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１． 土地改良事業の費用対効果分析と新たな効果体系の検討

○土地改良事業では、土地改良法の制定時から、事業の経済的妥当性の確認を目的として費用対効果分析を実施。

○従来定量化できなかった効果の定量的な把握や、現行の効果項目のより適切な算定を目的として、費用対効果分析手法
の改善を検討中。

◆土地改良法による費用対効果分析の位置づけ

・土地改良事業では、土地改良法令により、事業の施行に関する
基本的な要件の一つとして、「当該事業のすべての効用がそのす
べての費用をつぐなうこと」と規定。

・土地改良法施行時（S24）より、申請された事業計画の適否の判断
基準として、費用便益比が １．０ を超えることを確認。

◆政策評価法を踏まえた費用対効果分析手法の改善

・平成14年に政策評価法が施行され、個々の公共事業について、費用対効
果分析等、客観的な手法によって政策効果を定量的に測定・把握し、事
前評価を行うことと規定。

・農村定住条件整備効果や農村環境保全効果については、効果をより適切
に把握するため、手法の改善を検討。

・また、現行の費用対効果分析に含まれない効果項目について、既存の効
果項目との重複等に留意しつつ、新たな算定手法を検討。

【 次の４つの視点から費用対効果分析手法の改善を検討】

①更新事業が主体となってい
ることに対応した評価算定手
法の見直し

②外部経済効果を適切に評価
するための効果算定手法の
高度化

・ 更新事業に対応した新たな効果算定
手法(更新効果＋機能向上による効果)

・効果算定方式

【現行の効果体系】

事業効果

農業生産性
向上効果

農村定住条件
整備効果

農村環境保全
効果

減少効果

廃用損失額
（ﾃﾞｯﾄﾞｺｽﾄ）

農業生産向上効果

農業経営向上効果

生産基盤保全効果

被害軽減効果

生活環境整備効果

地域資産保全・向上効果

景観保全効果

保健休養機能向上効果

効果の算定手法の改善を検討

③政策評価に対応し、これまで
評価されていなかった効果項
目の追加

④事業の幅広い効果を説明す
るために参考値として示すこ
とが可能な効果(参考値)

・地域洪水被害軽減効果

・ 水辺環境整備効果

・ 保健休養機能向上効果 等

・ 耕作放棄防止効果

・土地利用秩序化による利便性向上効果

・農業労働環境改善効果 等

・ 食料の安定供給に関する効果

・ 地域経済への波及効果
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２．新たな効果体系の整理について

○食料・農業・農村基本法の制定により、農業の持続的な発展と農村の振興により、食料の安定供給の確保と多面的機能
の発揮を図るという政策体系に即して事業を推進。

○事業の政策効果を適切に評価する観点から、基本法の４つの基本理念に即した新たな効果体系を整理し、効果項目の見
直しと追加を検討。
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Ｐ11～Ｐ13• 投資効率方式（妥当投資額・事業費比
率）から総費用総便益比方式への移
行に向けて必要な諸条件を検討。

• 事前評価地区において試算を実施。

• 新規投資事業から更新整備事業へと
事業の内容が変化していることから、
工事期間中の効果発現を考慮した方
式の導入を検討する必要がある。

• 投資効率方式（妥当投資額・事業費比
率）

効果算定方式

• 新規投資から更新整備へと事業の内
容が変化してきており、更新効果の内
容を適切に評価する手法に転換する
必要。

現行の算定手法の課題

• 更新事業における効果をよりわかりや
すく算定するため、全ての効果を「事業
なかりせば・ありせば」において積み上
げて比較する算定手法に改善。

算定手法の改善方向

Ｐ5～Ｐ10
(前回説明)

備考

• 老朽化した施設を改良又は更新した場
合に、農業生産が維持される効果とし
て、旧施設と同等の機能を有する施設
を再建設する事業費をもって算定（簡便
法）。

更新事業に対応した新
たな効果算定手法(更
新効果＋機能向上によ
る効果）

効果算定の考え方項目

①更新事業が主体となっていることに対応した評価算定手法の見直し

３．効果の見直しの視点

○効果項目の見直しに当たっては、効果項目間の重複計上の排除、事後評価の反映等にも留意しつつケーススタディを
行って、評価算定手法の高度化、適正化を検討。

Ｐ14～Ｐ15
(前回説明)

• 現行の簡便な被害予測方法の妥当性
を検討。

• 氾濫シミュレーションにより被害軽減方
法を推計する手法を追加。

• 応急対策費等を計上。

• 現行の手法では、当該地区で過去に
洪水被害が発生していない場合に過
小評価になる。また、資産への被害以
外の応急対策費は計上されていない
等、適切な評価となっていない。

• 施設の新設・改良により軽減される
被害額を効果として算定。

• 過去の洪水被害額と洪水流量・降
雨量の相関式に基づき、被害軽減
額を推計。

災害等防止効果

地域洪水被害軽減効果

Ｐ19～Ｐ20• 土地改良事業におけるＴＣＭの標準的
手法を検討。

• ケーススタディを実施し、導入にあたっ
ての課題等を整理。

・保健休養のために訪問する等の交流
に係る価値が未計上。

• レクリエーション事業等を計画した
場合に発生する収益額を按分し、
農業用施設等に係る収益額を効
果として算定。

保健休養機能向上効果

• 簡便的な代替法の評価となっており、
環境を保全・創造する効果を適切に評
価していない。

現行の算定手法の課題

• 土地改良事業におけるＣＶＭの標準的
手法を確立。

• 受益範囲の設定に配慮し、過大な評
価とならない方法を検討。

算定手法の改善方向

Ｐ16～Ｐ18
(前回説明)

備考

• 環境に配慮するために要する追加
投資額や、水質を浄化するための
施設の事業費を基に効果を算定。

水辺環境整備効果

水質浄化効果

農道環境整備効果

効果算定の考え方項目

②外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高度化を図る項目

※前回検討することとした「維持管理費節減効果」、「安全性向上効果」については、今回の見直しの対象から削除した。
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③政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目

Ｐ16～Ｐ18
(前回説明)

・水辺環境整備効果、水質浄化効果、農道環境整備効果
のＣＶＭと一体的に算定する手法を検討。

・農業施設を活用し、環境・農業学習の場が提供される効
果。

環境・農業学習効果

Ｐ21～Ｐ23・新事業における効果算定に関連して、「事業ありせば・な
かりせば」の比較により、耕作放棄防止の効果を算定。

・事業なかりせば発生する耕作放棄面積については、耕
作放棄発生シミュレーションや近隣未整備地区の耕作放
棄発生率より算定する手法を検討。

・ほ場整備等の事業を実施することによって、耕作放棄が
防止されるであろう農地が支えている農業生産、多面的
機能を維持する効果。

耕作放棄防止効果

・生活利便性の向上に係る効果を総合的に評価するため、
研究の蓄積の多いＣＶＭによる定量化の検討を行う。

・労働の質的改善に係る作業を特定し、その改善に係る評
価を代替法、ＣＶＭ等により算定する手法を検討。

・農薬散布方法の改善(人力散布→スプリンクラー)にを対
象としたケーススタディにより、追加的手当(代替法)、
CVMによる方法を検討する。

算定手法の検討

Ｐ27～Ｐ29
(前回説明)

・ほ場整備等の事業による土地利用の秩序化によって発生
する、生活利便性向上に係る効果。

土地利用秩序化による利便性
向上効果

Ｐ24～Ｐ26・事業実施による労働の質的軽減(労働強度、危険労働の
解消など)に係る効果。

農業労働環境改善効果

備考効果の考え方効果項目

※前回検討することとした「農業構造の変化に伴う効果」については、今回の見直しの対象から削除した。

④事業の幅広い効果を説明するために参考値として示すことが可能な項目

Ｐ31～Ｐ32・川上産業については、産業連関表により分析し、川下産
業については、現地調査により既存産業（配送業等）や、
新たに生じた関連産業（食品加工業等）への波及効果を
明らかにする。

・事業を実施することによって生じる農業生産の増加に伴い
波及する川上・川下産業の利潤の増加額、雇用者数を効
果の参考値とする。

地域経済への波及効果

（参考値）

・米の需給曲線を活用し、生産量の増大、生産費の低減
による消費者余剰の増加分を推計する。

・効果は複数の事業の実施により、かつ、長期に生じるた
め、個別地区での評価は困難であり、マクロ（事業全体）
の評価を検討する。

・国内の農業生産が確保されることによって食料供給のリ
スクが抑制される効果については、マクロでの評価手法
を今後の課題とする。

算定手法の検討

Ｐ30・土地改良事業の実施による生産量の増大、生産費の低減
による価格の低下を通じて長期的に消費者余剰の増大が
見込まれる効果。

・政策評価としてマクロの評価を行い、個別地区の効果の
算定は行わない。

食料の安定供給に関する効果

（参考値）

備考効果の考え方効果項目
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（１）更新事業（用排水施設）に対応した新たな効果算定手法〔更新効果＋機能向上による効果〕

［算定手法の改善の基本的な考え方］
よりわかりやすく、適切な算定手法として、現行の更新効果と機能向
上による効果を一体的に算定する方式に見直し、事業を実施しなかった
場合（「事業なかりせば」）と事業を実施した場合（「事業ありせば」）を比
較し効果算定する手法に改善する。なお、費用対効果分析においては、
更新整備を行わない施設を含めて用排水システム全体で費用及び効果
を捉え、分析することとなる。
ポイント
○更新効果→原則として、各種効果を「事業ありせば」、「事業なかりせ

ば」による算定手法に変更
（ただし、当初事業において更新効果を測定している場合
は、現行の簡便法による想定効果を見込むこととする。）

○事業なかりせば→前歴事業の現況を踏まえ、施設の機能が失われた
状況を想定。

１．現行の更新事業における効果の考え方
○更新効果：老朽化等により機能が低下した既存の農業水利施設を改良又は更新した場合に、旧施設の下で行われていた農業生産が維持さ

れる効果。
○機能向上による効果： 事業によって機能が向上（用排水量の増加、遠隔管理システムの導入等）することで発現する効果。

２．現行の算定手法
○更新効果：旧施設の機能と同等の機能を有する施設を再建設するために必要な事業費を基に効果を算定している。
○機能向上による効果：作物生産の増減、営農経費の節減、維持管理費の節減等について積み上げて算定している。

３．効果算定上の課題
○更新効果：新規投資事業から更新整備事業へと事業の内容が変化し、更新効果の占める割合が高まってきており、算定手法の高度化として

積み上げ方式の導入が求められている。

４．算定手法の改善方向
○事業を実施した場合としなかった場合を比較し、その純益額の差額を効果額とする手法に見直すこととする。

〔効果測定のイメージ〕

（事業完了後の将来あるべき姿）

機能向上に

による効果

（現 況） 更新事業あ

りせばの純

益額② 現況の施設

更新事業実 が有してい

施前の純益 る効果（事業なかりせば

の状況を想定）額

（農業純益

額＋農業外 更新事業な

純益額） かりせばの 更新事業による

純益額① 効果 ②－①

４．更新事業が主体となっていることに対応した評価算定手法の見直し



6

〔参考１〕更新事業（機能向上を含む）における新たな算定手法による試算結果

前歴事業以前においても営農がなされており、旧施設（前歴事業）においても更新効果として算定されており、
今回の更新整備によりその効果についても引き継がれることとなる。しかしながら本効果については、当時の
営農状況を把握することは困難であるため、「事業ありせば・なかりせば」ではなく 経済的事業費を持って簡
便的な手法を用いて算定した。

前歴事業の更新効果

現在の排水施設の機能が失われた状況を想定し、
過湿による単収の減少と作付面積の変化について
設定を行った。

地区の営農計画に基づく事業完了後の農業生産額
（純益ベース）とする。

作物生産＋品質向上※１

現在の排水施設の機能が失われた状況（＝施設が
ない状況）を想定し、前歴事業の実施前の維持管
理費用を現在価した。

施設機能の向上のため新規の施設を整備する場合、
新規施設の管理費等を含めた計画の維持管理費とす
る。

維持管理費節減

現在の排水施設の機能が失われた状況を想定し、
過湿によって増加するであろう農作業時間を設定し
た。

関連事業等の実施によって生じる営農経費の節減を
踏まえ事業完了後の営農経費とする。

営農経費節減※２

事業なかりせば事業ありせば効果項目

ケース１ 国営かんがい排水事業（Ｅ地区：排水機場及び排水路の更新整備）

※１，２の効果については、Ｐ８のイメージ図を参照

○算定に当たっての考え方
①「事業ありせば」は、当該事業による営農計画、維持管理計画等に基づき将来の作物生産の純益額及び営農経費、施設の維持管理費等に

ついて算定する。
②「事業なかりせば」は、現在の施設機能が失われた場合を想定し、生産額、営農実態等を踏まえ算定する。

○試算結果を踏まえた今後の対応方針
今回の試算では、現況の施設機能が失われた場合（いわゆる「事業なかりせば」）の条件設定について試みたが、この条件設定については多

様な手法が考えられる。今後、適正な条件設定の手法について事例地区に基づきマニュアルの作成を行う必要がある。
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ポイント： 事業なかりせば」の設定においては、現況の土地利用、気象条件の基に旧況施設「

の排水能力で過湿・湛水シミュレーションを行うこととなる。この場合、旧況施設

の機能の把握が重要となる。

前歴事業 更新事業 なかりせば ありせば

排水状況 排水状況 排水状況 排水状況

1,000ha 1,000ha 1,000ha 1,000ha
500ha 700ha 300ha 1,000ha乾畑 ※ 乾畑 乾畑 乾畑<課題>

前歴現況老朽化

500ha 700ha過湿 降雨の 過湿施設での

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ変化 過湿 300ha

湛水 湛水 湛水

200ha 100ha 300ha
（排水条件） （排水条件） （排水条件） （排水条件）

基準雨量 基準雨量 基準雨量 基準雨量

R=100mm/d R=120mm/d R=120mm/d R=120mm/d
（旧況施設） （現況施設） （旧況施設） （更新施設）

排水路〈自然排水〉 排水路〈更新対象〉 排水路〈自然排水〉 排水路〈拡幅〉

〈 〉 〈 〉排水機場 更新対象 排水機場 増設

（排水能力） （排水能力） （排水能力） （排水能力）

Q=10m3/s Q=15m3/s Q=10m3/s Q=30m3/s
( から老朽化)Q=20m3/s

※前歴事業により排水改良がなされたが、

その後の老朽化、降雨の変化等により

現在は湛水被害等が発生している。

○「事業なかりせば」におけるほ場条件（作物生産効果、営農経費節減効果共通項目）の設定イメージ
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※１（新たな「作物生産効果」の算定イメージ）

ポイント

今回の試算では、作付面積、単価、純益率は現時点とし、単収について事業なかりせば

・ありせばを想定した。特に「事業なかりせば」の単収の設定については、地域の状況を

踏まえ適正な設定が重要となる。なお、単収の考え方については以下の通りである。

算定式

効果額＝事業ありせば純益額－事業なかりせば純益額

※純益額＝作付面積×単収×単価×純益率

（水稲の場合）

増収率（標準データ）

６％で割引(－ ）27kg

機能アップ 新たな算定

相当分 手法による

従来の更新 効果

現 況 の 効果相当分 ( )53kg/10a

単 収

456kg/10a

事業なかり 事業ありせ

せばの単収 ばの単収

429kg/10a 483kg/10a

排水悪化のイメージ 排水改善のイメージ

ポイント

「事業なかりせば」の農作業時間の設定においては、地域の営農状況を踏まえ適正な作業時間

を設定することが重要となる。

（水稲の場合）

○ 農作業時間の考え方

事業なかりせば 事業ありせば

当該事業の

営農経費節減効果人力

１０１時間 ※６時間の労働

( 当たり） 時間が削減 人力ha
９５時間

（ 当たり）ha
機械力 ※１５時間の機 機械力

６０時間 械稼働時間が ４５時間

（ 当たり） 削減 （ 当たり）ha ha
※削減時間については、周辺地域における過湿農地と無過湿農地での実績作

業時間に基づき設定

※２（新たな「営農経費節減効果」の算定イメージ）
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当該事業によって新たに追加される機能である
ことから、事業なかりせばは現況としている。

試算として現行手法を用いて当該事業によって新
設された施設の機能相当について、追加投資額を
便益として代替した。

その他効果（安全性向上効果、水辺環
境整備効果）

現在の農業水利施設の機能が失われた状況を
想定し、減収率を設定し想定農業生産額（純益
ベース）として算定。

本地区は、用水量の変化がないため現在の作付
状況を踏まえ農業生産額（純益ベース）を算定。

作物生産＋品質向上

現在の農業水利施設の機能が失われた状況
（＝施設がない状況）を想定し、前歴事業の資
料に基づき、当時の維持管理費（昭和２０年代
後半）を単価修正し設定。（取水施設の補修費
を計上）

対象とする施設については、前歴事業（事業なか
りせば）との比較を行うため、取水施設（頭首工、
導水路）に絞り込み、計画の維持管理費を算定。

維持管理費節減※３

（本来であれば、全施設について比較す
る必要があるが、本地区の場合は前歴
事業の維持管理の状況が取水施設し
かないことから、この施設に限定し比較
した。）

事業なかりせば事業ありせば効果項目

ケース２ 国営かんがい排水事業（Ｋ地区：頭首工、用水路等の更新整備）

※３の効果については、Ｐ１０のイメージ図を参照
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当該事業によ

る節減額 

ポイント 
 「事業なかりせば」の設定については、前歴事業の実施前の状況を把握する必要がある。前歴事業が相当年数が経過している場合、当時の状

況をどのように想定するかが課題となる。 
 
○基本的な考え方 
 本効果の考え方としては、前歴事業によって生じた維持管理の節減と当該事業によって生じる維持管理の節減について一体的に捉えることと

する。（旧施設が有している維持管理費の節減効果については、更新事業によって次の施設に引き継がれ、かつ新たに整備された施設によって現

在の維持管理費が節減される効果を見込むこととする。） 
 なお、今回の試算では、前歴事業に関する資料収集の限界から取水施設に限定し効果を測定した。 
 
○算定式 
 効果額＝前歴事業による維持管理費節減額＋当該事業による維持管理費節減額 
 
○効果発生要因 
   蛇篭を用いた簡素な井堰（９カ所）         頭首工整備（井堰統合）         頭首工の一部改修（ｹﾞｰﾄ等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
    洪水による井堰の決壊写真            前歴事業によって井堰を          一部施設の老朽化に対応し 
   （施設の補修に多くの労力が必要）         統合するとともに近代的          改修整備を実施する 
                            な施設に整備  
 
 
         

 
現在の施設

が整備され

る前の維持

管理費  
  

前歴事業に

よる節減額

(３百万円) 

(405 百万円) 

※３（新たな「維持管理費節減効果」の算定イメージ）

前歴事業の効果と
して引き続き維持さ
れるもの

新たに機能向上とし
て想定される効果
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①投資効率方式のイメージ図

（模式図）

事

業 Ｔ＝１０年の場合
着工 完了

費

工 事 期 間 １２年 耐用年数（地区毎の総合耐用年数）
１０年

妥
年効果

当

投 （Ｂ）
１Ｂ

１資 １＋ Ｂ ＝Ｂ建設利息率
還元率

（割引率 ４．０％）額

１Ｂ

（算定式）

妥当投資額
投資効率 ＝

事業費

年効果額
デットコスト（廃用損失額）妥当投資額＝ －

還元率×（１＋建設利息率）

建設利息率＝ａ×Ｋ×ｉ’×Ｔ
ａ ＝農家負担率（全国の平均的な農家負担割合）
Ｋ ＝調整係数（複利利息に換算する係数）
ｉ’＝利子率（農林漁業金融公庫の農業基盤資金の利子率）
Ｔ ＝事業着手から一部効用が発生するまでの年数

(２)効果算定方式

１．現行の算定手法
○現行の算定手法は新規事業を想定しており、その効果は事業完了後に発現することから事業完了時点を基準とする投資効率方式としている。

２．効果算定上の課題
○現行の算定手法では工事期間中の効果発現を考慮していないが、次の事業内容の変化から工事期間中の効果発現も考慮する必要がある。
１）土地改良事業が新規整備から更新整備に移行し、工事着手から効果が発現している。
２）工事期間中での部分的な通水により、効果の早期発現が図られている。

３．算定手法の改善方向
○費用・効果の発生時期の相違を踏まえ、それぞれ現在価値化した総費用総便益比手法の導入を図る。

②総費用総便益比方式のイメージ図

（模式図）

（割引率 ４％）現在価値化

年

事

業

総 費

費

用

着工 完了（工 事 期 間 １２年）

評価期間（一定期間を設定）

総

便

益

年

効

果

（割引率 ４％）現在価値化

※費用効果の大きさは関係なし

※維持管理費については、その従前と事業後の差を効果として計上している。

。※評価期間は、施設の耐用年数を考慮し事業種毎に設定することとしている

（算定式）

総便益（効果の現在価値化）
総費用総便益比＝

総費用（事業費の現在価値化）

ｔB
総 便 益 額＝ Σ ｔ（１＋割引率）

ｔＣ
総 費 用＝ Σ ｔ（１＋割引率）

将 来 の 更 新

整 備 に 要 す

る 想 定 費 用
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4,500,000

3,500,000

2,500,000

1,500,000

500,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48 H50 H52 H54 H56 H58 H60 H62 H64 H66 H68 H70 H72

費用、便益額（千円）

９０，９４０百万円

８１，３９７百万円

〔参考〕 １．総費用総便益比方式による試算結果

○新規整備事業（Ｏ地区：主に畑地かんがいの場合）

国営事業の完了（用水が供給可能となる）と関連事業の進捗（農地に配水可能となる）に併せて効果が発現する。

○更新整備事業（Ｍ地区：主に水田かんがいの場合）

当該地域の農業生産を維持しながら施設の更新整備が実施されることから、事業着手から効果が継続的に発現する。

国営事業（実績） 国営事業（現在価値） 関連事業（実績） 関連事業（現在価値） 便益額（実績） 便益額（現在価値）

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48 H50 H52 H54 H56 H58 H60 H62 H64 H66 H68 H70 H72 H74 H76 H78 H80

費用・便益額（千円）

４５，２１６百万円

４４，８０９百万円

評価基準年（H16）

今回の整備に要する事業費

施設の更新に要する事業費

主に事業完了後に効果が発現

評価基準年（H16）

今回の整備に要する事業費
施設の更新に要する事業費

主に事業着手から継続的に効果が発現

一定期間（５０年）

一定期間（５０年）

国営事業完了年（H22）

国営事業完了年（H30）
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〔参考〕 ２．新たなＢ／Ｃ算定手法導入に向けた検討事項

１．工事期間の費用と便益
新たなＢ／Ｃ算定手法は、工事期間における費用と便益を考慮。工事期間中の工種別の工程管理計画と効果の発現過

程を明確化して費用対効果分析を行う必要がある。

２．評価対象期間
評価の対象期間は、現行の総合耐用年数から「工事期間＋一定期間」へ変更。一定期間は施設の耐用年数を考慮した

供用期間と現在価値化の影響度、施設の耐用年数に加え、長寿命化対策による耐用年数の延伸等を考慮し一定期間の
設定について検討が必要である。（地区ごとに設定する方法と土地改良事業として統一する方法が考えられる。）

３．更新費用の計上
評価対象期間において耐用年数が短い施設については、更新費用を計上することとし、その費用（用地費、補償費、撤

去費等）の統一的な取り扱いを定める必要がある。

４．新たな算定手法の啓発と普及
新たなＢ／Ｃ算定手法の導入にあたって、具体的な算定手法を示すマニュアルの策定、国出先機関・都道府県・市町村

等に対する啓発と普及が必要である。
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１．効果の考え方
○施設の新設・改良により、洪水、土砂流出等の災害に伴う作物、農地、農業用施設、一般資産及び公共資産の被害が防止または軽減される

効果。

２．現行の算定手法の課題
○過去の洪水被害額と洪水流量・降雨量の相関式に基づき、被害軽減額を推計。
○現行の手法では、当該地区で過去に洪水被害が発生していない場合に過小評価になる。また、資産への被害以外の応急対策費は計上され

ていない。

３．算定手法の改善方向

○過去の洪水被害額と洪水流量・降雨量の相関式に基づき、被害軽減額を推計する現行の手法に加えて、氾濫シミュレーションにより被害軽減

額を推計する手法を追加する。
○従来、算定していなかった間接被害の軽減（家庭および事業所における応急対策費)の計上も検討する。

• 合理的に避難を行えば人身被害の防止できると考えられるた
め、人身被害の防止・抑制数は計上しない。

－－人身被害の軽減

• 原則として、当該地域の過去の水害の事例から調査。

• 過去の事例が得られない場合は「水害統計」の原単位に基づ
き推計。

• 家庭および事業所の応
急対策費用の軽減額を
推計

－応急対応対策費
用の軽減

間接被害の
軽減

• 現行の方法は、当該地区で過去に洪水被害が発生していない
場合に過小評価になる。

• 氾濫シミュレーションに基づく評価において、農業関連の資産
等の原単位は「農地・農業用施設災害統計」、一般資産等の
原単位は「水害統計」を使用。

• 氾濫シミュレーションに
基づき、湛水が防止・軽
減される資産額を推計

• 過去の洪水被害額と
洪水流量・降雨量の
相関式に基づき、洪
水被害軽減額を推計

作物、農地農業用
施設、一般・公共
部門の被害軽減

直接被害の
軽減

改善現行
備考

算定方法
効果項目

［災害防止効果・地域洪水被害軽減効果の算定手法の改善の方向性］

（１）災害防止効果、地域洪水被害軽減効果

５．外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高度化
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〔参考〕災害防止効果、地域洪水被害軽減効果のケーススタディについて

［ケーススタディの実施概要］
○老朽化したため池の漏水量が増大し、ため池の堤体が陥没して決

壊した場合を想定。被害区域は下流6.5kmまでと想定。

≪試行結果≫

○老朽化したため池を改修して、かんがい用の調整池等として利用する場合に、ため池の更新によって防止される洪水被害
を、氾濫シミュレーションに基づき評価。

○資産の被害軽減額（作物、農地、農業用施設、一般資産および公共資産）に加え、応急対策費用（事業所、家庭）を推計し
た結果、当該地区における効果額は約15.5億円となり、B/Cの0.4ポイントに相当。

308.5貯水量(千m3)

土堰堤形式

80.0灌漑面積(ha)

農業（田）使用目的

１８４５年設置年

概要項目

≪ため池の概要≫

(千円)

区分 資産名 資産細目 被害程度 数量 単位 単価 被害額

農業部門 農地 田 耕土流出 148.7 ha 8,175 1,215,623

農業用施設 用水路 全壊 54,134 m 4 216,536

排水路 全壊 16,830 m 8 134,640

農作物 流出埋没 361,682

浸水 137,884

農業用納屋 納屋 1.3m以上 109 戸 3,578 390,002

非農業部門 農家・非農家 住居 1.3～1.8m 747 戸 9,035 6,749,145

1.8m以上 277 戸 15,246 4,223,142

事業所 1.3m以上 223 戸 77,414 17,263,322

公共建物 建物 1.3～1.8m 4 戸 123,006 492,024

1.8m以上 20 戸 218,753 4,375,060

家庭 住居 1.3～1.8m 747 戸 541 404,199

1.8m以上 277 戸 759 210,288

事業所 1.3m以上 223 戸 3,655 815,065

想定被害軽減額 36,988,612

還元率（80年） 0.0418

年被害軽減額 1,546,124

応急対策費

以上の結果より、年被害軽減額は１５．５億円となる。

【老朽化したため池】
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