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１．前回までの審議事項

○ 事前評価の客観性・透明性を一層向上させる観点から、現行のチェックリストによる評価（ ○」の有無による二段階の「
評価）を改善し、多段階評価方式（Ａ、Ｂ、Ｃなどの多段階による評価）を導入することについて検討を進めている。

（１）検討の背景
�事前評価の客観性・透明性の一層の向上
�事業の重点化・効率化
�総合的な視点からの評価の必要性
�現行のチェックリストの課題

「 」 、 「 」・各評価項目は ○ の有無による評価であり 評価の 程度
が明確でない。

・上位の政策目標とチェックリストの評価項目との関係が全事
業において必ずしも十分に統一されていない。

（２）多段階評価方式の導入
多段階評価方式は、評価項目をＡ、Ｂ、Ｃなどの多段階で評価

する方式であり、この方式の導入により、評価項目の地区間比較
の容易化、事業申請者と審査担当者の認識の共有化、事前評価の
客観性や透明性を高めることが可能となる。

（３）検討手順
�上位の政策目標に沿って事業ごとに評価項目を整理、体系化
�評価項目（小項目）ごとに評価指標を設定
�評価項目ごとに、ランク（Ａ、Ｂ、Ｃ）を設定

（４）これまでの検討経緯
�第１回（平成16年９月30月）
総合的な事業評価手法の検討について

・平成15年２月から検討を進めてきた総合的な事業評価手法（総合
評価値による優先順位付け）を直ちに導入するには検討すべき課
題が多く、現行のチェックリストにも改善すべき点がある。
・このため、地区別の特性をより明確にし、より客観的かつ透明性
の高い事前評価が行えるよう現行のチェックリストを多段階評価
に改善することについて検討を進める。

�第２回（平成16年12月３月）
多段階評価方式の基本的な考え方

・評価項目の体系化に当たっては、現行のチェックリストの体系と
同様に 「必須事項」と「優先配慮事項」で構成。、
・ 優先配慮事項」については、政策評価法に示された効率性、有「
効性等の観点から評価することをより明確化。
・有効性については、食料・農業・農村基本法の４つの基本理念に
則し、評価すべき事項を体系化。



チェックリスト
による評価方式

○事前評価の
　客観性・透明性
　の一層の向上

○事業の重点化・
　効率化

○総合的な視点から
の評価の必要性

①　評価項目
　　の体系化

②　評価指標
　の設定

③　ランクの
設定

重みの
設定

総合評価値の
算出

総合得点方式

○の有無
による評価

評価項目の
設定
必須事項
優先配慮事項

多段階評価方式

評価項目をA、B、Cなどの
多段階で評価する方法

総合評価値による評価の是非や
総合化する場合の方法（点数化
の方法、重み付けの方法、重み
の決定主体等）については、今後、
更に検討

改善後

【検討手順】

現行

【現行のチェックリストの課題】

・各評価項目は「○」の有無による評価であり、評価の
「程度」が明確でない。
・上位の政策目標とチェックリストの評価項目との関係が
　全事業において必ずしも十分に統一されていない。　等

検討の背景

多段階評価方式の検討の方向
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【多段階評価方式の導入の効果】

・事前評価の客観性、
　透明性の向上
・評価を通じた事業計画内容
　のレベルアップ
・評価項目の地区間
　比較の容易化
・事業申請者と審査
　担当者の認識の共有化



○　国営土地改良事業の評価項目を体系化するため、必須事項と優先配慮事項に区分し、優先配慮事項については大項目を　
「効率性」、「有効性」、「事業の実施環境等」に区分し、中項目及び小項目は食料・農業・農村基本法の体系を基に評価項
目を設定。

（１）評価項目の体系化

２　多段階評価方式の基本的な考え方について

図　評価項目の体系の考え方（案）（国営かんがい排水事業の場合）
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全
て
の
項
目
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
を
確
認

必須事項 事業の必要性が明確であること　（必要性）

技術的可能性が確実であること

事業の効率性が十分見込まれること　（効率性、Ｂ／Ｃ≧１．０以上）

農家負担の可能性が十分であること　（公平性）

環境との調和に配慮していること

事業の採択要件を満たしていること

１項目 ２項目 ３項目 ４項目 ５項目 評価項目

効率性 コスト縮減

農業生産性の向上 農業生産性の向上
（第２条第３項、土地改良法第１条）

（第２条）

農業生産の（選択的）拡大 野菜・果樹等の
（第２条第２項、土地改良法第１条） 産地形成

農業の持続的発展 望ましい農業構造の確立 担い手の確保
（第４条） （第２１条）

農地の確保・有効利用
（第２３条）

農業生産基盤の整備

（第２４条）

自然循環機能の維持増進（第３２条）

農村の振興 農村の総合的な振興（第３４条） 農村の生活環境の整備 安全性の向上
（第５条） （中山間地域等の振興（第３５条）） （第３４条第２項）

快適性の向上

経済性の向上

公共用地等創出

地域社会の維持・活性化 定住の促進
集落機能の維持
就業機会の確保（雇用発生）

都市と農村の交流（第３６条）

多面的機能の発揮 国土の保全（第３条）
（第３条）

水源のかん養（第３条）

環境機能の増進

実施環境等 環境との調和への配慮 環境（生態系）への配慮

（土地改良法第１条） 環境（景観）への配慮

関係計画との連携
関係機関との協議
関連事業との調整
地元合意
事業推進体制
維持管理体制

営農支援体制 営農支援体制

優良農地の確保（第２３，２４条）

土地生産性の向上

農業生産基盤の保
全・管理

食料の安定供
給の確保

事業の経済性

農業用水の確保（第２４条）

農業生産基盤の整備・保全・管理

農地の確保・有効利
用

効率的かつ安定的な農業経営の育成
（第２１条）

農業経営の規模の拡大（第２１条）

農地の利用の集積、農地の効率的な利用の促進
（第２３条）

地域用水機能の増
進・水資源の有効利
用

優
 
先
 
配
 
慮
 
事
 
項

有効性

市民農園の整備（第３６条第２項）
都市農業の振興（第３６条第２項）

事業の実
施環境等

洪水被害の軽減

地域間交流の促進（第３６条第２項）

労働生産性の向上

麦・大豆等の振興、野菜・果樹等の産地形成等

環境（生態系・景観）
への配慮

地域経済への波及
効果

地盤沈下の軽減
土壌浸食防止・土砂崩壊防止

自然環境の保全（第３条）

良好な景観の形成（第３条）

保健休養の場の提供

文化の伝承（第３条）

家畜排せつ物等の有効利用による地力増進等（第３２条）

（第２４条）

地下水かん養
河川流況安定

地元合意
事業推進体制
維持管理体制

情操かん養

関係計画との連携
関係機関との協議
関連事業との調整



○　評価指標は、それぞれの評価項目を代表すると考えられる指標を設定。

○　評価指標の設定に当たっては、できるだけ定量的なデータを用いて評価することとし、数値指標の設定が困難な「事業の実施環境」等の

評価項目については客観的に判定可能な定性的な指標を設定。

（２）評価指標の設定
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表　評価指標の設定の考え方（案）（国営かんがい排水事業の場合）

大項目 中項目 小項目

効
率
性

事業の経済性 コスト縮減計画の有無 地域発生資材等の有効活用、共同工事の実施、新技術の導入等によるコスト縮減

食料の安定供給の確保 農業生産性の向上
土地生産性及び労働生産性の向上効果額
（受益面積当たり）

(千円/ha･年) 地域農業の生産性及び農業経営の向上

野菜・果樹等の産地形成
野菜指定産地・果樹濃密生産団地の
指定作物の作付の増加面積

(ha) 野菜指定産地・果樹濃密生産団地に位置付けられた指定作物の作付拡大

望ましい農業構造の確立 認定農業者の割合（受益者当たり） (％) 認定農業者の確保の状況

農業の持続的発展 農地の確保・有効利用 作付率増加割合 (％) 用排水の改善等農地条件の改善等による作付率の増加

農業生産基盤の保全・管理 更新効果額（受益面積当たり） (千円/ha･年) 老朽化・機能低下した施設の改修等が実施されることによる、維持管理費の低減や農業被害発生の未然防止

農村の振興 地域経済への波及効果 他産業への経済波及効果額（受益面積当たり） (千円/ha･年) 当該事業の実施による農業生産の向上を通じた地域経済の活性化

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

地域用水機能の増進・水資源の有効利用の有無 当該事業に伴う地域用水機能の増進、又は水資源の用水再編による有効利用

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果の有無 環境機能の増進（水質浄化効果、水辺環境整備効果、農道環境整備効果）

環境（生態系）への配慮 ５つの指標の評定点の合計値 （点） 環境（生態系）との調和

環境（景観）への配慮 ４つの指標の評定点の合計値 （点） 環境（景観）との調和

関係計画との連携 ２つの指標の評定点の合計値 （点） 関係都道府県や市町村の農業振興計画との整合性

関係機関との協議 ３つの指標の評定点の合計値 （点） 関係機関との協議の進捗状況

関連事業との調整 ２つの指標の評定点の合計値 （点） 関連する他事業との調整状況

地元合意 事業の意向確認の状況 受益農家の事業実施に対する意向確認の状況

事業推進体制 ２つの指標の評定点の合計値 （点） 地元の推進体制の整備状況

維持管理体制 ２つの指標の評定点の合計値 （点） 維持管理方法と維持管理の費用負担についての予定管理者との合意

営農支援体制 営農推進組織等（事業実施後の営農支援体制）の設立状況 営農推進組織等（事業実施後の営農支援体制）の設立状況

評価指標設定の考え方

事
業
の
実
施
環
境
等

評価指標

評価項目

有
効
性



（３）ランクの設定
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【事業の実施環境等に関する事項】

　　事業の熟度により、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階による評価とし、事業

の熟度が十分でなく、採択に当たってさらなる検討が必要な場合を

「Ｃ」ランクとする。

Ａ Ｂ Ｃ

地
区
数

指標値
大

（小）
小

（大）

指標Ｂ

【効率性・有効性に関する事項】

　　過去の採択地区のデータを基にランクを設定することから、

Ａ、Ｂの２段階での評価をする。

Ａ Ｂ

地
区
数

指標Ａ

指標値
大

（小）
小
（大）



各評価項目の評価指標及び評価点の考え方（案）（国営かんがい排水事業の場合）

大項目 中項目 小項目

効
率
性

コスト縮減計画の有無

水田
主体

畑
主体

野菜・果樹等
の産地形成

野菜指定産地・果樹濃密生産団地の
指定作物の作付の増加面積

ha

望ましい農業構造
の確立

認定農業者の割合（受益者当たり） ％

農地の確保
・有効利用

作付率増加割合 ％

水田
主体

畑
主体

水田
主体

畑
主体

地域用水機能
の増進・水資源
の有効利用

地域用水機能の増進・水資源の有効利用の有無

多面的機能の
発揮

環境機能の
増進

環境関連効果の有無

環境への配慮 生態系

①動植物の生息状況・生息環境等の的確な把握 ａ：把握している、 ｂ：部分的に把握してｃ：把握していない

②保全すべき動植物への配慮対策 ａ：講じられている、ｂ：検討中、 ｃ：講じられていない

③環境情報協議会の意見を踏まえた環境配慮 ａ：踏まえている、 ｂ：踏まえていない

④環境配慮（動植物）対策施設の維持管理、費用負担等の調整 ａ：了、 ｂ：調整中、 ｃ：未調整

⑤地域住民の参加や地域住民との合意形成の取組み ａ：図っている、 ｂ：調整中、 ｃ：図っていない

景観

①地域の景観配慮についての検討 ａ：検討されている、ｂ：検討されていない

②地域の景観についての配慮対策 ａ：行っている、 ｂ：検討中、 ｃ：行っていない

③環境配慮（景観）対策施設の維持管理、費用負担等の調整 ａ：了、 ｂ：調整中、 ｃ：未調整

④地域住民の参加や地域住民との合意形成の取組み ａ：図っている、 ｂ：調整中、 ｃ：図っていない

①関係都道府県や市町村の農業振興計画に本事業の必要性の明記 ａ：されている、 ｂ：されていない

②関係都道府県や市町村の農業振興計画と本事業計画の作付計画 ａ：図られている、 ｂ：図られていない

　との整合性 　（営農検討会等での了解）

①河川管理者との事前協議（２３条）の状況 ａ：協議了、 ｂ：協議中、 ｃ：未協議、 －：該当なし

②漁協との事前協議の状況 ａ：協議了、 ｂ：協議中、 ｃ：未協議、 －：該当なし

③その他着工前に重要な協議の状況 ａ：協議了、 ｂ：多くが協議中、 ｃ：多くが未協議、 －：該当なし

①事業主体から概略構想（関連事業調書）の策定の提出 ａ：されている、 ｂ：されていない

②共同事業（事業内容、事業費、アロケ等）の事前了解 ａ：協議了、 ｂ：協議中、 ｃ：未協議、 －：該当なし

事業の意向確認の状況 （土地改良区がある場合）Ａ：総代会の議決、Ｂ：理事会了、Ｃ：確認されていない

（土地改良区がない場合はアンケート等による） （土地改良区がない場合）Ａ：９０％以上、Ｂ：２／３～９０％、Ｃ：２／３未満

①事業推進協議会の設立 ａ：されている、 ｂ：されていない

②事業推進協議会から着工要望の提出 ａ：されている、 ｂ：されていない

①予定管理者の決定 ａ：決まっている、 ｂ：調整中、 ｃ：未調整

②維持管理方法と維持管理の費用負担について予定管理者との ａ：合意、 ｂ：調整中、 ｃ：されてない

　合意

営農推進組織等（営農支援体制）の設立状況 Ａ：設立済、 Ｂ：検討中
　（検討組織がある）

Ｃ：設立していない

事業の経済性

2,000以上 2,000未満

あり

700以上 700未満

15未満15以上

1,300以上 1,300未満

事業推進体制

維持管理体制

なし

あり なし

関係機関との協議

関連事業との調整

地元合意

評価
評価項目

評価指標 単位
Ａ Ｂ

判定基準（案）
区分

更新効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年

他産業への経済波及効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年

土地生産性及び労働生産性の
向上効果額（受益面積当たり）

千円/ha･年

事
業
の
実
施
環
境
等

①～③の指標について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：９点以上、Ｂ：６～８点、Ｃ：５点以下
（３指標のうち１指標が「該当なし」の場合は、Ａ：６点、Ｂ：４～５点、Ｃ：３点以下）
（３指標のうち２指標が「該当なし」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点）

①～②の指標について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：６点、Ｂ：５点、Ｃ：４点以下　（②が「該当なし」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点）

①～②の指標について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：６点、Ｂ：４～５点、Ｃ：３点

①～②の指標について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：６点、Ｂ：３～５点、Ｃ：２点

①～⑤の小項目について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：１３点以上、Ｂ：９～１２点、Ｃ：８点以下

①～④の小項目について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：11点以上、Ｂ：７～10点、Ｃ：６点以下、－：該当なし

①～②の指標について、評価点（ａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点）の合計値により判断。
Ａ：６点、Ｂ：５点、Ｃ：４点

営農支援体制

関係計画との連携

有
効
性

農業生産基盤
の保全・管理

地域経済への
波及効果

食料の安定
供給の確保

農村の振興

農業生産性の
向上

農業の持続的
発展

250以上 250未満

3以上 3未満

6以上

あり なし

6未満

100以上 100未満

350以上 350未満
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現行チェックリストと多段階評価の対比（考え方案）　（国営かんがい排水事業の場合）

「必須事項」を満たしている
ことを確認（現行どおり）

必須事項を満たしてい
るか確認した上で、その
「程度」についても優先
配慮事項として評価

（新たに追加）

○評価項目は、基本法の理念、
政策評価法等をもとに、体系化
○評価項目・指標は、可能な限り、
定量的なものを設定

「優先配慮事項」は多段階
評価方式に移行

（新たに追加）

１．必須事項

　項　目 評 価 の 内 容 判定

１． 事業の必要性が
明確であるこ
と。（必要性）

・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該
事業を必要とすること。

２．技術的可能性が
確実であるこ
と。

・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
技術的に可能であること。

３．事業の効率性が
十分見込まれる
こと。（効率
性）

・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
と。

４．農家負担の可能
性が十分である
こと。（公平
性）

・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら
ないこと。

５．環境との調和に
配慮しているこ
と。

・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

６．事業の採択要件
を満たしている
こと。

・

・

事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
の要件に適合していること。
採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工
期」を超えないこと。

２．優先配慮事項

　項　目 評 価 の 内 容 判定

１． 事業で達成する
目標に関する事
項（有効性）

①地域農業の生産性向上・農業経営の安定化が図られ
る。

②農地利用の集積等構造政策の推進のための基本的条件
が整備される。

③水利秩序の形成・再編を実施し、水資源の有効活用が
図られる。

④老朽化等により機能低下している土地改良施設の機能
回復や農業災害の防止等が図られる。

２．事業内容や実施
体制等に関する
事項

①

②

事業費の経済性、効率性が十分確保されている。

コスト縮減について具体的に配慮した計画となってい
る。

③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。

④高生産性優良農業地域対策または中山間地域等総合振
興対策対象地域である。

⑤一般被害等の軽減にも寄与するものである。

⑥地元の事業推進体制が整備されている。

⑦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。

⑧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。

⑨関連する他事業との調整が図られている。

⑩施設の適切な維持管理のための体制が整備されてい
る。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１．必須事項

　項　目 評 価 の 内 容 判定

１． 事業の必要性が
明確であるこ
と。（必要性）

・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該
事業を必要とすること。

２． 技術的可能性が
確実であるこ
と。

・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
技術的に可能であること。

３． 事業の効率性が
十分見込まれる
こと。（効率
性）

・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
と。

４． 農家負担の可能
性が十分である
こと。（公平
性）

・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら
ないこと。

５． 環境との調和に
配慮しているこ
と。

・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

６． 事業の採択要件
を満たしている
こと。

・

・

事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
の要件に適合していること。
採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工
期」を超えないこと。

○

○

○

○

○

○
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（新たに追加）

（新たに追加）

２．優先配慮事項

小項目 評価指標設定の考え方 評価指標 評価結果 ランク
１． 効率性 地域発生資材等の有効活用、共同工

事の実施、新技術の導入等によるコ
スト縮減

コスト縮減計画の有
無

なし Ｂ

２． 有効性 農業生産性の向上 地域農業の生産性及び農業経営の向
上

土地生産性・労働生産
性向上効果額（受益面
積当たり）

227 Ｂ

野菜・果樹等の産地形成 野菜指定産地、果樹濃密生産団地に
位置づけられた指定作物の作付拡大

野菜指定産地・果樹濃
密生産団地の指定作物
の作付面積増加率

27 Ｂ

望ましい農業構造の確立 認定農業者の確保の状況 認定農業者の割合
（受益者当たり）

13.7 Ａ

農地の確保・有効利用 用排水の改善等農地条件の改善等に
よる作付率の増加

作付率増加割合 0 Ｂ

農業生産基盤の保全・管
理

老朽化・機能低下した施設の改修等
が実施されることによる、維持管理
費の低減や農業被害発生の未然防止

更新効果額（受益面
積当たり）

186 Ｂ

地域経済への波及効果 当該事業の実施による農業生産の向
上を通じた地域経済の活性化

地域経済派波及効果
額（受益面積当た
り）

193 Ｂ

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

当該事業に伴う地域用水機能の増
進、又は水資源の用水再編による有
効利用

地域用水機能の増
進・水資源の有効利
用の有無

なし Ｂ

環境機能の増進 環境機能の増進 環境関連効果の有無 あり Ａ

３． 環境（生態系）との調和 環境（生態系）への配
慮

９点 Ｂ

環境（景観）との調和 環境（景観）への配慮 ８点 Ｂ

関係都道府県や市町村の農業振興計
画との整合性

連携状況 ６点 Ａ

関係機関との協議の進捗状況 協議状況 ４点
(２項目)

Ｂ

関連する他事業との調整状況 調整状況 ３点
(②該当なし)

Ａ

受益農家の事業実施に対する意向確
認の状況

合意形成の状況 総代会で
議決済

Ａ

地元の推進体制の整備状況 整備状況 ６点 Ａ

維持管理方法と維持管理の費用負担
について予定管理者との合意

合意状況 ６点 Ａ

営農推進組織等（事業実施後の営農
支援体制）の設立状況

設立状況 設立済 Ａ

環境（景観）への配慮

関係計画との連携

事業の経済性

農村の振興

食料の安定供給の
確保

農業の持続的発展

大項目 中項目

事業の
実施環境等

多面的機能の発揮

環境（生態系）への配慮

関係機関との協議

関連事業との調整

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

営農支援体制



【優先配慮事項】 【優先配慮事項】

　　　　　　項　　　　　　　　　　　　　　目 判定

１． 事業の必要性が明確であること。（必要性） ○

２． 技術的可能性が確実であること。 ○

３． 事業の効率性が十分見込まれること。（効率性） ○

４． 農家負担の可能性が十分であること。（公平性） ○

５． 環境との調和に配慮していること。 ○

６． 事業の採択要件を満たしていること。 ○

【必須事項】 【必須事項】

　　　　　　項　　　　　　　　　　　　　　目 判定

１． 事業の必要性が明確であること。（必要性） ○

２． 技術的可能性が確実であること。 ○

３． 事業の効率性が十分見込まれること。（効率性） ○

４． 農家負担の可能性が十分であること。（公平性） ○

５． 環境との調和に配慮していること。 ○

６． 事業の採択要件を満たしていること。 ○

［事業目的］　用水改良　　　

［受益面積］　10,041 ha　（水田 10,041 ha）

［総事業費］　155,601百万円　（国営事業費　39,000百万円）

［事業内容］　頭首工、用水路

事業名：　国営かんがい排水事業　Ａ地区

［事業目的］　畑地かんがい　

［受益面積］　3,920 ha　（畑 3,540 ha、その他 380 ha）

［総事業費］　116,500百万円　（国営事業費　43,000百万円）

［事業内容］　貯水池、揚水機、用水路

事業名：　国営かんがい排水事業　Ｂ地区

○ 事例地区試行結果

項　　　　　　　　　　　目 判定 項　　　　　　　　　　　目 判定
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効
率
性

事業の経済性 コスト縮減計画の有無 なし Ｂ

食料の安定供給の確保 農業生産性の向上
土地生産性及び労働生産性の
向上効果額（受益面積当たり）

千円/ha･年 650 Ａ

野菜・果樹等の産地形成
野菜指定産地・果樹濃密生産団地の
指定作物の作付の増加面積

ha 80 Ｂ

望ましい農業構造の確立 認定農業者の割合（受益者当たり） ％ 7.8 Ａ

農業の持続的発展 農地の確保・有効利用 作付率増加割合 ％ 2.0 Ｂ

農業生産基盤の保全・管理 更新効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年 460 Ａ

農村の振興 地域経済への波及効果 他産業への経済波及効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年 500 Ｂ

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

地域用水機能の増進・水資源の有効利用の有無 なし Ｂ

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果の有無 あり Ａ

環境（生態系）への配慮 ５つの指標の評定点の合計値 点 ９点 Ｂ

環境（景観）への配慮 ４つの指標の評定点の合計値 点 ５点 Ｃ

関係計画との連携 ２つの指標の評定点の合計値 点 ６点 Ａ

関係機関との協議 ３つの指標の評定点の合計値 点 ３点（２項目） Ｂ

関連事業との調整 ２つの指標の評定点の合計値 点 ６点 Ａ

地元合意 事業の意向確認の状況 総代会で議決済 Ａ

事業推進体制 ２つの指標の評定点の合計値 点 ６点 Ａ

維持管理体制 ２つの指標の評定点の合計値 点 ６点 Ａ

営農支援体制
営農推進組織等
（事業実施後の営農支援体制）の設立状況

検討中 Ｂ

大項目

事
業
の
実
施
環
境
等

有
効
性

評価小項目中項目 評価結果評価指標 単位

効
率
性

事業の経済性 コスト縮減計画の有無 なし Ｂ

食料の安定供給の確保 農業生産性の向上
土地生産性及び労働生産性の
向上効果額（受益面積当たり）

千円/ha･年 1,990 Ａ

野菜・果樹等の産地形成
野菜指定産地・果樹濃密生産団地の
指定作物の作付の増加面積

ha 40 Ｂ

望ましい農業構造の確立 認定農業者の割合（受益者当たり） ％ 3.9 Ｂ

農業の持続的発展 農地の確保・有効利用 作付率増加割合 ％ 45.0 Ａ

農業生産基盤の保全・管理 更新効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年 13 Ｂ

農村の振興 地域経済への波及効果 他産業への経済波及効果額（受益面積当たり） 千円/ha･年 7,800 Ａ

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

地域用水機能の増進・水資源の有効利用の有無 なし Ｂ

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果の有無 なし Ｂ

環境（生態系）への配慮 ５つの指標の評定点の合計値 点 １０点 Ｂ

環境（景観）への配慮 ４つの指標の評定点の合計値 点 ８点 Ｂ

関係計画との連携 ２つの指標の評定点の合計値 点 ４点 Ｂ

関係機関との協議 ３つの指標の評定点の合計値 点 ４点（２項目） Ｂ

関連事業との調整 ２つの指標の評定点の合計値 点 ３点（１項目） Ａ

地元合意 事業の意向確認の状況 95% Ａ

事業推進体制 ２つの指標の評定点の合計値 点 ６点 Ａ

維持管理体制 ２つの指標の評定点の合計値 点 ４点 Ｂ

営農支援体制
営農推進組織等
（事業実施後の営農支援体制）の設立状況

設立済 Ａ

大項目

事
業
の
実
施
環
境
等

有
効
性

評価小項目中項目 評価結果評価指標 単位



○　「多段階評価方式の基本的な考え方」に基づき、国営土地改良事業（国営かんがい排水事業、国営農地再編整備事業、国営総合農地防災事業）につ

いて、平成18年度新規着工要求地区の代表地区において試行的に導入することを目途に検討。

○　適切な事前評価が可能となるよう、評価項目の体系化、評価指標及び評価点の設定等について、引き続き検討。

○　国営土地改良事業の検討状況を踏まえつつ、補助事業への適用についても検討。

３　今後の進め方

○検討スケジュール

平成１６年度に国営土地改良事業の多段階評価方式の導入について審議いただき、審議結果を踏まえて、

平成１８年度の新規着工要求地区から試行的に導入することを目途に農村振興局においてさらに検討。

　　平成１７年３月２日　企画小委員会（３回目）

　　　　　　　　　　　　多段階評価方式の導入について

　　　　　　　８月末　　多段階評価方式による試行的な評価結果を公表（予定）

　　　　　　　　　　　　（平成１８年度新規着工要求地区の代表地区）

　　平成１７年度～　　　多段階評価方式の補助事業への適用について検討（予定）

9



10

（参考）

（平成11年７月16日法律第106号）○食料・農業・農村基本法
最終改正：平成15年６月11日法律第73号

(食料の安定供給の確保)
第二条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基
礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供
給されなければならない。
２ 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有して
いることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組
み合わせて行われなければならない。
３ 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図るこ
とを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
４ 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相
当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済
の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。

(多面的機能の発揮)
第三条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生
産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多
面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたっ
て、適切かつ十分に発揮されなければならない。

(農業の持続的な発展)
第四条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかん
がみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれ
らが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活
動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し かつ これを促進する機能をいう 以下同じ )、 、 。 。
が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。

(農村の振興)
第五条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業
の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供
給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備
その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。

(望ましい農業構造の確立)
第二十一条 国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を
担う農業構造を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備の推進、農業
経営の規模の拡大その他農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(農地の確保及び有効利用)
第二十三条 国は、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、農地として利用
すべき土地の農業上の利用の確保、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積、
農地の効率的な利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(農業生産の基盤の整備)
第二十四条 国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ること
により、農業の生産性の向上を促進するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業
の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化、農業用用排水施設の機能の維持増進そ
の他の農業生産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。

(自然循環機能の維持増進)
第三十二条 国は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家
畜排せつ物等の有効利用による地力の増進その他必要な施策を講ずるものとする。

(農村の総合的な振興)
第三十四条 国は、農村における土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興その
他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。
２ 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。

(中山間地域等の振興)
第三十五条 国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が
不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、
地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備
による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
２ 国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関
する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずる
ものとする。

(都市と農村の交流等)
第三十六条 国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある
生活に資するため、都市と農村との間の交流の促進、市民農園の整備の推進その他必要な施策を講ずる
ものとする。
２ 国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即
した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。
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（昭和24年６月６日法律第195号）○土地改良法
最終改正：平成16年12月１日法律第147号

（目的及び原則）
第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するた
めに必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総
生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
２ 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な
開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。




