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①施策の位置づけ

②施策について
＜施策の概要及び求める成果＞

＜備考＞

③施策の目標に対する総合的な評価

④残された課題・新たな課題 ⑤今後の取組

施策の改善・見直し

施策の重点化等

施策の一部の廃止・完了・休止・中止

取組みを引き続き推進

施策の廃止・完了・休止・中止

機構要求を図る

定員要求を図る

平成○年度平成15年度 平成16年度 平成17年度

目標値

今後の
施策の
方向性 機構・定員要求への反映

予算要求等への反映

政策（章）

一般会計

節

政策（章）

指　　標 単位

施
策
の
方
向
性

①

①－a

①－b

②

③

④

⑤

特別会計

金　　額 （単位：千円）

節施策（節）

施
策
の
目
標

予
算
動
向

H15年度当初

平成18年度事後評価シート（平成17年度に実施した施策）
施策番号

施 策 名

評価年月
担当部局
評　価　者

平成 年 月

施策（節）

H16年度当初

その他関連する個別計画

H17年度当初

平成17年版環境白書における位置づけ（※201ﾍﾟｰｼﾞ以降）

章章

第二次環境基本計画における位置づけ（第3部）

※環境白書内「平成17年度環境の保全に関する施策」より該当箇所を記載

当該施策の当初予算について、評価対象
年度を含む3箇年分を表しています
ここでは、当該施策の予算の推移がどのよ
うであったかをご確認頂けます

⑤の内容から、本評価をもって
今後どのように予算等へ反映
させていくのか、左表より該当
する番号を選んでいます
ここでは今後の当該施策の展
開についてご確認頂けます

③の総合評価の結果、残っている課
題や、新たに認識された課題につい
て表しています
ここでは当該施策の目標に対し、どの
ような課題があるのかについてご確認
頂けます

④の課題に対し、その課題解決の
ために、今後どのように取り組んで
いくかを表しています
ここでは、④の課題に対し、どのよ
うな対策に取り組んでいくのか、今
後予算等についてどのようにして
いくのかについてご確認頂けます

当該施策の簡単な概要と、その目標
（得ようとする成果等）について表して
います
この施策がどのようなことを行って、ど
のような結果を得ようとしているのかを
表しています

左記予算動向につい
て、必要に応じ説明等
をします

第二次環境基本計画及び平成17年版環境
白書の中における、当該施策についての関
係箇所を表しています
基本計画等の該当部分をご覧頂きますと、
当該施策についての取組等が詳しくわかり
ます
またこれら以外で関連する個別計画等があ
る場合は、個別計画欄でご確認頂けます

次ページの⑥や⑦の結果を基に、当該施策の
「施策の目標」に対する総合的な評価を表して
います
「施策の目標」に直接関係する指標等がある場
合は指標欄に記載しています（ないものは欄は
削除しています）
ここでは、目標に対し、平成17年度の取組の結
果どのような実績を残したか、またどのような成
果があったかについて表しています

当該施策の担当又は取りまとめ部
局名、及びその部局の担当又は取
りまとめ課・室長名を表しています

環境省施策体系における
当該施策の施策番号及び
施策名を表しています



⑥当該施策の中の下位の目標及び指標等

①
②
③

①
②
③

⑦分析・評価（有効性・効率性等の観点から簡潔に分析）

⑧特記事項
＜昨年からの変更点＞

＜内閣としての重要施策等＞

H○年度H○年度H○年度H○年度

目標値

単位

下位目標○

目標を設定した

指標年度・単位

指標の名称

指標

達成状況

根拠等

基準年の値基準年

根拠等

各下位目標の達成状況及び指標の数値等を基
に、施策の目標の達成状況を勘案し、有効性・効
率性等の観点から分析・評価をしています（下位
目標の設定がない場合は、施策の目標に対する
取組状況を直接分析・評価しています）
ここでは各下位目標や施策の目標の達成状況等
から、当該施策がどのような成果をあげている
か、有効であったか、効率的であったか、またど
のような問題点が起きているか等についてご確認
頂けます

当該下位目標に対する評価
対象年度の達成状況につい
て記載しています
ここでは、評価対象年度に当
該下位目標の達成に向け、ど
のような取組を実施したか、ど
のような状況にあるか等につ
いてご確認頂けます

当該下位目標の達成状況を判断する材
料となる指標等がある場合にその指標名
を記載しています（参考的なものについて
は参考指標とし、（参考）と明記していま
す）
ここでは、下位目標の達成に関係のある
指標についてご確認頂けます

上段で設定している目標値が
ある場合、その基準となる年や
その年の数値、またその根拠に
ついて記載しています
ここでは目標値を設定した根拠
等についてご確認頂けます

＜昨年からの変更点＞には、昨年より目標・下位目標や目標値等に変更
を加えた場合の変更箇所と理由を記載しています
＜内閣としての重要施策等＞には、当該施策が過去3年間に施政方針演
説等で発言されている場合にその件名等について記載しています
また、当該施策が複数省庁に関係する場合は、その関係する省庁につい
ても記載しています
ここでは、当該年度の取りまとめに際し昨年度からの変更点とその理由、
当該施策が政府全体（内閣）として重要度が高いと位置づけされている
か、また当該施策の実施に関係のある府省庁についてご確認頂けます

当該「施策の目標」に含まれる下
位にあたる目標を表しています
ここでは、当該「施策の目標」（上
位目標）を達成するための下位
の目標をご確認頂けます

上段で記載した指標等について、そ
の指標の番号毎に各年度の数値や
単位について記載し、目標値の設定
がある場合はその目標年度や目標値
についても記載しています
ここでは当該下位目標の達成状況や
その推移が数値にて定量的にご確認
頂けます



⑨予算事項（事務事業）について

①
②

1 ③
・
・
①
②

2 ・
・
・

⑩終期を迎えた予算事項についての分析・検証

1-①

1-③

2-②

・

・

・

＜別紙＞政策効果把握の手法及び関連指標
－ －

①
②
①
②

①
②

及び施策名

施策番号

予算事項番号

当該施策に関する主な政策手段等（法律・税制等）

H17当初 H18当初 H19反映下位目標番号

目標等に関連する予算事項名及びその予算額（千円）

指　標　名

指標の解説

今後の対応策分析・検証

指標に影響を及
ぼす外部要因

評価に用い
た資料等

当該施策内の事務事業（予算事項）について、関連す
る目標や下位目標毎に分類し、その予算額について記
載し、今回の評価結果によりH19年度予算への反映の
方向について↑（増額）、→（継続）、↓（減額）、新（新
規）、×（完了・廃止）等によって表しています
ここでは、目標や各下位目標にどのような事務事業が
関係しているのかが確認頂けると共に、その予算額の
動向を見ることが出来ます。また、今回の評価結果によ
り、H19年度予算をどのように要求していくのかについ
てご確認頂けます
なお、カッコ書きで「特会」とあるものは特別会計を表
し、また一つの予算事項が他の下位目標や他の施策に
またがっている場合は「再掲」と記載し、その主要となる
下位目標又は施策の分でのみ予算額を計上していま
す。よって再掲部分では予算額が「-」となっています

上記⑨の「H19反映」欄で×（完了・廃
止）としたもの（終期を迎えたもの）に
ついて、その番号及び分析・検証、更
に今後の取り組み（代替案への移行、
他の事業との統合等）について記載し
ています
ここでは廃止又は終期を迎えた事業
について、外部要因を含めどのような
理由で廃止とするのか、また廃止の結
果今後どのように取り組んでいくのか
についてご確認頂けます

各下位目標毎に、その中で
設定されている指標につい
ての詳細説明をご確認頂け
ます

当該施策の推進に関連のある
法律や税制等について記載し
ています
ここでは、当該施策の実施に
当たり、どのような法律や税制
等が関係しているのかをご確
認頂けます

該当する指標の存在する箇
所（目標又は下位目標）に
ついてご確認頂けます

上段で記載した指標につい
て、評価を行う際に用いた
資料（バックデータ等）があ
る場合、その資料名につい
てご確認にただけます

上段で記載した各指標の中で、その指
標数値を左右する等影響を及ぼす外部
要因（天災等）がある場合について、どの
ような外部要因が当該指標数値に影響
を及ぼすのかをご確認頂けます

当該目標又は下位目標内に
設定されている指標名につい
てご確認頂けます

上段で記載した指標について、
その指標がどのようなものかに
ついてご確認頂けます


