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自由論題1 評価の国際潮流 Rm600
座長 牟田博光 東京工業大学

J1-1 市民参加と参加型評価のフロンティア －参加型予算の可
能性－

山谷清志 同志社大学

J1-2 心理学分野の研究倫理からの示唆 小林信行 OPMAC(株)
J1-3 持続可能な開発目標（SDGs）への国別対応とモニタリング

体制
石田洋子 広島大学

自由論題2 政策評価・行政評価 Rm201AB
座長 岩渕公二 特定非営利活動法人政策２１

J2-1 わが国自治体におけるロジックモデルの普及実態の分析 佐藤徹 高崎経済大学
J2-2 エビデンスに基づく政策と政策過程に関する考察 杉谷和哉 京都大学
J2-3 政府の自殺総合対策の評価に関する一考察 南島和久 新潟大学
J2-4 独立行政法人の活動分析 森田弥生 筑波大学

自由論題3 評価手法 Rm202AB
座長 大島巌 日本社会事業大学

J3-1 情報セキュリティ分野における評価の速度 本田正美 東京大学
J3-2 ○ 新藤健太 群馬医療福祉大学

大島巌 日本社会事業大学
鴨澤小織 日本大学
村里優 日本社会事業大学
益子徹 日本社会事業大学
塩津博康 長野大学
加藤大輔 高崎健康福祉大学
浦野由佳 日本社会事業大学

J3-3 ○ 和川央 岩手県立大学
高嶋裕一 岩手県立大学

共通論題1 Rm600
座長 廣野良吉 成蹊大学

K1-1 我が国の民間企業におけるガバナンス体制の現状と課
題：持続的な価値創造への「対話型」ガバナンス

渋澤健 シブサワ・アンド・カンパニー(株)
/コモンズ投信(株)

K1-2 地方自治体レベルのガバナンスの現状と課題：小金井市
の事例

久山純弘 (前)国連大学

K1-3 我が国におけるガバナンス体制の現状と課題：特にジェン
ダー平等への取り組みを中心として

堀内光子 (公財)北九州アジア女性研究
フォーラム

K1-4 開発途上国におけるガバナンス体制の現状と課題：新生
国家、東ティモールのガバナンスの成果と正統性

長谷川祐弘 日本国際平和構築協会

共通論題2 Rm201AB

座長 山谷清志 同志社大学
司会 南島和久 新潟大学

コメンテーター 西山慶司 山口大学
K2-1 独立行政法人評価と研究評価、開発評価の整合性 橋本圭多 神戸学院大学

○ 柳瀬恵一 宇宙航空研究開発機構
宮崎英治 宇宙航空研究開発機構
菊池優太 宇宙航空研究開発機構
渡辺拓真 宇宙航空研究開発機構

K2-3 ○ 宮崎英治 宇宙航空研究開発機構
柳瀬恵一 宇宙航空研究開発機構
菊池優太 宇宙航空研究開発機構
渡辺拓真 宇宙航空研究開発機構

自由論題4 教育評価 Rm202AB
座長 齊藤貴浩 大阪大学

J4-1 教育分野におけるエビデンス活用の現状と課題 森俊郎 岐阜県養老町立養北小学校/
University College London

J4-2 大学政策における民間的手法の意味と断層 ○ 田中弥生 大学改革支援・学位授与機構
飯間敏弘 大学改革支援・学位授与機構/

東京大学

J4-3 ミャンマーにおける学校昇格政策の詳細分析 ○ 牟田博光 国際開発センター
菊田怜子 フリーランスコンサルタント

J4-4 東京都内公立小学校における学校評価の類型－ウェブ
サイトの調査・分析を通じて－

橋本昭彦 国立教育政策研究所

研究開発型独立行政法人の評価－宇宙航空研究開発機構の事例－

2017年5月20日 (土)  午後の部I  13：15-15：15

官民両部門におけるガバナンスの現状と課題

研究評価の問題提起K2-2

開発評価とイノベーション創出の課題

日本評価学会春季第14回全国大会「評価の新しい国際潮流」
プログラム詳細

2017年5月20日 (土)  受付　　09：30-10：00

2017年5月20日 (土)  午前の部  10：00-12：00

2017年5月20日 (土)  お昼休み　12：00-13：15  （12：05～13：00　理事会）

CD-TEP法を活用した事業評価手法の開発～事業評価
にプログラム評価の理論と方法を活用した試み～

東日本大震災の津波被災地と非被災地間の復興に対す
る評価の差 ―岩手県が実施した2012-2015年復興意識
調査から―



共通論題3 Rm600

座長 湊直信
(Minato,Naonobu)

国際大学 (International
University of Japan)

コメンテーター Nguyen Thu Que
(Skype参加)

ベトナムモニタリング評価ネット
ワーク(Vietnam Network for M&E)

コメンテーター 廣野良吉(Hirono,
Ryokichi)

成蹊大学(Seikei University)

コメンテーター Subarna Lal Shrestha
(Skype参加)

ネパール評価学会 (Nepal
Evaluation Society)

コメンテーター 三輪敦子(Miwa,
Atsuko)

世界人権問題研究センター
(Kyoto Human Rights Research
Institute)

K3-1 Gender Responsive Evaluation in the United Nations
(UN) system

兼光由美子
(Kanemitsu, Yumiko
(Skype参加))

国連世界食糧計画 (World Food
Programme (WFP))

K3-2 The value added of embedding human rights in evaluation
-Results from an anti-trafficking project evaluation

Sabine Becker-
Thierry

国際連合大学 (United Nations
University)

共通論題4 Rm201AB

座長 源由理子 明治大学
K4-1 公立ミュージアム評価における課題と展望 佐々木亨 北海道大学

K4-2 ODA評価における現状と課題～DAC評価5項目だけでは
物足りない？～

上原克則 国際協力機構

K4-3 学校評価分野における評価士養成講座フォローアップな
らびに分科会活動の成果と課題

橋本昭彦 国立教育政策研究所

○印は、共同研究の代表者

実践報告：評価士養成講座フォローアップセッション　日本の評価をとりま
く最近の動向と課題：各分野の実践報告

国際セッション：ジェンダー、人権と評価 (International Session:
Gender, Human Rights and Evaluation)

2017年5月20日 (土)   午後の部II  15：30-17：30


