
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

地域用水環境整備事業費補助

【政策手段の概要】

目 的 地域用水を核とした農村の振興及び農業水利施設の多面的機能を発揮させる。

内 容 農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に地域用水機能の維持・増進を図る親水・景観

保全及び地域防災施設等の整備、文化財としての価値を有する歴史的土地改良施設の歴史的

な価値に配慮した施設の補修等

達成目標 地域住民や都市住民のニーズに対応した生活環境の質的向上、農業用水の有する多面的な

機能の適切な発揮・継承を図る。

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業により、農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に地域用水機能の維持・増進を図る親水・景観

保全及び地域防災施設等の整備等がなされ、政策分野の目標である「景観が優れ、豊かで住みよい農村の実

現」が図られる。

【事業のこれまでの具体的成果】

平成17年度までに354地区が完了。平成13年度に完了した40地区に対するアンケート調査結果では、８割

以上が施設整備に満足しており、景観の保全、水に親しむ機会の増加等の事業効果も発現している。

【政策手段の改善の方向】

本事業は、平成12年度に既存の４事業を整理・統合し、効率的な事業推進を図ってきたところであるが、

今後の事業計画の策定に当たっては、より一層住民意見やニーズが反映されるよう、十分な合意形成を図っ

ていくとともに、事業の実施段階においても事業実施や施設の維持管理に対する地域住民の理解の向上が図

られるよう、今後導入が予定されている農地・水・農村環境の保全向上を図る施策との連携についても、検

討を行う必要がある。

【政策評価総括組織の所見】

政府における公共事業のあり方についての見直しの方向に沿った対応が必要である。また、生態系保全施

設の整備実施地区では、実際に生態系が保全されているかなど地域の取組を通じて検証に努める必要がある。

さらに、厳しい財政事情を踏まえ、コスト縮減の努力を一層推進するなど、効率性の改善が必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/11_3.pdf

担当：農村振興局農村政策課 ℡０３－３５０１－８６５１



政策手段(事業)名 地域用水環境整備事業費 政策手段所管課名 水利整備課

補助 政策評価担当課名 農村政策課

政 (1)目的 農業用水は、本来、農業生産を目的として使用される水であるが、農

策 村地域の集落にとって農業用水は、生活用水や防火用水・消流雪用水、

手 景観や生態系の保全、地下水の安定水として、また、農業用水路は、子

段 どもたちの魚採りや水遊びの場となるなど、古くから地域の暮らしや環

の 境に密着した用水として、多くの役割を果たしてきた。

概 これら農業用水が有する多面的な機能（以下「地域用水機能」という。）

要 は、農業用水路やダム、ため池など農業水利施設の働きを通じて発揮さ

れてきたものであるが、近年の農業構造の変化や農村の混住化の進展等

により、集落によるそれら施設の管理機能の低下や水質の悪化等が生じ、

本来の農業生産に必要な水利用への支障はもとより、地域用水機能の発

揮が阻害されつつある状況にある。

このため、本事業では、これらの農業水利施設の適切な維持管理を確

保しつつ、施設の保全管理又は整備と一体的に、地域住民のニーズに即

して地域用水機能を適切に発揮させていくことにより、地域用水を核と

した農村の振興及び農業水利施設の多面的機能を発揮させるための支援

対策として実施するものである。

(2)内容 １ 事業内容

(1) 地域用水環境整備型

農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有す

る地域用水機能の維持・増進を図るために必要となる以下の整備

を実施

① 親水・景観保全施設（親水護岸、遊水施設、せせらぎ水路等）

② 生態系保全施設（魚巣ブロック、草生水路、魚道等）

③ 地域防災施設（防火水槽、吸水枡、給水栓等）

④ 渇水対策施設（堰、簡易井戸、連絡水路等）

⑤ 利用保全施設（ベンチ、パーゴラ、水質保全施設、緑化等）

⑥ 地域用水機能増進施設（共同洗い場、チェックゲート等）

⑦ 特認施設（農村振興局長が特に必要と認める施設）

(2) 歴史的施設保全型

国の登録文化財等、文化財としての価値を有する歴史的土地改

良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつつ、施設の補修等

を実施

２ 事業実施主体

都道府県、市町村、土地改良区その他都道府県知事が適当と認める

者

(3)達成目標 地域用水機能の維持・増進を図るための施設整備等を行うことによ

（あらかじめ り、地域住民や都市住民のニーズに対応した生活環境の質的向上を図る



成果目標が設 とともに、農業用水の有する多面的な機能の適切な発揮・継承を図るこ

定されている と

場合は、成果

目標）

（単位：千円）

(4)事業予算 15年度 16年度 17年度

等の推移 予算額 3,503,803 3,847,892 3,383,000

（直近３カ年） 執行額 3,478,787 3,786,345 （調査中）

地区数 199 169 140

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 都市との共生・対流等による農村の振興

策 が関連する政 目 標 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現

分 策分野及び目 目標値（目標年度） 事業・対策を実施した地域における総合的な生

野 標 活環境の質の向上に関する住民満足度

の 各年度：100％

目

標 (2)政策分野 地域用水を核とした農村の振興を図り、農業水利施設の多面的機能を

と の目標の達成 発揮させるためには、地域住民が十分満足するような施設等整備が必要

政 に向けての政 となっている。

策 策手段の有効 しかし、農村においては、自然条件、立地条件のほか、農業経営形態

手 性（説明及び 等に地域の特性を抱えており、農家・住民側は、多種多様な要望を持っ

段 概念図） ている。

の このため、本事業は、予め地域住民の要望、地域特性を十分に把握し

関 た上で事業を実施することにより、農村地域の生活環境の快適性、質の

連 向上等において、高い「満足度」を付与するものであり、もって地域の

活性化を図るとともに、景観に優れ、豊かで住みよい農村を実現する。

【現状】

不安定な 汎用性の低 農業構造 農村の混住化

水利用 い農地 等 の変化 の進展 等

農業生産性の停滞、 集落による農業水利施設の

営農意欲の低下 等 管理機能の低下、水質の悪化等

地域のニーズに応じた 地域用水の多面的な

生産基盤の整備が必要 機能の発揮が阻害



【本事業の実施】

（他事業で実施）

地域住民の 地域特性の

農業生産 要望の把握 把握 等

基盤の整備 一体的

に実施 地域用水機能の維持・増進を

図るため整備・補修等を実施

他の補助事業 連携

地方単独事業 等

【事業効果】

○ 地域一体とな ○ 農村地域にお ○ 地域用水の有

った農業水利施 ける生活空間の する多面的な機

設の維持・保全 質的向上 能の適切な発揮

体制の構築

生活環境の快適性・質の向上

（住民満足度の充実）

景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現

事業のこれまでの ○ 本事業は、平成12年度から平成17年度までに161地区を採択する一

具体的成果 方、これまで※354地区が完了している。平成17年度は、140地区にお

（成果目標が設定 いて事業を実施している（※平成11年度以前からの事業継続地区を含む。）。

されている場合 H12 H13 H14 H15 H16 H17

は、成果目標に対 採択地区数 38 32 24 25 25 17

する実績） 完了地区数 74 69 72 55 46 38

（累計） (74) (143) (215) (270) (316) (354)

完了地区における整備施設の主な工種（箇所数）は以下のとおりで

ある。

（※「箇所」の考え方）

事業実施地区において、整備した施設の一定のまとまり（エリア）としてカウ

ントしたものであり、地区数、施設数とは異なる。

【地域用水環境整備型】 親水・景観保全施設 256箇所

生態系保全施設 108箇所



地域防災施設 10箇所

利用保全施設 257箇所

【歴史的施設保全型】 4箇所

また、事業を実施した多くの地区では、施設整備を契機として、地

域一体となった農業水利施設の維持・管理体制が構築（地域ボランテ

ィア団体等の結成）されている。

○ 以下は、平成13年度に完了した40地区に対するアンケート調査に基

づく結果である。

（参考）アンケート調査の概要（平成18年３月実施）

事業完了後３年を経過した（平成13年度完了）地区のうち全国で40地区

の地区内住民を対象に、当該市町村において調査対象者名簿の作成等を行

い、１地区当たり原則10人を無作為に選定し実施。

（調査結果の職業区分；農家45％、非農家55％）

1) 住民満足度調査結果 (単位：％)

項 目 全体 農家 非農家

本事業により整備された施設について満足している 83 83 83

いいえ 16 15 16

未回答 1 2 1

2) 主な事業効果に係る調査結果 (単位：％)

項 目 全体 農家 非農家

本事業において施設が整備されたことを知っていた 89 94 85

整備された場所に行ったことがある、又は利用した 81 88 76

ことがある

地域の景観が良くなった 90 91 88

水遊び場や川べりの遊歩道等が整備され、 水に親 71 72 71

しむ機会が増えた

3) 農村の活性化に係る調査結果 (単位：％)

項 目 全体 農家 非農家

本事業により地域の活性化につながったと思う 70 72 68

〃 思わない 8 6 9

どちらとも言えない 22 22 23

4) その他（自由意見等）

＊用水路の景観が改善され、夏期には子どもたちがよく遊んでいる

＊ゴミのポイ捨てが少なくなったし、イベント等に参加することで農

家の方と親しくなれて良かった

＊駐車場が広くなると利用者も増加し、利用しやすくなると思う

＊場所、施設そのものをもっと明確に知らせることが必要



＊整備後は水管理、水路の泥上げ等に今までの何倍も軽減され、大変

助かっている

＊利用者もきれいなところを好むと思うので、これからも衛生的に整

備してくれると良い等

(1)必要性 ○ 食料・農業・農村基本法は、同法の定める基本理念（多面的機能の

評 発揮（第４条）、農村の振興（第５条）等）にのっとり、「国は、地

域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい

価 農村とするため、地域の特性に応じた農業生産の基盤の整備と交通、

情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上

結 とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。」（第3

4条の２）としており、景観に優れ、豊かで住みよい農村を実現する

果 施策を、総合的かつ計画的に実施する必要がある。

また、新たな食料・農業・農村基本計画（平成17年３月閣議決定）

は、「農業用水の有効利用や地域用水機能の発揮を促進する。」こと

としている。

○ 近年、国民が、ゆとりや心の豊かさなどの価値観を重視するような

傾向にある中、混住化等の進む農村地域において、農業用水が有する

地域用水機能は、地域住民への憩いと安らぎの空間の提供等に資する

ことから、その機能の一層の発揮が求められている。

本事業は、農村地域に広範に存在する水路、ダム、ため池等の農業

水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有する多面的な

機能の維持・増進を図るための施設の整備を行い、農村地域における

生活空間の質的向上を図るとともに、併せてこれらの施設の整備を契

機に、地域一体となった農業水利施設の維持・保全体制の構築を図る

ことを目的としており、「農村の振興」と「多面的機能の発揮」を通

じた国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展という農政の基本

目標の達成に向けた重要な役割の一つを担うものである。

○ なお、本事業の実施に当たり、国が補助する仕組み（補助事業）

は、基本法に定められた国の責務（政策）を確実に進めるための施策

手段であるとともに、本事業が農業用水の有する多面的機能の維持・

増進や農村地域の振興など、地方公共団体の行政を推進する上で重要

な役割を担っており、事業に要する経費の一部負担を地方公共団体に

求めることはきわめて合理的な手法である。本事業は、基本計画に定

められる「農業用水の有効利用や地域用水機能の発揮を促進」するた

めの重要な施策であり、基本法に定められた国の責務を果たすため、

引き続き推進することが必要である。

(2)有効性 ○ 本事業は、着実に執行されており、これまで354地区が完了してい

る。



○ 事業を実施した地域の住民を対象としたアンケート調査結果では、

地区住民の83％が満足している。

さらに、本事業で整備された場所に行った、又は利用したことがあ

るという回答は地区住民の８割を超え、「地域の景観が良くなった（9

0％）」、「水に親しむ機会が増えた（71％）」など、地域にとってもお

おむね満足度の高い結果が得られており、事業効果が発現している。

○ また、本事業は、農業水利施設の保全管理や整備と一体的に地域用

水機能を維持・増進するための施設整備とともに、整備を契機とした

地域の維持保全体制の構築を目的としていることから、整備された工

種をみると、①親水・景観保全施設（256箇所）や、⑤利用保全施設

（257箇所）が多くなっている（なお、一方で、③地域防災施設の実

績は少ない（10箇所）が、各箇所においては、数多くの給水栓や防

火水槽等が整備されている）。

また、平成12年度に事業を統合して以降、⑦特認施設についての

整備実績はないが、今後、農地・水・農村環境の保全向上を図る施策

の導入に向け、地域の実情に応じた多様な要望も見込まれることから、

引き続き同様の枠組みにより事業を推進することが有効である。

○ さらに、本事業は、各種省庁連携を図っており、以下の効果が現れ

ている。

文部科学省とは、本事業により整備されたあぜ道や水路等を子ども

たちの遊び場として登録し、情報提供を行う『「あぜ道とせせらぎ」

づくり推進プロジェクト』として連携し、地域レベルにおける教育関

係者、市町村農業部局、農業関係者、青少年団体関係者等が連携を図

り、有効かつ効率的な環境教育の推進にも寄与している。

【参考】Ｙ県Ｎ地区

本事業の実施と併せて「せせらぎ宣言」を行い、地域の小・

中学校による定期的な植栽や総合学習、清掃活動等を実施

また、本事業は、農業用水を活用し、消防活動に配慮した防火施設

を整備しているが、国レベルでは消防庁と農業用水を活用した防災活

動につき情報共有と意見交換を、地域レベルでは農業水利施設を管理

する土地改良区等と行政、消防団、地域集落等とが定期連絡会議や消

防訓練の水の確保（配水操作）等に係る連携・協力を図っており、地

域防災に寄与している。

【参考】Ｇ県Ｎ地区

町地域防災計画において消防水利・農業水利の有効利用を図

る施設整備計画を策定し、本事業において、農業用水を防火水

利として使用するための防火水槽を整備



○ このように、農業水利施設の保全管理又は整備と、農業用水の多面

的な機能を発揮するための施設整備とを一体的に実施する本事業は、

地域住民のニーズ及び実態に即した整備手法となっており、農村の振

興と多面的機能の発揮を推進するための有効な手段となっている。

(3)効率性 ○ 本事業は、平成12年度、それまで個別の施策として推進していた

水環境整備事業、防災水利施設整備事業、農業水利施設魚道整備促進

事業、歴史的土地改良施設保全事業の４事業の整理・統合を行い、新

たに創設した事業である。

創設に際しては、原則として知事が作成する地域用水水環境整備基

本計画及び歴史的施設保全計画に基づき、地域の実情に応じた整備を

実施することとし、地域の実態及びニーズに即し、効率的に実施して

いる。

○ また、本事業は、他省庁との連携を図りつつ事業を実施しており、

農業用水の有する多面的な機能の維持・増進を図るための施設の整備

による地域防災機能や環境教育機能の向上など、他機関の施策効果に

も波及するよう、効率的に事業を推進しているものである。

○ 本事業の実施は、国が補助する仕組み（補助事業）として、基本法

に定められた国の責務を果たすために必要な施策手段であるととも

に、平成16年度より導入した統合補助事業により、都道府県は、国

が配分した予算の枠内において、自らの裁量により地区別の予算配分

や地区間の事業費の流用を行うことができるなど、地方公共団体の主

体性を十分尊重する仕組みを確保しており、国と地方の役割を踏まえ、

効率的かつ適切に事業を推進しているものである。

○ また、本事業では、事業実施前の段階において、費用対効果分析を

実施して効用を確認するとともに、事業計画の策定、工事の施工に際

しては、地域のニーズを掴み、必要とされる施設として最も経済的な

施工手法となるよう比較検討を行った上で決定している。

さらに、工事コストの縮減と農家負担の軽減を図るため、農家・地

域住民等の参加で実施が可能と考えられる作業の一部については、農

家・地域住民等の参加要望に基づく住民参加型の直営施工に取り組ん

でおり、住民参加による地域の活性化や、自ら整備した施設に対する

愛着をもった良好な維持管理に結びつくことが期待できる。

なお、新規地区採択に当たっては、造成された施設の適切な利用・

保全を図るための附帯的な施設整備について、農業水利施設と関連が

あっても農業水利施設との一体性の度合いが低いと判断されるものに

ついては、地方単独事業での実施を検討・推進するよう指導するなど、

事業費の増嵩の抑制を図り、効率的に実施している。

○ このように、本事業においては、効率性を重視した事業の実施の推



進に努めているものである。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 本事業は、地域住民及び都市住民のニーズ等に即し、農村の振興を図

必要性、その内容 り、農業用水の有する多面的な機能を適切に発揮させるため、平成12

及びその理由 年度に既存の４事業を整理・統合し、効率的な事業推進を図ってきたと

ころである。

また、今後の事業計画の策定に当たっては、より一層住民意見やニー

ズが反映されるよう、住民参加を促進し、十分な合意形成を図っていく

とともに、事業の実施段階においても事業実施や施設の維持管理に対す

る地域住民の理解の向上が図られるよう、今後導入が予定されている農

地・水・農村環境の保全向上を図る施策との連携についても、検討を行

う必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 農業水利施設の保全管理・整備と一体的に親水・景観保全施設、地域

の所見 防災施設などの整備を行うことにより、良好な景観形成、防災など農業

用水の有する地域用水機能という多面的な機能の発揮が促進されること

から、本事業について国が一定の関与を行う必要性は認められる。

しかしながら、現在、政府において国と地方との適切な役割分担を含

めた公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業について

も、その見直しの方向に沿って対応する必要がある。

（２）有効性

本事業は、事業の満足度アンケートによると、高い満足度が得られて

おり、地域住民のニーズに即した事業が行われているものと考えられる

ことから、一定の有効性が認められる。

しかしながら、生態系保全施設の整備を実施した地区では、実際に生

態系が保全されているかについて簡易なモニタリングを行うなど、農業

用水の地域用水機能の維持増進の観点から、地域の取組を通じて効果の

検証に努める必要がある。

（３）効率性

本事業は、これまでも事業実施前に費用便益分析を行うなど一定の効

率性が認められる。

しかしながら、厳しい財政事情を踏まえ、コスト縮減の努力を一層推

進するなど、効率性の改善が必要である。

（４）総括所見

（有効性の検証、効率性の改善）



本事業は、多面的な機能の発揮が促進されることから一定の必要性が

認められ、また、一定の有効性及び効率性も認められる。

しかしながら、現在、政府において国と地方との適切な役割分担を含

めた公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業について

も、その見直しの方向に沿って対応する必要がある。

また、生態系保全施設の整備を実施した地区では、実際に生態系が保

全されているかについて簡易なモニタリングを行うなど、農業用水の地

域用水機能の維持増進の観点から、地域の取組を通じて効果の検証に努

める必要がある。

さらに、厳しい財政事情を踏まえ、コスト縮減の努力を一層推進する

など、効率性の改善が必要である。

評価会委員の意見 ○地域用水環境整備事業の事業採択地区数は年々減少してきている。し

かし、中山間地も含めて農村地域の整備をしていくことは、国土や環境

の保全という立場から見れば重要である。（永石委員）



古き良き町並みと調和し、地域のシンボルとし
ての景観保全に寄与しています。

地域用水環境整備事業

・ 農業用水は、昔から「地域の水」として人々の生活に密着し、炊事、洗濯等の生活用水や消流雪用水

などの地域用水機能を発揮

・ 本事業（地域用水環境整備事業）では、水路等の農業水利施設の保全管理や整備と一体的に、農業

用水の有する地域用水機能の維持・増進を図るために必要となる施設の整備を実施

【農業用水の有する地域用水機能のイメージ】

昆虫や魚類等の生息を助ける生態系保全の役割
を果たしています。

野菜や農機具などの洗い場としても利用されて
います。

水路底を浅くし、自然石を護岸に用いるなど、
子どもたちの遊び場としても活かされています。

親水機能 景観保全機能

生態系保機能全 生活用水機能

農業用水は、農業生産の基礎としての役割
に加え、環境保全や伝統文化、地域社会等
とも密接に関わり、さまざまな役割（地域
用水機能）を発揮しています。


