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11月15日（土）

共通論題 1 共通論題 2

第2会議室 第3会議室

午後の部Ⅱ

2014年11月16日（日）

9:00 - 9:30

午前の部 共通論題 4 共通論題 5

第2会議室 第3会議室

11:30 - 12:30

共通論題 7

（池田琴恵）

第1会議室 第2会議室

自由論題 3 自由論題 4

（石田洋子） （大島巌）
第1会議室 第2会議室

（　　）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。

【大会参加費】 発表会場：　　　　　第1会議室～第3会議室

　　学会員（正、学、賛） 2,000円 総会：　 第3会議室
　　准会員 3,000円 大会本部：　　　　研修室
　　非会員学生 3,000円 委員会：　 　 研修室
　　非会員一般 4,000円 理事会／懇親会：　　　　　　カフェテリア匠
　　懇親会 未定

午後の部Ⅱ

お昼休み

共通論題 6

（南島和久）

自由論題 5

自由論題 2

自治体評価と評価情報 －管
理サイクル､苦情処理､政策

評価－

（關谷武司）

第1会議室

行政評価局調査の近年の取
組

行政評価１

午後の部 I

9:30 - 11:30

国際セッション　情報公開
と評価の有効性

自由論題 1

（齊藤貴浩)

第3会議室

（湊直信）

総会　第3会議室

懇親会　（カフェテリア匠）

第3会議室
（山谷清志）

（山谷清志）

第3会議室

学校評価の支援：支援事例に
基づいた効果的支援の在り方

の模索12:30 - 14:30

行政評価2参加型評価教育評価
14:45  - 17:15 

15:45 - 17:45

（和田義郎) （小島卓弥)

ODA評価

（小島卓弥)

受  付

Symposium

参加型評価の実践～事例分析

18:45 - 20:00

（三好皓一)

日本評価学会第15回全国大会日程
「評価と情報の公開」

受  付

13:30 - 15:30
JICAのODA評価の現在と今後

18:00 - 18:30

第1会議室

評価と情報の公開 ～社会的責任を果たすために～

午後の部Ⅰ

公共施設改革と評価の可能性

共通論題 3



共通論題 1 JICAのODA評価の現在と今後 第1会議室

座長 和田義郎 国際協力機構
K1-1 JICAの事後評価の課題 竹田幸子 国際協力機構
K1-2 インパクト評価を活用したEvidence Based Practice（EBP）の推進に

ついて -JICAの事例-
鴫谷哲 国際協力機構

K1-3 開発プロジェクトのパフォーマンスに影響を与える要因（updated）-
日本の資金協力の事例 -

青柳恵太郎 東京大学, 国際協力機構

共通論題 2 第2会議室

座長 小島卓弥 総務省

コメンテータ 窪田好男 京都府立大学
コメンテータ 0 0

K2-1 公共施設白書の現状と評価の可能性 小島卓弥 総務省
K2-2 鳥取市庁舎整備問題と政策評価 小野達也 鳥取大学
K2-3 浜松市における資産経営の実践（データ一元化と施設評価を通じて） 松野英男 浜松市役所

共通論題 3 国際セッション　情報公開と評価の有効性 第3会議室

Evaluation and Information Disclose 座長 湊直信 国際大学
コメンテータ 廣野良吉 成蹊大学、日本評価学会

K3-1 Information Disclosure as Foundation for Effective Evaluation ユーハ・イラリ・
ウイット

地球環境基金

K3-2 Disclosure of ODA information and economic development of Sri
Lanka

エヌ・エス・クー
レイ

国際大学

K3-3 Accountability or Effectiveness? A story of ODA evaluation in
the Government of Japan

清原　剛 外務省

Symposium 評価と情報の公開 ～社会的責任を果たすために～ 第3会議室

Making Evaluation Meaningful to Various Stakeholders 座長 齊藤貴浩 大阪大学

コメンテータ 西出順郎 岩手県立大学
企業の立場から 原寛之 大阪ガス（株）
NPOの立場から 岸本幸子 公益財団法人パブリックリソース財団
地方自治体の立場から 榮野正夫 大阪府
大学の立場から 宮錦三樹 大阪大学

和嶋雄一郎 大阪大学

共通論題 4 行政評価局調査の近年の取組 第1会議室

座長 小島卓弥 総務省

コメンテーター西出順郎 岩手県立大学
コメンテーター南島和久 神戸学院大学

K4-1 複数府省にまたがる政策の評価「事例：消費者取引に関する政策評
価」

飯塚雅夫 総務省

K4-2 行政評価・監視「事例：生活保護に関する実態調査」 萬谷優人 総務省
K4-3 現地における行政評価局調査の取組～地域計画調査「事例：九州管区

行政評価局の地域計画調査の実例」
龍宮克宏 総務省

共通論題 5 参加型評価の実践～事例分析 第2会議室

座長 三好皓一 立命館アジア太平洋大学大学院
源由理子 明治大学大学院

K5-1 学校運営への教師の参加を促す学校評価 池田琴恵 東京福祉大学
K5-2 参加型学習活動を通じたESDプログラム評価の一事例 上原有紀子 国立国会図書館
K5-3 現場に問題解決力が身につく評価〜フィリピンNGOの参加型評価の内在

化事例
田中博 参加型評価ファシリテーター

K5-4 地方開発における参加型評価の実践  タイ・スリン県の事例 岡部有美子 Institute for Community Design
自由論題 1 ODA評価 第3会議室

座長 關谷武司 関西学院大学
J1-1 ○ 石田洋子 国際開発センター

牟田博光 国際開発センター

佐藤幸司 国際開発センター

渡辺真美 国際開発センター

鶴田厚子 国際開発センター

高澤直美 国際開発センター

鶴峯美千子 国際開発センター

J1-2 ○ 岸本昌子 日本国際協力センター

菊田怜子 日本国際協力センター

J1-3 ○ 青柳恵太郎 国際協力機構
山形律子 国際協力機構

滝尾佳菜 国際協力機構

J1-4 ○ 米原あき 明治大学

丸山緑 元コンサルタント

澤田秀貴 JICAフィジー事務所

日本評価学会第15回全国大会「評価と情報の公開」

11月15日（土） 午後の部Ⅰ 13:30-15:30

11月15日（土） 12:00-13:00 理事会

11月15日（土） 総会 18:00-18:30

11月15日（土） 午後の部Ⅱ 15:45-17:45

公共施設改革と評価の可能性

ODA技術協力案件におけるプログラム評価の試み：トルコ国防災教育プ
ロジェクトを事例に

技術協力プロジェクト「ネパール小学校運営改善支援プロジェクト」
におけるモデル検証からの教訓

障がいを持つ元戦闘員に対する職業訓練の効果検証: ポストコンフリ
クト国ルワンダの事例

11月15日（土） 懇親会 18:45-20:00

11月16日（日） 午前の部 9:30-11:30

11月16日（日） お昼休み 11:30-12:30 (編集委員会 11:30-12:30)

開発途上国の青年を対象とした研修の効果-JICA青年研修を事例として
-



共通論題 6 自治体評価と評価情報 －管理サイクル､苦情処理､政策評価－ 第1会議室

座長 南島和久 神戸学院大学
コメンテーター内田真 ジャパン・インターナショナル研究所

K6-1 自治体が行う本当の『政策評価』はあり得るか－政策情報提供機能の
可能性

永井隆夫 明石市役所

K6-2 評価に役立つ管理情報と政策情報－政策管理の可能性 湯浅孝康 京都市役所

K6-3 オンブズマンの‘voice’機能と自治体のサービス評価－管理サイクル
における情報提供機能なのか苦情処理なのか－

山谷清秀 同志社大学大学院

共通論題 7 学校評価の支援：支援事例に基づいた効果的支援の在り方の模索 第2会議室

座長 池田琴恵 東京福祉大学
K7-1 研究報告：都道府県政令市の教育センター等における学校評価研修の

実施状況
橋本昭彦 国立教育政策研究所

K7-2 事例報告：学校評価の支援に関する一事例 石田楓軒 日本評価学会　学校専門評価士
K7-3 事例報告：学校評価の支援における支援者の位置付けと役割 大河原尚 大東文化大学
K7-4 学校評価の課題 ―実践を振り返って 石田健一 東京大学

自由論題 2 行政評価１ 第3会議室

座長 山谷清志 同志社大学
J2-1 議会質問の評価軸としての地方議員のマニフェスト 本田正美 東京大学大学院

J2-2 地方自治体における建築環境総合性能評価システム（CASBEE）の制度
と評価

中田雅陽 法政大学大学院公共政策学専攻博士後期課
程

J2-3 JKAの補助事業評価 西上理 公益財団法人JKA
J2-4 バランス・スコアカードを用いた投資分析・評価方法に関する研究 加藤郁夫 国際開発センター

自由論題 3 教育評価 第1会議室

座長 石田洋子 国際開発センター
J3-1 推移率に基づくミャンマー国基礎教育の効率性分析 牟田博光 国際開発センター
J3-2 伊藤大輔 金沢工業大学

庄司宗由 新潟市立坂井東小学校
磯部征尊 愛知教育大学
大谷忠 東京学芸大学

J3-3 大学図書館における情報リテラシー教育の現状について 渡邉美紀 首都大学東京
小嶋静恵 首都大学東京
永井正洋 首都大学東京

J3-4 学生の大学に対する満足度と学習経験の関係性 和嶋雄一郎 大阪大学
前原忠信 大阪大学
宮錦三樹 大阪大学
藤井翔太 大阪大学
河野麻里 大阪大学
廣森聡仁 大阪大学
齊藤貴浩 大阪大学

自由論題 4 参加型評価 第2会議室

座長 大島巌 日本社会事業大学
J4-1 大島巌 日本社会事業大学

新藤健太 日本社会事業大学

贄川信幸 日本社会事業大学

大山早紀子 日本社会事業大学

吉田光爾 日本社会事業大学

J4-2 新藤健太 日本社会事業大学
大島巌 日本社会事業大学

植村英晴 日本社会事業大学

浦野由佳 上智大学

方真雅 日本社会事業大学

全形文 日本社会事業大学

J4-3 大山早紀子 日本社会事業大学
大島巌 日本社会事業大学

源由理子 明治大学

夏原博史 日本社会事業大学

下園美保子 帝京大学

J4-4 評価における対話の類型―評価論理の中の対話に着目して― 西村君平 広島大学
J4-5 教育専門職支援プログラムの評価 ―発達障害のある生徒への支援を中

心に―
長谷川法子 同志社大学大学院

自由論題 5 行政評価2 第3会議室

座長 山谷清志 同志社大学
J5-1 新井誠一 内閣官房

南島和久 神戸学院大学

J5-2 独立行政法人制度における評価 森田弥生 総務省
J5-3 独立財政機関（ＩＦＩｓ）の活動内容とその評価 上野宏 (一財）国際開発センター、元南山大学
J5-4 米国シンクタンク産業の動向とプログラム評価 上野真城子 アジア都市コミュニティー研究センター

安倍内閣における行政改革の新たな展開 〜「国・行政のあり方に関す
る懇談会」の挑戦〜

効果的プログラムモデル形成のための実践家参画型評価アプローチ法
の開発(その6)：プログラム開発段階におけるエンパワメント評価活用
の可能性

11月16日（日） 午後の部 I 12:30-14:30

効果的プログラムモデル形成のための実践家参画型評価アプローチ法
の開発（その4）：「評価ファシリテータ」の育成方法

効果的プログラムモデル形成のための実践家参画型評価アプローチ法
の開発(その5)：「評価結果の活用」に注目して

11月16日（日） 午後の部Ⅱ 14:45 -17:15

ポートフォリオ検討会が自己効力感に与える影響―題材「作ろう　オ
リジナル箸」の事例を中心に―


