
2017年12月16日（土）

10:00-10:30

午前の部 ＜共通論題1＞ ＜共通論題2＞
10：30-12：30 研究開発政策の評価とガバ

ナンス－アカウンタビリ
ティの視点から－

(正木朋也)
小会議室304

お昼休み
12：30-13：30

午後の部I ＜自由論題2＞
13：30-15：30

(佐藤由利子)

午後の部II
15：40-17：40

17：50-18：30

18：40-20：00

2017年12月17日（日）

09：30-10：00

午前の部 ＜共通論題4＞ ＜共通論題5＞
10：00-12：00

教育のエビデンスとアカウ
ンタビリティ

(小島卓弥)
小会議室304

お昼休み
12：00-13：15

午後の部I ＜共通論題7＞ ＜共通論題8＞
13：15-15：15

(今田克司) (見次正樹)

午後の部II ＜ラウンドテーブル＞ ＜共通論題9＞
15：30-17：30

評価ディベート：評価のお
悩み相談会

国際開発領域におけるEBPの
取り組み

(西出順郎) (青柳恵太郎)
小会議室303

（　　）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。

発表会場 ：303、304、305
　　学会員 2,000円 総会・シンポジウム ：302
　　准会員 3,000円 大会本部・理事会・編集委員会 ：306
　　非会員一般 4,000円 懇親会 ：303、304
　　非会員学生 3,000円
　　懇親会 5,000円

(廣野良吉)

＜シンポジウム＞

プログラム評価の理論・方法とその普及－「プログラム評価ハンドブック」(仮称)の企
画を中心に－

(南島和久)

小会議室304

中会議室302

(青柳恵太郎)
小会議室303 小会議室304 小会議室305

小会議室305

お昼休み
（12:05～13:00　編集委員会　小会議室306）

＜自由論題3＞

NPOを取り巻く評価の動き

国の施策・事業の評価～政
策評価の推進と行政評価局
調査の実施による行政運営

の改善～

評価手法

日本評価学会第18回全国大会
「ガバナンスと評価」 ～Governance and Evaluation～

お昼休み
（12:35～13:30　理事会　小会議室306）

諸外国の評価
国際協力機構(JICA)におけ
る最近の取り組みと評価ガ

バナンス

＜自由論題1＞

受  付

2017/11/11

(和田義郎)
小会議室305

(山谷清志)
小会議室303

大会日程

評価制度
国際セッション：SDGsのためのコミュニティ－レベルで

の評価能力開発

小会議室303/304

＜共通論題3＞

【大会参加費】

小会議室305

総会　中会議室302

懇親会　小会議室303/304

受  付

＜共通論題6＞

地方自治体と評価～新たな
取組の萌芽とガバナンス
ツールとしての可能性

SDGsの評価

（齊藤貴浩） (林薫)
小会議室303



2017/11/11

共通論題1 小会議室303

座長／討論者 山谷清志 同志社大学
司会 南島和久 新潟大学

K1-1 研究開発政策のアカウンタビリティと評価 橋本圭多 神戸学院大学

K1-2 パブリックセクターにおける新規研究課題に対する事前評価の
問題点

宮崎英治 宇宙航空研究開発機構

K1-3 核融合研究開発政策の評価―ITERと青森県 山谷清秀 同志社大学

K1-4 独立行政法人制度と研究開発の評価 西山慶司 山口大学

共通論題2 小会議室304

座長 正木朋也 国際協力機構／北里大学
K2-1 JICAの事業評価～評価サイクルと評価結果の活用～ 新井和久 国際協力機構

K2-2 事後評価の定量分析：総合評価レーティングの回帰分析から ○ 大村佳史 国際協力機構

小川一弥 グローバルリンクマネージメント

正木朋也 国際協力機構

K2-3 デリーメトロのプロジェクト・エスノグラフィーと評価 角田恵里 国際協力機構

○ 松本聡子 国際協力機構

山下恵理子 国際協力機構

K2-5 ○ 渡辺英樹 国際協力機構

奥本将勝 国際協力機構

野田光地 国際協力機構

自由論題1 諸外国の評価 小会議室305

座長 和田義郎 国際協力機構
J1-1 ミャンマーにおける教員拡充政策のインパクトとその評価 牟田博光 国際開発センター

J1-2 日本留学生の就職促進政策の評価－日本で就職したインドネ
シア、ベトナム、タイ、中国出身留学生の回答比較から－

佐藤由利子 東京工業大学

J1-3 PerformanceStat（業績スタット）の特徴と日本における事例 池田葉月 京都府立大学(博士後期課程)

共通論題3 小会議室303/304

座長 廣野良吉 成蹊大学
討論者 西野桂子 関西学院大学

湊直信 国際大学
K3-1 Evaluation Capacities to Advance Sustainable Development for

All
Naidoo, Indran 国連開発計画(UNDP)

K3-2 Filling Environmental Data Gaps for SDG 11: A Survey of
Japanese and Philippines Cities with Recommendations

Zusman, Eric 地球環境戦略研究機関(IGES)

K3-3 The role of evaluation in achieving SDGs 米原あき 東洋大学

自由論題2 小会議室305

座長 佐藤由利子 東京工業大学
J2-1 規制の「実験」と「評価」のシステム試論 村上裕一 北海道大学

J2-2 参加する市民・参加しない市民－参加型評価のために無作為
抽出された市民を対象とするアンケートの結果から－

窪田好男 京都府立大学

J2-3 予算ガバナンスの評価基準（10原則）と独立財政機関(IFIs)の
評価基準（9原則）の整合性の検討

上野宏 統計研究会／国際開発センター

J2-4 選挙に関する評価と課題―韓国における選挙の評価を中心に 崔恵先 韓国スポーツ開発院

シンポジウム 中会議室302

座長 南島和久 新潟大学
パネリスト 大島巌 日本社会事業大学

小野達也 鳥取大学
齊藤貴浩 大阪大学
津富　宏 静岡県立大学
西出順郎 岩手県立大学
正木朋也 国際協力機構／北里大学
源由理子 明治大学
牟田博光 国際開発センター

山谷清志 同志社大学

○印は、共同研究の代表者

2017年12月16日 (土)   総　会  17：50-18：30

2017年12月16日 (土)   懇親会  18：40-20：00

評価制度

プログラム評価の理論・方法とその普及－「プログラム評価ハンドブック」(仮称)
の企画を中心に－

2017年12月16日 (土)  午後の部I  13：30-15：30

2017年12月16日 (土)   午後の部II  15：40-17：40

国際セッション：SDGsのためのコミュニティ－レベルでの評価能力開発
Evaluation Capacity Development (ECD) for SDGs at the Community Level

日本評価学会第18回全国大会「ガバナンスと評価」 ～Governance and Evaluation～
プログラム詳細

2017年12月16日 (土)  受付　　10：00-10：30

2017年12月16日 (土)  午前の部  10：30-12：30

2017年12月16日 (土)  お昼休み　12：30-13：30  （12：35～13：30 理事会 小会議室306）

研究開発政策の評価とガバナンス－アカウンタビリティの視点から－

国際協力機構(JICA)における最近の取り組みと評価ガバナンス

JICA・世銀・ADB合同ケーススタディからの評価手法の学び：ス
リランカ水・衛生セクターのレビューを通じて

K2-4

JICAのプロセス分析に向けた取り組み－エジプト・日本科学技
術大学の機能分析を通じたケーススタディ作成－



共通論題4 教育のエビデンスとアカウンタビリティ 小会議室303

座長／司会 齊藤貴浩 大阪大学
討論者 牟田博光 国際開発センター

K4-1 客観的な根拠を重視した教育政策の推進について 内田広之 文部科学省

K4-2 博士人材データベースによるキャリアパスの追跡： 政策評価の
視点から

松澤孝明 科学技術・学術政策研究所

K4-3 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

K4-4 エビデンスに基づく教育事業の評価とアカウンタビリティ 齊藤貴浩 大阪大学

共通論題5 小会議室304

座長 小島卓弥 NTTデータ経営研究所
K5-1 地方自治体における行政評価の現状～課題と新たな取組の萌

芽
小島卓弥 NTTデータ経営研究所

〇 佐藤徹 高崎経済大学
海川能理子 名古屋大学

K5-3 新潟市における公共施設再編の取り組みについて（住民との合
意形成で活用する２つの「評価」）

江戸誠一 新潟市

K5-4 自治体のマネジメントと評価 田中啓 静岡文化芸術大学

共通論題6 SDGsの評価 小会議室305

座長 林薫 文教大学
K6-1 アフリカの次世代企業家育成企画の事業前評価 長尾眞文 国際連合大学

K6-2 SDG評価の位置づけと方向性：教育目標4.7の視点から 米原あき 東洋大学

K6-3 SDG　第7目標を中心としたネクサスの評価の試み 林薫 文教大学

共通論題7 小会議室303

座長 今田克司 CSOネットワーク／日本NPOセンター
討論者 澤村明 新潟大学

K7-1 Developmental Evaluationとプログラム評価の接点～特にNPO
評価への示唆～

源由理子 明治大学

K7-2 地域を強くする評価の力～社会的インパクト評価、休眠預金の
動きを受けて

津富宏 静岡県立大学

K7-3 海外におけるNPO評価の多様な発展 小林立明 学習院大学

共通論題8 小会議室304

座長 見次正樹 総務省
司会 南島和久 新潟大学

討論者 小野達也 鳥取大学
K8-1 日本の政策評価制度について 大槻大輔 総務省

K8-2 最近の行政評価局調査の事例 -「貸切バス」と「逆走防止」- 見次正樹 総務省

K8-3 総務省が行う地域計画調査「事例：鳥獣による被害及びその防
止の取組の実態調査」

根上純一 総務省

自由論題3 評価手法 小会議室305

座長 青柳恵太郎 国際協力機構
J3-1 業績情報の活用の効果－タイト・カップリングによってか、ルー

ス・カップリングによってか―
中嶋学 同志社大学

J3-2 ロジックモデルの活用可能性 －「森のようちえん」支援制度へ
の適用を事例として－

東根ちよ 鳥取大学

J3-3 政府のサイバーセキュリティ政策の評価方法 本田正美 東京大学

〇 加藤郁夫 国際開発センター

氏川恵次 横浜国立大学

○印は、共同研究の代表者

2017年12月17日 (日)  午後の部I  13：15-15：15

NPOを取り巻く評価の動き

国の施策・事業の評価～政策評価の推進と行政評価局調査の実施による行政運営の
改善～

2017年12月17日 (日)  受付　　09：30-10：00

2017年12月17日 (日)  午前の部  10：00-12：00

2017年12月17日 (日)  お昼休み　12：00-13：15  （12：05～13：00　編集委員会 小会議室306）

地方自治体と評価～新たな取組の萌芽とガバナンスツールとしての可能性

自治体政策におけるロジックモデルのパフォーマンス・ストー
リーの検討

K5-2

J3-4 クロスボーダーM&Aに関するガバナンスとその評価方法の検討



ラウンド
テーブル

小会議室303

座長／討論者 西出順郎 岩手県立大学
討論者 今田克司 CSOネットワーク／日本NPOセンター

源由理子 明治大学

共通論題9 小会議室304

座長 青柳恵太郎 国際協力機構／メトリクスワークコンサ
ルタンツ

○ 関麻衣 国際協力機構研究所
山田英嗣 国際協力機構研究所

K9-2 南アフリカにおける障害者雇用政策の効果検証－疑似パネル
データアプローチを用いて－

伊芸研吾 国際協力機構研究所

○ 青柳恵太郎 国際協力機構／メトリクスワークコンサ
ルタンツ

望月貴子 かいはつマネジメント・コンサルティング

植松美喜 かいはつマネジメント・コンサルティング

松田絢子 日本学術振興会／大阪大学

○ 西野宏 国際協力機構／メトリクスワークコンサ
ルタンツ

青柳恵太郎 国際協力機構／メトリクスワークコンサ
ルタンツ

○印は、共同研究の代表者

2017年12月17日 (日)   午後の部II  15：30-17：30

評価ディベート：評価のお悩み相談会

国際開発領域におけるEBPの取り組み

Access to Delhi Metro Matters for  Female Work Participation:
An Impact Analysis of Delhi Metro Phase I & II using Primary
Census Abstract

K9-1

条件付き現金給付受給世帯に対する金融教育の効果検証

国際開発分野におけるインパクト評価人材育成の取り組み

K9-3

K9-4


