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（政策評価の活用状況事例）

（２６年度政府案）
平成２６年１月
財務省主計局
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頁

内閣府

経済社会活動の総合的研究

1

法務省

矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施

1

外務省

領事サービスの充実（うち、海外子女教育教員・講師等関係経費）

2

財務省

庁舎及び宿舎の最適化の推進（うち、
「国家公務員宿舎の削減計画」等の実施に関するもの）

2

大学などにおける教育研究の質の向上（うち、グローバル人材育成推進事業）

3

旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する恩給請求書を適切に進達すること

3

技能継承・振興のための施策を推進すること

4

意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

4

水産物の安定供給と水産業の健全な発展 （うち、漁場環境・生物多様性技術開発関連事業）

5

経済成長（うち、地域新産業戦略推進事業）

5

資源エネルギー・環境政策（うち、次世代エネルギー技術実証事業費補助金）

6

不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する

6

海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る（うち、船員雇用促進対策事業）

7

環境省

大気生活環境の保全

7

防衛省

衛生機能の強化（うち、看護師養成課程の４年制化）

8

文部科学省
厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

（注）

・政策評価の結果を活用し予算の効率化に繋がる取組みを行ったものを「活用額」として記載している。
・計数については、精査の結果、異同を生じることがある。

(1) 【 所 管 】 内閣府

予算額
[反映額]

【政策名】経済社会活動の総合的研究
【会計・組織（勘定）】 一般会計
【項】経済社会総合研究所
政策の概要

【事項】経済社会活動の研究等に必要な経費

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

【政策評価結果のポイント】
・「ESRI Discussion Paper 等の研究成果に関
平成25年度
するホームページへのアクセス件数」について
３８６百万円
当初予算額
は、前年度の水準を下回った。
・「景気指標に関するホームページへのアクセ
ス件数」、「景気統計の白書での活用状況」及
計量モデル等の分析ツー
政府部内の経済財政政
び「景気統計のマスメディアによる報道状況」
ルの開発、経済理論等を用 策等の企画立案・推進を
については、前年度の水準を概ね達成してい
いた政策分析、景気指標の 支援するとともに、フォーラ
る。また、景気統計の公表は遅延なく、正確に
平成26年度
３３２百万円 作成などを行う。また、内外 ムの開催、景気統計の作
行われた。
政 府 案
の研究機関との共同研究を 成、公表等を通じ、国民に
実施するなど、専門的研究の 対して研究成果等の情報
【予算要求への反映内容】
深化と普及に貢献する。
提供を行う。
経済財政政策等の企画・推進の支援をより
効果的に実施するため、引き続き計量経済モ
デル等の分析ツールの開発・整備及び景気統
[ 活用額▲４百万円 ]
計の作成・整備を進めるとともに、経済社会の
政策課題により即した政策分析に取り組む。

(2) 【 所 管 】 法務省

予算額
[反映額]

財務省の考え方
【政策評価結果に対する考え方】
・研究成果に関するホームページへのアクセ
ス件数については、公表された案件が少な
かったこと、公表時期が遅れたことなどの理
由はあるものの、目標値を大幅に下回る水準
となっており、ホームページに掲載する研究
成果、研究内容については、見直しが必要と
考えられる。
・目標値を達成していない中で研究テーマ数
が増えているため、新たに研究を実施する
テーマ数は精査が必要。
【政策評価結果の活用状況】
政府部内の経済財政政策等の企画立案等
の支援及び研究成果に関する情報発信のた
めに必要な予算を措置する一方、事業規模
（研究テーマ数）の精査を行い、予算を縮減し
た。

【政策名】矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施
【会計・組織（勘定）】一般会計・矯正官署
【項】矯正収容費
【事項】矯正施設における収容の確保及び処遇等の実施に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

平成25年度
４７,７１４百万円
当初予算額

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
【政策評価のポイント】
目標達成に向け、引き続き、社会の雇用
出所（院）後の就労の安定を図るため、刑事
刑事施設における職業
ニーズ等に応じた職業訓練種目の見直しを
施設及び少年院における職業訓練等就労支
被収容者の改善更正及び 訓練や少年院における職
行うなど、より一層、効果的・効率的な実施に
援を充実するという目標を達成でき、相応の進
円滑な社会復帰を図るため、 業補導、矯正施設の就労
向けた工夫が必要。
展があったと認められる。
平成26年度
４８,２０２百万円 被収容者個々の状況に応じ 支援スタッフ等を活用した
政 府 案
て、収容環境の維持を含めた 就労支援等の充実によ
【政策評価結果の活用状況】
【予算要求への反映内容】
適切な処遇を実施する。
り、出所（院）後の就労の
再犯防止に向けた各種指導・支援の充実に
政策を推進し、引き続き強化する必要がある
安定を図る。
必要な予算への重点化、社会の雇用ニーズ
ことから、就労支援等の充実に必要な経費を
等に応じた職業訓練種目の見直し、収容人
要求。
[ 活用額▲９３百万円 ]
員見込み精査等により、予算を縮減した。
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(3) 【 所 管 】 外務省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

平成26年度
政 府 案

【政策名】領事サービスの充実（うち、海外子女教育教員・講師等関係経費）
【会計・組織（勘定）】在外公館
【項】領事政策費
【事項】領事業務の充実に必要な経費
政策の概要

９４４百万円
在外教育施設で現地採用
する教員・講師の給与の一部
を国庫援助するための経費
及び教員免許を持たない補
１,０９５百万円
習授業校現地採用講師の能
力向上を目的とした研修会に
対する国庫援助のための経
費。

[ 活用額▲３８百万円 ]

(4) 【 所 管 】 財務省

予算額
[反映額]

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
対象範囲の拡充を目的とするのみでは予
【政策評価結果のポイント】
算額の増加につながるだけであり、引き続き
平成24年度は援助対象となる日本人学校は 政策を推進する上で効率性の観点が必要と
88 校、補習授業校は203 校となり、海外に在 考えられ、各教員・講師への謝金単価や研修
海外子女に対し，義務教 住する学齢児童・生徒のうち、日本人学校にも 会の事業内容の定期的な見直しが必要であ
育を可能な限り負担の少 補習授業校にも通学していない者を差し引い る。
ない形で受けることができ た約55％が政府援助の対象となった。
るようにする。
【政策評価結果の活用状況】
【予算要求への反映内容】
政府援助の質は維持しつつ、各教員・講師
平成26年度も同水準を維持するのに必要な への謝金について内容の精査を行い、経費
経費を要求した。
削減を行った。なお、支払の多くは外貨建て
のため、為替レートの影響により対25年度当
初比では増となった。

【政策名】庁舎及び宿舎の最適化の推進（うち「国家公務員宿舎の削減計画」等の実施に関するもの）
【会計・組織（勘定）】一般会計・財務本省
【項】公務員宿舎施設費
【事項】公務員宿舎建設等に必要な経費、民間資金等を活用した公務員宿舎整備に
必要な経費 ほか
【会計・組織（勘定）】一般会計・財務局
【項】財務局業務費
【事項】公務員宿舎の維持管理に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

①平成28年度末を目途
国有財産の個々の特性を
平成25年度
１１,０２６百万円 踏まえた柔軟な対応を含め、 に、宿舎戸数約21.8万戸
当初予算額
から16.3万戸まで、5.6万
経済財政状況や行政ニーズ
戸程度の削減を行うことと
の変化に即応した国有財産
し、全国10,684住宅のうち
行政を展開するとの基本的
5,046住宅を廃止する。
平成26年度
１０,９８５百万円 考え方の下、その最適化を
政 府 案
推進する。
②老朽化し耐震性等に問
平成23年12月1日に「国家
題のある宿舎のうち廃止し
公務員宿舎の削減のあり方
ないものについては、コス
についての検討会」において
ト比較の結果、耐震改修
[ 活用額▲１００百万円 ] 取りまとめられた「国家公務 等（471住宅）、借受への
員宿舎の削減計画」等を着
移行（62住宅）、建替（38
実に実施する。
住宅）により対応する。

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
【政策評価結果のポイント】
「国家公務員宿舎の削減計画」等の着実な
廃止が決定された宿舎については、順次、入 実施が必要。
居者の退去、宿舎の廃止、宿舎跡地処分等の
手続きなど、削減に向けた取組みを進めてい 【政策評価結果の活用状況】
る。
「国家公務員宿舎の削減計画」等の実施、
宿舎の長寿命化等の推進といった政策目標
【予算要求への反映内容】
を達成するため、老朽化宿舎で廃止しないも
「国家公務員宿舎の削減計画」等を踏まえ、 ののうち、耐震改修（50住宅）、借受移行（11
宿舎削減に見合う経費を削減しつつ、耐震改 住宅）、建替（1住宅）に予算を重点的に措置
修等、借受移行、建替に必要な経費を要求。 しつつ、政策評価結果を踏まえ、宿舎削減に
見合う経費を更に削減し、総額を抑制。
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(5) 【 所 管 】 文部科学省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

【政策名】大学などにおける教育研究の質の向上（うち、グローバル人材育成推進事業）
【会計・組織（勘定）】一般会計・文部科学本省
【項】高等教育振興費
【事項】大学等における教育改革に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

【政策評価結果に対する考え方】
政策評価結果においては、日本人学生の留学
のための環境整備を進めるとあるが、その一方で
徹底した国際化を断行する大学を「スーパーグ
ローバル大学事業」により重点支援すべく検討を
進めるとあり、事業の有効性・効率性について検
討が必要とされており、また、秋のレビューにおい
て、①産業人材の育成に重点化、②検証可能な
成果指標の設定、③事業の整理統合、等の指摘
があったところ。

４,５００百万円

平成26年度
政 府 案

【政策評価結果のポイント】
大学等の教育研究を支える
引き続き大学等の特色ある多様で自主的な
基盤を強化しつつ、特色ある
取組の推進を継続しつつ、効率性の観点か
発展に向けた取組などを支
ら、限られた予算の範囲内で各取組の更なる
援することや、事前・事後の
大学の国際競争力を強
充実を図る必要。
０百万円 評価の適切な役割分担と強 化し、国際的に活躍できる
調を確保すること等により、 人材を育成する。
【予算要求への反映内容】
大学等の国際化や教育研究
政策評価結果を踏まえ、物品等の積算を見 【政策評価結果の活用状況】
の質の向上・保証を推進す
直すことにより経費削減を図り、予算の削減要 スーパーグローバル大学事業重点支援について
る。
の検討の必要性及び秋のレビューの指摘を踏ま
求を行った。
え、既存事業であるグローバル人材育成推進事
業と新規事業であるスーパーグローバル大学事
業を整理統合して「スーパーグローバル大学等事
業」とすることとした。

[ 活用額▲４,２１３百万円 ]

(6) 【 所 管 】 厚生労働省

予算額
[反映額]

財務省の考え方

【政策名】旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する恩給請求書を適切に進達すること
【会計・組織（勘定）】一般会計・厚生労働本省
【項】恩給進達等実施費
【事項】恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果のポイント】
・旧陸海軍人事関係等資料について、計画的
平成25年度
３６６百万円
・終戦後に旧陸海軍から
に電子化による整備を行っており、概ね計画通
当初予算額
引き継がれた資料は経年 りに電子化できている。
【政策評価結果に対する考え方】
・旧陸海軍に関する人事資料 劣化による損傷が激しく、
計画通りの進捗であり、政策目標は一定程
の内容を充実させ、適切に保 公文書等の管理に関する ・旧陸海軍軍人軍属とその遺族から都道府県 度達成できたものと認められるが、効率性の
管すること
法律に基づき計画的に保 と通じて提出される各種恩給請求書の内容を 観点からより一層の工夫が必要。
平成26年度
管資料のデータベース化 審査し、裁定庁である総務省人事・恩給局に請
３４８百万円
政 府 案
・恩給請求書の進達及び履 を推進すること
求書類を進達するとともに、都道府県に対し恩 【政策評価結果の活用状況】
歴証明を迅速かつ適切に行
給進達事務に関する指導を行っている。
政策評価の結果を踏まえ、本政策に必要
うこと
・軍人軍属期間の年金通
な経費を措置しつつ、既存経費の見直しを行
算や叙勲申請に伴う軍歴 【予算要求への反映内容】
い経費の削減を行った。
証明を迅速に行うこと
モニタリング結果を踏まえ、電子化による整
[ 活用額▲３７百万円 ]
備経費の合理化を図るとともに、引き続き必要
な経費を適切に要求している。
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(7) 【 所 管 】 厚生労働省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

平成26年度
政 府 案

【政策名】技能継承・振興のための施策を推進すること
【会計・組織（勘定）】労働保険特別会計、雇用勘定
【項】技能継承・振興推進費
【事項】技能継承・振興の推進に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

４,０７５百万円

若年者のものづくり離
れ・技能離れが見られる
中で、技能労働者の地位
の向上を図り、若年者が
技能継承・振興のための施 進んで技能者を目指す環
４,１２３百万円
策を推進すること
境を整備するとともに若年
者に対し、技能の魅力・重
要性を啓発し、若年ものづ
くり人材の確保・育成につ
なげていくこと。

[ 活用額▲３１百万円 ]

(8) 【 所 管 】 農林水産省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

平成26年度
政 府 案

７,２７５百万円

【政策評価結果のポイント】
①技能五輪全国大会の来場者のうち、若年
者層において将来のキャリア形成に向けた職
業能力の習得や技能検定の受検等を予定す
る割合80％以上②若年者に対する技能者の
魅力増進事業の来場者のうち、技能について
魅力・重要性を認識した者や職業能力の習得
等への関心を持った者の割合80％以上を成果
指標として掲げているところ、概ね目標を達成
しており事業の有効性が認められる。

財務省の考え方
【政策評価結果に対する考え方】
団塊世代の熟練技能者の引退が本格化す
る中、若年者に対し、技能の魅力・重要性を
啓発し、ものづくり基盤の強化及び若年技能
者人材の確保・育成につなげるという本施策
の必要性は認められる。また、成果目標値は
概ね達成されており、本施策の一定程度の
有効性は認められるものの、効率的な事業
実施に向けてより一層の工夫が必要。

【政策評価結果の活用状況】
引き続き、目標達成に向け本施策を効果的
【予算要求への反映内容】
に実施するために必要な予算に重点化する
概ね目標を達成しており、引き続き効果的に
一方、効率性の観点から既定経費の精査を
施策を実施できるよう要求していく。
行い、所要額を措置した。

【政策名】意欲ある多様な農業者による農業経営の推進
【会計・組織（勘定）】一般会計 ・農林水産本省
【項】農業経営対策費
【事項】農業経営対策に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

少子高齢化等で農家数が
減少傾向にある中、兼業農
家や小規模経営を含む意欲
あるすべての農業者が農業
を継続できる環境を整備す
る。
農業者の資金需要に応
７,７３４百万円
このため、これら経営体の じた資金調達の円滑化
育成・確保、人材の育成・確
保、農業経営の特性に応じた
資金調達の円滑化、農業災
害による損失補填のための
施策を行う。

[ 活用額▲１２６百万円 ]

要求省庁による政策評価

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
貸付残高指数の目標値の設定の際には、貸付
残高指数が１２％の水準で安定していることこそ、
民業補完の下支え機能を発揮していることの証左
【政策評価結果のポイント】
と考えられるとしているが、近年の実績では目標
農業総産出額に対する日本政策金融公庫資 値を上回っているため、金利負担軽減措置の融資
金（農林水産業者向け）の貸付残高指数につ 枠についても、その増額には慎重に対応する必要
いて、目標値を１２％としているが、実績は順 があると考える。
調に推移しており、政策効果として有効であっ ※貸付残高指数

たと認められる。

目標値：12% 実績：22年度：13%
23年度：14%
【予算要求への反映内容】
24年度：14%
人・農地プランの中心経営体等として位置付
【政策評価結果の活用状況】
けられた認定農業者や経営規模の拡大等に意
金利負担軽減措置に係る融資については、「人・
欲的に取り組む農業者の経営を支えるため、
農地プラン」作成等による資金利用者の増加はあ
必要な経費を要求。
るものの、その増額には慎重に対応する必要があ
るとの観点から、金利負担軽減措置の融資枠を
200億円圧縮し、関係予算を縮減した。
（融資枠：要求1,200億円→決定1,000億円）
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(9) 【 所 管 】 農林水産省

予算額
[反映額]

【政策名】水産物の安定供給と水産業の健全な発展 (うち、漁場環境・生物多様性技術開発関連事業）
【会計・組織（勘定）】 一般会計・水産庁
【項】水産資源回復対策費
【事項】水産資源回復対策に必要な経費
政策の概要

（「水産資源の回復」に係る事
平成25年度
４１６百万円 業全体）
当初予算額
我が国周辺の「身近な自然
の恵み」が国民の食生活等
において十分活用されるよう
にしていくことが重要であり、
そのためには、水産資源の
持続的利用を確保すること等
により、我が国の水産物の自
平成26年度
３２３百万円
給力を維持・強化することが
政 府 案
不可欠である。
この中、水産資源の持続的
利用の確保を図るため、
①我が国排他的経済水域
における資源管理の強化
②国際的な資源管理の推
[ 活用額▲６２百万円 ] 進
の施策を行う。

(10) 【 所 管 】 経済産業省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

【政策評価結果のポイント】
（「水産資源の回復」に係る事業全体）
主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量に
ついて、直近3年間(H22～24)の実績平均値は1,572
千トンであり、平成24年度の目標値1,717千トンを下
「漁場環境・生物多様性 回ったため、達成度「Ｃ」（目標達成度50%未満）の判
技術開発関連事業」につ 定を受けた。これは、東日本大震災により漁船や養
殖施設等が甚大な被害を受けたことから、平成23年
いては、
・水産動植物の成育の場 度の生産量の実績値が大きく落ち込んだことに起因
しているもの。
となるサンゴ礁の増殖

財務省の考え方
【政策評価結果に対する考え方】
「漁場環境・生物多様性技術開発関連事業」につ
いては、技術開発・実証の重点化・効率化を図ると
しているが、一層の効率化等の見直しを図る余地
について検討。

※主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の
生産量
目標値： 直近3年間の実績平均値を
平成34年度までに1,739千トン
・水産動植物の成長段階
（うち、「漁場環境・生物多様性技術開発関連事
実 績： 22年度：1,725千トン（基準値）
に必要な環境を形成する 業」）
23年度：1,414千トン
手法の検討及び技術開発 事業の必要性、緊急性、有効性等は適切なもので
24年度：1,578千トン
・木材利用を通じた水産動 あるが、資金の流れにおいて、支出先の選定におい
達成率： 目標値の50%未満
植物の増殖機能の増加 て２年以上連続で１者応札または１者応募となって
を通じた、水産資源造成 おり、競争性・透明性の向上に努める必要。
【政策評価結果の活用状況】
「水産資源の回復」に係る事業全体の政策評価
の推進
【予算要求への反映内容】
結果（達成度「Ｃ」判定）は、東日本大震災によるも
「漁場環境・生物多様性技術開発関連事業」につ のであることを考慮。漁場環境・生物多様性技術
いては、技術開発・実証の重点化・効率化等をを図 開発関連事業については、より一層の効率化等の
り、要求額を減額。また、支出先に選定に関しては、 見直しを図ることにより予算額を62百万円縮減。
仕様書の具体化等を実施。

【政策名】経済成長（うち、地域新産業戦略推進事業）
【会計・組織（勘定）】一般会計・経済産業本省
【項】地域経済活性化対策費
【事項】中小企業地域新産業創出等に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
【政策評価結果のポイント】
・ 地域ごとに戦略を特定し、支援対象事業の
広域産業政策として、関係機関（独法、自治
地域の産学官等のネット
重点化を図ることは重要。
体、大学、研究機関）と連携し、イノベーション・
ワークを活用したビジネス
地域資源を活用した新た
・ より一層の効率的な実施に向けて目標設
新規事業創出を推進。
平成26年度
定の具体化などの工夫が必要。
２００百万円 マッチング・商品開発、先進 な成長産業を継続的に創
政 府 案
的事例の情報共有事業等に 出・育成する。
【予算要求への反映内容】
対して補助を行う。
【政策評価結果の活用状況】
地域ごとの戦略策定を特定し、支援事業数を
対象事業の重点化により更なる効率化を図
絞り込みつつ、必要な経費を要求。
[ 活用額▲１８１百万円 ]
り、予算を縮減した。
６４１百万円
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(11) 【 所 管 】 経済産業省

予算額
[反映額]

【政策名】資源エネルギー・環境政策（うち、次世代エネルギー技術実証事業費補助金）
【会計・組織（勘定）】エネルギー対策特別会計・エネルギー需給勘定
【項】エネルギー需給構造高度化対策費
【事項】エネルギー源の多様化等に必要な経費
政策の概要

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

【政策評価結果のポイント】
当該事業を国が支援する理由について明確
にし、実証の成果が今後どのように活用される
平成25年度
２,１８１百万円
のか説明すること。また、事業の段階に応じて
当初予算額
適切な要求を行うこと。類似の事業との適切な
役割分担をし、スマートコミュニティ施策全体と
地域の実情に合った、地
して成果目標が達成されるよう、効率的・効果
域に根付いたスマートコ
地域のエネルギー事情に
的に事業を着実に進めること。
ミュニティを確立する。
応じたスマートコミュニティの
【予算要求への反映内容】
平成26年度
地域のエネルギー事情等に応じたスマートコ
１,２５０百万円 確立に向けて、技術的課題・
ピークカットの割合、エネ
政 府 案
制度的課題を解決するため
ミュニティの確立に向けて、国の一定の関与の
ルギー利用効率、CO2排
の実証を行う。
下、技術的課題・制度的課題を抽出し、今後の
出量の削減率を向上させ
効率的な電力システムの構築につなげていく。
る。
外部有識者で構成される採択委員会において
毎年審査を行い個別事業の段階に応じて適切
な要求を実施。類似の事業に関しては、各府
[ 活用額▲２５０百万円 ]
省庁の関連施策を共有した上、各府省庁の連
携のあり方を検討するための会合を実施して
いく。

(12) 【 所 管 】 国土交通省

予算額
[反映額]

【政策評価結果に対する考え方】
・事業の段階に応じて目標の再設定を行うな
ど、事業規模を不断に見直すことが必要。
【政策評価結果の活用状況】
これまでの各事業の達成度等を踏まえて、
適切な事業規模に見直すことで、予算を縮減
した。

【政策名】不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する
【会計・組織（勘定）】一般会計・国土交通本省
【項】不動産市場整備等推進費
【事項】不動産市場の環境整備等の推進に必要な経費
政策の概要

平成25年度
当初予算額

３５９百万円

平成26年度
政 府 案

不動産市場の透明性を確
保し、取引の円滑化・活性化
を図るため、不動産取引や不
３１７百万円 動産市場に関する情報の整
備・提供の充実を図るととも
に、安心・安全のための消費
者保護施策等を進めていく。

[ 活用額▲１百万円 ]

財務省の考え方

達成しようとする目標

要求省庁による政策評価

【政策評価結果のポイント】
一部の業績指標においては、順調に推移し
たものの、業績指標「土地総合情報ライブラ
リーへのアクセス件数」については、目標達成
への水準を下回っており、目標達成に向け努
業績指標の目標達成等
力が必要である。
により、不動産市場の整
【予算要求への反映内容】
備や適正な土地利用のた
政策評価結果を踏まえ、不動産市場の持続
めの条件整備を推進して
的な発展を更に推進するため、市場の整備
いく。
や、適正な土地利用のための条件整備に向け
た取組等について支援を図るための予算を要
求し、土地情報整備・提供推進経費について
は、より効率的に事業を実施するため、調査内
容の改善などを図り、要求に反映した。
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財務省の考え方

【政策評価結果に対する考え方】
目標未達成の指標を達成する必要があるこ
とから、消費者等に対する情報発信の方法
等を改善することが必要。
【予算要求への反映内容】
土地情報整備・提供推進経費については、
より効率的に事業を実施するため、調査内容
の精査などを図り、予算の縮減を図った。

(13) 【 所 管 】 国土交通省

予算額
[反映額]
平成25年度
当初予算額

平成26年度
政 府 案

【政策名】海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る（うち、船員雇用促進対策事業）
【会計・組織（勘定）】一般会計・国土交通本省
【項】海事産業市場整備等推進費
【事項】船員雇用促進対策に必要な経費
政策の概要

１５２百万円

海運事業者による計画的な
船員の確保・育成（船員計画
雇用促進等事業）、外航船員
を目指す若年者のキャリア形
成（外航基幹職員養成事
１４６百万円
業）、船員として再就職を目
指す離職船員の技能訓練
（技能訓練事業）を総合的に
支援することにより、船員の
雇用を促進する。

[ 活用額▲７百万円 ]

(14) 【 所 管 】 環境省

予算額
[反映額]

政策の概要

要求省庁による政策評価

【政策評価結果のポイント】
海洋基本計画（平成25年4月26日閣議決定）
においても、船員の確保・育成に取り組む旨が
記載されているところ、高齢船員の退職規模に
四面環海の我が国の経
見合う船員採用者数を確保しており、今後も引
済及び国民の日々の生活
き続き必要水準を確保するため、現在の施策
を支える上で大きな役割を
を維持する必要がある。
果たしている人的基盤で
ある船員（海技者）の確
【予算要求への反映内容】
保・育成を行う。
執行状況を勘案し、若年船員への重点化、
マッチングの強化、訓練再編によるコスト削減
により、一層効果的かつ効率的な事業となるよ
う見直したうえで、必要な予算を要求。

【政策名】大気生活環境の保全
【会計・組織（勘定）】一般会計
【項】大気・水・土壌環境等保全費

・都市における中長期的なエ
８７百万円 ネルギー需給の変化に応じ
たヒートアイランド対策及び
熱中症対策手法やその計画
的な導入手法を検討し、対策
手法検討マニュアルを策定
平成26年度
７０百万円 する。
政 府 案
・暑熱環境による人への影響
を最小限にするための適応
策の検討やＷＢＧＴの実測値
や予報値等の熱中症予防情
報の提供を行う。
[ 活用額▲２百万円 ]
平成25年度
当初予算額

達成しようとする目標

財務省の考え方
【政策評価結果に対する考え方】
政策目的は一定程度達成されており、今後
も引き続き当該施策を実施する必要性は認
められるが、執行実績等を勘案して優先順位
付けを行う等、効率性の観点から更なる見直
しが必要。
【政策評価結果の活用状況】
船員雇用促進対策事業費補助金につい
て、執行実績や官民負担の在り方を踏まえ、
対象者数や国費で負担すべき経費を見直す
ことにより、事業全体の更なる効率化を図り、
予算を縮減した。

【事項】大気・水・土壌環境等の保全に必要な経費

達成しようとする目標

・自治体において、震災後
の社会的状況を踏まえた
新しいヒートアイランド対
策が自発的・計画的に実
施されることを目指す。
・環境省熱中症予防情報
サイトへのアクセス件数を
増加することで、暑熱環境
対策等に対する考え方の
普及を目指す。

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果のポイント】
・平成25年度に暑さ指数の情報提供の機能拡
張や提供期間の延長等により、「環境省熱中
【政策評価結果に対する考え方】
症予防情報サイト」へのアクセス件数が約
政策の有効性は認められるものの、より一
1,150万件となった。（平成24年度：約770万件）
層の効率的な実施に向けて工夫が必要。
・エネルギー需給の変化に応じた都市のヒート
アイランド対策等を見直す等、コスト削減に努
【政策評価結果の活用状況】
め、効率的な予算執行に努めている。
ヒートアイランド対策の強化に係る経費のう
ち、適応策普及に必要な調査・評価手法等の
【予算要求への反映内容】
開発に関する予算を縮減した。
引き続き適応策を中心としたヒートアイランド
対策を強化する必要があることから、熱中症予
防情報の継続的提供等の必要な経費を要求。
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(15) 【 所 管 】 防衛省

予算額
[反映額]

【政策名】衛生機能の強化（うち、看護師養成課程の４年制化）
【会計・組織（勘定）】一般会計 ・防衛本省
【事項】衛生活動等の実施に必要な経費
（注）防衛医科大学校の経費は、【事項】教育・訓練の実施に必要な経費 外にも計上されている。
【項】人材確保育成費
政策の概要

高度化及び複雑化する医
２,１５１百万円 療に対応するとともに、国際
平和協力活動や災害派遣に
おける医療支援等の多様化
する自衛隊の活動を的確に
遂行するため、陸上自衛隊
平成26年度
２,０７５百万円
中央病院及び防衛医科大学
政 府 案
校に設置している３年制の高
等看護学院を廃止し、防衛医
科大学校に４年制の看護師
[ 活用額 ▲２０百万円 ] 養成課程を新設する。（26年
４月新設予定）
平成25年度
当初予算額

達成しようとする目標

①保健、医療及び福祉の
あらゆる場で自律的に対
応できる看護能力を持ち、
豊かな人間性及び的確な
判断力を有する資質の高
い看護師及び保健師を育
成する。

要求省庁による政策評価

財務省の考え方

【政策評価結果のポイント】
両高等看護学院を４年制課程として集約一
元化することで、合理的かつ効率的な教育が
可能。また、防衛医科大学校の施設（図書館、
実習室等）を最大限活用し、医科大看護学院
の施設を所要の増改築で対応することは、経
済的かつ効率的。

【政策評価結果に対する考え方】
・ 看護師養成課程の４年制化で教育等の充
実を図ることにより、養成した看護師及び保
健師のモチベーション及び定着率を向上さ
せ、人材を確保することは重要と認識。
・ 両高等看護学院を集約一元化し、効率的
かつ経済的な教育等を実施するとしている
が、更なる効率化の工夫が必要。

【予算要求への反映内容】
②育成した看護師及び保
【政策評価結果の活用状況】
防衛医科大学校に４年制看護師養成課程を
健師のモチベーション及び
既存施設（図書館、実習室等）を最大限活
新設することが必要であるとの評価結果を得
定着率の向上を図る。
用させるため、図書、教育実習用機材等の初
たことを踏まえ、引き続き所要額を要求。
度調達経費を見直し、予算を縮減した。
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