
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会 

平成 14 年度第６回企画小委員会議事録 

 

日 時：平成 14 年２月 19 日（水） 10：00～12：00 

場 所：ＫＫＲホテル東京 11Ｆ「孔雀の間」 

 

 

○林田事業計画課長  本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

只今から、農業農村整備部会平成 14 年度第６回の企画小委員会を始めさせていただきます。 

それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。 

 

○太田農村振興局長  第６回企画小委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。委員

の先生方におかれましては、大変ご多忙な中、本日はご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

第３回世界水フォーラムの開催まで、あと１ヵ月を切る状況になっております。このフォーラム

に向けた準備も、農林水産省の内、外で着実に進んでいるところでございます。フォーラムにおき

ましては、農林水産省とＦＡＯ（国連食糧農業機関）が共同で、世界の水問題の解決に向けた農業

用水のイニシアティブにつきまして、世界のかんがいの多様性を踏まえた共通認識を醸成するとい

うこと等をねらいと致しまして、水と食と農の大臣会議を開催することと致しております。現在、

40 の国や国際機関の農業用水を所管する大臣等が出席を表明している状況でございます。このフォ

ーラムでは、更に農業・食料と水に関するセッション、あるいは水と食と農フェアなどのプログラ

ムも用意されておりまして、世界各国の水に関わる学識経験者や一般の方々等、多数の参加が期待

されております。 

本日、報告のとりまとめをお願い致します「世界の水資源とわが国の農業用水」につきましては、

これらのセッションやフェアの場で広く配布致しまして、農業用水の持続的な使用に向けた視点等

を世界に向けて情報を発信していきたいと考えております。 

また、近年、公共事業を巡りまして、その実効ある効率性の確保のため、適切に事業評価を行っ

ていくということが求められております。農業農村整備事業におきましても、更なる事業の効率性、

透明性の向上を図るために、この事業評価の手法につきまして、本日から新たにご審議をお願いし

たいと考えております。 

なお、新たな土地改良長期計画の策定でございますが、前回のご審議を踏まえまして、その中間

とりまとめ案について２月 14 日からパブリックコメントの募集を始めております。これは、後程

ご説明申し上げますが、当初、この長期計画の策定時期については、本年３月とご説明申し上げて

おりましたが、他府省との一層の連携強化を図る観点から、連携のあり方について、４月以降も更

に検討を進めて参る方がいいのではないかという考えでいることを申し添えさせていただきます。

本日は、本年度最後の委員会になるものと思われます。委員の先生方におかれましては、ぜひ忌

憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開催に当たってのご挨拶とさせていただき



ます。よろしくお願い致します。 

 

○林田事業計画課長  本日は、松谷委員、宮城委員、鷲谷委員、そして横山委員、各委員におか

れましては、所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。 

また、事務局におきまして、１月 10 日付で人事異動がございましたので、ご紹介させていただ

きます。次長・日尾野は若干遅れて参るということでございます。計画部長の高橋でございます。

防災課長の井上でございます。 

それでは、以降の議事の進行につきましては、三野委員長にお願い致します。 

 

○三野委員長  それでは、お手元の会議次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。 

まず「世界の水資源とわが国の農業用水」につきまして、事務局から説明をお願い致します。

 

○林田事業計画課長  それでは、早速ご説明させていただきますが、資料―３「世界の水資源と

わが国の農業用水企画小委員会報告（案）」と書いた資料がございます。この資料に基づきまして、

手短にご説明させていただきます。 

今年度、本企画委員会では、既に２回に渡りまして「世界の水資源とわが国の農業用水」という

テーマで実態と課題についてご検討いただきました。今回は最終的な報告のとりまとめということ

で、今後の展開方向についてご議論いただきたいと思います。 

表紙をめくっていただきますと目次がございますが、これまでの２回でご検討いただいた資料を

整理致しまして報告の形にしております。 

第１．項は「世界の水資源の現状」ということで、内容的には世界の水資源には限りがあるとい

うこと、また、世界の水使用の 70％は農業用水として使用されており、更にそのうち 70％はアジ

アで使用されているということから、世界の水資源の使用について考える時は、わが国を含むアジ

アの農業用水の特性について十分に理解することが必要だということを明らかにしております。 

第２．項では「地域別に見た世界の農業用水」という項立てを致しまして、農業用水は世界の地

域ごとに異なる気象条件等に影響を受けて、乾燥地域、湿潤地域等、それぞれの特性を有しており

まして、全世界一律の議論を行うことは賢明ではないということを述べております。 

第３．項では「わが国の水資源と農業用水」という項立てによりまして、アジアに位置するわが

国の多雨で地形が急峻であるという特性と、そこで築かれてきた農業水利システムの特性について

明らかにすると共に、最近の課題として、これまで農業が育んできた農村地域の生態系を含む環境

を今後とも保全するための「環境との調和」という課題、また、かんがい施設を管理している土地

改良区が弱体化するという傾向があり、管理の粗放化が懸念されているといったことについて論じ

ております。 

そこで本日は、第４．の「今後の展開方向」というところでございます。10 ページをご覧いた

だきたいと思います。10 ページの中程、「４．今後の展開方向」でございますけれども、ここでは

大きく３つに分けております。１つ目が「農業用水に対する認識の促進」ということで、それを２

点に分けて整理しております。「必要性の認識」「地域性の認識」ということです。 

「必要性の認識」については、食料の需要の増加に応じた農業用水の確保が、今後更に重要とな

っていくということを認識すべきということ。 

「地域性の認識」という項目では、農業用水も、栽培する作物の要水量などのあらゆる面で地域



によって求められる様態が様々であるということ。また、降雨に代表されるように、農業用水も、

それぞれの地域の水循環に大きく左右されて、使用に当たっての条件が異なっている。このように

農業用水は、その使用面からも供給面からも、地域性が大きいということを認識する必要がある。

という表現にしております。 

２番目の柱が「世界における農業用水のあり方」ということで、中を５点に分けて論じておりま

す。 

１つ目が「農業用水の地域性を踏まえた議論の必要性」ということで、中程から「しかし」以降

でございますけれども、世界の農業用水は多様である。例えば地下帯水層の持続的な使用を目指し

た議論を行うとした場合、乾燥地域においては、地下帯水層の枯渇の要因となっている例が取り上

げられるのに対しまして、湿潤地域において地下帯水層をかん養していることが多いといったよう

に、かんがいの性格が地域によって異なっているということであります。従いまして、世界の農業

用水を巡る議論を行う際には、その地域性を充分踏まえる必要がある、ということを改めて説いて

おります。 

第２は「乾燥地域における農業用水のあり方と塩害の防止等」という項立てで、水の循環量が比

較的少ない乾燥地域においては、かんがいを巡って塩害や地下帯水層の枯渇が重大な脅威となって

いる。かんがいの持続性を失いかねないこれらの事態の回避・軽減を図りながら持続的な使用を目

指すことが必要。例として、マイクロかんがい、下水処理水の再利用などの新たなかんがい技術の

導入も必要だとしております。 

第３が「湿潤地域における農業用水のあり方と農業の有する多面的機能」ということで、農業の

有する多面的な機能は、農業生産のための重要な要素としての農業用水が適正に使用されて初めて

発揮される。水の循環量が比較的多い湿潤地域では、地下水のかん養など水循環に深く関係する機

能が相当程度発揮されておって、今後もこのような機能を適切に発揮させ続けることによって、健

全な水循環の維持・形成を目指すことが必要だということです。 

第４には、水に関わるあらゆる人々が主体的に取り組むことが必要だという整理をいたしまし

て、12 ページになりますけれども、農民参加型のかんがい管理、ＰＩＭと言っていますが、ＰＩＭ

への移行が世界的な潮流となっている。また、地域社会において、水を巡る諸事情を最も身近な問

題として認識出来る人は、やはりそこで水を使用して生産している人であります。従って、持続的

な水使用や健全な水循環の維持・形成を図るためには、農業者を含めて、水に関わるあらゆる人々

が、それぞれが果たし得る役割を再認識して、主体的に取り組んでいくことが望ましい。と述べて

おります。 

第５は「中心的な役割を果たす農業者の相互の連携」ということで、農業用水が、先程申しまし

たように水使用の大宗を占めていますので、持続的な水使用や健全な水循環の維持・形成を図る上

で重要な因子であるということでありまして、今後の水管理に関する取り組みについても、中心的

かつ積極的な役割を果たすことが期待されているということです。世界の農業者やその団体が、今

回の世界水フォーラムなどの機会を利用致しまして、わが国の土地改良区等の伝統的なかんがい管

理における経験の共有を進めるということなどによって、世界の水を巡る課題の解決に貢献するこ

とが望まれる、という形に整理しております。 

最後の第３の項目として、これをわが国に当てはめまして、わが国の農業用水のあり方というこ

とで、５点に整理しています。 

第１は「農業用水に対する関心から始まる課題解決への道程」ということで、我々は輸入農産物



を介してわが国以外の地域における農業用水を使用し、豊かで多様な食生活を享受しているという

見方もある。従って、問題解決のためには、国民一人一人がまず行えることは、農業用水の必要性

や地域性、世界の農業用水と我々の生活との関係について関心を抱くということである。そして、

このような関心を発展させ、農業用水を持続的に使用していくことが、世界においても、また、わ

が国においても重要だということを認識することが必要だ。そのためには情報提供も必要ですし、

教育、学習といったことも有効であろうと述べております。 

第２は「農業用水の適切な確保、その持続的使用及び健全な水循環」ということで、13 ページ

に入りますが、元来、農業は自然と人間が共生する循環型社会の中心的な活動であった。その中、

農業用水については、現在も地域の水循環の一部として農業生産のみならず農業の有する多面的機

能の発揮も支えている。わが国においては、将来にわたって食料の安定的な供給が図られるととも

に、農業の有する多面的機能が適切に発揮されるためには、農業用水が適切に確保されることが必

要だ。また、農業用水を持続的に使用し、農業用水の使用による水循環と所与の自然の水循環が融

合され、健全な水循環の維持・形成を図っていくことが望まれる、というように述べております。

第３は土地改良区に特に言及して整理しておりますけれども、「農業用水の管理において中心的

な役割を果たす土地改良区への期待」ということで、わが国のかんがい施設の大部分は、土地改良

区によって、世界的に見ても極めて良好に管理されてきている。しかしながら、後継者不足ですと

か農家の高齢化が深刻化する中で、管理の粗放化やかんがい施設の老朽化等が課題となっている。

この様な中で、土地改良区等による農業用水の適切な管理が今後とも続けられることが必要だ。中

でも、土地改良区が現在抱える課題を克服して、引き続き農業用水やかんがい施設の管理における

役割を果たしていくことが必要である、ということを述べております。 

第４は「土地改良区と地域のあらゆる人々が取り組む健全な水循環の形成」ということで、農業

用水は水使用の大宗を占めている重要な因子だ。しかしながら、地域の健全な水循環の維持・形成

のためには、あらゆる用途において水使用が持続的であることが重要である。このため、あらゆる

水に関わる人々が、土地改良区が果たしている役割、農村地域の都市化、混住化の進展に伴う廃棄

物の処理や安全施設の設置など、土地改良区がその役割を果たす上で抱えている課題を認識してい

ただいて、課題の克服に向けて協力していくことが望ましい。また、土地改良区自体も、そういう

ようなことについて、周りの住民に対し、または都市の方に対し、積極的に働きかける活動を促進

することが望ましい、ということです。 

最後、14 ページのところですけれども、「土地改良区の取組をモデルケースに」というタイト

ルですが、このような土地改良区の取り組みは、世界各地においてもモデルケースとなり得るもの

であると考えられる。従って、このような実態についての情報を提供しつつ、世界の農業者相互の

連携を支援していくことが、地球的規模となった水を巡る課題の解決に向けてわが国が行い得る有

効な貢献策の一つであると考えられる。という形で結んでおります。簡単でございますが、以上で

ございます。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。 

それでは、この議題につきまして、ご自由にご発言いただきたいと思います。何かございません

でしょうか。最初の方は既にご意見を伺っていますが、それにつきましてもご意見があればご発言

下さい。 

 



○海野専門委員  全体的に非常に良く出来ていると思いますが、余り本質的なことで意見はない

のですけれども、最初の方で、単純に、何か算術の問題でお書きになっているところ、３ページ一

番上のところで、穀物の「増加率は同期間の人口の増加率を上回っている。」とあります。次の「か

んがいの必要性」のところの５行目で「世界の穀物生産量とかんがい耕地面積は、同程度の伸び率

で拡大している。」「この間、世界の１人当たりのかんがい耕地面積は、ほぼ一定で推移している」

と記述されていますが、この３つ、どうも掛け算すると変なことになりはしないかと思いますので、

別に今ここでどうしようというつもりはありませんけれども、少しこの辺のところを後で確認をし

ていただけたらと思います。 

もう一つ、事実関係ですけれども、本日の部分、13 ページで、収益力の格差の拡大はいいので

すが、農業従事者と他産業従事者の所得格差、よく分からないのですが、私、バブルの最中に見た

数字でいくと、農業従事者という数字ではありませんけれども、農家所得と勤労者所得でみると、

１人当たりで考えると逆転しているという事態があったので、格差の拡大ということが、それから、

その次の農村と都市の生活水準の格差も、今でも拡大しているのか、むしろ縮小していやしないか

なという気もしましたので、少しこの辺のところは、事実関係を確認した上で、もし違っていたら

それなりの修正をされた方がいいのではないかと思います。 

 

○三野委員長  いかがでしょうか。 

 

○林田事業計画課長  事実関係をもう一度確認した上で整理させていただきます。 

 

○三野委員長  必要ならば修正をしていくということで、一応確認をいただきたいと思います。

 

○細田専門委員  大変細かい点なのですが、５ページ「③かんがいの目的」の一番最後の３行、

同じように７ページの上から５行目以下の２行程において、耕起作業の容易化等の目的や水田稲作

の特徴が書かれているわけですが、昭和４０年以降、日本の米の自給が達成された状況を考えると、

その背景のかなりの要因というのは、耕地面積の拡大というよりは単収の増大だったわけです。そ

れは主として早期栽培、早稲とか早植えの効果で、これを可能にする品種や栽培方法の普及もあり

ましたが、同時にかんがい方法、かんがい施設の改良、改善が大きく寄与しているのではないかと

思います。それは、釈迦に説法ですけれども、アジアモンスーンに位置する日本特有の台風害、倒

伏の回避、あるいはニカメイチュウ等の病虫害被害の回避など、収穫期に被害に当たらないように

前倒し収穫をする。早植え、早稲化を可能にする土地改良面の努力の成果が相当あったのではない

かと思いますので、全体からみるとごく一部かも知れませんが、出来れば原文に加えて、作目ない

し作期の選択の自由度の向上、あるいはその拡大といった内容が書き込まれてもいいのではないか

と思います。 

これは、東南アジアの稲作を考えましても、雨期を待って水が溜まってから田植えをする、いわ

ば洪水稲作の状態から、かんがい施設を整備することによって病害虫なり水害回避のための新たな

稲作技術が起こってくるという事例も聞いておりますので、何か対外的にも参考になるような気が

致します。もし可能ならば記載していただきたいと思います。 

 

○三野委員長  貴重なご意見をいただきました。事務局の方でも検討いただきたい。 



○林田事業計画課長  誠に貴重なご意見でございます。適切な表現ぶりで対処させていただきた

いと思います。 

 

○柏専門委員  13 ページに③④ということで土地改良区への期待というのが出ているわけです

けれども、③に書いてありますように、農業の経済的な地位の低下、それから後継者不足、農家の

高齢化という中で、土地改良区の機能がかなり危機的な状況に陥っているところが多いということ

が課題として挙げられているわけで、それの対応方向として④で、地域のあらゆる人々が取り組む

というような形で支えていくような新たなコスト負担システムみたいなものを展望しているわけ

ですけれども、ここで、地域のあらゆる人々というところのイメージとしては、その下にも書いて

いますように、都市化、混住化の進展というようなイメージが非常に強くて、そういう意味で言い

ますと、ここで言っていることは、平場とか近郊農村地域のようなところでは、こういう形で行く

方向があるのかなということは何となく分かるのですけれども、例えば農業の水の多面的機能とい

う意味で、例えば日本の場合などで非常に重要なのは、中山間、棚田地域というようなことが一つ

あると思うのですけれども、こういった地域では、中心集落部などを除けば混住化というのは余り

進んでないわけでありまして、そういう意味で非農家を含めた組織であるとか運営の維持、この２

つが取りにくいという様なイメージをするわけですが、その辺どういうふうに突破口を考えていけ

ばいいのだろうかという気が少し致します。 

例えば、森林管理問題ではないのですけれども、上下流域連携とか、地域のあらゆる人々という

のを、もう少し地域を広げて流域一帯とか、そういう形で中山間の場合などは見ていく必要がある

のかどうなのかという点で、ちょっとお尋ねします。 

 

○三野委員長  事務局から今のご質問に対して何かありますでしょうか。 

 

○林田事業計画課長  表現ぶりは適当でないかも知れませんけれども、その地域、その土地改良

区の存在する隣接する地域への理解ということもございますけれども、広く国民全体、例えば中山

間地域の土地改良区、農業用施設、農地であっても、ずっと下流部に存在する都市住民にも理解し

ていただくといったような取り組みも必要かと考えておりまして、そういったような気持ちが適切

に表れるような表現ぶりを考えてみたいと思います。 

 

○三野委員長  ②の辺りの流域の単位を、水循環の辺りにも書き込めるかも知れません。土地改

良区だけの問題――そういう意味で、今の柏委員のご意見も参考にいただきたいと思います。 

 

○多賀谷委員  これは、世界の水資源のフォーラムなどの関係でこういう報告をされると思うの

ですけれども、いわゆるバーチャルウォーターという概念は、基本的に水の絶対量が不足している

地域ということを想定して考えていると思うのです。客観的な水の価値ということ。ところが、日

本の場合においては、恐らく水というものは、比較的多雨地域でありますから、水は豊富にあるこ

とはある。そうすると、日本の場合には、水そのものはあるけれども、しかし、急峻な川であって、

それを農業用水とか飲料水として利用出来るように加工するためには、水路の整備などという点で

コストがかかっている。そちらの話とバーチャルウォーターの議論が、少しまだかみ合ってないよ

うな気がしますので、もし日本から議論するとき、水を利用可能にするためのコストの議論を提起



した方がいいのではないでしょうか。実質的にそこでこういう話、土地改良区のような話はそれに

繋がると思いますので、場合によるとそういう議論をされた方がいいなという気が致します。 

 

○三野委員長  ありがとうございます。それも十分検討していただくということで取り扱わせて

いただきます。 

 

○黒川臨時委員  中身のことではないのですけれども、国際的な内容のことを念頭に置きなが

ら、水のことを日本で、これは審議会の委員会の報告になっていて、通常の報告書になっておしま

いになってしまうのですけれども、出来たらこういうものを、ここの分だけ英語にしてホームペー

ジに載せて、世界中の人に見てもらうとか、何というか、外国と日本とはこんなふうに違うという

ことを、こういう時期に認識していただいたらどうでしょうか。資料の方までやっていただくとい

うのはすごく大変かも知れないのですけれども、資料の方こそ本当はいいのかも知れなくて、それ

も、お金がかからないで誰もが見れるように、ホームページのように、色が付いている状態でみん

なが見れるようになるようなことを率先してやってもいいのではないか。お金のかかることで、こ

んな時期にそんなことを言っていいかどうか分からないですけれども、絶好のチャンスで、フォー

ラムに来られる方は認識されると思うのです。そういうところまで行かないと意味がないと思いま

した。考えてみていただければありがたいです。 

 

○林田事業計画課長  今の多賀谷先生、黒川先生のご意見、本当にありがたいと思います。私ど

もが申し上げたいことをご指摘いただきましたし、また、今ご提案いただきました英文にすべきだ

ということにつきましても、私ども、これをまさにやりたいと考えておりまして、今日のご報告を、

いただきました意見を基に若干の修正を致しまして、これを英文に致します。それだけでは、滋賀、

京都、大阪に集まる方々になかなか読んでいただけないかも知れないので、これを英文と共に、こ

れまで出しました資料の中からエッセンスを抜き出しまして、図、表をつけ、また、分かり易い平

易な言葉でグラフィックなパンフレットに致しまして、３月までに作り上げて配布したい。その中

に、もちろんホームページにも掲載致しますけれども、パンフレットの中には、ホームページのア

ドレスを書き込んで会場に発信していきたいと考えております。 

 

○三野委員長  黒川委員のご指摘は、ただ単にフォーラムだけではなく、もう少しいろんな機会

があってもいいのではないかということも含まれているかと思います。その辺もまた、よろしくご

配慮いただきたい。 

 

○村田専門委員  黒川さんの意見に大賛成です。少しお聞きしたいのは、土地改良区はどういう

ものだというふうに英語で説明するのかということです。つまり土地改良区をもっと売り込む、一

番最後にありますけれども、世界の農業者相互の連携を支援していく中で、モデルとして売り込む

というのは大切だと思うのですけれども、恐らく海外には土地改良区というものはないでしょうか

ら、分かり易いように英語で説明したらいいのではないか、また、する必要があるかなと思います。

我々、日本人は、いきなり土地改良区と出てきても、ある程度分かる人はいるでしょうけれども、

特に海外では、これはどういうもので、どういう性格のものかというのは分かり難いのだろうと思

うのです。ですから、農業関係の公共事業をやる主体ではあるのだけれども、ＮＰＯ的な役割も果



たしているのだというような説明をされたらいいのではないかと思います。 

 

○三野委員長  ありがとうございます。その点、十分配慮いただきたいと思います。 

 

○小幡専門委員  フォーラムで使うということで、ある意味では外向きなものですから、言わば

この土地改良区というものを、いいものですよという形で宣伝していくというのも、内向きにはい

ろいろ課題はあるとは思いますが、それはそれで、外向きにはこのフォーラムではよろしいかと思

います。強いて言うならば、土地改良区が従来のいわゆる古典的な公共事業的な水路の整備とか、

そういうものだけではなくて、有効な水循環であるとか、そういうこともしているということを、

参考資料から読み取れるようなものが、資料の中に何か出てますか。そういうのがあれば、よりい

いのかなという感じがしました。 

 

○三野委員長  具体的な箇所ございますか。 

 

○林田事業計画課長  確かにご指摘のとおり、文章の重みに比べまして、土地改良区を紹介する

資料が少ないかも知れません。参考資料―１と書いた横の資料がございます。これの 64 ページの

ところに「維持管理と地域の連携」ということで、土地改良区が農業水利施設の管理費の大宗を負

担しておりますというように、地方公共団体というよりも土地改良区自らが 70％もの負担している

とか、維持管理費の増加の要因としては、廃棄物の処理とか、安全施設はこういうのがあるとか、

こういったような形を入れております。確かにもう少しパンフレットにするときは、土地改良区を

アピールするわけですので、もう少し資料を付け加えたいというように思います。ありがとうござ

いました。 

 

○生源寺委員  今の点にも多少関係するのですけれども、土地改良区の活動というものがなかな

か見えにくいということがあるのですけれども、私、以前、土地改良区だけではないのですけれど

も、かんがい期の配水管理の日誌の再現と言いますか、それの解説のようなことをしたことがあり

まして、土地改良区でも典型的な年間の仕事の日誌的なものをどこかで入手して、皆さん方はもう

十分承知のことだと思いますけれども、それを分かり易く提示するということが案外効果的かな

と、少し思いつきみたいな話ですけれども。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。土地改良区のアピールについて、もう少し大きくアピ

ールしては、というご意見がかなりありました。その辺を十分考慮させていただきたいと思います

が、その他ございますか。―― 

それでは、最終的なとりまとめ案、「世界の水資源とわが国の農業用水」に関しまして、本日た

くさんご意見をいただきました。そのご意見を踏まえた上で、その修正につきましては私にご一任

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。―― 

それでは、本日のご意見を十分踏まえながら、事務局と相談しながら修正をさせていただきまし

て、最終報告書を作成させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

それでは、続きまして、次の議題であります「農業農村整備事業の事業評価について」事務局か

ら説明をお願い致します。 



○林田事業計画課長  それでは、次の課題について説明させていただきます。資料４―１と書い

た資料がございます。３枚紙でございますが、これによりまして、検討の趣旨と検討事項等の概要

について、まずご説明させていただきたいと思います。 

「検討の趣旨」でございますけれども、近年、公共事業につきましては、適切に事業評価をすべ

きだという声が高まっております。例えば、平成 14 年６月に閣議決定されました「骨太の方針 2002」

の中でも、公共事業の効率化のため、更に厳格な事業評価を行うことが必要だと明示しております。

また、昨年 10 月になりますけれども、地方分権改革推進会議がとりまとめた意見の中でも、費用

対効果分析の一層の高度化及び再評価、事後評価における費用対効果分析の実施について、平成 15

年度以降、段階的な試行に着手することとの提言もいただいているところであります。 

また、本年度、平成 14 年４月には、いわゆる政策評価法が施行されました。この中で、それぞ

れの行政機関はその所掌に係る事業の実施に際しまして、事前評価及び事後評価を行うこととなっ

ております。 

なお、下の欄外に簡単に整理しておりますけれども、この政策評価法でいう事後評価と言います

のは、私どもがこれまで使っております、また、この資料の中でも使っております再評価と事後評

価、言い換えますと事業の期中に行う評価と事業の完了後に行う評価を合わせた言葉として事後評

価というものが使われておりますけれども、私どものこの資料の中では、期中に行う評価と事業完

了後に行う評価については、分けて使用させていただいております。 

(3)のところで農業農村整備事業について書いておりますけれども、更なる事業の効率性・透明

性の向上を図るため、事業評価手法の一層の充実を目指して検討を行うこととしたいということで

あります。 

その概要であります。２枚目でございますけれども、２．のところで「検討事項の概要」が２つ

あります。これはご審議いただく事項でございます。 

１つ目は、農業農村整備事業の総合的な事業評価手法ということで、事業による効果ですとか環

境評価項目として体系化して、現段階では貨幣化が困難な効果を含めた項目ごとの評価点と項目間

の重みによって事業を総合的に評価する手法について検討を行いたいということでございます。後

程説明致します。なお、この手法と言いますのは、従来から事業計画の策定過程において算定して

きた投資効率、いわゆる費用便益比の算定手法に変更を加えるつもりはございません。現段階では、

投資効率算定の際に反映出来ない効果についても定量的に把握して、評価対象に組み込むことが期

待されているということでございます。 

２つ目の課題と致しまして、再評価、期中の評価です。それと事後評価における費用対効果分析

の検討ということで、国の直轄事業において、事業採択後原則として５年ごとに実施している再評

価と、事業が完了してから５年後に実施している事後評価に際しまして、従来は、費用対効果分析

の基礎となる要因の変化を評価していきましたけれども、一層の向上を図るために評価時点の特性

を踏まえた費用対効果分析の検討を行いたい。後程ご説明致します。 

この進め方でございますけれども、「全般的な方針」と致しましては、評価法の中で「学識経験

を有する皆様方の知見の活用を図ること」とされておりまして、この企画小委で事業評価を含む政

策評価に関しまして、費用対効果分析等の事業評価の手法につきまして、本日お諮りするごとくご

審議をいただきたいと思っております。 

「段階的な施行と知見の蓄積」ということでございます。政策評価に関する基本方針が閣議決定

されておりますけれども、このことを踏まえまして、平成 15 年度以降、可能なものから段階的な



試行に着手致したい。徐々に知見を蓄積して、課題の整理・解決又は手法の適否の検証等を行って

いくこととしたい、ということでございます。また、この委員会におきましても、随時、検討事項

を追加させていただきまして、拡充させていただきたいと考えているところでございます。 

当面のスケジュールを次のページに付けておりますけれども、今回、今日ご説明を致しまして、

年度は変わりますけれども、夏頃までには評価手法の案を整理致しまして、再評価、事後評価につ

いては、分析の方法の（案）について整理させていただきましてお諮りしたい。その結果を踏まえ

まして、８月を目途に事例を幾つか選びまして試行してみたいと考えております。その結果につき

ましては、秋頃にはご報告させていただき、また課題を発見致しまして、ご相談申し上げたいと考

えております。 

４番目の事項で、報告事項でございます。これは、今日ご審議いただくというよりもご報告させ

ていただく事項として、２点書いております。１つ目が、補助事業を対象とした再評価と事後評価

でございます。従来は、補助事業における再評価と事後評価に関しては、国はこのように行うので、

自治体の方でも自主的に見習って実施して欲しいというアプローチをしてまいりましたけれども、

政策評価法が施行されまして、国は補助金を交付するという立場から評価をするということになり

ました。その概要につきましてご報告を致します。もう既に実施を始めております。 

最後が、土地改良事業の経済効果の測定に使用する係数でございます。いわゆるＢ／Ｃの部分に

ついて、投資効率の算定について、社会的割引率が入っております。いわゆるシャドープライス、

現在価格に換算する意味での社会的な割引率を使用しておりますけれども、土地改良事業について

みますと、従来ずっと 5.5％という数字を使ってまいりました。しかしながら、公共事業の実施に

関する連絡会議等の申し合わせでは、これまで評価を行ってこなかった省庁等が新たに効果を算定

する際に、４％という数字に統一しようという申し合わせがあります。これは、12 年 10 月の企画

部会でご説明し、ご了解を得ていた事項でございますが、関係省庁との協議を経まして、いよいよ

実施に移したいということでございます。後程資料に基づいてご説明致します。 

以上が概要でございます。 

続きまして、資料４―２の最初の項目であります総合的な評価手法について、ご説明させていた

だきたいと思います。 

２枚めくっていただいて１ページ目、「農業農村整備事業における総合的な評価の目的」という

ことでございます。実は、農業農村整備事業における総合的な評価手法に関しましては、一昨年度

末、13 年３月ですが、本企画委員会においてご審議いただいた経緯がございます。その時点では、

手法の使用目的が、経済的な効率性の評価であるのか、または総合的な評価であるのか、不明確で

ありました。今後は、経済的効率性を含む複数の観点を総合的に評価する手法として活用すること

で、評価の客観性を一層高めていくことを目指しまして、総合的な評価手法の検討を進めることと

致したいということでございます。 

12 年度末の検討の際の問題点が下に書いてございますけれども、これは、貨幣化が出来ないも

のと貨幣化が可能なものを階層的分析法、いわゆるＡＨＰという手法によって重み付けを行って、

費用で割りまして、今迄行ってきた投資効率と同じようにＢ／Ｃの中に組み込んでいこうというこ

とをお諮りしたわけです。委員の中から、このようなところまで踏み込むについては、時期尚早で

はないかというようなご意見をいただきまして、２年間検討を続けてまいったわけでございます。

そこで、目的の確認でございますけれども、総合的な評価手法は投資効率の算定に替わる事業の

経済的効率性を評価する手法としてではなく、経済的効率性を含む複数の観点を総合的に評価する



手法として活用したい。評価の客観性を一層高めるということを目指して導入を検討させていただ

きたいということでございます。 

次のページに参考として付けておりますのが、国土交通省が昨年８月、公共事業評価システム研

究会から報告を得て、それを踏まえて今年度から試行に入りたいと公表している資料の概要であり

ます。国土交通省の方では、左側の①評価項目の体系化、その下に小さい図が付いております。大

項目、中項目、小項目と書いてありますが、この中で、例えば一番上の大項目の事業効率という項

目がある。２つ目は波及的影響、３番目が実施環境、というように分けまして、一番上の事業効率

の中では経済性と採算性の２つに分ける。小項目では費用便益分析による評価ということで、大項

目の中に費用便益分析も含めて、新たに、例えばこれが費用便益分析によって 1.5 の経済効果があ

るといったことを中項目の経済性の中で点数化する。１点～５点までの中の３、２、１といったよ

うなことを評点化し、その他の波及的影響ですとか実施環境といったような項目についてもそれぞ

れ点数化致しまして、それを足し上げて全体としてこの事業は何点ぐらいの価値があるといったよ

うな整理をするということであります。従いまして、経済性についての効果は別途行うのですが、

それも含めた点数化を図っていきたいというアプローチ、あくまでも手法を考えているということ

です。 

次の３ページでございますけれども、進め方でありますけれども、「検討の背景と進め方」につ

きましては、既に今申しましたようなことと重複するところもございますけれども、箱の中に書い

ていますように、私どもとしては初めから高度かつ厳格な手法の適用を行うよりも、徐々に知見を

蓄積して手法の高度化を図っていきたいと考えています。このために、総合的な評価手法について

も、平成 15 年度以降段階的に試行を行いまして、結果を踏まえて課題を出し、解決の手法を考え、

手法を一般的に適用することの可否等を含めまして検討していきたいと考えているところでござ

います。 

(2)でございますけれども「検討の進め方」、これは先程申しました。平成 15 年８月を目途とし

て数事例を試行として試みるということを当面の目標としたいと考えております。更に、幾つかの

整理、試行も重ねまして、時間をかけて手法の向上を図ってまいりたいと考えているところでござ

います。 

具体的には、表に記述していますが、７月頃に手法についてお諮りし、８月を目途に 16 年度の

かん排等の新規地区の中から１～２地区を選びまして試行してみたいと思います。そして秋以降に

もう一度、結果についてお諮りしたいと考えております。 

４ページ目でございますが、「評価項目の体系の設定」であります。国土交通省の例を先程ご説

明しましたが、私どもは若干違うアプローチを考えておりますけれども、簡単に申しますと、評価

項目を必須事項と評点化事項ということで大別したいと考えております。土地改良事業につきまし

ては、事業発足以来、土地改良法の中で事業として満たすべき要件が決められております。それら

につきましては必須事項ということで、満たすか満たさないかということでチェックして、その中

に当然のことながらＢ／Ｃも含まれまして、費用対効果が 1.0 を超すのかどうかといったことにつ

いては、これまで通り判断していきたいということでございます。 

その他、効率性の観点から行う評価としては、必須事項において投資効率が 1.0 以上であること

を検証して、次に評点化事項において投資効率自体の大きさを評点化しまして、総合的な評価値の

算定に反映するという形で取り込んでいきたいと考えております。 

(2)のところでございますけれども、観点との関連性というもの、これは政策評価法から流れて



くる５つの観点なのですけれども、必要性の観点、これについては必須事項の評価項目として事業

の必要性を検証することを考えています。 

効率性の観点からは、１つには必須事項の項目として 1.0 であることをまず検証。それから評点

化事項の項目としては、投資効率の値を評点化、例えば 1.2 であれば３とか、1.5 であれば５、1.01

であれば１、そういったような評点化をして、総合的な評価値の算定に反映するということを考え

ております。 

有効性の観点ということでありますが、これは評点化事項の方に入れまして、事業で達成する目

標に関する項目を評点化致しまして、総合的な評価値に反映させることを考えています。 

公平性の観点ということでは、一つは、上の方の必須事項の中の一つとして、農家負担の可能性

については、公平性の観点に当たるのではないかと考えております。評点化事項の評価項目として

は、例えば地域間格差に係る項目を評点化して、総合的な評価値に反映させることを考えています。

優先性の観点では、必須事項を全て満たしているかどうかということを以って優先性が判断され

るというのが一つ。もう一つは、評価点全体、全部を加重平均して何点ということ、それを以って

優先性の観点という形で、評価法で求められている５つの観点については全て満たすということを

考えております。 

次にＡ３の絵をお開きいただきますと、大きく必須事項と評点化事項に分けて考えるということ

です。上の必須事項の方は、これまでと変わらず土地改良法の要件でありますから、事業の必要性、

技術的可能性、効率性、農家負担の可能性が十分あること、環境との調和、その他、これは土地改

良法の要件ではございませんけれども、事業の採択要件を満たすということがあります。これが必

須事項として考えていくということです。 

評点化する事項としては、費用便益比、上で 1.0 を満たしていることは確認しておりますが、そ

れをこちらの方では評点化ということで組み込んではどうかと考えているわけです。それと事業で

構成している目標に関する事項、いわゆる有効性ということにつきましては大項目として考える。

もう一つの大項目は、事業の実施体制等に関する事項ということで考えております。それを中項目

に分けたいと思っております。これが、次のページにご説明致したいと思いますが、食料農業農村

基本法の理念に基づいて考えていくということでございます。 

６ページでございますけれども、今、絵にあったイメージを説明しておりますけれども、本日お

諮りしたいのは、中項目の設定迄でございまして、大項目のうち事業で達成する目標に関する事項

の下には、食料・農業・農村基本法の体系に基づいて中項目を設定していきたい。その下に、更に

小項目ですとか、指標を設定致しますけれども、これについては、次回の企画小委までに整理して

お諮りしたいと考えているのであります。 

中項目の設定でありますけれども、食料・農業・農村基本法の体系に基づいてということで、食

料の安定供給の確保という観点、多面的機能の発揮という観点、農業の持続的な発展という観点、

農村の振興、以上申しました４つの観点の中項目で整理していきたいということであります。 

以下の小項目ですとか、評価指標の設定につきましては、次回迄に再度整理したいと思っており

ますけれども、例を考えておりまして、それを７ページにお示ししております。 

これはイメージということになっておりますけれども、小項目と評価指標についてはイメージと

いうことで今回はご紹介をしております。例えば、食料の安定供給の確保という観点で見ますと、

小項目は需要に応じた農作物の供給ですとか、国内生産力の維持向上ということで、評価指標とし

ましては、麦・大豆等の増加生産量であります。今、土地改良事業の経済効果の算定の中では、主



に農家経済に着目しておりますので、純益だけで計算しております。例えば大豆を作っても純益が

上がらないという場合は、その経済効果はゼロになっているわけです。それにつきまして、ここで

は、食料を供給するという観点では量の観点で効果があるのだということで、そういうものを見込

んでいくということをイメージしております。 

多面的機能の発揮でいうと、国土の保全・水源のかん養、自然環境の保全・良好な環境の形成と

いったような項目、それの更に細分化した項目として、土砂崩壊流出防止、地盤沈下軽減といった

ような項目を考えまして、それぞれ定量化出来るものについては定量化して評価して、点数化して

いくということを考えたいと思っております。なお、自然環境の保全ですとか、良好な環境の形成

の部分については、今のところ、例えば生物多様性についてどう評価するかということについては、

生物多様性とか生態系保全に対する配慮措置がなされているか、いないかといったような、イエス

かノーかといったような、どちらかというと定性的な観点での評価になるかと考えております。も

う少し考えますけれども、今のところ、そういう定性的なものもあるということであります。 

以下、農業の持続的な発展、農村の振興といったようなことについても、例えば農村の振興で、

地域経済の活性化といったような定量的な指標が求められるかということについて、ここでは農業

粗生産額の増加額を再度上げておりますけれども、このような指標を考えて、これによって活性化

の度合いを点数化して、それぞれ重み付けをして評価していきたいということであります。 

８ページに「評価点の設定イメージ」を書いております。具体的には１点～５点、５段階の評点

制を考えていきたいと思っております。参考に例をつけております。これはあくまでもイメージで

すので、中身については根拠はございませんけれども、例えば大豆の増加生産量について指標を設

定した場合、増加量がヘクタール当たり０～0.5 トンまでであれば１点としよう、２トン以上であ

れば５点としよう、こういったようなイメージであります。こういう量ではなくて、あるかないか

という観点、これも量ではありますが、保健休養の評価点についていうと、ダム湖ですとか貯水池

が保養休養施設として利用できるかどうかということを考えて、１ヵ所あれば３点、２ヵ所以上あ

れば５点、こういったような評点になるものもあるであろうと考えているところであります。 

９ページには、およそ定量化が困難なものについても、効果が発現する、発現しないということ

で考えていきたいということを書いています。 

参考として、国土交通省の公表資料の中のものを書いていますが、これは公園の利用者の疲労軽

減という評価点でありますけれども、基準については、ベンチが 30 基以上あるか、休養所が２ヵ

所以上あるか、舗装が土か、木か、ゴムかといったような３つを満たせば５点、２つだけ満たせば

４点、こういったようなことを試行しようとされているようであります。 

最後の６ページの「総括表のイメージ」というのは、今申しましたようなことを地区ごとに採択

する際に、これまで担当者がイメージで、経済効果についてはもちろん数字で行っておりますけれ

ども、評価、採択の順位を考えるとき等に評価者の思考の中で考えられていたものを、出来るだけ

表へ出して明らかにして、数字で表していこうというのが今回の試みですので、恐らくこのような

表を作りまして、重み付け、評価点、評価結果という形にしていって、全体として何点といったよ

うなことが出来るようにしてまいりたいというイメージの資料でございます。 

時間も限られておりまして、説明が不十分かも知れませんけれども、以上で終わりたいと思いま

す。 

 

○宮元水利整備課長  引き続きまして、「国営土地改良事業等の再評価及び事後評価における費



用対効果分析の検討について」ご説明させていただきます。 

１ページ、表紙をめくっていただきます。「政策評価法における再評価（期中の評価）及び事後

評価（完了後の評価）の位置付け」でございます。左の表がございますけれども、政策評価法では、

政策決定前に事業費 10 億円以上の個々の公共事業と研究開発課題について、評価の対象にする。

政策決定後には、主要な政策について３～５年に一度評価する。②は、未了の事業について、政策

決定後５年目に未着手、または 10 年目に未了である場合に限って評価するというようになってご

ざいます。その政策評価法に基づきまして、農林水産省では、政策評価の基本計画を策定しており

まして、一歩踏み込みまして、全ての個々の公共事業について実施するということ、政策決定後に

は全ての主要な政策について毎年評価する。未了の公共事業について、５年ごとに評価をし、加え

て完了後概ね５年後に評価することになってございます。 

それを表に表わしますと、右の表の農水省の事業評価の流れになります。事業実施する前に評価

をする事前評価、この中には費用対効果分析が入ってございますけれども、その事前評価を行い、

事業採択・着工してからは５年ごとに再評価を行う。それで計画の見直しが必要な場合は計画変更

を行う、あるいは事業の中止を行う。計画に沿って継続する妥当性がある場合は事業を継続、事業

を完了していくという道のりになってございます。その後、事業完了後の評価ということでござい

ますけれども、これは農水省独自の評価ということになろうと思いますけれども、事業完了後約５

年を経過しました後、事業効果を実施し、それにつきましては、より一層の効果発現を図るための

フォローアップ、あるいはフィードバックに活用する。好事例として他地区への紹介、そういった

形の事前評価、再評価、事後評価といった評価の流れになってございます。 

次のページをお願いします。先程お話ししましたように、再評価の目的といいますのは、対象事

業について事業の継続等の方針を決定する。計画を見直す、あるいは事業を継続するといった方針

を決定するものということ。それから事後評価の目的につきましては、対象事業等について必要な

措置を講ずる。フォローアップを行う、あるいは事業のあり方の検討を行う。フィードバック、事

業評価手法の改善を行う、そういったことを目的にしておりまして、それぞれの評価結果の公表を

通じまして、国民に事業の透明性・事業に対する責任を確保するといった性質のものでございます。

次のページをお願いします。そういった基本計画に基づきまして、現在、国営土地改良事業の再

評価を行っております。国営の土地改良事業につきましては、平成 10 年度から対象事業を採択し

た年度、対象事業の再評価を行った年度から起算して５年ごとに当該事業を取り巻く諸情勢の変化

を踏まえた事業の再評価を行っているところでございます。下の左の＜再評価の概要＞という欄が

ありますけれども、地方農政局の事業管理委員会というところで実施しておりまして、基礎資料の

作成、事業の進捗の状況、あるいは費用対効果分析の基礎となる要因の変化等の資料の作成を行い

まして、第三者委員会へ再評価結果を諮問するといった形での評価の手法を行っております。 

右の表でございますけれども、事業種別の再評価の実施地区数の推移でございますけれども、平

成 14 年では 30 地区、平成 15 年には 28 地区になってございます。 

下の再評価の結果でございますけれども、平成 14 年には再評価の実施を 30 地区で行いまして、

そのうち７地区について事業の見直しを行ったということでございます。 

次のページをお願いします。先程も事業計画課長からお話がございましたけれども、国営の土地

改良事業の再評価における費用対効果分析に係る動きでございます。平成 13 年５月の「公共事業

の実施に関する連絡会議」での申し合わせ、あるいは平成 14 年 10 月の地方分権改革推進会議の「事

務・事業の在り方に関する意見」におきまして、費用対効果分析を適用することとして、15 年度以



降、段階的な試行に着手するといった旨の意見が提出されております。 

次のページをお願いしたいと思います。そういった意見等を背景と致しまして、費用対効果分析

の検討でございますけれども、費用対効果分析は、事前評価における重要な評価項目の一つである

といったことで、再評価においても、諸情勢の変化を踏まえた費用対効果への影響は、現行計画の

妥当性の確認、あるいはこれを踏まえました事業計画の見直しの必要性に係る一つの判断基準とい

ったことで、より正確な把握が望ましい。再評価に使うときも、より正確な把握が望ましいという

ことでございます。 

しかしながら、事前評価と同様の精度で費用対効果を行いますには、営農に必要な労働時間、あ

るいは農家の経営に関する事項の把握といったことに多大な時間とコストを要するということで、

通常、これは国営事業の計画変更を行うときに費用対効果分析をやっておりますけれども、通常、

平均で２年、あるいは数千万といったコストがかかるというようなことでございます。 

そういったことも踏まえまして、再評価時点での費用対効果の分析におきましては、事前評価に

代わる再評価の目的に応じた適切な評価手法の検討を行っていく必要があるのではないかという

ような認識でおります。 

次のページをお願いしたいと思います。そういったことを踏まえまして、再評価における費用対

効果分析につきましては、目的に沿った精度を確保しつつ時間とコストの軽減を図っていくことが

必要だ。そういうことで、事前評価における費用対効果の基本手法は基本として、これを再評価に

使うときには簡便化した方法を検討していかなければならないということで、今回、検討内容につ

いてお諮りしたいということでございます。 

主要な検討事項でございますけれども、費用対効果分析の基礎となります要因の変化、将来の営

農計画でありますとか、あるいは地域の農業振興計画、農産物価格等の変化が軽微なときには、膨

大なデータ収集を省略して、簡便な方法が採用出来ないか、あるいは受益面積の変動等にも大きな

変更のない場合は、また簡便な方法がないだろうかといったこと。 

再評価時点での事業費の算定でございますけれども、通常行っております改訂後総事業費が、注

１にございます。再評価実施年度の改訂後総事業費において、既投資分については支出済換算係数

を考慮した総事業費、そういった総事業費を適用するといったことで簡便な形での費用対効果分析

が実施出来ないか。 

それに加えまして、農業外効果の取り扱いでございますけれども、当初、農業外効果を見込んで

いなかった場合についても、新たに積み上げで当該効果を見込むことが出来ないか、そういった３

点につきまして、簡便化の方向で検討してまいりたいと考えてございます。 

右側の表は、営農経費節減効果といったことで、それを出すときに非常に詳細なデータ収集、デ

ータ分析が必要だという事例でございます。再評価については以上でございます。 

 

○畑福地域計画官  続きまして、事後評価の実施状況等についてご説明したいと思います。 

資料８ページをご覧いただきたいと思います。先程申し上げましたような目的をもちまして、国

営事業等の完了地区、概ね５年経過した地区を対象と致しまして事後評価を実施しているところで

ございます。今までの実施地区数につきましては、左の表に書いてございますように、13 年、14

年、それぞれ 20 地区程度、40 地区を今まで実施しております。15 年につきましては 19 地区を評

価する予定にしてございます。 

内容につきましては、その下の表に書いてございますように、実施主体は、再評価と同じように



地方農政局が行ってございまして、評価の内容につきましては、①～⑥に書いているような内容に

ついて評価を行っているところでございます。その他の手続等につきましては、先程ご説明致しま

した再評価と同じような手続に基づきまして実施しているという状況にございます。 

９ページをご覧下さい。そういう中で、先程説明しました地方分権改革推進会議等のご指摘、そ

れに加えまして、地方農政局で行ってございます第三者委員会の方からも意見をいただいてござい

ます。事業効果の把握については、費用対効果分析の検討や定量的な把握による、より分かり易い

ような評価に努める必要があるのではないかというようなご意見をいただいておりまして、そうい

うことを踏まえまして、次のページでございますけれども、事後評価におきましても、費用対効果

分析の検討を進めていこうということにしてございます。費用対効果の分析に当たりましては、基

本的には事前評価と同じ手法を用いるわけでございますけれども、事後評価時点におきまして、事

前とはかなり違った条件等、事前に評価出来なかったような効果が出てくるなど、そういう条件が

異なってきておりますので、そういうものを加味しながら適正な評価が出来るような方法がないだ

ろうかということで、次の３点につきまして、今後検討を進めたいと思ってございます。 

まず１点目は、事前評価手法の事後評価での適用の可否ということで、これは、イメージ的に、

11 ページの右側の上の概念図をご覧いただきたいと思います。事業完了後５年というところ、点線

のところで評価をするわけでございますけれども、地区におきましては、関連事業がまだ実施中の

地区等で、まだ終わってない地区、例えば基幹施設は終わったけれども、末端まではまだ水が届い

ていないというような地区もございますし、また、事業実施致しまして、土づくり等が途中で、ま

だ営農が安定化していない、収量がまだ安定していないというような地区もございます。そういう

地区での評価の仕方をどういうふうに考えたらいいのかということで、その点についての検討を行

いたいというのが１点目でございます。 

(1)の②でございますが、これは先程申し上げましたように、簡便な手法を出来るだけ取る方法

がないだろうかという検討を進めたいと考えてございます。 

(2)でございますが、これはかなり難しい課題でございますけれども、事業以外の他動的要因を

考慮した算定手法、具体的には農産物価格の変動等はいろんな要因で変動しているわけでございま

すけれども、そういう変動要因を出来るだけ緩和した形での算定手法の確立が出来ないだろうかと

いうようなことで考えてございまして、その辺の手法についても検討を進めてまいりたいと思って

ございます。 

３点目でございますけれども、これにつきましては、事前に想定出来なかったような効果発現が

それぞれの地区で出てまいっております。例えば、資料の 12 ページをご覧いただきたいのですが、

農産物の生産量が増加することによりまして、例えば選果場だとかトマトジュース工場等の従業員

が増加することによりまして、地域の就業機会が創出されたとか、直売所が地域に多く設置された

とか、道路が出来ることによりまして、その周辺の観光が非常に集客数が多くなったとか、そうい

う効果が過去の評価地区で事例として出ております。従いまして、この辺のところが定量化が可能

であれば、そういうものについての定量化手法について検討致しまして、一つの効果として取り入

れることの妥当性とか汎用性ということについて、検討を進めたいと思っております。これにつき

ましては、農産物が増産されることによりまして、新たな地域の経済活動が活発になるような誘発

効果というようなものを、この中で見込んでいきたいと思っております。 

②につきましては、同じような波及効果になるわけでございますけれども、農産物が増産するこ

とによりまして、農業以外の他産業への波及効果、これにつきましても、産業連関表等を用いまし



て、効果として適正に評価する方法がないだろうかというようなことの検討を進めてまいりたいと

思っております。 

このような検討を進めまして、これに基づきまして試行的な試みを致しまして、出来るものから

修正を加えながら適時評価手法を確立してまいるというようなことで、この次の委員会でのご審議

をいただきながら進めていきたいと考えてございます。以上でございます。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。 

それでは、本議題につきまして、ご自由にご発言いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。大変膨大な資料を一気に説明いただいたものですから……。 

 

○村田専門委員  まず最初に、評価体系の話ですが、国土交通省と違って農水省の場合、土地改

良法ということもあって、必須事項と評価点事項と分けるというのは、なるほどなと思います。必

須事項というのは、全部満たさないところは事業として採択すべきでないのでしょうから、まさに

必須なのでしょうけれども、評価点事項というのは、点数が高いか低いかということなので、低く

ても採択されることはあるのでしょう。参考にいただいている５ページの横長の資料ですけれど

も、必須事項が上にあって、下に評価点がありますけれども、こうじゃなくて、例えば必須事項が

左側にあって、それの必要性とか効率性とか公平性とか何項目かありますが、それの中項目として

評価点事項が出てくるというようなものの考え方は出来ないのでしょうか。例えば環境との調和と

いうところに配慮しているということは、必須事項なのだけれども、どういうふうに調和している

のかというのは、評価点事項の中にも幾つかあるので、左側に必須事項があって、右側に評価点事

項があるというふうにした方がいいと思います。 

 

○三野委員長  単なる効率性だけの評価事項ではなくて、もう少し総合的に繋がりが出来ないか

という……。 

 

○村田専門委員  例えば、事業の効率性ですが、１以上でないというのは必須事項なわけですね。

一方、評価点事項で費用便益性を評価して、それが何点なのか、中項目、小項目で検討するわけで

す。１以上であれば、もちろん採択していいのでしょうけれども、評価点事項の点数で必須性の度

合いというか優先度を位置付ける趣旨なんです。 

 

○林田事業計画課長  村田委員のご提案されている内容についてはよく分かります。ただ、今、

少し考えているのですが、この場でご返事も出来難いですけれども、評点化事項については、全て

をウエート付けを致しまして、それぞれのパーセンテージに分けて計算して出していくのですけれ

ども、出来る部分と出来ない部分があるなというのを感じております。従って、私どももいろいろ

考えて、今日のご提案までもってきておるのですけれども、一つには、土地改良法の要件であると

ころの要件５つ、それと採択要件６つにしておりますけれども、これについては、これまで法に基

づいて満たしているかどうかということをきちんと確認していく。そして、その他について、もう

一回評価する。すなわち村田委員もご指摘のとおり、大項目、下の評点化事項の中身についても、

上で上がっている必須事項の中身があるのです。明らかにパーツとしては重複しているのですが、

それを再度評価していく、点数化していくという試みなので、村田委員ご指摘のようなことに出来



るかどうか、少し検討させていただきたい。今の時点では、少し困難かなという感じを持っており

ます。 

 

○三野委員長  必須事項は必要条件で、その中を満たしたものに順位を付けるというような評点

化というのは、村田委員のご指摘のようなことはすべて含まれるのですけれども、全部が評点化出

来るかということなのでしょうか、その辺は、また事務局で少しご検討いただきたいと思います。

 

○多賀谷専門委員  同じ必須事項の話ですけれども、必須事項の場合には、そこで、１か０かで、

一応Ｂ／Ｃで１以上いかないとやらないということになると思うのですけれども、その話は、恐ら

く新規に土地改良事業を行う場合の伝統的な方式です。恐らくこれから土地改良事業の中で、かな

りの程度、既存の土地改良施設の維持管理の事業が出てくると思います。維持管理の時に必須事項

という概念がうまく当てはまるのかなと。つまり必須事項で１にならないとやらないわけですけれ

ども、恐らく維持管理施設に関わるような既存の土地改良施設は、放っておくとだんだん劣化して

いくわけです。そうすると、１に上がらないから、放っておけばだんだんそこは老朽化していく、

そういう要素をどう織り込むのかなというのが分からないのです。 

 

○三野委員長  いわゆる維持事業の評価についてですか。 

 

○林田事業計画課長  今のご指摘の点については、今日ご紹介していない課題の中の一つとして

私ども認識しておりまして、これも検討を深めなければならないのですが、いわゆる更新事業の場

合がございます。これは、今、営農がなされていて、事業をかつて実施して、小麦がとれ、米がと

れている状況の中で、その水路が老朽化した。直さないと効果は維持できない。しかしながら、そ

れを直したからといって、そこで新たな増収があるわけではない。今の収益が維持出来るというこ

とになってまして、今の更新事業については、そこに見合う、今、更新する事業の事業費をもって

そこから表れてくる効果額というように簡便的にやっているということで、これについては引き続

き検討しなければならないというように考えております。生源寺委員、それでよろしいでしょうか。

 

○生源寺委員  今、説明のように、簡便法で、一種のトートロジーになっているわけですけれど

も、原則は、なかりせばこうなるに違いない、それと更新をした場合にこうなる、この差で効果の

額を評価するという、この原則に出来るだけ忠実に具体的な手法を組み立てる、こういうことだと

思います。非常に難しいことですけれども、原則になるべく忠実にすべきだと思います。 

 

○三野委員長  一応そういうことで検討を順次深めていくということになろうかと思います。 

 

○黒川臨時委員  考え方とかにクレームがあるわけでは全然ないのです。ただ、必須事項という

のと分けることに関してですけれども、ここのところの発想が、何か脱してないなという感じがす

るのですね。通常の会計検査院の言葉でいうと合規性ということになるのだと思うのですけれど

も、本当は、そのことではない目的、例えば今大きな政策の流れの中に、いのち、循環、共生とい

う言葉があるぐらい、一つの目的、それから評点化項目の方の中項目の中の食料の安定とか、多面

的とか、農業の持続的とか、農村振興とかというのは、とにかくすごく大きな目的なのですね。や



っていることというのは、農業生産のことだけではないですよ、ということがしきりに言われてき

て、多機能とかいろんなことを言ってきたのですけれども、この中でも、どこまで行っても農業生

産が絶対的であって、周りのことはどうでもいいという感覚でいると、永久に都会の人は農村のこ

とに関して援助しようという気持ちは起きないと思うのです。 

評価項目というのはもっと大きく、農業のその場所のことだけしているわけではないから、中項

目の中にあるような項目で、もっとずっと遠いところから見ている人にとっての価値みたいなもの

もどこかで入れなければいけないから、こういう評点制度をつくってきたわけですね。だけど、今

までの制度があるから、それは必須項目でちゃんとカウントしなければいけないという、そこから

二段構えになってきていて、それぞれやらなければいけないという気持ちはとてもよく分かってい

る。それが素直に形に表れているのですけれども、感覚として、下の方の重いやつが、もう少し上

の方に、本来の目的の中に、制度の解釈も変えながら、必須項目の重みのところに中のものが入っ

ていっていてもいいのではないかという気がします。。ここを思い切って変えて、評価項目まで変

えていることが中長期の政策体系ってどんなものなのかと考えたときのに合致しているのではな

いかと思うのです。 

あの絵を描いた時も盛んに議論していて、生産に関わるものがすごく近いところで重要な目標に

見えるようになっていたけれども、本当はその目的、抽象的な目的をもっと前にもってきた方がい

いのではないですかというのが、この会の議論だったと思うのです。評価の時も、やはりそういう

ことが出てきてしまう。意識しながら、こうやって中項目で、評点化事項というのを作っていて、

誰がどういうふうに評価するかすごく難しいですけれども、やってみないと、それが納得のいくも

のかどうかとか、やっぱり変だなと思うものかというのは、二、三個試しにやってみないと何とも

言いようがないのと、最終的な評価の項目というのは、もっと附帯的で間接的なものの方がずっと

大きく期待されているという認識を持っていいのではないかというのが私の認識なのです。 

道路も全く同じなのですけれども、道路をつくると時間距離でどれぐらい短縮して、それを金銭

的に合わせると幾らになって、その金額だけでも 1.5 を超えるとか、ほとんど国交省の道路なんて

そういうことになってしまうわけです。３であろうが 15 であろうがどうでもよくて、とにかく１

回目の予算がつくところをクリア出来てしまうというのが、これまでの効率性をベースにした事業

評価の問題点でもあったわけですね。だから、１がいいのか、３のものを選ぶのか、４のものを選

ぶのかというときに、横に比較をしなければ本当はいけないのに、経済効果だけだとそういうこと

が言えてしまったのですけれども、農林水産省のというか、特に農業農村関連のところの事業とい

うのは、すごく間接的な便益が大事なところだし、そういうものについて、一個一個の事業に評点

化事項というところで上手に点数が入ればいいのですけれども、大もとのところというか、必須と

いう中にもそういう項目があっていいのではないかという気がしますけどね。 

これが環境のことと調和しているかという言葉になっているのかも知れないのですけれども、そ

れだけなのかどうかということも、まさに安全な食料とか、本当に必要なときに時間に迅速に供給

地から需要地に行くかどうかとか、そういうようなところが、価格で、市場で評価されればいいの

かも知れないのですけれども、それを別の評価基準で評価してみるというのはあるかも知れないと

いう気が――何を言っているかよく分からないのですけれども、前からの議論がここにも少し出て

いて、思い切って踏み越えて、Ｂ／Ｃのことはずっと頭の中に入れておいていいと思うのですけれ

ども、それは、農業のこの事業の場合には、面整備の意味合いとか環境の問題をすごく大きく意識

しないと、生産の効果ということだけで表わそうというのは難しいのではないかという気がしま



す。 

 

○三野委員長  黒川先生のご意見として、これからも検討の背景にそういうことを考えて生かし

ていただきたいと思いますが、具体的な例を組み立ての中で、また先生のいろいろな今のお話を生

かしていければと思います。 

 

○生源寺委員  私自身は、必須事項と評点化事項で、評点化事項の中に必須事項の詳細の部分に

含まれるものがあるというようなこともあるかと思いますけれども、分けて考えるということ自体

はいいのかなという感じがしております。やや慎重に過ぎるのかも知れませんけれども。これは、

かなり検討されて、なかなか客観的な数値化の難しいものが入っているということだと思いますの

で、少なくとも足し合わせることはなかなか難しいということがあると思いますので、中身を少し

検討するということはもちろんでありますけれども、左右ではなく上下にあってもいいのかなとい

う感じは致します。 

十分な検討をしておりませんので、的外れのことを申し上げることがあるかも知れませんけれど

も、少し気付いた点についてお話し致したいと思います。１つは、5.5％から 4.0 に、ということ

で、これは、資源の配分の優先順位というような建前から言っても、揃えるという事でよろしいの

ではないかと思います。ただ、切り替えになりますので、感覚として少し知っておきたいという気

がございますので、これまでのものについて、5.5 を 4.0 に置き換えた場合、どのくらいになるの

か、大体 1.1 の周辺に分布しているケースが多いと思いますが、土地改良事業もかなり耐用年数の

長い事業ですので、かなりセンシティブにこの部分は効いてくる可能性があると思うのですが、事

業の種類別なりに大体どのくらいのスコアの変化が生じるかということを、少し試算などをしてい

ただいておいた方がいいかと思います。切り替えて後はそういうことは基本的にすべきではないと

思いますけれども、切り替えの時には、少しその点を考えておく必要があるかなと思います。 

横の比較といいますか、事業間の比較ということがかなり大事だろうと思うのです。どうしても

ある事業について、採択するかどうかというところの基準としてＢ／Ｃが使われるという性格があ

りますので、なかなか難しい問題があるのですけれども、もう一つ、同種の事業でどういうスコア

の分布になるかということをこれから蓄積をしていく必要があるのだろうと思うのです。更新事業

なら更新事業で、水利施設の更新事業で大体こんなものだというようなことを蓄積して、そうしま

すと、新規にそういう試算をした場合に、どのくらいに位置付くかということが一つの判断材料に

もなると思うのです。ですから、１を超えるかどうかということも非常に大事でありますけれども、

同時に、全体の中でどのくらいの位置にあるかということも、やはり思料していただければありが

たい、こう思っております。横に比較出来るためには、当然、客観的にまた同じ方法を適用してい

るということが大前提になるわけで、今でも当然マニュアル的なものがあって、それに従ってやっ

ておられると思いますけれども、例えば農外効果のカウントなどについてみますと、事業によって

かなり適用の仕方にばらつきがあるように思うのです。そういう意味では、非常に難しい点もある

ことを承知の上で申し上げているのですけれども、同じ方法で貫くということが非常に大事だと思

います。 

もう一つ、これは資料４―２の、今日はまだ例示というような話だったかと思いますけれども、

７ページ、私も細かなところの記憶がはっきりしないのですけれども、小項目のイメージというこ

とで出されているところで、少しお考えいただきたいのは、「多面的機能の発揮」のところに、さ



らに小項目として「自然環境の保全・良好な環境の形成」というところがございます。その下に大

きな中項目として「農業の持続的発展」というのがあるわけです。 

環境に対するよい影響関係とマイナスの負荷という面の両面を考えますと、どちらも大事なわけ

ですけれども、この整理は、「多面的機能の発揮」の部分の小項目の「自然環境の保全・良好な環

境の形成」に一応一緒に含められているような、こういう印象がございます。確か農業の持続的発

展の中の一つに、農業の自然循環機能云々というところが、法律上は含み込まれていたと思うので

す。ですから、農業の環境に対する負荷を軽減する、こういう観点は、むしろ農業の持続的発展の

ところに独立させて含めてはどうか。これは、土地改良法の改正によって環境保全への配慮という

ことが加わってきてもございますので、多面的機能というのはプラスの面でありますけれども、マ

イナスの部分を出来るだけ減らすという観点は、これも非常に大事だと思いますので、法律の構成

からいうと、農業の持続的発展の中に１つ小項目を立てるという辺りも、一つの方法としては考え

られるのではないかと思います。これは、次回以降の課題ということでありますけれども、少しそ

の点を考慮いただければありがたいと思います。 

あと１点だけ。事前評価と事後評価で、事後評価について簡便な方法で実施するということは、

これはこれで結構かと思いますけれども、ただ、考え方自体は、事前評価の基本的なプリンシプル

が事後評価にも貫かれるという必要があるかと思います。今日のご説明で少し気になったのは、例

えば農産物が出来ることによって、加工の雇用なりが生じる。それを地域の経済の活性化の効果と

いうような格好でみてはどうかという話だったのですけれども、恐らく事前評価ではそれはみない

ことになっていると思います。少なくとも振りかえという意味で、これはみないということになっ

てますので、事後評価でも、これをＢ／ＣのＢにカウントするというのは、雇用の状態にもよりま

すけれども、基本的にはこれはのせないというのが普通の立場だと思いますので、その意味では、

事前評価と事後評価、論理的に一貫したものとして整理しておく必要があるなという気が致しまし

た。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。これからも十分考えていきたいと、大分いろいろ重要

なポイントをご指摘いただいたようです。 

 

○海野専門委員  大体これまでのご発言と気持ちは変わらないと思うのですけれども、私は、総

合評価にしたということは非常にいいことだと思います。そもそも土地改良事業は、公共投資の側

面と言わば強制して地域の参加者を取り込むという側面と２つあります。これを両方くくって今の

必須事項、投資効率１ということでやっていたということ自体が、そもそも変な話だと私は思うの

です。そういう内部経済だけの投資効率が１以上であれば、本来、国や県が金を出す必要はないの

で、自動的に動いていくはずです。もちろんいろいろな、実際に動かないという面はありますけれ

ども。そういう面からすると、国が採択基準でこの投資効率を、内部経済が投資効率１をやってい

たというのは変な話で、むしろ農家に強制するという点からすれば、例えば、もし国が２分の１補

助、県が 25％補助であれば、投資効率は残りの 0.25 ありさえすれば強制したって構わないという

話でありますから、直ちに簡単にこれを直すわけにはいかないと思うのですが、むしろ評点化事項

などを中心に全体の公共投資としての面では大きな面からみていくということ、なかなか係数化出

来ない間、直ちにそれで従来の投資効率に変えるわけにいかないと思うのです。そういう格好で増

やしていくということは非常にいいことなのだろうと思います。 



その中で、私、むしろ中項目よりも小項目、更には、その下の話に入ってしまうかもしれません

が、環境の問題、今の生源寺委員の発言と共通することだと思うのですが、配慮措置があるかない

かという取り方ではなくて、プラスの面でこんなことがある、マイナスの面でこんなことがあると

いうものを書き出していくというようなことが必要ではないかと思います。そういう意味で、プラ

ス、マイナス、なかなか数量でいけないかも知れませんけれども、その辺の両方を考えていくとい

うことが必要だろうと思います。 

これも、事後評価にならないとなかなか入ってこない話かも知れませんが、特に中山間地域の事

業をやっていく場合に、そこでの人口の維持、ひいては村そのものの維持、村がなくなってしまう

という可能性、相当大きいわけですから、それが決定的に大きな判断基準になるのだろうと思うの

です。その辺のところを、農村の振興なり農業の持続的発展なりの中でどういうふうに考えていく

のかということが必要なのだろうと思います。 

特にいろんなことで、マスコミが農業の公共投資を批判する時には、それこそ事後でみて、あれ

は役に立たなかったではないかという格好で、一番ひどいやつだけ挙げていうわけですけれども、

いろんなものについて事後評価をしっかりやっていくことで、その辺のところ、本来意図した効果

以外の効果で、どんな効果が出てきたというようなことをしっかり押さえていけるのではないだろ

うかと思いますので、事後評価、最初は簡便法、しようがないかと思いますけれども、出来るだけ

事後評価をしっかりやっていくということが、事業そのもの、特定一件一件の事業ではありません

けれども、次に出てくると言いますか、後をよくしていく上で非常に効果の大きいものであろうと

思います。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。 

 

○黒川臨時委員  百も承知のことなのだと思うのですけれども、必須のところがＢ／Ｃになって

いるのですけれども、コスト・ベネフィット・アナリシスの一番いいところというのは、ある目的

を達成するのに一番安い手法を選ぶわけではないのですね。農村のためのいろんな投資というの

は、それを設計する時に、その本来の目的だけではなくて、複合的な目的もちゃんとカウントされ

るようにしてＢ／Ｃをやってくれて、少しお金はかかっても、そこから出てくる便益が複合的にず

っと大きくなることを選べるというのがＢバイＣのいいところなのです。だから、それこそ護岸工

事をするのに、ただ安全性を守っているわけではなくて、公園的な整備をして日常的な便益をつく

り出して、投資のコストは高くなるけれども、便益もずっと大きくなるから、投資対便益というも

のの比率を高めることが出来るというのが一番いいところなのですね。 

だから、いつでも設計する人は、少し余計なお金がかかっても、より多くの便益が出るよう上手

に設計する。設計する人には、その便益というのをいつも頭に入れて置いてもらわなければいけな

いわけです。それが生産的な目的を達成することよりは、農村環境のこととかすごく複合的に周り

のことを、環境のこととか生物のこととか、そういうことが意識されて設計してもらえるように、

少しお金がかかってしまったけれども、この事業のあり方がどうあるべきかということについて、

こうなるという方向に将来ずっと進んでいって欲しい。そうすると、かなり必須のところに、なか

なか計算しにくいベネフィットを頑張って入れて、Ｂ／Ｃのところでその他の工夫をすると、魅力

的なものが出来るというところにこれが広がっていくことがいいのではないかと思っていますと

いうことで、なかなか計算出来ないから、後ろの評点の方で、５、４、３、２、１で、いい４点と



か５点を付けるというのも分からないでもないですけれども、それより前の中に、便益が出来るだ

け計算出来るものは入れていった方が、本来の事業そのものを魅力的に設計する人が考えていける

のではないかと思います。 

 

○三野委員長  ありがとうございます。 

 

○村田専門委員  再評価と事後評価についての話ですけれども、先程のお話で、事前評価の時点

と比べて予期せぬ効果があった、地域の活性化に役立ったとか、経費節減になったとかいうお話が

あったのですが、そういうこともあるのでしょう。でも、この再評価なり事後評価の意義というの

は、無駄な公共事業を止めるとか、途中でも中止するということに意味があるわけですね。そうい

うのはたくさんあっては困るのですけれども、つまり今後の公共事業に生かすということに意味が

あるので、むしろ逆に、実際の行政には、予期せぬ効果ではなくて、予期せぬ悪いことがあったの

だというような事例を集めて、教訓化しないといけないと思うのです。 

先程産地を形成しただとか、就業機会、雇用創出になったと言うけれども、あるところで調べて

みたら、産地形成はそこそこだけれども、当初見込んだ雇用創出効果はなかったよ、というような

ことだって、恐らくあると思うのです。そういうところの事例をきちんと紹介して、同時に、なぜ

そういうことになったのかということを教訓化して、また次の新しい公共事業を考えるときに生か

さなくてはいけないわけです。少し気になるのは、時代が変わって必要性が薄れてしまったり、あ

るいは時代錯誤になったような公共事業が、依然として別の理由付けで続けられるというようなこ

とがあっては、農業に関係する公共事業への国民の不信というのが強くなると思います。再評価、

事後評価に当たっては、もちろんいい面もあるでしょうけれども、予期せぬこともある。予期せぬ

プラスだけでなく予期せぬマイナスも集めるようにしたらいいのではないかと思うのです。 

 

○三野委員長  予定しております時間、この議題のもう一つ後に議題が控えておりますので、も

しどうしてもご意見がある方、お一人だけお願い出来ればと思います。いずれにしてもこれから議

論していくことになろうかと思いますので、これからどんどんご意見をいただくことが出来ると思

いますので、とりあえず今回は、まず議論を始めるに当たってのご意見をいただいているというこ

とだと思います。 

それでは、次の議題の方に移らせていただいてよろしいでしょうか。―― 

ありがとうございます。次に「補助事業を対象とした国が行う再評価と事後評価の導入」につい

て、及び「土地改良事業の経済効果の測定に使用する係数」について事務局からご報告をお願いし

たいと思います。 

 

○宮元水利整備課長  「補助事業を対象とした国が行う再評価と事後評価の導入について」説明

させていただきます。 

先程再評価、事後評価についてご説明致しましたけれども、いずれも国営の直轄事業についての

ご説明でございます。補助事業における再評価、事後評価につきましては、これまで都道府県の補

助事業の実施主体が国営事業等の評価に準じて自主的に実施してきております。そのような中で、

平成 14 年４月に政策評価法が施行されまして、農林水産省の政策評価の基本計画によりまして、

国が補助事業を含む公共事業について事後評価を実施するということになってございます。それに



基づきまして、今回、国が補助金を交付するといった観点から、補助事業についても再評価、事後

評価を導入することに致しました。 

基本的には事業実施の妥当性について、総合的かつ客観的に評価を行い、補助金交付の方針を定

めるといった再評価と、事後評価に致しましては、今後の事業のあり方の検討、事業評価手法の改

善を行うといった形で実施するということでございまして、いずれも都道府県等の補助事業の実施

主体が自主的に実施している再評価、事後評価の視点とやや趣を変えまして、違った視点から国と

して実施してまいりたいと思っております。 

実施時期は、再評価につきましては国と同様で採択を５年経過した時点及び以降５年ごとでござ

います。事後評価につきましては、事業完了後一定期間、おおむね５年といったことで実施する。

実施方法につきましては、農政局の評価委員会で評価をとりまとめ、本省に報告することになっ

てございます。 

事後評価、再評価の評価項目、あるいは評価結果につきましては、国営に準じた形で実施するこ

とになってございます。以上でございます。 

 

○畑福地域計画官  最後でございますけれども、資料―４―５「土地改良事業の経済効果の測定

に使用する係数について」ご説明したいと思います。 

１ページでございますけれども、現行の土地改良事業におきましては、ここに表記してございま

すような算定方法に投資効率方式を用いてございます。これは 43 年度から本方式を採用してござ

います。また、妥当投資額を総事業費で割って 1.0 以上というような算定式になってございまして、

妥当投資額の算定をする場合の還元率という中に、先程から話題になってございます割引率という

要素ｉ、利子率が入ってございます。これによりまして、耐用年数期間中に発生する効果を現在価

に置き換えるという算定手法をとっているわけでございます。 

従いまして、この算定式からご覧になってお分かりの通り、割引率が大きくなりますと妥当投資

額が少なくなります。逆に割引率が小さくなりますと妥当投資額が大きくなるという関係にござい

ます。先程生源寺委員の方から、その影響について、事業ごとに少し検討しておいた方がいいので

はないだろうかというご指摘がございました。単純に計算してみますと、耐用年数によって異なる

わけでございますけれども、大体 5.5％を４％にした場合には、総合耐用年数が 20 年の場合には約

14％程度の妥当投資額が増加致します。30 年ですと 19％程度が増加致します。そういうことで、

我々と致しましては、先程説明しましたような公共事業の実施に関する連絡会議等でも共通化しよ

うということで、４％にしていこうという各省庁の一応の意思表示が出来ておりましたけれども、

安易に割引率を小さくするということは、採択要件の緩和に繋がるのではないかというようなご批

判を招きかねないということで、慎重に検討してまいりました。しかしながら、最近の一つの社会

的割引率の目安でございます市中金利の動向等も見ますと、２ページのグラフに描いてございます

ように、かなりずっと低下傾向が続いておりまして、今後もまだ続くであろうというような予測も

されるわけでございますし、最近 20 年間の利子率を平均してみますと、国債でみますと 4.4、地方

債でみますと 4.58 ということでございまして、この程度のことが社会的割引率の一つのメルクマ

ールになるのではないかというのが１点。 

３ページ目に書いてございますけれども、他の公共事業におきます割引率、そこに表示してござ

いますが、土地改良事業を除きまして全てが４％を適用してございます。従いまして、土地改良事

業についても今回４％にさせていただいて、15 年度からこのような運用をしていきたいというご報



告でございます。以上でございます。 

 

○三野委員長  以上２点はご報告でございまして、ご審議いただく内容ではございませんが、何

かご質問ございましたらお願い致します。―― 

どうもありがとうございました。 

それでは、その他、事務局から何かございましたらお願い致します。 

 

○岩村計画調整室長  一つご報告を申し上げます。今年度ご審議いただいておりました「土地改

良長期計画の策定」の件でございますけれども、冒頭局長の方からもありましたけれども、現在の

状況についてご説明申し上げます。 

昨年の 12 月にご審議をいただきました新しい土地改良長期計画の策定のあり方について、中間

とりまとめの案でございますけれども、これにつきましては、委員の方々のご意見を踏まえまして、

三野委員長とご相談し、修正をしていただいたところでございます。修正後の中間とりまとめにつ

いては、既に各委員の方々へ送付されていると存じます。このとりまとめにつきましては、広く意

見を募るために、今月の 14 日より３月 13 日まで、１ヵ月間でございますが、パブリックコメント

を実施して意見を募集することとしております。パブリックコメントを踏まえて修正をすることに

なりますけれども、４月以降、再度この企画小委員会でご検討いただいた上で最終的なとりまとめ

としてまいりたいと考えております。 

当初、新たな土地改良長期計画につきましては、今年度中、今年の３月迄に策定したいとご説明

しておりました。しかし、前回の小委員会で経過をご説明しましたけれども、国土交通省における

社会資本整備重点計画の策定が土地改良長期計画の策定と同じタイミングになっておりまして、相

互の施策の連携について一層強化をしていくことが重要という認識に立ちまして、連携のあり方、

例えば計画を同じ時期につくるわけですので、連携の基本方針の考え方であるとか、連携の体制、

連携のプロジェクト等について、さらに両省で検討を進めていこうということとしております。 

このため、策定の時期は若干遅れることになりまして、恐らくは今年の秋頃、国土交通省の社会

資本整備重点計画とほぼ同じ時期になるのではないかと考えております。連携の強化につきまして

は、従来から、例えば農道であるとか、汚水処理施設などについて、個別事業の間においては、連

携であるとか調整ということをやっておりましたけれども、さらに計画間の連携でありますとか、

地域の実施におきましても、地域の課題に連携して取り組むといったような、更に踏み込んだ施策

連携について考えていきたいと思っております。先程申し上げましたけれども、パブリックコメン

トを踏まえて更に企画小委員会で最終的なとりまとめをいただいた上で、地方懇談会の開催等で更

に議論を深めつつ、計画の内容を作り、最終的に農村振興分科会で計画案の諮問、答申ということ

を経まして、今年の秋口を目処に新しい土地改良長期計画を策定したいと考えております。今後と

もご指導の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

○三野委員長  ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日予定しておりました議事を終了致します。 

それでは、議事進行を事務局へお返しします。 

 

○林田事業計画課長  貴重なご意見を多数ありがとうございました。最初に議題と致しました



「世界の水資源とわが国の農業用水」につきましては、ブラッシュアップを図り、委員長とご相談

させていただいて報告としたいと思います。黒川委員の方からもご提案のございましたような英文

にするパンフレット、広報用のパンフレットにつきましては、その構成等について私ども事務局の

方にお任せいただければと存知ます。 

本日は、お忙しい中ご出席いただきまして本当にありがとうございました。それでは、これをも

ちまして第６回企画小委員会を閉会させていただきます。 

 

 

――了――

 

 


