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１．前回までの審議事項

○農業農村整備事業の評価の客観性を一層高めていくことを目指し、経済的効率性を含む複数の観点を総合的に評価する事業評価

手法の開発を進める。

（１）検討の目的

総合的な評価手法は、投資効率の算定に代わって事業の経済的効率

、「 」 、「 」性を評価する手法としてではなく 経済的効率性 のほか 有効性

等を含む複数の観点から総合的に事業を評価する手法として活用し、

評価の客観性を一層高めていくことを目指す。

（２）検討の進め方

手法の適否から評価項目体系、評価指標の設定等の様々な課題に対

して十分な検討を要するため、順次、課題の整理・解決や試行を積み

重ね、手法の向上等を図る。

（３）試行の手順

①評価の対象とする事業種ごとに評価項目を体系的に整理

②評価項目（小項目）ごとに評価指標を設定

③評価項目のそれぞれにおいて評価指標の大きさを区分し、評価点を

設定

④事業採択における評価項目の相対的な重み（重要度）を設定

⑤総合的評価を実施（総括表の作成等）

（４）これまでの検討経緯

①第１回（平成15年２月19月）

評価手法の基本的な考え方について調査審議

「 」 「 」 。・評価項目は 必須事項 と 評点化事項 に大別することとした

・必須事項はその全ての項目を満たすことを確認し、評点化事項は

各項目を評点化及び重み付けした後に総合評価値を算定すること

とした。

・大項目「事業で達成する目標」の下には、食料・農業・農村基本

法の体系に基づいて４つの中項目を設定することとした。

②第２回（平成15年６月５月）

国営かんがい排水事業を対象とした評価手法(案)について調査審議

・評価項目・評価指標(案)について、今回の試行のために試験的に

設定した。

、 。・評価指標は 原則として事業計画書等から収集可能なものとした

・評価点に関しては、過去の事業計画におけるデータ分布等を分析

して設定することとした。



２．試行の実施
　　（１）評価項目、指標の設定

大項目 中項目 小項目 評価指標 小項目 評価指標 （変更理由等）

事業の効率性 費用便益比 ［大項目］事業の効率性 費用便益比

食料の
安定供給の
確保

国内生産力の向上
総合耐用年数×
潜在的供給熱量増加率

国内生産力の向上
総合耐用年数×
潜在的供給熱量増加率

洪水防止 受益地区内水田面積率 洪水防止 受益地区内水田面積率

土砂崩壊流出防止 受益地区内傾斜地水田面積率 土砂崩壊流出防止 受益地区内傾斜地水田面積率

地盤沈下軽減・地下水のかん養 地区新規増水量（受益面積当たり） 地盤沈下軽減・地下水のかん養 地区新規増水量（受益面積当たり）

生物多様性・生態系保全 動植物の生息に配慮した整備による効果 生物多様性・生態系創造 動植物の生息に配慮した整備による効果 ・・・・・ 名称変更

農村景観形成・歴史的農業水利
施設保全活用

歴史的水路など文化的遺産保存措置による
効果

農村景観形成・歴史的農業水利
施設保全活用

歴史的水路など文化的遺産保存措置による
効果

地域用水機能の向上
（営農・消流雪・防火）

営農・消流雪・防火用水効果 地域用水（営農・消流雪・防火） 営農・消流雪・防火用水効果 ・・・・・ 名称変更

保健休養機能の向上
親水空間として水辺をもった公園と同等の機
能を有する施設整備等による効果

保健休養機能の向上
親水空間として水辺をもった公園と同等の機
能を有する施設整備等による効果

望ましい農業構造の確立 農地集積等の施策の有無 望ましい農業構造の確立 農地集積等の施策の有無

農業生産性向上 農業生産向上効果（受益面積当たり） 農業生産性向上 農業生産向上効果（受益面積当たり）

労働生産性向上 労働時間縮減率 労働生産性向上 農業所得増加率（労働時間当たり） ・・・・・ 評価指標の数値を算出するデータの制約により変更

自然循環機能の維持増進 （今回の試行では見込まず） 自然循環機能の維持増進 肥培かんがいの有無 ・・・・・
事業計画書ベースでは有意な差が出る指標の設定が
困難であり、今回の試行では見込まず

農業振興による地域経済活性化
農業生産の増加による全産業への波及効果額
（受益面積当たり）

農業振興による地域経済活性化 農業生産増加粗収益（受益面積当たり） ・・・・・
農業生産の増加による地域経済への影響を見るため、
産業連関表を活用した指標を設定

【削除】 地域雇用創出 事業費 ・・・・・
「フローの効果」を評価に含めるのは土地改良事業の
枠にとどまらない問題があり、削除

【削除】 自然環境への配慮 自然環境への配慮の積極的な取組の有無 ・・・・・
「生物多様性・生態系保全」等の評価項目と重複する部
分もあり、削除

事業実施体制（地元の合意状況等）
チェックリストの優先配慮事項（事業内容や事業実
施体制等に関する事項）のうち該当６項目

事業実施体制（地元の合意状況等）
チェックリストの優先配慮事項（事業内容や事業実
施体制等に関する事項）のうち該当６項目

青字 前回企画小委員会からの変更箇所

評価項目・指標を変更

削除

事業の
実施環境

農村の振興

新評価項目・指標（試行案） Ｈ15年第１回企画小委（６月５日）

事業で
達成する
目標
（有効性）

多面的機能の
発揮

農業の
持続的発展

項目削除

試行に見込まず

指標変更

指標変更

名称変更

項目削除

名称変更

－２－
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（今回変更した評価指標）

労働生産性向上

(1)定義

当該事業の実施によって、営農技術体系等が変化することなどにより、労働

生産性が向上すること

(2)評価指標

労働時間縮減率＝（１－計画総労働時間÷現況総労働時間）×100

総労働時間＝Σ（区分別面積×区分別労働所要時間[hr/ha]）

(3)評価指標設定の考え方

労働時間の縮減によって労働生産性が向上したと考える

(4)評価点の設定

「労働生産性向上」評価点

評価点 評価点の範囲

5点 55％以上

4点 35％以上55%未満

3点 25％以上35％未満

2点 ７％以上25％未満

1点 ７％未満

農業振興による地域経済活性化

(1)定義

当該事業の実施によって、農業生産の向上を通じた地域経済の活性化が

図られること

(2)評価指標

農業生産の増加による全産業への波及効果

＝受益面積当たり農業生産増加粗収益額×逆行列表の列和

(3)評価指標設定の考え方

農業部門の生産額の増加が当該地域の他の産業部門に対してどのような

影響を及ぼすか、産業関連表（Ⅰ-Ｏ表）の活用を通じて検証する。

具体的には、産業連関表における「耕種農業」部門の逆行列係数 の列
※

和（都道府県別）を活用し、経済波及効果を算出する。

例えば、Ａ部門で1,000万円分の生産増加がある場合、逆行列係数表に

おけるＡ部門の列和が1.25であるとすれば、このときの経済波及効果は

1,000万×1.25＝1,250万円 という解釈になる。

※逆行列係数

ある産業がその生産物を１単位生産した場合に、それが各産業に対して

。直接・間接にどれくらいの生産波及効果を及ぼすかを示すもの

(4)評価点の設定

「農業振興による地域経済活性化」評価点

評価点 評価点の範囲

5点 280万円/ha以上

4点 140万円/ha以上280万円/ha未満

3点 70万円/ha以上140万円/ha未満

2点 40万円/ha以上70万円/ha未満

1点 40万円/ha未満
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（２）評価点の設定

○過去の事業計画におけるデータの分布等を分析し、評価点を設定。

（１）評価点設定の考え方・方法

①５段階で評価点を設定する場合

実際の事業実施地区における事業計画書等のデータを収集し、それ

ぞれの評価指標に係るデータの順位づけを行い、その順位により基本

的に５等分することで評価点を設定した。

具体的には、順位づけされた数値の上位２割を５点、以下概ね２割

ごとに等分し、５点から１点まで区分を設定することを原則とした。

この場合、各評価値の中央値が３点の範囲内に位置づけられる。

○５段階で評価点を設定する場合（イメージ）

5点 4点 3点 2点 1点

農業生産向上効果
100万円/ha
以上

35万円/ha
以上

100万円/ha
未満

20万円/ha
以上

35万円/ha
未満

10万円/ha
以上

20万円/ha
未満

10万円/ha
未満

農業生産向上効果
（受益面積当たり）

0千円/ha

500千円/ha

1,000千円/ha

1,500千円/ha

2,000千円/ha

2,500千円/ha

3,000千円/ha

0 18 36 54 72

１点２点３点４点５点
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②その他の場合

定性的な効果項目（定量的な効果値がない項目）や、既存データの

分布状況から５段階で区分することが適当でない場合は、２～４区分

して評価点を設定した。

評価点の設定にあたっては、現状維持又は最低限達成すべきレベル

を何点とするか等、様々な考え方がある。例えば、現状維持又は最低

限達成すべきレベルを「０点」とする考え方や、現状維持又は最低限

達成すべきレベルを「３点」とし、現状より悪化又は最低限達成すべ

きレベルを満たさない場合を「１～２点 、現状より改善又は最低限」

達成すべきレベルを超えた場合を「４～５点」とする考え方もある。

今回の試行では、原則として、過去の事業実施地区と比較して平均

的な事業が実施された場合を基準点（３点）とし、最高点が５点、最

低点が１点となるように評価点を設定する。そのため、大半の地区で

「効果なし」となる評価指標であれば最低点は「３点」とする。

（２）評価点設定の結果

各評価項目における評価点等は、次頁のとおり。

○２段階で評価点を設定する場合（イメージ）

5点 4点 3点 2点 1点

整備の有無 あり なし

動植物の生息に配慮した整備による効果

0千円/ha

10千円/ha

20千円/ha

30千円/ha

40千円/ha

0 18 36 54 72

（効果額）

３点５点
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表 各評価項目の評価指標および評価点

大項目 中項目 小項目 評価指標 単位 評価点区分

１点 ２点 ３点 ４点 ５点

事業の 費用便益比 費用便益比 未満 以上 以上 以上 以上B/C 1.02 1.02 1.04 1.08 1.16
効率性 未満 未満 未満1.04 1.08 1.16
事業で 食料の 国内生産力の向上 ①総合耐用年数 ①：年 ※①と②のマトリックスで評価点をつける

達成する 安定供給の ②潜在的供給熱量増加率 ②： ② ① ～ 年 年～ 年 年～% 38 39 45 46
目標 確保 ２ 未満 １点 ２点 ３点%
(有効性) ２ 以上 未満 ２点 ３点 ４点% 10%

以上 ３点 ４点 ５点10%

% 0% 60% 60% 90% 100%多面的 洪水防止 受益地区内水田面積率 未満 以上 以上

機能の発揮 未満 未満90% 100%
土砂崩壊流出防止 受益地区内傾斜地水田面積率 未満 以上% 0% 0.1% 0.1%

0m /ha 700m /ha 700m /ha 2,000m /ha 3,500m /ha地盤沈下軽減・ 地区新規増水量 受益面積当（ ） m3 3 3 3 3 3/ha 以上 以上

未満 未満 未満 以上地下水のかん養 2,000m /ha 3,500m /ha3 3

生物多様性・生態系 動植物の生息に配慮した 有無 なし あり

保全 整備による効果

農村景観形成・ 歴史的水路など文化的遺産 有無 なし あり

歴史的農業水利 保存措置による効果

施設保全活用

地域用水機能の 営農用水、消流雪用水、 有無 なし あり

向上 防火用水効果

/ha 0 /ha 3,500 /ha 3,500 /ha保健休養機能の 親水空間として水辺をもった 円 円 円 未満 円

向上 公園と同等の機能を有する 以上

施設整備等による効果

農業の 望ましい農業 農地集積等の施策の有無 有無 なし あり

持続的発展 構造の確立

/ha 10 /ha 10 /ha 20 /ha 35 /ha 100 /ha農業生産性向上 農業生産向上効果 万円 万円 万円 以上 万円 以上 万円 以上 万円

（受益面積当） 未満 万円 未満 万円 未満 万円 未満 以上20 /ha 35 /ha 100 /ha
労働生産性向上 労働時間縮減率 未満 以上 以上 以上 以上% 7% 7% 25% 35% 55%

未満 未満 未満25% 35% 55%
/ha 40 /ha 40 /ha 70 /ha 140 /ha 280 /ha農村の振興 農業振興による 農業生産の増加による全産業 万円 万円 未満 万円 以上 万円 以上 万円 以上 万円

地域経済活性化 への波及効果（受益面積当） 万円 未満 万円 未満 万円 未満 以上70 /ha 140 /ha 280 /ha
事業の 事業実施体制 チェックリストの優先配慮 該当 個以下 個 個4 5 6
実施環境 （地元の合意状況等） 事項（事業内容や事業実施 項目数

体制等に関する事項）のうち

該当６項目
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（３）重みの設定

、 。○重み付けのための一対比較アンケートは 国営かんがい排水事業の事前評価に関わる農林水産省本省の担当者を対象として実施

○アンケートの結果、算定された重みは「効率性」が0.284 「有効性」が0.377 「事業の実施環境」が0.339となり、そのうち有効、 、

性では「食料の安定供給の確保」が大きなウエイト。

（１）評価者の選定

評価項目ごとの重みはアンケート回答者の価値判断を反映するもの

であり、評価目的に応じて適切な評価者を選定する必要がある。

今回の試行では、事業採択における国の評価構造の明示化を一つの

目的としていることから、国営かんがい排水事業の事前評価に関わる

担当者を対象として一対比較アンケートを行い、これまで明らかでな

かった評価項目間の重要度を定量的に示した。

（２）アンケートの実施

アンケートは、農林水産省本省担当者９名を対象として実施した。

なお、実施にあたっては、回答者に対し効果体系や評価指標、評価点

設定の方法などについて説明を行った後、回答を求めた。

（３）重みの算定

アンケートの回答を集計し、各評価項目の重みをＡＨＰ（Analytic

Hierarchy Process：階層分析法）により回答者ごとに算定した上で

その平均値を算定し、総合的評価に活用することとした。

国営かんがい排水事業の評価項目ごとの重み

事業の効率性 0.284

0.002

農業の持続的発展 0.119 望ましい農業構造の確立 0.032

0.003

農村景観形成・歴史的
農業水利施設保全活用

0.002

地域用水機能の向上
（営農・消流雪・防火）

0.002

0.010

土砂崩壊流出防止 0.006

地盤沈下軽減・
地下水のかん養

0.008

事業で達成する目標
（有効性）

食料安定供給の確保
（国内生産力の向上）

0.148

農業生産性向上

多面的機能の発揮 0.032 洪水防止

0.377

生物多様性・
生態系保全

保健休養機能の向上

0.043

労働生産性向上 0.044

農村の振興 0.077
農業振興による
地域経済活性化

0.077

事業の実施環境 0.339
事業実施体制

（地元の合意状況等）
0.339
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≪参考≫一対比較アンケート票（イメージ）
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（４）評価結果総括表

事例地区Ａ 試行結果 事例地区Ｂ 試行結果



- 10 -

（考察）

○ 事例地区Ａと事例地区Ｂにおける総合評価値の差異について

事例地区Ａ 事例地区Ｂ
評価項目 重み 得点差

（ ）が優位評価点 得点 評価点 得点

費用便益比 0.284 5点 1.42 4点 1.14 (Ａ)0.284

国内生産力の向上 0.148 3点 0.44 2点 0.30 (Ａ)0.148

生物多様性・ 0.003 3点 0.01 5点 0.01 (Ｂ)0.006

生態系保全

農村景観形成・歴史的 0.002 3点 0.01 5点 0.01 (Ｂ)0.004

農業水利施設保全活用

地域用水機能 0.002 3点 0.01 5点 0.01 (Ｂ)0.004

農業生産性向上 0.043 5点 0.22 1点 0.04 (Ａ)0.172

農業振興による地域 0.077 5点 0.39 2点 0.15 (Ａ)0.231

経済活性化

3.32 2.61 0.71合 計 1.000 (Ａ)

・重みの大きな評価項目（ 費用便益比 「国内生産力の向上 ）では、「 」 」

評価点が１点違うだけでも大きな得点差が生じる。

・一方、重みが小さい評価項目（ 多面的機能の発揮」の各項目）では「

効果の有無にかかわらず、ほとんど得点差が生じない。

事例地区Ｂでは、給水栓の整備による防火用水機能の発現や、

魚類の生息環境に配慮した魚道の設置による生物多様性・生態

系保全の効果等が期待されるが、今回の試行では、これらの効

果が見込まれない事例地区Ａとほとんど得点差が生じない。

・事例地区Ａは畑作地帯であるが、収益性の高い花き、葉たばこ等への

、 、 、「 」転換が進んでおり かつ 受益面積が小さいため 農業生産性向上

（評価指標：受益面積当たり農業生産向上効果）や「農業振興による

地域経済活性化 （評価指標：農業生産の増加による他産業への波及」

効果［受益面積当たり ）の評価点が高くなっている。］

・事例地区Ｂは、ゲート施設及び電気設備等の老朽化に伴う施設機能の

低下により、安定的な用水の確保が困難な状況。洗掘による護床工の

沈下や護岸工にはらみや亀裂が生じている現状であり、早急に事業を

実施する必要があるが、今回の試行ではその必要性が適切に評価され

ていない。

得点差
0.014
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３．総合的評価に関する今後の検討課題

○今回の試行によって、事業を評価する要素を体系的に分析し、担当者の事業評価に関する認識を改めて確認できた一方、実際に

作業を行う過程で様々な課題が明らかになった。

○今後は、様々な課題に対して議論を深めていくとともに、評価項目、評価指標や重み等についても見直していく必要。

○今回の試行に際し適用した前提条件とその課題

評価手法全般

・同一事業種について全国一律の評価項目体系、指標、重み等により

評価。

（基本的考え方）

・本手法では、同種事業間の優先順位の決定の客観性を高めることを

目的の１つとする。

（課題）

・一口に「かんがい排水事業」と言っても事業目的、主要工事計画、

営農形態及び地域特性等によって多種多様であり、また、個別事業

の有する特殊事情等を踏まえ、総合的に判断する必要。全国一律の

評価項目体系等により点数化して評価することは適当か。

・一方、評価手法の透明性、客観性を確保するためには、可能な限り

「例外」を排除した同一の手法によって評価するべきではないか。

・各地域において政策課題が異なること、事業に求める効果や役割が

多岐に渡ること等から、重み付けを１つの値とするより、目的に応

じて複数の値を設定することはできないか。

・施設更新等保全的事業や緊急性の高い事業についての適切な評価が

難しいのではないか。
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評価項目体系

・評点化事項の項目は「事業の効率性 「事業で達成する目標（有効」、

性 」及び「事業の実施環境」を設定。）

（基本的考え方）

・事業の経済的効率性の観点のみならず、事業採択の際に考慮すべき

内容を総合的に評価するため、事業の実施環境等も含めた評価体系

とする。

（課題）

・ 事業の実施環境」の下に設定された「事業実施体制（地元の合意「

状況等」は必須事項に近いのではないか。

・ 事業の実施環境」に重点をおくと、事業で達成する目標に対する「

国の評価が明確に現れないのではないか。

○ 「事業実施体制（地元の合意状況等 」の評価指標）

チェックリストにおける優先配慮事項のうち、以下６項目の該当の有無

。①関係都道府県や市町村が策定する農業振興に関する計画と整合が図られている

②地元の事業推進体制が整備されている。

③関係市町村や受益農家に対し、事業計画の内容や負担金等について理解を得て

おり、事業実施に対する合意形成が図られている。

④関係機関との協議について、基本的事項の合意に達している。

⑤関連する他事業との調整が図られている。

⑥施設の適切な維持管理のための体制が整備されている。

・事業の円滑な推進の可能性を判断するため、地域の意向（熱意）や

実施体制の状況等を評価するべきではないか。

・また、基盤整備後の農業経営等の計画についてどれだけ検討されて

いるか評価されるべきではないか。
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評価指標設定

・原則として事業計画書から収集可能な数値等を設定。

（基本的考え方）

・事前評価（事業計画策定時）の段階で収集可能な情報の制約に考慮

して評価指標を設定する必要。

（課題）

・事業によって発現するであろう効果を的確に把握するため、原則に

かかわらず、評価指標を見直して新たなデータ等の収集を行うべき

ではないか。

○ 中項目「多面的機能の発揮」のうち「洪水防止」

（評価指標）受益地区内水田面積率

考え方）地区内で水田の占める割合が大きい程、水田の洪水防止（

機能も大きいと考えられる

例えば、水田からの流出のほとんどが直接海に流れ込む場合と、その

下流に都市的資産が集積している場合では、水田の有する「洪水防止」

機能の評価は異なる。

評価指標の水準と「効果」が必ずしも一致しない

・一方、効果の把握等に関し、どの程度の分析精度が必要か、また、

どの程度の時間、コストをかけるか等を検討した上で、適切な評価

指標を設定する必要。

（ ）（ ）《 》参考 政策評価に関する基本方針 平成13年12月28日閣議決定 抜粋

Ⅰ３ ア政策効果の把握に関する基本的な事項

政策効果の把握に当たっては、対象とする政策の特性に応じた、適用可能であ

り、かつ、政策効果の把握に要するコスト、得られる結果の分析精度等を考慮し

た適切な手法を用いるものとする。
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評価点設定

・各々の評価指標について過去の事業計画における度数分布のデータ

等に基づき、原則として５段階の評価点を設定。

（基本的考え方）

・過去の事業計画と比較して平均的な効果の発現が予想される場合を

３点とし、平均より望ましい場合を４～５点、望ましくない場合を

１～２点に設定。

（課題）

・過去のデータに基づく評価点設定は、当該指標の傾向が将来的にも

変わらないとの前提がなければ成り立たないのではないか。

・評価点設定は、過去のデータを機械的に区分するのではなく、事業

評価の観点から何らかの意味を持って行うべきではないか。

○ 環境創造型事業への転換

平成１３年６月の土地改良法改正において、事業の施行に当たっての

原則として「環境との調和への配慮」が追加。

さらに 「田園環境整備マスタープラン」に基づき、自然と共生する、

田園環境の創造に貢献する事業内容に転換。

過去の事業実施地区と比較し、これからの地区では「生物多様性

・生態系保全」等環境に係る効果の発現が一層期待

○ 評価点設定の考え方

評価点の設定にあたっては、現状維持又は最低限達成すべきレベルを

何点とするかによって複数の考え方がある。

例えば、現状維持又は最低限達成すべきレベルを「０点」とする考え

方や、現状維持又は最低限達成すべきレベルを「３点」とし、現状よ

り悪化又は最低限達成すべきレベルを満たさない場合を「１～２点 、」

「 」現状より改善又は最低限達成すべきレベルを超えた場合を ４～５点

とする考え方もあるが、

いずれの考え方でも、すべての指標において考え方を統一しておく

ことが望ましい。

・ある評価項目の得点（例えば５点）は、他の評価項目の同一得点と

同程度の価値を持つべきではないか。

・また、評価指標における点数差と、実際の効果の差の関係にも留意

すべきではないか。
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（ ）重みの設定 評価者の選定

・重み付けのための一対比較アンケートは、国営かんがい排水事業の

事前評価に関わる農林水産省本省の担当者を対象として実施。

（基本的考え方）

「 」 、・評価項目ごとの 重み は評価者の価値判断を反映するものであり

評価目的等に応じて適当な者が重み付けを行う必要。

・今回の試行では、事業採択における国の評価構造の明示化を１つの

目的としていることから、国営かんがい排水事業の事前評価に関わ

る農林水産省本省の実務担当者を評価者に選定。

（課題）

、 、・農林水産省本省の実務担当者が設定した効果項目の重みと 受益者

地域住民、国民一般等が事業に期待する効果は必ずしも一致しない

のではないか。

・ 重み」が社会的にどの程度合意を得るものなのか確認する必要。「

○ 国営かんがい排水事業の事前評価の際に重視される基本法上の理念

［今回の試行結果］

（有効性に占める割合３９％）・食料の安定供給の確保 0.148

（同 ９％）・多面的機能の発揮 0.032

（同３２％）・農業の持続的な発展 0.119

（同２０％）・農村の振興 0.077

・評価項目間の重み付けは本手法の核心をなす部分。評価目的と評価

結果の妥当性に十分留意し、可能な限り多様な考え方を取り込むと

ともに、そのプロセスの透明性が確保されるべきではないか。

・効果項目の重み付けは農林水産省が政策的な課題を考慮して行い、

これを公表することにより、政策評価的に使うことも可能なのでは

ないか。

・ 誰」のために行う評価なのかが最大のポイント。「




