
2019年12月7日（土）

09:30-10:00

午前の部 ＜共通論題1＞ ＜共通論題2＞
10：00-12：00

イノベーションの形成的
評価

(正木朋也)
(202)講義室5-4

お昼休み
12：00-13：15

午後の部I
13：15-15：15

午後の部II
15：30-17：30

17：40-18：30

18：40-20：00

2019年12月8日（日）

09：30-10：00

午前の部 ＜共通論題5＞ ＜共通論題6＞
10：00-12：00

評価・行政・アカウンタビ
リティ

(小澤伊久美)
(202)講義室5-4

お昼休み
12：00-13：15

午後の部I ＜自由論題4＞ ＜自由論題5＞ ＜自由論題6＞
13：15-15：45
（※自由論題4
は15:15終了）

(佐々木亮) (窪田好男)

（　　）は座長です。　自由論題報告の時間は原則として、発表20分、質疑8分、交替2分（計30分）です。

2,000円

　准会員 3,000円

　非会員一般 4,000円

　非会員学生 3,000円

　懇親会 4,000円

日章会館

発表会場：

(114)玄関受付／大会本部：

理事会／編集委員会：

懇親会：

(116)講義室

生協食堂

ODA評価

懇親会　生協食堂

＜シンポジウム＞
成果指標の課題

(小島卓弥)

総会／シンポジウム：

(202)講義室5-4 (204)講義室5-5

農林海洋科学部1号館

学術情報基盤図書館物部
分館及び講義室棟

(107)講義室5-3

(202)講義室5-4

(204)講義室5-5

(101)階段講義室5-1

　学会員(正・学・賛)

【大会参加費】

日本評価学会第20回全国大会
「成果指標の課題～Issues in Outcome Indicators～」

大会日程

評価ディベート：評価のお
悩み相談会2019

(小島卓弥)
(105)講義室5-2

2019/11/11

人材育成・教育評価
国際協力機構(JICA)の
事業評価における最近

の取り組み

＜自由論題3＞

自治体評価１

(佐藤徹)
(105)講義室5-2

＜ラウンドテーブル＞

受  付 (114)玄関

総会　(101)階段講義室5-1

(204)講義室5-5

＜共通論題4＞

(南島和久)

(佐伯美穂)
(107)講義室5-3

我が国地域社会におけ
るSDGｓへの取り組みの

評価：成果と課題

(202)講義室5-4

学校評価士は学校運営
における評価的思考の

利用をいかに支援できる
か

（南島和久）
(107)講義室5-3

自治体評価２ 評価手法・評価デザイン

(廣野良吉 )

お昼休み
（12:05～13:00　編集委員会　(116)講義室）

(204)講義室5-5

行政評価

(105)講義室5-2 

＜共通論題7＞

(101)階段講義室5-1

(107)講義室5-3

受  付 (114)玄関

お昼休み
（12:05～13:00　理事会　(116)講義室）

＜自由論題2＞

(林薫)

＜共通論題3＞

国の施策・事業の評価～
行政評価局調査の最近

の事例～

＜自由論題1＞

(齊藤貴浩)
(204)講義室5-5

(大島巌)
(107)講義室5-3

資金誘導に活用される評
価の動向とその功罪～
バリュー・フォー・マネー
の議論を出発点に～

(今田克司)



2019/11/11

■2019年12月7日（土） ○印は、共同研究の代表者

共通論題1 (107)講義室5-3
座長 大島巌 日本社会事業大学

討論者 今田克司 CSOネットワーク

○ 大島巌 日本社会事業大学

新藤健太 群馬医療福祉大学

源由理子 明治大学

○ 清水潤子 日本ファンドレイジング協会

新藤健太 群馬医療福祉大学

K1-3 対人サービスでのイノベーションをEBPに発展させるための英国での取組
み～What Works Centreを中心に

家子直幸 三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング

○ 新藤健太 群馬医療福祉大学

大島巌 日本社会事業大学

鴨崎貴泰 日本ファンドレイジング協会

共通論題2 (202)講義室5-4
座長 正木朋也 国際協力機構

K2-1 JICA事業評価の現状と今後の方向性 阪倉章治 国際協力機構

K2-2 JICA事業評価の歴史と内部評価について 大貝隆之 国際協力機構

K2-3 タイ「人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト」：「プロセスの分
析」による学びの抽出

小泉高子 国際協力機構

○ 石本樹里 国際協力機構

倉田正充 上智大学

○ 氏家慶介 国際協力機構

今吉萌子 国際協力機構

正木朋也 国際協力機構

自由論題1 人材育成・教育評価 (204)講義室5-5
座長 齊藤貴浩 大阪大学

J1-1 留学生30万人計画の評価の試み 佐藤由利子 東京工業大学

J1-2 学校評価における評価指標の在り方についての実態分析 橋本昭彦 国立教育政策研究所

J1-3 ○ 加藤知愛 北海道大学

武田浩太郎 東北大学

祇園景子 神戸大学

○ 關谷武司 関西学院大学

坂口将太 聖和短期大学

江嵜那留穂 関西学院大学

Thet Mon Myat
Myint Thu

関西学院大学

神前駿太 関西学院大学

西川智貴 関西学院大学

木内隆裕 関西学院大学

桑原志帆 関西学院大学

越仲舞 関西学院大学

大木康平 関西学院大学

奥川菜々 関西学院大学

安井志保美 関西学院大学

鉄谷紗理 関西学院大学

共通論題3 国の施策・事業の評価～行政評価局調査の最近の事例～ (107)講義室5-3
座長 佐伯美穂 総務省

討論者 西出順郎 明治大学

K3-1 最近の行政評価局調査の事例－空き家対策に関する実態調査－ 吉田大志 総務省

K3-2 最近の行政評価局調査の事例－女性活躍の推進に関する政策評価－ 田中俊充 総務省

K3-3 最近の地域計画調査の事例－南海トラフ巨大地震対策に関する実態調
査－

荒木和久 総務省

共通論題4 我が国地域社会におけるSDGｓへの取り組みの評価：成果と課題 (202)講義室5-4
座長 廣野良吉 成蹊大学

K4-1 我が国の自治体のSDGsへの取り組みのオーバービュー 鈴木克徳 ESD活動支援センター

K4-2 静岡市におけるＳＤＧｓ推進の取組 稲葉博隆 静岡市

K4-3 SDGsのローカライズを促進する参加型評価の可能性－珠洲市（石川県）
を事例に－

高木超 慶應義塾大学大学院（明治
大学大学院博士課程）

K4-4 持続可能な地域づくりにSDGsは必要か？愛媛県内子町の取り組みにお
ける成果と課題

堀江由美子 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン

日本評価学会第20回全国大会「成果指標の課題～Issues in Outcome Indicators～」
プログラム詳細

2019年12月7日 (土)  受付　　　  09：30-10：00　(114)玄関

2019年12月7日 (土)  午前の部  10：00-12：00

2019年12月7日 (土)  お昼休み 　12：00-13：15  （12：05-13：00 理事会　(116)講義室）

イノベーションの形成的評価

国際協力機構(JICA)の事業評価における最近の取り組み

現場実践をEBP効果モデルに発展させる評価ガイドラインの開発－CD-
TEP法を活用して－

K1-2

実践家参画型エンパワメント評価を進展させるために必要な中間支援組
織の役割～EBP技術支援センターの役割に注目して～

K1-4

K2-4 衛星データを用いた国際協力事業の効果検証：カンボジア水力発電所
建設・改修事業の事例分析

質的比較分析(QCA)の応用：JICA無償資金協力事業のソフトコンポーネ
ントと持続性の因果関係の推論

防災・減災/復興を牽引する起業家育成プログラム開発と評価デザイン

対人サービスのイノベーションをEBPプログラムに発展させる形成的評価
の方法論～CD-TEP法:実践家参画型エンパワメント評価の活用～

K1-1

J1-4

K2-5

身体運動能力におけるけん玉の練習効果に関する試行的研究

2019年12月7日 (土)  午後の部I  13：15-15：15



自由論題2 ODA評価 (204)講義室5-5
座長 林薫 文京大学

○ 佐々木亮

渡辺真美

Aye Yie Mon  

Htay Htay Han  

J2-2 SDGs評価： 未来の世代に、素晴らしい世界を4： インドネシア政府による
SDGsグローバル指標への取組

石田洋子 広島大学

地方開発プロジェクトにおけるエンパワメント評価の機能： タイ王国D-
HOPEプロジェクトの評価活動からみる課題と可能性

○ 岡部有美子 インスティチュート・フォー・コ
ミュニティ・デザイン

米原あき 東洋大学

○ 村岡敬一 外務省

長谷部（蟹川）
わかな

外務省

自由論題3 自治体評価１ (105)講義室5-2
座長 佐藤徹 高崎経済大学

J3-1 評価表のチェックリスト活用による自己評価のレベルアップ 池田葉月 京都府立大学

J3-2 新しいツールによる自治体評価の有効性向上 窪田好男 京都府立大学

J3-3 自治体障害者就労支援策のインパクト評価 後藤玲子 茨城大学

J3-4 実証研究に基づくメタ評価チェックリスト－図書館評価を事例として－ 田辺智子 国立国会図書館／筑波大学

シンポジウム 成果指標の課題 (101)階段講義室5-1
座長 小島卓弥 NTTデータ経営研究所

討論者 西出順郎 明治大学

米原あき 東洋大学

S-1 政府の評価実務から見た「成果指標」 砂山裕 総務省

S-2 自治体における成果指標（高知県の地方創生・産業振興計画について） 澤田博睦 高知県

S-3 教育における成果指標の設定 齊藤貴浩 大阪大学

S-4 ODAにおける成果指標 江口雅之 国際協力機構

■2019年12月8日（日）

共通論題5 評価・行政・アカウンタビリティ (107)講義室5-3
座長 南島和久 新潟大学

討論者 西山慶司 山口大学

K5-1 自治体における行政と政策の統制 山谷清秀 浜松学院大学

K5-2 日本の府省横断的予算における政策の主流化 橋本圭多 神戸学院大学

K5-3 行政と評価のアカウンタビリティ「再考」 山谷清志 同志社大学

K5-4 評価学と政策過程論：再論 南島和久 新潟大学

共通論題6 学校評価士は学校運営における評価的思考の利用をいかに支援できるか (202)講義室5-4
座長 小澤伊久美 国際基督教大学

討論者 鄭廣姫 韓国教育開発院

K6-1 学校評価士の現況－養成講座開設からこれまで 橋本昭彦 国立教育政策研究所

K6-2 学校評価士の実践と今後の展望-初期的考察 石田健一 　

K6-3 大学生の学修成果の可視化－プログラム運営の発展的・主体的議論を
促す－

高林友美 サイバー大学

K6-4 評価的思考による大学初年次プログラム運営の実践例－卒業時インタ
ビュー－

小澤伊久美 国際基督教大学

共通論題7 (204)講義室5-5

座長 今田克司 CSOネットワーク

K7-1 Evaluation and Value for Money: Thinking Beyond Measurement（英語に
よる発表）

Julian King Julian King & Associates
Limited

K7-2 新自由主義下における社会介入の評価 津富宏 静岡県立大学

評価ディベート：評価のお悩み相談会2019 (105)講義室5-2

座長 小島卓弥 NTTデータ経営研究所

西出順郎 明治大学

2019年12月7日 (土)   午後の部II  15：30-17：30

2019年12月7日 (土)   総会　　 　17：40-18：30 （101)階段講義室5-1

2019年12月7日 (土)   懇親会　　18：40-20：00（生協食堂）

JICA-CREATE Team in
Myanmar / International
Development Center of Japan
(IDCJ)

ＤＡＣ評価項目のＳＤＧｓへの適合(報告)J2-4

J2-3

2019年12月8日 (日)   受付　　　　09：30-10：00 (114)玄関

2019年12月8日 (日)   午前の部  10：00-12：00

資金誘導に活用される評価の動向とその功罪～バリュー・フォー・マネーの議
論を出発点に～

～研究・実践活動において日々生じている評価の課題や疑問（あるいはお悩み）を共有し、解決の糸口を探る～

ラウンド
テーブル

SDGs評価： 未来の世代に、素晴らしい世界を4： SDGｓ目標4.1への貢
献：ミャンマーCREATEプロジェクトのインパクト評価（英語による発表）

J2-1



自由論題4 (107)講義室5-3
座長 南島和久 新潟大学

J4-1 県民の幸福に着目した総合計画の策定と評価～岩手県の取組事例～ 和川央 東北公益文科大学大学院／
岩手県

J4-2 地方自治体におけるメリハリある行政評価を目指した相対評価手法の研
究～長野県岡谷市商業活性化計画を例として～

飯田洋市 公立諏訪東京理科大学

岩手県における県民協働型評価の実態－参加型評価の事例－ ○ 鎌田徳幸 政策２１

熊谷智義 政策２１

岩手県北上市における協働事業の検証－第三者評価の結果より－ ○ 熊谷智義 政策２１／合同会社地域計画

鎌田徳幸 政策２１／岩手県立大学

岩渕公二 政策２１

自由論題5 評価手法・評価デザイン (202)講義室5-4
座長 佐々木亮 国際開発センター

J5-1 日本における評価システムの特徴とガバナンス機能の有効性 三上真嗣 同志社大学大学院（博士課
程）

J5-2 外部評価者の独立性－JICA外部事後評価における評価者の独立性確
保－

河野摂 国際協力機構

J5-3 オープンデータ施策に関わる目標と評価の設定 本田正美 東京工業大学

J5-4 米国における根拠に基づく政策（EBPM）推進に果たす非営利組織の役
割とソーシャルインパクト－米国連邦・地方政府へのデータ利活用の能力
開発・支援活動を行う米国非営利組織Results for America－

白川展之 文部科学省科学技術・学術
政策研究所

J5-5 Testing The Capital Asset Pricing Model: Empirical Evidences in the
Vietnam stock Market（英語による発表）

Nguyen Thi
Thanh Nga

Reitaku University
（麗澤大学）

自由論題6 行政評価 (204)講義室5-5
座長 窪田好男 京都府立大学

J6-1 日本の公的セクターにおける財政運営の持続可能性について 吉田素教 大阪府立大学

J6-2 行政事業レビューにおけるEBPMの展開 杉谷和哉 京都大学／国際高等研究所

J6-3 政策評価制度の日韓比較－比較政策学から 韓廷旼 同志社大学大学院（博士課
程）

J6-4 独立財政機関（IFI）の有効性に関する文献レビュー 上野宏 国際開発センター／神戸大
学

J6-5 防潮堤評価のための試論：気仙沼大島地区の事例から 上野真城子 アジア都市コミュニティー研究
センター

J4-3

J4-4

2019年12月8日 (日)   午後の部I  13：15-15：45　（※自由論題4は15:15終了）

自治体評価２

2019年12月8日 (日)   お昼休み 　12：00-13：15  （12：05-13：00　編集委員会　(116)講義室）
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