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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行った。

（１） 検討の背景

①事前評価の客観性・透明性の一層の向上

②事業の重点化・効率化

③総合的な視点からの評価の必要性

④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

①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

②評価項目（小項目）ごとに評価指標を設定

③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

　①平成16年度第１回企画小委員会　（平成16年９月30日）
　 総合的な事業評価手法の検討について

　　　・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

　② 平成16年度第２回企画小委員会　（平成16年12月３日）
　　 多段階評価方式の基本的な考え方について

　　 ・「優先配慮事項」について、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

　③平成16年度第３回企画小委員会　（平成17年３月２日）
　　　 国営土地改良事業における多段階評価方式の導入について

　　 ・「優先配慮事項」について、上位の政策目標に沿った体系を基に
事業ごとに評価指標を設定

　　 ・国営土地改良事業について、平成18年度新規着工要求地区の
代表地区において、多段階評価を試行的に実施
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評価項目体系（案）　（国営かんがい排水事業の場合）

○ 評価項目は、政策評価法の観点や食料・農業・農村基本法の体系を基に設定した。

○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ることとし、定量的な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した。

２．多段階評価方式の基本的な考え方について

（１）評価項目、評価指標の設定

大項目 中項目 小項目

効
率
性

事業の経済性・効率性
事業費の経済性・効率性の確保
コスト縮減についての具体的配慮

(該当項目数)
単位当たり事業費が類似条件の近傍他地区等との比較から概ね妥当であると認められる
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を図る計画となっている

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

地域の農業産出額（面積当たり） (千円/ha･年) 地域農業の農業産出額の状況

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
指定作物の計画作付面積の割合

(％) 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計画作付面積

認定農業者の割合（総農家当たり） (％) 認定農業者の確保の状況

経営耕地面積（１戸当たり） (ha/戸) 地区内の１戸当たり経営耕地面積の状況

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

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

施設の更新整備の緊急性 (判定結果) 施設機能診断結果の総合判定による施設の更新整備の緊急性

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

地域用水効果額（受益面積当たり） (千円/ha･年) 地域用水機能の増進（営農用水効果、消流雪用水効果、防火用水効果）

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果額（受益面積当たり） (千円/ha･年) 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 各指標の評定点の合計値 （点） 環境（生態系）との調和への配慮

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

関係計画との連携 各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 各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 各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 各指標の評定点の合計値 （点） 受益農家及び関係市町村の事業実施に対する意向確認の状況

事業推進体制 各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 各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 各指標の評定点の合計値 （点） 営農推進組織等（事業実施後の営農支援体制）の設立状況

事
業
の
実
施
環
境
等

食料の安定供給の確保

農業の持続的発展

農村の振興

評価指標 評価指標設定の考え方

評価項目

有
効
性

望ましい農業構造の確立

農業生産性の向上

農業生産基盤の保全・管理



3

（２） 評価基準の設定

【有効性に関する項目】

現行チェックリスト

○

－

Ａ

－

Ｂ

多段階評価

よ
り
優
れ
て
い
る

効果等の有無

「○」の程度を
明確化

過
去
の
採
択
地
区
の
デ
ー
タ
の
頻
度

Ａ Ｂ －
指標値

大 小

【事業の実施環境等に関する項目】

○ 有効性に関する項目は、過去の採択地区のデータ等を基に、Ａ、Ｂの２段階で評価する。

○事業の実施環境等に関する項目は、事業の熟度により、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価する。

環境へ
の配慮

生態系 評価点 評価

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない a
②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない a
③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない b
④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整 b

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：10点以上、Ｂ：７～９点、Ｃ：６点以下、－：該当なし

Ａ

過去10年間の採択地区データの中央値をＡ，Ｂの基準値に設定
（基準値は必要に応じて数年毎に見直し）
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３．事例地区試行結果について

事業名：　国営かんがい排水事業　Ａ地区

［事業目的］　用水改良
［受益面積］　3,392ha　（水田3,392ha）
［総事業費］　19,400百万円　（国営総事業費　18,500百万円）
［工事計画］　ダム取水口、頭首工、用水路　の改修

事業名：　国営かんがい排水事業　B地区

［事業目的］　排水改良
［受益面積］　2,271ha　（畑2,271ha）
［総事業費］　4,500百万円　（国営総事業費　4,500百万円）
［工事計画］　排水機、排水路　の整備

【優先配慮事項】【優先配慮事項】

大項目 中項目 小項目

効
率
性

事業の経済性・効率性 各指標の該当項目数 ２項目 Ａ

食料の安定供給の確保
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）

115千円/ha・年 Ｂ

地域の農業産出額（面積当たり） 1,064千円/ha・年 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
指定作物の計画作付面積の割合（受益面積当たり）

３３％ Ａ

農業の持続的発展 認定農業者の割合（総農家当たり） ８４％ Ａ

経営耕地面積（１戸当たり） 23.5ha/戸 Ａ

農地の確保・有効利用 作付率増加割合 － －

更新効果額（受益面積当たり） 1千円/ha・年 Ｂ

施設の更新整備の緊急性 Ａ判定 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） 52千円/ha・年 Ｂ

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

地域用水効果額（受益面積当たり） － －

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果額（受益面積当たり） 0.3千円/ha・年 Ｂ

環境（生態系）への配慮 各指標の評定点の合計値 11点 Ａ

環境（景観）への配慮 各指標の評定点の合計値 7点 Ｂ

関係計画との連携 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

関係機関との協議 各指標の評定点の合計値 9点 Ａ

関連事業との調整 各指標の評定点の合計値 ー －

地元合意 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

事業推進体制 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

維持管理体制 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

営農支援体制 各指標の評定点の合計値 3点 Ａ

評価

事
業
の
実
施
環
境
等

評価項目

有
効
性

農業生産性の向上

望ましい農業構造の確立

農業生産基盤の保全・管理

評価結果評価指標

大項目 中項目 小項目

効
率
性

事業の経済性・効率性 各指標の該当項目数 ２項目 Ａ

食料の安定供給の確保
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）

92千円/ha・年 Ｂ

地域の農業産出額（面積当たり） 1,286千円/ha・年 Ｂ

野菜・果樹等の産地形成
野菜指定産地・果樹濃密生産団地の
指定作物の計画作付面積の割合（受益面積当たり）

１％ Ｂ

農業の持続的発展 認定農業者の割合（総農家当たり） ８％ Ａ

経営耕地面積（１戸当たり） 1.1ha/戸 Ａ

農地の確保・有効利用 作付率増加割合 ２％ Ｂ

更新効果額（受益面積当たり） 262千円/ha・年 Ａ

施設の更新整備の緊急性 Ａ判定 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） 187千円/ha・年 Ｂ

地域用水機能の増進・
水資源の有効利用

地域用水効果額（受益面積当たり） － －

多面的機能の発揮 環境機能の増進 環境関連効果額（受益面積当たり） 0.01千円/ha・年 Ｂ

環境（生態系）への配慮 各指標の評定点の合計値 12点 Ａ

環境（景観）への配慮 各指標の評定点の合計値 － －

関係計画との連携 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

関係機関との協議 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

関連事業との調整 各指標の評定点の合計値 5点 Ｂ

地元合意 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

事業推進体制 各指標の評定点の合計値 6点 Ａ

維持管理体制 各指標の評定点の合計値 5点 Ｂ

営農支援体制 各指標の評定点の合計値 3点 Ａ

評価

事
業
の
実
施
環
境
等

評価指標

評価項目

有
効
性

農業生産性の向上

望ましい農業構造の確立

農業生産基盤の保全・管理

評価結果
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【国営かんがい排水事業】　多段階評価の考え方（案）

大項目 中項目 小項目

①事業費の経済性・効率性の確保

②コスト縮減についての具体的配慮

土地生産性及び労働生産性の
向上効果額（面積当たり）

千円/ha･年

農業産出額（面積当たり） 千円/ha･年

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
計画作付面積割合（面積当たり）

％

認定農業者の割合（総農家当たり） ％

経営耕地面積（１戸当たり） ha/戸

農地の確保
・有効利用

作付率の増加 ％

更新効果額（面積当たり） 千円/ha･年

施設の更新整備の緊急性 －

地域経済への
波及効果

他産業への経済波及効果額（面積当たり） 千円/ha･年

地域用水機能
の増進・水資源
の有効利用

地域用水効果額（面積当たり） 千円/ha･年

多面的機能の
発揮

環境機能の
増進

環境関連効果額（面積当たり） 千円/ha･年

環境への配慮 生態系

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

景観

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

①関係都道府県や市町村の農業振興計画と本事業との整合性 ａ：図られている ｂ：図られる見込みがある ｃ：図られていない

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：図られる見込みがある ｃ：図られていない

　との整合性

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）の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出 －：該当なし

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

地元合意

①事業実施に対する受益農家の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

②事業実施に対する関係市町村の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

①事業推進協議会の設立 ａ：設立済 ｂ：設立予定 ｃ：未設立

②事業推進協議会から着工要望の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出

①予定管理者の決定 ａ：決定済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

②維持管理方法と費用負担に関する予定管理者との合意 ａ：合意済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

営農推進組織等（営農支援体制）の設立状況 Ａ：設立済 Ｂ：設立予定 Ｃ：未設立 －：該当なし

維持管理体制
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点以下

Ｂ

判定基準（案）

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点以下　（①が「－」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：４～５点、Ｃ：３点以下　（①が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）

評価項目（案）
評価指標（案） 単位

Ａ

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点以下

関係計画との連携

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、Ｂ：６～８点、Ｃ：５点以下
（３指標のうち１指標が「－」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「－」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：４～５点、Ｃ：３点以下　（①または②が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）

関係機関との協議

関連事業との調整

10未満10以上

水田主体地区：1,000以上
畑主体地区：2,000以上

水田主体地区：1,000未満
畑主体地区：2,000未満

2以上 2未満

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：10点以上、Ｂ：７～９点、Ｃ：６点以下、－：該当なし

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：10点以上、Ｂ：7～9点、Ｃ：6点以下、－：該当なし

10以上 10未満

都道府県の平均以上

水田主体地区：250以上
畑主体地区：15以上

水田主体地区：250未満
畑主体地区：15未満

3以上

都道府県の平均未満

3未満

事
業
の
実
施
環
境
等

農業生産基盤
の保全・管理

農業の持続的
発展

望ましい
農業構造の確立

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の向上

営農支援体制

事業推進体制

農村の振興

効
率
性

事業の経済性・効率性
①～②の小項目について、該当する項目の数により判断。
Ａ：２項目、Ｂ：１項目、Ｃ：該当なし

施設機能診断結果の総合判定により判断。
A：緊急に更新が必要、B：近い将来補強や更新が必要、C：当面対応不要、－：該当なし

水田主体地区：350以上
畑主体地区：1,300以上

水田主体地区：350未満
畑主体地区：1,300未満

都道府県の平均以上 都道府県の平均未満

都道府県の平均以上 都道府県の平均未満
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【国営農地再編整備事業】　多段階評価の考え方（案）

大項目 中項目 小項目

①事業費の経済性・効率性の確保

②コスト縮減についての具体的配慮

労働時間短縮率 ％

営農経費縮減率 ％

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
計画作付面積割合（面積当たり）

％

望ましい農業構造
の確立，農地の確
保・有効利用

担い手等への農地利用集積率 ％

農業生産基盤
の保全・管理

更新効果額（面積当たり） 千円/ha･年

農村の
生活環境の整備

生活環境整備効果（面積当たり）
※一般交通等経費節減効果＋非農用地等創設効果＋
安全性向上効果

千円/ha･年

地域経済への
波及効果

他産業への経済波及効果額（面積当たり） 千円/ha･年

多面的機能の
発揮

環境機能の
増進

環境関連効果額（面積当たり） 千円/ha･年

環境への配慮 生態系

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

景観

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

①関係都道府県や市町村の農業振興計画と本事業との整合性 ａ：図られている ｂ：図られる見込みがある ｃ：図られていない

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：図られる見込みがある ｃ：図られていない

　との整合性

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道路管理者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）の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出 －：該当なし

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

地元合意

①事業実施に対する受益農家の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

②事業実施に対する関係市町村の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

①事業推進協議会の設立 ａ：設立済 ｂ：設立予定 ｃ：未設立

②事業推進協議会から着工要望の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出

①予定管理者の決定 ａ：決定済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

②維持管理方法と費用負担に関する予定管理者との合意 ａ：合意済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

営農推進組織等（営農支援体制）の設立状況 Ａ：設立済、 Ｂ：設立予定 Ｃ：未設立

緊急性 Ａ：調整済 Ｂ：調整中 Ｃ：未調整 －：該当なし

評価項目（案）
評価指標（案） 単位

Ａ

判定基準（案）

Ｂ

事
業
の
実
施
環
境
等

有
効
性

食料の安定
供給の確保

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点以下

水田主体地区：50以上
畑主体地区：30以上

関係計画との連携

関係機関との協議

5以上 5未満

85未満

5未満

10未満

効
率
性

事業の経済性・効率性
①～②の小項目について、該当する項目の数により判断。
Ａ：２項目、Ｂ：１項目、Ｃ：該当なし

農業生産性
の向上

水田主体地区：45未満
畑主体地区：25未満

水田主体地区：45以上
畑主体地区：25以上

水田主体地区：50未満
畑主体地区：30未満

水田主体地区：200未満
畑主体地区：30未満

農業の持続的
発展

農村の振興

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点以下　（①が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）

事業推進体制
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点以下　（①が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）

水田主体地区：1,300以上
畑主体地区：600以上

水田主体地区：1,300未満
畑主体地区：600未満

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：10点以上、Ｂ：7～9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：４～５点、Ｃ：３点以下　（①または②が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）

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、Ｂ：６～８点、Ｃ：５点以下
（３指標のうち１指標が「－」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「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点）

道路や河川等との一体施行や土地利用調整を伴う場合の調整状況

85以上

営農支援体制

維持管理体制
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点以下

10以上

関連事業との調整

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：10点以上、Ｂ：７～９点、Ｃ：６点以下、－：該当なし

水田主体地区：200以上
畑主体地区：30以上

5以上
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【国営総合農地防災事業】　多段階評価の考え方（案）

大項目 中項目 小項目

①事業費の経済性・効率性の確保

②コスト縮減についての具体的配慮

土地生産性及び労働生産性の
向上効果額（面積当たり）

千円/ha･年

農業産出額（面積当たり） 千円/ha･年

認定農業者の割合（総農家当たり） ％

経営耕地面積（１戸当たり） ha/戸

更新効果額（面積当たり） 千円/ha･年

作物・農地等の災害・洪水等の被害軽減効果
（面積当たり）

千円/ha･年

公共施設保全効果（面積当たり） 千円/ha･年

一般・公共施設の災害・洪水等の被害軽減効果
（面積当たり）

千円/ha･年

地域経済への
波及効果

他産業への経済波及効果額（面積当たり） 千円/ha･年

多面的機能の
発揮

環境機能の
増進

環境関連効果額（面積当たり） 千円/ha･年

環境への配慮 生態系

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

景観

①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ａ：行っている ｂ：検討中 ｃ：行っていない

②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮 ａ：踏まえている ｂ：検討中 ｃ：踏まえていない

③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取組み ａ：図っている ｂ：検討中 ｃ：図っていない

④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況　 ａ：調整済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

ａ：図られている ｂ：図られる見込みがある ｃ：図られていない

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：図られる見込みがある ｃ：図られていない

　との整合性

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）の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出 －：該当なし

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

地元合意

①事業実施に対する受益農家の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

②事業実施に対する関係市町村の同意状況 ａ：同意済 ｂ：同意予定 ｃ：未同意

①事業推進協議会の設立 ａ：設立済 ｂ：設立予定 ｃ：未設立

②事業推進協議会から着工要望の提出 ａ：提出済 ｂ：提出予定 ｃ：未提出

①予定管理者の決定 ａ：決定済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

②維持管理方法と費用負担に関する予定管理者との合意 ａ：合意済 ｂ：調整中 ｃ：未調整

営農推進組織等（営農支援体制）の設立状況 Ａ：設立済、 Ｂ：設立予定 Ｃ：未設立 －：該当なし

①地域防災計画等における災害対策の必要性と本事業との整合性

望ましい農業構
造の確立

1,000未満

5未満

水田主体地区：300以上
畑主体地区：30以上

都道府県の平均以上

5未満

都道府県の平均以上

水田主体地区：100以上
畑主体地区：200以上

5以上

効
率
性

事業の経済性・効率性
①～②の小項目について、該当する項目の数により判断。
Ａ：２項目、Ｂ：１項目、Ｃ：該当なし

都道府県の平均以上 都道府県の平均未満

農業生産性
の向上

食料の安定
供給の確保

水田主体地区：150以上
畑主体地区：250以上

水田主体地区：100未満
畑主体地区：200未満

都道府県の平均未満

水田主体地区：150未満
畑主体地区：250未満

水田主体地区：300未満
畑主体地区：30未満

都道府県の平均未満

評価項目（案）
評価指標（案） 単位

Ａ

判定基準（案）

Ｂ

農業生産基盤
の保全・管理

維持管理体制

関係機関との協議

関連事業との調整

事業推進体制

営農支援体制

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点以下

有
効
性

農村の振興

事
業
の
実
施
環
境
等

農業の持続的
発展

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、Ｂ：６～８点、Ｃ：５点以下
（３指標のうち１指標が「－」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「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点）

農村の生活環境
の整備

関係計画との連携

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点以下　（①または②が「－」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：４～５点、Ｃ：３点以下

5以上

水田主体地区：80以上
畑主体地区：10以上

水田主体地区：80未満
畑主体地区：10未満

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：10点以上、Ｂ：7～9点、Ｃ：6点以下、－：該当なし

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：10点以上、Ｂ：７～９点、Ｃ：６点以下、－：該当なし

1,000以上

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点以下　（①が「－」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：４～５点、Ｃ：３点以下　（①が「－」の場合は、Ａ：３点、Ｂ：２点、C：１点）


