/index.html 御意見・御要望の窓口：http://www.maff.go.jp/j/assess/index.html

４ [略] ４ [略]

（別紙１） （別紙１）

公共事業及び研究開発の事業評価の評価結果の公表時期 公共事業及び研究開発の事業評価の評価結果の公表時期

公共事業 研究開発 公共事業 研究開発

事前評価 [略] [略] 事前評価 [略] [略]

期中の評価 [略] [略] 期中の評価 [略] [略]

完了後の評価 [略] 原則として、３月末とする。 完了後の評価 [略] 原則として、３月末とする。ただし、

（終了時の評価） （終了時の評価） 研究開発課題及び研究制度の性質に応

じ研究終了の翌年度に評価を実施する

場合は、この限りではない。

（別紙２） （別紙２）

農林水産省政策評価第三者委員会等について 農林水産省政策評価第三者委員会等について

第１・２ [略] 第１・２ [略]

第３ 運営 第３ 運営

１ 農林水産省政策評価第三者委員会の事務は、大臣官房評価改善課が行う。 １ 農林水産省政策評価第三者委員会の事務は、大臣官房情報評価課が行う。

２～４ [略] ２～４ [略]

５ ２から４までの規定にかかわらず、個人の権利又は利益を害し、又は害するおそれのある場合、企業秘 ５ ２から４までの規定にかかわらず、個人の権利若しくは利益を害し、又は害するおそれのある場合、企

密に触れ、又は触れるおそれがある場合等は、委員の了承を得た上で会議を非公開とし、及び会議資料を 業秘密に触れ、又は触れるおそれがある場合等は、委員の了承を得た上で会議を非公開とし、及び会議資

非公表とすることができる。 料を非公表とすることができる。

第４ [略] 第４ [略]

平成23年９月１日農林水産大臣決定


