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７.予算の効率的・効果的な執行に向けた対応 

 

１.行政事業レビュー 

「行政事業レビューの実施等について」（2013年 4月 5日閣議決定）において、政府は、毎年、行政事業レビューを

実施することにより、各府省庁が所掌する事業のより効果的かつ効率的な実施並びに国の行政に関する国民への説明責

任及び透明性の確保を図り、もって国民に信頼される質の高い行政の実現を図ることとされた。行政事業レビューの実

施等に当たっては、統一的かつ効率的に実施する観点から、行政改革推進会議において、「行政事業レビュー実施要領」

（2013年 4月 2日策定、2018年 3月 28日改正）を策定し、各府省庁に共通する手続の策定等を行い、これを推進する

こととした。 

経済産業省においても、行政事業レビューを実施するため、｢平成 30 年度 経済産業省行政事業レビュー行動計画｣

（2018年 4月）を策定。原則として 2017年度に実施した事業（ただし、事務的経費、人件費等は除く）を対象に、そ

の実績について評価を行い、結果を公表するとともに、2019年度予算要求及び予算執行に反映した。 

 

 

 

（１）公開プロセス 

 2018年度は、6月 8日・15日の 2日間にわたって公開プロセスを実施した。事業の選定に当たっては、行政改革推進

本部の示した基準等を踏まえた上、事業規模や政策分野のバランス等を考慮し、8事業を選定した。 

 公開プロセスの評決結果及びその後の対応方針は、以下の通りである。 

 

〈公開プロセス結果〉 

（単位：億円） 
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 指摘 指摘を踏まえた対応 
30年度 

予算額 

31年度 

要求額 

反映額 

（対前年度） 

地域・まちなか商業活性

化支援事業 

〇アウトカムについて、歩行者通行量

や売上高が増加した件数だけでなく、

これらがどの程度増加したのか変化

量がわかる具体的な成果指標を設定

すべき。 

〇アウトカムについて、個別の支援分

野の目的に合わせて適切なものを細

分化して設定し、事業との因果関係が

適切に評価できるようにすべき。 

〇アウトカムとインパクトの関係が

不明。インパクトの達成に向けて、当

該事業により何をどれだけ実現する

のかという観点からアウトカムを設

定するべき。 

〇これまで支援したモデル事業によ

り、横展開や自治体をサポートするた

めのノウハウがどれくらい蓄積され

たのかについて分析するべき。 

〇支援したモデル事業の横展開の状

況については、他の商店街等からの問

合せや視察を受けた件数ではなく、支

援したモデル事業の取り組み等が他

の商店街で実際に適用されたかどう

かを評価すべき。 

〇国の事業として行っていくことを

前提とした場合、波及効果が認められ

た割合 50％では不十分ではないか。 

〇景気変動等、バックグラウンドの影

響を排除した、事業の真の効果を検証

するため、支援を受けた主体だけでな

く、支援を受けなかった主体のデータ

も取得し、比較検証できるようにすべ

き。 

〇データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みでデータを取

得し分析する体制を構築するべき。 

〇現場の意見を聞いた上で、政策目的

やロジックモデルを見直すことが重

要。現場の意見を積極的に聞きに行く

こと。 

公開プロセスにおけるご指摘を踏ま

え、平成 30年度の取組として、外部専

門家と協働し、定量的な分析・評価の

手法や必要なデータの取得方法等の検

討を行う。アウトカム指標については、

類型に合わせて事業との因果関係を適

切に評価できるよう、今後、必要なデ

ータの取得方法や効果検証を行う分析

手法を考えながら、適切な指標を設定

していく。また、支援するモデル事業

について、国の役割は何なのかという

観点で事業のゴール・目的を明確にし、

その成果について、支援したモデル事

業が広く横展開されるよう、効果的な

方法について検討を行っていく。 

 

＜商店街支援事業＞ 

〇今後、事業を行うにあたっては、EBPM

の観点から、事業実施による効果（支

援を受けなかった主体との比較による

変化量等）の検証を進めるとともに、

現場の意見も踏まえ、よりモデル事業

性が高くなるよう執行の改善等にもつ

なげていく。 

〇また、支援する事業については、EBPM

の観点からの効果検証の結果等も活用

し、よりモデル性の高い事業を選定す

ることとし、事業を通じて蓄積したノ

ウハウ等が広く横展開されるよう、取

組の成功要因の分析等を行うととも

に、ホームページ等で公開するなどし、

他の商店街等において、取組が促され

るよう普及啓発していく。 

 

＜中心市街地再興戦略事業＞ 

今後、中心市街地活性化のための事業

を行うにあたっては、EBPM の観点か

ら、事業実施による効果（支援を受け

なかった主体との比較による変化量

等）の検証を進めるとともに、現場の

意見も踏まえ、本事業の成果を活用し

1630 -  
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〇業種ないし市場全体の状況につい

て、統計的データによる把握に限界が

ある場合には事業自体の一部として

適切に把握できる手法を考慮してお

くべき。 

〇モデル事業については、なんのため

に、どのようなモデルをつくろうとし

ているのか、何を波及させたいと考え

ているのか、国の役割は何なのか、と

いう観点で事業のゴール・目的を明確

にし、目的にあった事業に限定して実

施すべき。 

〇支援したモデル事業について、他の

商店街等から問合せや視察を受けた

割合が低い。自治体のニーズがないモ

デル事業は不要であり、横展開のニー

ズがある事業に限定して実施すべき。 

〇モデル事業の横展開の方法につい

て検討が不十分であるため、より効果

的な方法を検討すること。 

○そもそも国の役割と地方自治体等

の役割を明確にすることを前提とし

て、国の支援として波及効果のあるよ

り効果的な事業とするべき。 

〇支援対象となっている商店街が求

める方向に応じたアウトカム指標も

検討し、成功例についてその類型ごと

に、ノウハウの整理・分析・蓄積・発

信を強化して欲しい。 

○当該事業について、顕著な改善や波

及効果が認められない場合は、規模に

ついてより厳格に再検討すること。 

て実施する。また、補助事業者等が蓄

積したノウハウ等について横展開を行

うため、より効果の高い補助対象施設

を選定し、聴取分析等を行いとりまと

め、HP等での公開、ワークショップ等

での普及啓発を行う。 

ものづくり・商業・サー

ビス経営力向上支援事

業 

〇革新的サービス開発、試作品開発、

生産プロセスの改善等、支援対象によ

って、効果の出方が異なるため、支援

対象にわけて、アウトカム等を設定す

べき。 

〇アウトカムの「支援事業の５０％を

市場取引の対象にすること」について

は、支援対象の「革新的な」開発等の

定義により、目標の困難さが決まるた

め、どのようなものを「革新的」とす

るのかの定義を踏まえ、目標値、達成

時期等について再検討するべき。 

本事業では平成２４年度補正事業以

降、採択事業者に対して事業終了後に

実績報告書や事業化状況報告書等の提

出を求めてきており、これまで平成２

４年度補正から平成２７年度補正まで

の４年分のデータが集まったところ。 

アウトカムの目標値や達成時期の設定

の仕方、付加価値の目標やその他の指

標の活用、さらに、商業、サービス業

の指標については上記の報告等によっ

て集まったデータを踏まえながら検討

していく。 

-   - 

 

- 
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〇付加価値向上率３％（年率）の目標

について、中小企業等経営強化法に基

づく認定を受けた事業者と同水準に

なっているが、当該補助金の支給を受

けた事業者については、より高い目標

を設定するべき。 

〇設備投資をすれば付加価値は向上

することになるため、国が関与する以

上、付加価値額だけでなく、当該事業

により、生産性が向上したのか、他の

事業者に展開したのか、という指標で

評価すること。 

〇設定した目標を実現するため、本事

業以外（他の中小企業向けの補助金な

ど）の予算や制度、他の機関とどのよ

うに連携するのか再検討すべき。 

○成果指標の設定が、ものづくり中心

の指標になっていることから、商業、

サービスについての指標についても

分析を進め、適切な指標設定を検討す

べき。 

〇景気変動等、バックグラウンドの影

響を排除した、事業の真の効果を把握

するため、支援を受けた主体だけでな

く、支援を受けなかった主体のデータ

も取得し、比較検証できる体制を整備

すべき。 

〇データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みでデータを取

得し分析する体制を構築するべき。 

〇データを用いた効果検証と事業者

による利便性の確保を両立させるべ

く、電子申請（100%）の統一的な活用

及び基礎的な企業情報についても一

元化された DB を活用することなどに

より、事業所ごとに管理された、効率

的なデータ収集体制を構築すべき。 

〇当該事業で得られる多数の企業デ

ータ（約１万事業者）を中小企業庁等

において幅広く共有し、関連するその

他の事業の検証や中小企業の状況に

応じて最適な政策を提供するための

仕組みを検討すべき。 

また、支援を受けなかった事業者のデ

ータ取得や効率的にデータを取得し分

析する体制、電子申請や多数の企業デ

ータの中小企業庁内での共有について

は、現在別途検討が進められている補

助金申請システムの検討状況等も踏ま

えて検討していく。 
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日本政策金融公庫補給

金 

〇セーフティーネット機能を果たす

ために実施している事業については、

利用実績が増えれば増える程よいと

いうものではないため、無理にアウト

カムを設定する必要はない。 

〇創業支援、経営支援等については、

支援目的に応じた適切なアウトカム

を設定すること。 

〇設定した目標を実現するため、本事

業以外（他の中小企業向けの補助金な

ど）の予算や制度、他の機関とどのよ

うに連携するのか再検討するべき。 

〇中小企業の創業期、拡大期、危機時、

再生期における信用補完制度につい

ては、メリハリをつけて創業意欲が増

大する施策を期待したい。また危機時

においては、倒産等による雇用喪失が

新産業での雇用に移行できるような

別の政策との連携も期待したい。 

〇基準金利が低い現状において、どこ

まで特別金利による優遇が企業の成

長に貢献したのか、データにより検証

すべき 

〇景気変動等、バックグラウンドの影

響を排除した、事業の真の効果を検証

するため、支援を受けた主体だけでな

く、支援を受けなかった主体のデータ

も取得し、比較検証できるようにすべ

き。 

〇データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みで財務情報や

生産性に係るデータ等を取得し、効果

を分析する体制を構築するべき。 

〇セーフティーネットとしての支援

は、中小企業全体における生産性向上

や働き方改革の観点からの必要性及

び個々の地域等における位置づけの

双方を踏まえた上で、真に必要な範囲

に限定すべき。 

〇景況が回復し、民間金融機関の預貸

率も低下している中、中小企業の資金

繰りは改善しており、これを踏まえた

見直しを行うべき。 

日本政策金融公庫は、国の政策の下、

民間金融機関の補完を旨としつつ、社

会のニーズに対応して、種々の手法に

より、政策金融を実施してきたが、近

年の民間金融機関の貸出の増加、中小

企業の資金繰りの改善を背景として、

29年度から、一部の資金の特別利率を

縮小する（特別利率③→特別利率②）

などの見直しを本格的に開始し、予算

の抑制等に取り組んでいるところ。こ

うした見直しを今後も不断に実施して

いく。日本公庫においても、新たなス

テージに向けた民間金融機関連携の取

組みの推進に取り組んでいく方針。ま

た、本事業によって日本公庫が行った

融資の実績や、融資先の資金繰り・業

況改善の状況をはじめとして、データ

に基づいた検証を行うこと等によっ

て、政策効果を検証し、事業を評価し

ていくことを検討する。+M10 

16514 16411  ▲103 
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〇日本政策金融公庫や保証協会が予

算を活用して得た個社データを、中小

企業庁等において幅広く共有し、関連

するその他の事業の検証や個々の中

小企業の状況に応じて最適な政策を

提供するための仕組みを検討すべき。 

〇本来的には、中小企業に対しても民

間金融機関からの活発な融資が望ま

しいという観点からは、今後セーフテ

ィーネット保証の保証割合を８０％

に改正したことに関わる政策効果、今

後の方針（８０％を維持することが適

切であるかどうか）についても今後明

らかにしていただきたい。 

〇すでに一定の改善が行われた事業

であり、その効果・影響を確認したう

えで次のステップの対応を考える必

要がある。 

〇本政策は日本の産業を支える中小

企業支援政策の一環として重要な政

策であるが、支援の仕組みを工夫して

新産業創出のような産業構造変化へ

の寄与も期待したい。 

〇新たな事業の創出にかかわるスタ

ートアップ企業には積極的な支援が

必要であると考えますが、他方で企業

側にもリスクをとることを奨励する

など、支援割合をどう設定するかが難

しいながらも重要であると考えるの

で、その点を考慮して一部改善とした

が、事業としては重要と認識。 

中小企業信用補完制度

関連補助・出資事業 

〇セーフティーネット機能を果たす

ために実施している事業については、

利用実績が増えれば増える程よいと

いうものではないため、無理にアウト

カムを設定する必要はない。 

〇創業支援、経営支援等については、

支援目的に応じた適切なアウトカム

を設定すること。 

〇設定した目標を実現するため、本事

業以外（他の中小企業向けの補助金な

ど）の予算や制度、他の機関とどのよ

うに連携するのか再検討するべき。 

制度見直しによって本年度からスター

トした新たな信用補完制度において

は、創業関連保証の拡充など中小企業

のライフステージの応じた多様な資金

需要にきめ細かく対応していくととも

に、セーフティネット保証 5号の保証

割合の引き下げ等による保証協会にお

ける金融機関との適切なリスク分担を

実施していくこととしている。さらに

本見直しの政策効果の検証のため、従

来から開示している保証債務残高や代

位弁済率といったデータに加え、各保

証協会における金融機関毎のリスク分

6100 6300 200 
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〇中小企業の創業期、拡大期、危機時、

再生期における信用補完制度につい

ては、メリハリをつけて創業意欲が増

大する施策を期待したい。また危機時

においては、倒産等による雇用喪失が

新産業での雇用に移行できるような

別の政策との連携も期待したい。 

〇基準金利が低い現状において、どこ

まで特別金利による優遇が企業の成

長に貢献したのか、データにより検証

すべき 

〇景気変動等、バックグラウンドの影

響を排除した、事業の真の効果を検証

するため、支援を受けた主体だけでな

く、支援を受けなかった主体のデータ

も取得し、比較検証できるようにすべ

き。 

〇データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みで財務情報や

生産性に係るデータ等を取得し、効果

を分析する体制を構築するべき。 

〇セーフティーネットとしての支援

は、中小企業全体における生産性向上

や働き方改革の観点からの必要性及

び個々の地域等における位置づけの

双方を踏まえた上で、真に必要な範囲

に限定すべき。 

〇景況が回復し、民間金融機関の預貸

率も低下している中、中小企業の資金

繰りは改善しており、これを踏まえた

見直しを行うべき。 

〇日本政策金融公庫や保証協会が予

算を活用して得た個社データを、中小

企業庁等において幅広く共有し、関連

するその他の事業の検証や個々の中

小企業の状況に応じて最適な政策を

提供するための仕組みを検討すべき。 

〇本来的には、中小企業に対しても民

間金融機関からの活発な融資が望ま

しいという観点からは、今後セーフテ

ィーネット保証の保証割合を８０％

に改正したことに関わる政策効果、今

後の方針（８０％を維持することが適

担の状況等のデータ等を取りまとめ開

示・共有する「見える化」を進めてい

くこととしている。 

 本事業のアウトカムについてはセー

フティネット機能に係るものを無理に

設定するのではなく、事業の支援目的

に応じたより適切なものとなるよう検

討する。また、経営支援等の事業の効

果的な発現のため、本事業以外の支援

措置等との連携を図る。さらに、事業

の効果検証に当たって、必要なデータ

の整備や当該データに基づいた適切な

評価を行っていくことを体制面も含め

て検討していく。 
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切であるかどうか）についても今後明

らかにしていただきたい。 

〇すでに一定の改善が行われた事業

であり、その効果・影響を確認したう

えで次のステップの対応を考える必

要がある。 

〇本政策は日本の産業を支える中小

企業支援政策の一環として重要な政

策であるが、支援の仕組みを工夫して

新産業創出のような産業構造変化へ

の寄与も期待したい。 

〇新たな事業の創出にかかわるスタ

ートアップ企業には積極的な支援が

必要であると考えますが、他方で企業

側にもリスクをとることを奨励する

など、支援割合をどう設定するかが難

しいながらも重要であると考えるの

で、その点を考慮して一部改善とした

が、事業としては重要と認識。 

質の高いエネルギーイ

ンフラの海外展開に向

けた事業実施可能性調

査事業 

〇FS 調査事業のアウトカムの成果達

成度が軒並み低いが、成果目標や指標

は適切に設定されているか検証すべ

き。 

〇これまでの支援により、どのくらい

効果が出たのか。アウトカムとしても

受注額などの金額目標を設定し、費用

対効果の分析を行うべき。 

〇設定した目標を実現するため、JICA

や ODA予算や他の予算事業（エネルギ

ー消費の効率化等に資する我が国技

術の国際実証事業等）との役割分担を

行い、連携可能な部分は連携して実施

すべき。 

〇事業終了後も、データに基づいた適

切な評価を行うため、効率的な仕組み

でデータを取得し分析する体制を構

築すべき。 

〇データに基づく分析や現場の意見

を聞いた上で、アウトカム指標やロジ

ックモデルを不断に見直すことが重

要。 

〇海外展開に向けた事業については、

現場主義にもとづいて、海外の現場の

・成果目標や指標に関し、インフラ案

件の受注に必要な期間については、案

件により異なるものの、概ね案件組成

から４年以上必要（インフラプロジェ

クト専門官や民間企業への聞き取り

等）となることから、評価期間の見直

しを図る。 

・これまでの支援により約 500億円の

効果（受注や投資等）が得られている

が、今後の目標金額を検討し、アウト

カムの指標として設定する。 

・インフラプロジェクトの案件組成か

ら受注合意に至るプロセスにおける、

各事業の効果的な組合せを整理し、イ

ンフラプロジェクト専門官等に周知を

図るなど、各事業の連携強化に取り組

む。 

・民間事業者に対し、毎年度末にフォ

ローアップ調査を実施しているが、今

後は、募集要領等にフォローアップの

継続実施を明示するなど、より継続的・

効率的にデータを収集可能な体制を整

備する。 

1435 960 ▲475 



111 

視察や調整による情報収集が重要で

ある。 

〇我が国のエネルギー政策にとって

効果的な地域や分野を明確化し、支援

対象を我が国への裨益が大きいもの

に重点化すべきではないか。 

〇相手国のニーズの動向調査と事業

性調査等、段階別に調査事業を進め、

より効果的に受注案件につながるべ

く努力して欲しい。 

〇資料５頁の改善取組の成果を見守

りたい。貿易局による一括公募等によ

り、より効率的・効果的な FS対象事業

の選択が可能となってきているとの

説明だったが、その検証を本年度末に

行って、改善に役立てていただきた

い。 

〇質の高いエネルギーインフラにつ

いて、アウトカムの達成率の低さは致

命的であり、要因を十分に分析し、受

注に至る事業を採択すべき。 

〇マクロレベルの政策が想定するア

ウトカムと、現場でのミクロの成果と

をつなぐ方法を考えてほしい。 

・民間事業者だけでなく、本省職員に

よる海外視察や調整による情報収集を

強化する。 

・市場競争が激化する中、日本の競争

力の維持及び強化に向け、「経協インフ

ラ戦略会議」において 2017年 10月に

エネルギー基本計画を踏まえた分野別

海外展開戦略（電力）を策定。案件の

採択に係る審査基準に当該戦略との整

合性等を盛り込み、当該戦略の分野や

地域に沿った案件への予算の重点化に

取り組んでいる。引き続き、市場環境

の変化等を踏まえながら、予算の重点

化を図っていく。 

・予算執行を見直した結果を確認し、

翌年度の予算執行や予算要求に活用し

ていく。 

・効果的な受注案件の獲得につなげる

ため、事業実施可能性調査と相手国の

ニーズ動向把握等の調査を分けるな

ど、段階別に調査を実施する構造に見

直すとともに、事業実施可能性調査に

ついては、受注合意に至る可能性の高

い案件を採択するため、従来の委託事

業から、民間事業者に対しても一定の

負担を求める補助事業への見直しを図

る。 

省エネルギー投資促進

に向けた支援補助金 

〇本補助金によってもたらされる省

エネルギー量を算出し、本補助金によ

る貢献度を明らかにした上で、それに

基づくアウトカム指標も追加すべき。 

〇施策の費用対効果が他の施策と比

較できるよう指標のあり方を工夫す

べき。 

〇設定した目標を実現するため、予算

以外の政策手段との比較考量を行っ

たうえで適切な手法を選択すべき。 

〇見積もりや推計値でもよいので、省

エネ量によるアウトカム指標を追加

するべきであるが、このことは、本事

業に限定される話ではない。他の省エ

ネに関連する事業についても、同様に

省エネ量によるアウトカム指標を作

○ご所見を踏まえ、本事業の目標とし

て適切な省エネ量や、規制・税制など

他施策との有効性の比較、支援を受け

た主体と受けなかった主体の比較につ

いて検討する。また、本事業の効果検

証に必要なデータの収集体制を充実さ

せ、ロジックモデルの検討等に活用し

ていく。 

○大企業については、複数事業者の連

携などの省エネ効果の高い取組を更に

促せるよう検討する。 

○平成２９年度より、申請手続が簡易

な「設備単位」での支援を行っている

が、さらに中小企業等が利用しやすい

制度となるよう引き続き検討する。 

○なお、エネルギーミックスにおける

省エネ見通しでは、家庭部門を含め、

60040 60040 0 
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成し、政策の比較可能性を確保してゆ

く必要がある。 

〇削減目標達成のために、真に効果的

な施策・事業者選定を行い、事業全体

の集中化を図るべき。 

〇規制の困難さ等を明確にし、補助金

の政策目的に対する効果性をエビデ

ンスに基づき示して欲しい。 

〇事業の真の効果を把握するため、支

援を受けた主体だけでなく、支援を受

けなかった主体のデータも取得し、比

較検証できるようにすべき。 

〇データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みでデータを取

得し分析する体制を構築すべき。 

〇データに基づく分析や現場の意見

を聞いた上で、アウトカム指標やロジ

ックモデルを不断に見直すことが重

要。 

〇EBPMによる効果検証に関連して、本

事業の検証だけでなく、投資促進税制

を活用した企業も含めて、税制が効果

的なのか、補助金が効果的なのか、今

後に検証作業を進めていただきたい。 

〇補助金がなくても投資するような

大企業向けの支援は必要か。大企業向

けの支援策は他企業と連携した場合

に限定するなどの重点化を検討すべ

き。 

〇全体における中小企業の申請割合

が 50％となっているが、申請方法の簡

略化など、中小企業への対策をしっか

り行うべきではないか。 

〇家庭用とそれ以外の、エネルギー需

要と２０３０年の省エネ目標（各１，

０００万 KL 台）とのバランスをどう

読むべきかが、わかりにくい。家庭用

の削減は国民生活に影響が大きく、産

業界はさぼっているのに家庭、家計の

みに負担を寄せているのではないか、

との疑念を持たれないように、家庭用

省エネはまだまだバッファーがあり

削減努力が効果的であることが伝わ

るような資料を用意されてはどうか。 

各部門について技術的も可能で現実的

な省エネルギー対策として考えられ得

る限りのものを積み上げている。家庭

部門については、1,160万 klの省エネ

を見込んでいるが、その達成に向け、

本事業を含めて施策を総動員して取り

組んでいく。 
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エネルギー消費の効率

化等に資する我が国技

術の国際実証事業 

〇事業者の受ける支援額と 1兆円の

アウトカム指標とのギャップが大き

すぎるので、中間的な KPIを設定す

べき。 

〇アウトカム指標が４つあるが、ア

ウトカム指標間の連関がどうなって

いるか、もっとも重要なアウトカム

指標を実現するために、他のアウト

カム指標がどれだけ貢献するのか、

検証が必要である。 

〇事業終了後も、データに基づいた

適切な評価を行うため、効率的な仕

組みでデータを取得し分析する体制

を構築すべき。 

〇データに基づく分析や現場の意見

を聞いた上で、アウトカム指標やロ

ジックモデルを不断に見直すことが

重要。 

〇我が国のエネルギー政策に効果的

なものになるよう、力を入れるべき

対象国や対象分野を検証し、どのよ

うな分野や対象国に重点化するか明

確化すべき。また、その分野毎に成

果指標を設けるべき。 

〇単に企業の市場拡大を図る事業で

あれば、本来は国が関わるべきでは

ない。それでも本事業を行うのであ

れば、スマートシティや電力の分散

制御技術などのように、我が国の今

後の課題だと考えられるテーマに重

点化し、日本全体が裨益する形にす

る事業に転換する必要があるのでは

ないか。 

〇中小企業の割合があまりにも小さ

く、不公平である。大企業について

は補助率を下げるだけでなく上限額

も設けるべきではないか。収益納付

の算定が難しい案件については、補

助金の減額、または補助金を出さな

くてよいのではないか。先進国での

事業は、もはや当初の目的から逸れ

ている面もあるので、別の事業とし

て検討したほうが良い。 

○ご指摘を踏まえ、中間的な KPIとし

て、終了後 3～7年目の個別テーマの

うち、実証技術が海外で複数件以上導

入された事業の割合（50％）をアウト

カム指標として新たに設定。 

○個別テーマを①海外展開を目指すも

の、②日本のエネルギー政策へ裨益す

るものに分類し、それぞれ異なるアウ

トカム指標を再設定。①については、

実証技術が海外で複数件以上導入され

る割合を「普及率」として指標に設定

し、技術が導入された結果、過去１０

年間に終了した個別テーマにおける実

証技術に関連する世界での「受注額」

をそれに関連する長期的な指標として

設定。②については、実証技術の日本

への裨益を測る指標として、「将来日

本に裨益することを計画していた技術

が日本で導入された割合」を新たに設

定。 

○これまでもプロジェクトマネジメン

ト機関であるＮＥＤＯが、プロジェク

トマネジメント、リスクマネジメント

の取組、個別テーマ終了後に実施する

事後評価、追跡調査等による効率的な

データ収集や現場意見を活用する体制

の構築など、様々な対応を実施してき

ており、引き続きこれらを着実に実施

していく。 

○事後評価、追跡調査等から得られた

データなどを活用し、分析を行うとと

もに、NEDO海外事務所などの現場の

意見を積極的に取り入れ、これらから

得られた知見を、採択をはじめとする

事業プロセスの改善に活用すること

で、事業体制を不断に見直していく。 

○昨年来、我が国が有する有望技術に

関する検討を実施し、対象技術と地域

を組み合わせた６つの重点分野を設定

するとともに、先端技術とビジネスモ

デル構築を組み合わせた国際的な脱炭

素技術の市場獲得を目指す内容につい

ても重点的事業として展開していく。

また、これら事業の進捗・効果を検証

13200 15480 2280 
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○先進国での事業は、もはや当初の目

的から外れている部分があるので、別

の事業として検討した方が良い。 

し、重点分野の見直しを不断に行って

いく過程において、今後、成果指標を

分野毎に導入すべきかを検討してい

く。なお、個別テーマを①海外展開を

目指すもの、②日本のエネルギー政策

へ裨益するものに新たに分類し、それ

ぞれ異なるアウトカム指標を設定する

こととした。 

○将来的に日本に裨益する技術を海外

で実証する事業に関しては、アウトカ

ム指標に「終了後３～７年目に実際に

日本で導入された技術を含む事業の割

合」として新たに取り入れ、積極的に

実証・普及支援を行う。 

○これまで、中堅・中小企業に対して

は、大企業の補助率（１／２）よりも

高い補助率（２／３）としており、予

算面で優遇しているところ。上限額に

ついては、事業毎に対象技術や対象

国・地域を考慮し、事業費上限額を公

募時に個別に設定している。補助率に

ついては、平成 28年度に導入して間

もないところであり、収益納付の状況

を見つつ不断の見直しを行う。収益納

付については、採択時の外部専門家

（監査法人）による経済性評価や実証

後の収支計画に基づいて、合理的な算

定を行っていく。 

○日本と制度や環境が異なる国・地域

での実証は、「①日本のエネルギー関連

産業の海外展開・市場開拓、②国内外

のエネルギー転換、③我が国のエネル

ギーセキュリティの向上、に貢献する」

という本事業の目的の達成に寄与する

ものであり、先進国、途上国の別があ

るものではない。また、スマートコミ

ュニティをはじめとする新技術の発展

により、技術・制度の導入検討が先行

し、市場創出の可能性が高い先進国で

の「将来日本に裨益することを計画し

ている技術」に係る実証の重要性が高

まっており、これについても対象とし

ている。 
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地域で自立したバイオ

マスエネルギーの活用

モデルを確立するため

の実証事業 

〇政府目標の達成に向けて、当該事業

によりどれだけ貢献すべきなのか、と

いう観点でアウトカムを設定すべき。 

〇本事業の横展開に係るアウトカム

については、最終的な政策ゴールへの

波及経路が分かるよう定量的に設定・

評価するべき。 

〇設定した目標を実現するため、予算

以外の政策手段との比較考量を行っ

たうえで適切な手法を選択すべき。 

〇本事業のアウトカム指標は、横展開

の件数や発電電力導入量となってい

るが、これらは本業のモデル事業が横

展開した後のアウトカムを想定して

おり、現時点のモデル事業を評価する

指標ではない。現時点の事業を評価す

るために、たとえばモデル事業の経済

的自立がわかる指標などを中間アウ

トカム指標としてレビューシートに

書くべきである。 

〇現時点においては黒字化への想定

が楽観的過ぎるように思われる。そも

そもバイオマス発電が経済的に自立

可能か検討し、普及させるにあたって

は他の方策も検討する必要がある。 

〇事業の横展開ができているか、事業

終了後もフォローアップを行い、成果

の定量的な把握に努めること。 

〇横展開のアウトカム指標について

は、最終目標年度が 42 年度になって

いるが、中間目標をもつべきである。

また、横展開においては、単に成功事

例をホームページに掲載するだけで

はなく、能動的に実施する必要があ

る。モデル事業が置かれている環境条

件を整理して、その条件にマッチした

地域や事業者を選んで情報提供を行

うぐらいの活動が必要ではないか。 

〇事業終了後もバイオマスエネルギ

ーが自立的に普及するための出口戦

略を強化すること。 

〇地域の実情を踏まえた効果的な予

算事業にするうえで、NEDO執行という

〇「長期エネルギー需給見通し」にお

ける 2030 年のバイオマスの導入量は

約 6GWです。当該数値は輸入材も含め

た数値であり単純に比較できるもので

はありませんが、本事業のアウトカム

として、実証事業の直接的な導入に拠

る横展開、そして当該導入による影響

を踏まえた間接的な導入を勘案し、

2030 年度までに地域で自立化したバ

イオマスの発電電力量 0.5GWとしてお

ります。 

〇本事業のアウトカムとして、１モデ

ル事業につき平均約 10 件程度の直接

的な横展開と、当該導入による影響を

踏まえた間接的な導入を勘案し、2030

年度までに地域で自立化したバイオマ

スの発電電力量 0.5GW としておりま

す。なお、当該値は全国のポテンシャ

ル等を踏まえ算出したものですが、今

後、調査機関を交え、より精緻な調査

を行うこととしております。 

〇ＦＩＴから自立したバイオマスエネ

ルギーの導入を拡大していくために

は、採算性の確保や原料の安定調達を

確保することが重要です。しかし、そ

れらのモデル事業が確立されていない

ため、本事業において実証等を行い、

得られた知見を「バイオマスエネルギ

ー地域自立システムの導入要件・技術

指針」として整備し、ＦＩＴに頼らな

いバイオマスエネルギーの導入促進を

図ることとしてます。これらに要する

費用を予算措置と手当てすることは適

切な手段と考えております。 

〇本事業は、経済的に自立したバイオ

マスエネルギーのモデル事業を 6件以

上提示することで、ＦＩＴに頼らない

バイオマスエネルギーの導入促進を図

るものです。そのようなモデル事業を

提示できるよう、事業者からの提案を

有識者により厳格な審査を行いつつ、

NEDO においてプロジェクトマネージ

ャーを任命し進捗管理等を実施してい

る他、有識者による中間評価・事後評

2300 1800 ▲500 
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現在の執行体制が妥当か検討するこ

と。 

〇経産省で実施する優位性がある事

業かどうか検証し、本事業の他省庁へ

の移管も選択肢として検討すべき。 

〇バイオマスの自立可能性について、

政策目的を整理した上で、他省庁との

連携、他の政策支援、促進策も、実証

事業の結果の進捗に応じて検討して

いって欲しい。 

〇バイオマスエネルギーが、FIT なし

でも持続可能なのかどうか。本事業は

FSが前提になっているが、経済環境の

変化などのリスクがあっても採算が

とれる仕組みが持続可能なのか、疑問

がある。不断の検証が必要である。 

〇「地域」と言っているが、現在の日

本の地方に多く見られる特性を考慮

した地域像を考慮した事業展開をす

るべきではないか。そうなってくる

と、この種の事業の評価基準も、黒字

化、効率化だけではなく、持続可能性

に代表されるように少し変わってく

るはず。 

〇黒字化に至る過程、インパクトの

0.5GW 達成に至る過程、想定がやや楽

観的と思われ、経済的に合理的な事業

か再度ち密に検討する必要がある。 

〇他省庁との兼ね合いを考えると、経

産省は補助金よりも、専門家の派遣や

大企業とのマッチングといった支援

事業のほうに重点を置くほうがいい

ではないか。 

価を行うこととしてます。モデル事業

の経済的自立は本事業終了後で、要す

る年数は一律ではなく指標として記載

することは困難ですが、モデル事業が

計画どおりに進捗しているかの確認は

重要であり、本事業終了後も実施者に

対しフォローアップを行うこととして

おります。 

〇本事業は日本初の技術を取り扱うな

ど例のないモデル事業であり、かつ、

実証中のものです。黒字化の想定は現

時点における見込みを記載したもので

すが、いずれにしろバイオマス発電が

経済的に自立可能かどうかは不断の検

証を行い、普及の方策についても実証

の進展等に応じ検討を行ってまいりま

す。 

〇本事業終了後、実施者に対し事後評

価や追跡調査等も行い、成果のフォロ

ーアップを行うこととしております。 

〇中間目標については、一定の試算に

より平成 37年度横展開件数３２件・導

入量 4 万 kw と設定いたしました。横

展開については、調査機関を交え、展

開可能な地域の調査を行うこととして

おり、それら地域や事業者に対して本

事業の内容を積極的に情報提供するな

ど、能動的な活動を行っていくことと

しております。 

〇バイオマスエネルギーが自立的に普

及していくためには、まず、本事業に

おいてモデル事業を提示することが重

要と考えております。そのようなモデ

ル事業を提示できるよう NEDO では実

証を進めているところですが、引き続

きプロジェクトマネージャーを中心と

した進捗管理や有識者による委員会を

通じ、マネージメントに取り組んでま

いります。また、実証等で得られた知

見を「バイオマスエネルギー地域自立

システムの導入要件・技術指針」とし

て整備しますが、当該資料等を各種説

明会等で積極的に周知・啓蒙していく

予定です。また、このような周知・啓
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蒙のみならず、モデル事業により得ら

れた成果が展開可能な地域や事業者に

対して積極的に横展開を図っていくこ

とも予定しております。 

〇本事業は日本初の技術を取り扱うな

ど、高い専門性をもったマネジメント

能力が必要であり、これまでに全国の

バイオマスエネルギー事業者に対する

ヒアリングや技術開発等を実施してき

た NEDO が適切な執行機関と捉えてお

ります。 

効果的な予算事業のためには、まず、

予算目的であるモデル事業の提示を確

実に実施することが重要であり、提示

に向け、NEDOで引き続き進捗管理等を

行ってまいります。加えて、モデル事

業により得られた成果を展開可能な地

域や事業者に横展開してくことも重要

と考えており、調査機関を交え調査を

行うこととしております。また、調査

結果なども踏まえ、地方自治体、各経

済産業局と連携を深め、能動的な活動

を行っていく予定としております。 

〇第５次エネルギー基本計画（2018年

7月閣議決定）においても、「バイオマ

ス発電は、安定的に発電を行うことが

可能な電源となりうる、地域活性化に

も資するエネルギー源」であり、「地域

との共生を図りつつ、コスト低減に向

けた取組を進めることで、緩やかに自

立化を実現」することが期待されてお

ります。現状、バイオマスエネルギー

の導入は FITを活用した売電の取組に

偏っておりますが、本事業において経

済的に持続可能な事業のモデルを確立

し、横展開を図ることは、第５次エネ

ルギー基本計画の実現に資するものと

考えております。そのため、FIT を含

めたエネルギー政策を所管する経済産

業省において実施することが適切であ

ると捉えております。 

〇現状、バイオマスエネルギーの導入

は FITを活用した売電の取組に偏って

おりますが、本事業において経済的に
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持続可能な事業のモデルを確立し、横

展開を図ることは、第５次エネルギー

基本計画の実現に資するものと考えて

おります。また、同基本計画において、

「（バイオマスなど地域に密着したエ

ネルギー源は）農林業などと合わせて

多面的に推進することで地域との共生

を図りつつ、コスト低減に向けた取組

を進めることで、緩やかに自立化を実

現」することが期待されております。

そのため、モデル事業の進捗等を踏ま

えつつ、バイオマスの自立化にむけた

支援策等について関係省庁と連携し、

検討を進めていくこととしておりま

す。 

〇ＦＩＴから自立したバイオマスエネ

ルギーの導入を拡大していくために

は、採算性の確保や原料の安定調達を

確保することが重要です。そのため、

経済環境の変化などのリスクも含め、

外部有識者による厳格な審査を行って

いるところです。また、採択後につい

ても外部有識者による委員会を設置し

ており、これら枠組みも活用しつつ、

不断の検証を行っていくこととしてお

ります。 

〇第５次エネルギー基本計画（2018年

７月閣議決定）において、「（バイオマ

スなど地域に密着したエネルギー源

は）地域との共生を図りつつ、コスト

低減に向けた取組を進めることで、緩

やかに自立化を実現」することが期待

されております。本事業の実証案件で

も、地元の方々を入れた委員会を作る

こととしており、地域の特性等を考慮

した持続的に実施可能な体制の構築を

図っておりますが、引き続き検証を行

ってまいります。 

〇本事業は日本初の技術を取り扱うな

ど例のないモデル事業であり、かつ、

実証中のものです。黒字化の想定やイ

ンパクトの 0.5GWについては現時点に

おける見込みを記載したものですが、
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実証の進展等に応じ再度検討を行って

いく予定です。 

〇バイオマスエネルギーが自立的に普

及していくためには、まず、本事業に

おいてモデル事業を提示することが重

要と考えております。 

加えて、モデル事業により得られた成

果を展開可能な地域や事業者に横展開

してくことも重要と考えており、調査

機関を交え調査を行うこととしており

ます。これらモデル事業や調査で得ら

れた成果や知見を踏まえ、各種説明会

等で積極的に周知・啓蒙する他、展開

可能な地域や事業者に対して積極的に

横展開を図り、マッチングの実現を図

っていきたいと考えております。 

低炭素技術を輸出する

ための人材育成支援事

業費補助金 

〇設定した目標を実現するため、JICA

や ODA予算や他の予算事業（エネルギ

ー消費の効率化等に資する我が国技

術の国際実証事業等）との役割分担を

行い、連携可能な部分は連携して実施

すべき。 

〇AOTS がどこに支出しているかレビ

ューシートに明示すべき。 

〇人材育成支援事業については、最終

的な目標は新興国における温室効果

ガスの削減や省エネ化の推進である

はずなのに、アウトカム指標がそれら

を表現するものになっていない。した

がって、本事業については、目的は正

しいか、目的にあった手段がなされて

いるかどうか、さらにはアウトカム指

標、そしてロジックモデルを再検討し

なければならない。 

〇低炭素技術輸出のための人材育成

支援事業について、具体的なインフラ

の輸出拡大を目標とするのであれば、

それに応じたアウトプットの設定や

予算の策定を行うべきである。 

〇事業終了後も、データに基づいた適

切な評価を行うため、効率的な仕組み

でデータを取得し分析する体制を構

築すべき。 

・「①エネルギーインフラの運転を担

う人材育成」、「②生産プロセスの省エ

ネ化を推進する人材育成」の両方を実

施してきたが、①による温室効果ガス

の削減はインフラの輸出拡大の達成に

伴う間接的な効果であるため実施を見

直し、②に重点化する。さらに、エネ

ルギー政策への効果を高める観点から

重要となる産業分野、国・地域を基に、

必要な人材育成の規模を設定して支援

を行う。 

・民間企業の人材育成を通じて現場レ

ベルでエネルギー効率向上の普及を図

る本事業と、政府機関の人材育成を通

じて省エネの制度・環境整備を図る

JICA や他の予算事業の両輪で、対象

国・地域の選定で連携を図りながら、

日本から途上国への省エネ技術の移転

を推進する。 

・一般財団法人海外産業人材育成協会

（AOTS）からの支出先について、本レ

ビューシート「資金の流れ」欄に平成

29年度実績の上位 10社分を記載。 

・プロジェクト全体を通じて達成する

温室効果ガスの削減量を新たにアウト

カム指標に設定。また、現場レベルで

の人材レベルがプロジェクトの成否を

左右することから、温室効果ガス削減

1147 1000 ▲147 
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〇データに基づく分析や現場の意見

を聞いた上で、アウトカム指標やロジ

ックモデルを不断に見直すことが重

要。 

〇我が国エネルギー政策に効果的か

という観点から育成対象の人材を選

定すべき。 

〇人材育成の事業については一社応

札になっており工夫が必要である。 

〇マクロレベルの政策が想定するア

ウトカムと、現場でのミクロの成果と

をつなぐ方法を考えてほしい。 

というアウトカムの中間指標として、

本事業による人材育成の目標達成度を

設定。 

・事業終了後、人材育成の目標達成度

の調査や現地ヒアリングを通じて評価

を実施。また、新規に 3年後フォロー

アップ調査を開始し、分析結果を活用

して、アウトカム指標やロジックモデ

ルの見直しを図る。 

・事務局公募において、公募期間を通

常より長い 1か月間とする、説明会の

複数回開催する等の工夫を図る。 

独立行政法人日本貿易

振興機構運営費 

１．KPI、アウトカム・アウトプット関

連 

①政府目標の達成に向けて、当該事業

によりどれだけ貢献すべきなのか、と

いう観点でアウトカムを設定すべき

（フォアキャスティングだけでなく、

バックキャスティングによる設定が

必要）。 

①各 KPIの達成率（アウトプット、ア

ウトカム）が高く、事業として高く評

価できるが、一方でより実態に即した

KPI の選択が必要かどうか検証を期待

したい。また「通商課題への対応」は

重要な政策課題を扱っているので、今

後も適切な KPIの設定を期待したい。 

①景気変動等バックグラウンドの影

響を排除した、事業の真の効果を把握

するため、支援を受けた主体だけでな

く、支援を受けなかった主体のデータ

も取得し、比較検証できるようにすべ

き。 

①潜在的支援対象が何社なのかをま

ず明確にし、これらの企業がどのよう

になることがゴールなのかについて

整理するべき。 

①アウトカムについては、インパクト

への影響度合いがわかるように、イン

パクトにしている政府目標と関連性

の高い指標（件数だけでなく金額ベー

ス）で設定・評価するべき。 

①中堅中小企業の海外展開支援のア

ウトカムについては、新たな海外展開

１．KPI、アウトカム・アウトプット関

連 

①現在、平成 31年度からの第５期中期

目標期間の目標策定に取り組んでいる

ところ。政府目標の達成に向けて、委

員や有識者のご指摘を踏まえて、適正

なアウトプット、アウトカム指標や評

価の手法について検討する。 

②事業終了してから 6か月後にフォロ

ーアップアンケートを実施し、成果把

握、効果検証に努めるとともに、ビジ

ネス環境上の問題など進出後のトラブ

ルを抱えた企業には追加支援を行って

いる。 

③役員会において、完了した個別事業

の実施報告を行い、費用対効果を含め

た検証を実施。また、全役員と部長が

参加する「アウトカム向上委員会」を

年 2回開催し、定量データに基づいた

事業の効果検証を行い、業務改善に努

めている。 

④効率的な仕組みでデータを取得し分

析するため、顧客管理と事業評価の機

能を統合したデータベースを開発する

方向で検討する。 

⑤中小企業との接点の最前線にいる国

内外事務所が企業訪問や面談等を通じ

常日頃から企業ニーズの把握に努めて

いるほか、中小企業から直接生の声を

聞くため全国内事務所において開催す

る「サービス向上会議」や、理事長の

諮問機関であり各分野の有識者を委員

23926 26754 2828 
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成功社数だけではなく、どの程度効果

が出たか、変化量が把握できる指標

（売上高増加率等）を設定すべき。 

②海外展開に成功した後に事業者が

どれだけ成長したのかなど、事業実施

後も継続的に効果検証を行うべき。 

③アウトカム、目標の設定に当たって

は必要とされる人件費、その他のコス

トに比して、該当事業による成果が十

分であるかという視点からも数字を

検証すべき。 

④データに基づいた適切な評価を行

うため、効率的な仕組みでデータを取

得し分析する体制を構築すべき。 

⑤現場の意見を聞いた上で、政策目的

やロジックモデルを見直すことが重

要。現場の意見を積極的に聞きに行く

こと。 

 

２．ジェトロの専門性、ノウハウの継

承 

⑥多くの事業を実施することが目的

化しており、結果として組織として必

要なノウハウが継承されていない可

能性があり、改善策の検討が必要。 

⑥外部人材に頼りすぎず、ジェトロ職

員の専門性を高め、ノウハウが蓄積さ

れる体制を検討するべき。 

⑥年齢構成を踏まえ、退職等でノウハ

ウが失われることがないように、サス

テイナブルなノウハウ継承の在り方

を検討するべき。 

 

３．事業の整理合理化 

⑦厳しい予算状況の中で増大するニ

ーズに対応するためのメリハリのあ

る施策が必要であり、対象国や対象サ

ービスを絞るなど、そのための特別の

工夫を期待したい。 

⑦個別事業毎の評価を適切に行い、こ

れまでの各事業の効果や国際情勢の

大きな変化等を踏まえ、優先順位を設

定して、事業設計を行うべき。 

とする「運営審議会」等を通じ、現場

の意見の収集に引き続き努め、事業策

定や改善に反映していく。 

 

２．ジェトロの専門性、ノウハウの継

承 

⑥プロパー職員は事業担当として業務

に従事し専門性を発揮。常勤嘱託員、

外部人材のスキルやノウハウの内部化

については、産業分野ごとに部署を配

置し、課、班ごとにノウハウが引き継

がれる仕組みをつくり、組織として専

門性の維持・向上に努めている。また、

人事制度において、専門コースを設け、

海外の各地域の専門家、経済分析の専

門家等を育成している。今後、IT技術

を活用して過去の取組を形式知化して

いく。外部人材の効果的な活用や、ノ

ウハウの内部化・継承の改善について

引き続き検討する。 

 

３．事業の整理合理化 

⑦厳しい予算状況の中で増大するニー

ズに対応するためのメリハリのある施

策が必要があるため、「新輸出大国コン

ソーシアム事業」の支援対象企業を地

域未来牽引企業を初めとした海外展開

の波及効果が高い中小・中堅企業に重

点支援を行っていくほか、対日投資で

はイノベーション促進の観点で重点化

を図っていく。 

⑧多様なニーズに対応するため、ウェ

ブサイトでは国別、産業別アプローチ

に加え、知的財産保護、FTA/EPA、BOP

ビジネスなど特定分野の特集ページを

設置し、横断的かつ概括的に情報提供

を実施。例えば知的財産保護について

は、ASEAN や欧州などの複数国の情報

を横断的に収集することが可能となっ

ている。 

 

４．自己収入の増加 

⑨自己収入の増加については、組織内

に「自己収入改革タスクフォース」を
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⑧現場の意見については、ウェブサイ

ト上ではいろいろなレポートをいく

つかの海外事務所が共同でレポート

されており、むしろ多様な現場のニー

ズをどのように効率的かつ概括的に

まとめるという意識が必要ではない

か 

 

４．自己収入の増加 

⑨独立行政法人であることを考える

と、自己収入の増加への努力を今後も

図っていただきたい。そのためには、

ニーズの把握、新しいプログラムの開

発等も重要と思われるので、その観点

かの産業界、現地事務所等との情報共

有を積極的に図っていただきたい。ま

たアジア政策研究所も JETROの中にあ

るが、効果的な連携が図れているかに

ついては不明であった。 

⑩JETRO の活動は通商課題への貢献も

重要であり、その中でアジア経済研究

所の取組が活発な研究活動をしめし

ていること、政策形成上への有効な寄

与を期待したい。 

立ち上げ、既存の有料事業の見直し、

新規有料事業等を検討中。次期中期目

標でも自己収入拡大を位置づけてい

く。 

アジア経済研究所との連携については

①セミナー・講座の共同開催、②政策

提言書の共同作成、③海外調査部職員

のアジ研研究会への参加、④人事交流

などにより、一定のシナジー効果を生

んでいる。 

例えば④では、本部職員が研究者とし

てアジア経済研究所へ異動し、数年後

に本部へ戻った後には国際経済分析の

専門家やブラジルの専門家として活躍

するという効果が出ている。 

⑩アジア経済研究所は昨年度、東アジ

ア・アセアン経済研究センター(ERIA)

やインドのシンクタンク(RIS)と共同

で、経済地理シミュレーションモデル

(IDE-GSM)を活用した「アジア・アフリ

カ地域の連結性」に関する研究を開始。

30年 3月にこれまでの研究成果を中間

報告書として取りまとめ、経産省へ提

出した。 
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（２）行政事業レビュー結果の反映 

公開プロセスを踏まえての中間報告の後、予算要求プロセスに併せて行政事業レビューを行い、その結果を 2019年

度概算要求に反映した。反映結果は以下の通りである。 

 

＜行政事業レビュー最終取りまとめ結果＞ 

（単位：百万円） 

一   般   会   計 

2018年度行政事

業レビュー対象

事業数 

「廃止」事業 「縮減」事業 ｢廃止｣｢縮減｣事業計 

事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 

188 9 997 20 2537 29 3570 

 

特   別   会   計 

2018年度行政事

業レビュー対象

事業数 

「廃止」事業 「縮減」事業 ｢廃止｣｢縮減｣事業計 

事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 

252 10 2663 51 26744 61 29407 
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２.契約等評価監視委員会 

 「随意契約の適正化の一層の推進について」（2007 年 11 月２日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議決定）に

おいて、全ての省庁に第三者機関の設置が求められたことを踏まえ、2007年 11月に経済産業省契約評価監視委員会を設

置。2018年度は３回開催し、9件の契約を抽出し契約に係る手続の適正性等に関する審議を実施した。また、当省の一者

応札に係る取組等に関する審議を実施した。 

 

（契約等評価監視委員会の委員） ※2019年３月 31日現在。敬称略。 

梶川融（太陽有限責任監査法人代表社員会長）※委員長 

梅野晴一郎（長島・大野・常松法律事務所弁護士） 

梶原将（東京工業大学副学長） 

金子良太（國學院大學経済学部教授） 

川澤良子（Social Policy Lab 株式会社 代表取締役） 

木村琢麿（千葉大学大学院専門法務研究科教授） 

 

３．調達改善計画 

（１）計画の策定 

 行政改革推進本部決定「調達改善の取組の推進について」（2013年４月５日）に基づき、調達改善のための取組を推進

するため、2017 年３月 30 日に「平成 30 年度経済産業省調達改善計画」（以下「計画」という。）を策定した。取組内容

として、（１）一者応札改善に向けた取組、（２）公募（入札可能性調査）の実施拡大及び調達価格の妥当性評価の推進、

（３）出張旅費・業務の効率化、（４）情報システム調達の効率的・効果的な調達などを盛り込んだ。 

 

（２）自己評価 

 上半期終了後及び年度終了後、計画の実施状況について自己評価を実施した（上半期終了後の評価は 2018 年 11 月 16

日公表、年度終了後の評価は 2019年 7月 1日公表）。自己評価においては、（ア）「一者応札問題の改善策」の実行を徹底

し、①一者応札比率が 2018年度 28.6%と、計画で 2021年度までの目標としていた 31.8%（2011年度 41.8%比▲10%ポイン

ト改善）について早期達成したこと、②形式的な競争入札を行うことを不要とするため、必要な技術又は設備等を明示し

た上で参加者を募る「公募（入札可能性調査）」を 65件実施したこと、③スケールメリットによる効果を出すため、共同

調達を実施したこと、④一層安価で効率的な調達を可能とするため、インターネット（クレジットカード活用）による調

達を実施したこと等につき、評価を行った。 
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