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企画小委員会での審議状況

企画小委員会における、本年度の審議状況は以下のとおりである。

（１）第１回企画小委員会（平成15年６月５日）

①土地改良長期計画の策定について

・新たな土地改良長期計画の策定のあり方について

（最終とりまとめ）

②農業農村整備事業の事業評価について

・農業農村整備事業の総合的な評価手法について

・国営土地改良事業等の再評価、事後評価における費用対効果

分析方法について

（２）第２回企画小委員会（平成16年２月５日）

①農業農村整備事業の事業評価について

・農業農村整備事業の総合的な評価手法について

・国営土地改良事業等の再評価、事後評価における費用対効果

分析の試行結果について

・国が行う補助事業の再評価、事後評価の進め方について

②ほ場整備事業の総合評価について
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土地改良長期計画の策定について

１．策定経過

(1)企画小委員会における審議内容

平成１４年１２月に企画小委員会において中間的なとりまとめが行われた

「新たな土地改良長期計画の策定のあり方について」について、農村振興分

科会や農業農村整備部会における御意見やパブリック・コメントの結果を踏

まえて、平成１５年９月に企画小委員会としての最終的なとりまとめを行っ

た （参考資料－７－１参照）。

(2)その後の経過

企画小委員会における最終とりまとめを受けて、省内において土地改良長

期計画（素案）の作成を行い、それについて９月３日より１２日にかけてパ

ブリック・コメントの募集を行った。

その後、それを踏まえて、土地改良長期計画（案）を作成し、都道府県知

事及び関係行政機関の長からの意見聴取、食料・農業・農村政策審議会（農

村振興分科会）における審議（平成１５年９月２５日）を経て、平成１５年

１０月１０日に閣議決定された （参考資料－７－２参照）。

２．計画の概要

(1)基本的考え方

新たな計画では、食料・農業・農村基本法の基本理念を国民・消費者に対

してサービスを提供していく観点からとらえ 「いのち 「循環 「共生」、 」、 」、

の視点に立って、環境との調和に配慮しつつ、計画的かつ総合的に土地改良

事業を進めることとしている。

(2)ポイント

①計画の重点を、従来の「事業費目標」から「成果目標」へと転換

②農業水利施設等の既存ストックの有効活用など新たな施策手法の導入

③農業情勢等の変化に適切に対応するため、計画期間を５年に短縮

④国土交通省等、他府省所管の長期計画との連携

・社会資本整備重点計画､廃棄物処理施設整備計画との連携を明記（同

日に閣議決定）

（例）汚水処理施設の整備について、三省共通の目標を設定
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農業農村整備事業の事業評価について

農業農村整備事業では、昭和24年から、土地改良法令に定められた事業

施行の基本的な要件を満たすことを検証するため、費用対効果分析を行う

など、事業評価に積極的に取り組んできたところであるが、政策評価法の

施行等を踏まえ、さらなる事業の効率性・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た検討を行うこととしている。

○ 検討事項の概要

(1)農業農村整備事業の総合的な事業評価手法について

事業による効果や実施環境等を評価項目として体系化し、現段階では

貨幣化が困難な効果を含めた項目毎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の検討を行っている。

今年度においては、国営かんがい排水事業の事例地区を対象に実験的

（参考１）に本手法を適用し、課題の抽出等を行った。

(2)再評価、事後評価における費用対効果分析の検討について

国の直轄事業等において、事業採択後原則として５年毎に実施してい

る再評価、及び事業完了後概ね５年後に実施している事後評価に際して

は、従来、費用対効果分析の基礎となる要因の変化を評価してきたとこ

ろであるが、事業の効率性の一層の向上等を図るため、それぞれの評価

時点の特性を踏まえた費用対効果分析の検討を行っている。

今年度においては、再評価、事後評価時点での費用対効果分析を確立

（参考２、３）するため、代表地区において試行を行った。

(3)国が行う補助事業の再評価、事後評価の進め方について

補助事業の再評価・事後評価については、事業実施主体が行うことが

基本となるため、国は都道府県等の事業実施主体に対し自主的に取り組

むよう要請してきたところであるが、政策評価法等に基づき、農業農村

整備事業等の効率性及び事業実施過程の一層の向上を図るため、昨年度

より国は自ら評価を行うこととした。

今年度においては、国の行う事業評価の視点を明確にし、評価手法

（参考４、５）のさらなる改善を図るため、取組を強化することとした。



- 4 -

ほ場整備事業の総合評価について

総合評価は、政策評価における評価方式の一つであり、時々の課題に

対応するために特定の課題を設定し、様々な角度から掘り下げて総合的

に評価を行うものである。

農林水産省政策評価実施計画（平成15年３月31日農林水産大臣決定）

においては、平成15年度から平成16年度の２ヶ年にわたり、土地改良事

業の代表的な事業であるほ場整備事業を対象に、総合評価の方式により

。評価を行うこととしている

○検討事項の概要

（１）総合評価の手法について

ほ場整備事業及び関連して実施してきたソフト施策の実績を踏まえ、

、我が国の水田農業及び農村社会への影響等を総合的に評価するとともに

これまでに整備された既存農地ストックの高度利用、国民の共有財産と

しての美しい農村づくり等の観点から、今後目指すべき方向性等につい

て検討を行っているところである。

総合評価については、統一的な評価手法が確立されておらず、対象と

なる政策に応じて、その特性を踏まえた適切な評価手法等の検討を行う

必要がある。このため、本評価においても、評価手法等を検討しながら

評価を行っているところである。

今年度においては、必要性、有効性、効率性の観点から評価を進めて

いく上での評価の全体的枠組み及び方向性を中心に検討を行った。

（２）総合評価の進め方について

企画小委員会において、農業農村整備事業の特性を踏まえた専門的な

見地から、本評価における評価事項及び評価手法を中心に審議を行って

いる。

また、政策評価の客観性を確保し、多様な意見の反映と評価手法の向

上を図るため、農林水産省政策評価基本計画に基づき設置されている第

三者機関の「農林水産省政策評価会」において総合評価書（案）を報告

（参考６）し、意見聴取を行うこととされている。



（参考１）

農業農村整備事業の総合的な評価手法について

１.検討の背景と目的

○農業農村整備事業のより効率的、客観的な実施を図るため、費用対効果

分析の一層の高度化など、事業評価手法の充実が求められている。

○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) 検討の背景

①事業評価手法の一層の充実に対する要請

地方分権改革推進会議がとりまとめた「事務・事業の在り方に関する意見」の中

では、農業農村整備事業に係る費用対効果分析の一層の高度化を目指した検討が重

要との指摘がなされた。

また、政府の政策評価活動において基本となるべき方針を示した「政策評価に関

する基本方針」では、政策評価について、徐々に知見を蓄積して手法の高度化を図

っていくことの重要性が述べられている。

②複数の観点からの総合的な評価

「政策評価に関する基本方針」では、評価の対象とする政策の特性に応じて適切

な観点を選択、具体化し、総合的に評価するものとしており、具体的には 「必要、

性 「効率性 「有効性 「公平性 「優先性」の五つの観点が示されている。」 」 」 」

農業農村整備事業の事業評価においても 「効率性」を検証する費用対効果分析、

にとどまらず、現段階では貨幣化が困難な効果を含め、複数の観点から事業を総合

的に評価することが求められる。

(2) 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、 、

の観点から事業を総合的に評価する手法として活用することを目的とする。

したがって、本手法によって従来から事業計画の策定過程において算定してきた

投資効率の算定手法を変更するものではないが、現段階では投資効率算定の際に反

映できない項目についても定量的に把握し、評価対象に組み込むことを検討するも

のである。



２.総合的な評価手法の手順

●事業採択において考慮する事項を体系的に整理

●必要性／効率性／有効性／公平性／環境配慮等の観点評価項目の体系化

●必須事項(すべての事項を満たすことが必要)と評点化事項

(総合評価値を算定し事業の相対比較に活用)に大別

●「有効性」は基本法の枠組みに従って評価項目を体系化

●必須事項では、土地改良法令で定められた事業施行の基本

的な要件等を基に設定評価指標の設定

●評点化事項では、それぞれの評価項目をもっとも代表する

指標を設定

●可能な限り定量的指標を設定するのが望ましいが、定量的

な把握が困難な項目についても客観的に判定可能な定性的

指標を設定

●評価項目のそれぞれにおいて評価指標の大きさ等を区分評価点の設定

し、評価点を設定

●事業採択における評価項目の相対的な重み（重要度）を、重みの設定

評価者を対象とする一対比較アンケートによって設定

●必須事項は、すべての評価項目を満たしていることを確認

●評点化事項は、評価項目ごとの評価点に重みを乗じ、その総合評価の実施

合計を総合評価値とする

Pi Wi総合評価値＝Σ ×

：評価項目 に対する評価点Pi i
：評価項目 に対する重み（重要度）Wi i



３.本年度の検討状況（事例地区における試行）

○本年度は、課題の抽出等を行うため、国営かんがい排水事業の事例地区

を対象に実験的に本手法を適用。

（事例地区における試行結果の一例）



４.今後の検討について

○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

で様々な課題が明確化。

○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

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、（課題）

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 等

○評価項目体系

「事業の効率性 「事業で達成する目標」及び「事業の実施環境」を設定」、

「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（課題）

評価が明確に現れないのではないか 等

○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

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（課題）

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 等

○重みの設定（評価者の選定）

国営かんがい排水事業の事前評価に係わる農林水産省本省の担当者が重み付け

「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 等（課題）



（参考２）

国営土地改良事業等の再評価における費用対効果分析について

１．再評価における費用対効果分析の検討について

○国営土地改良事業等では、当該事業のすべての効用がすべての費用を償うことを

事業の着手に必要な基本的要件の１つとしている。

○再評価における費用対効果分析の段階的な試行を行い、分析に係るコストと時間

を軽減した分析方法を確立し、継続中の事業の効率性を判断する１つの指標とし

て費用対効果分析を活用する。

○国営土地改良事業等では、当該事業のすべての効用がすべての費用を償うことを事

業の着手に必要な基本的要件の１つとしており、土地改良法が制定された昭和２４

年から、事業着手及び計画変更に際して費用対効果分析を実施してきたところであ

る。

○一方、平成１４年１０月には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」において 「国の直轄事業に係る再評価や事後評価においても費用対効果分、

析を適用することとし、平成１５年度以降、段階的な試行に着手する」旨の意見が

提出されている。

○また 「政策評価に関する基本方針 （平成１３年１２月２８日閣議決定）では 「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」こととされている。

再評価においても、平成１５年度以降、費○このことを踏まえ、国営土地改良事業等

用対効果分析の段階的な試行を行い、分析に係るコストと時間を軽減した分析方法

を確立し、これを継続中の事業の効率性を判断する１つの指標として活用していく

こととする。

《参考》地方分権改革推進会議「事務・事業の在り方に関する意見 （抜粋）」

（平成１４年１０月３０日）

Ⅱ 分野別の見直し方針と具体的措置の提言

３．公共事業

（５）個別事業の公共事業分野における課題への対応

⑪ 農業農村整備

○ 農業農村整備に係る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【平成１５年度以降実施】

農業農村整備事業においては、費用対効果分析の内容について、算定手法の一層

の向上を目指した検討を行い、また、国の直轄事業に係る再評価や事後評価におい

ても費用対効果分析を適用することとし、平成１５年度以降、段階的な試行に着手

する。



２．再評価における費用対効果分析方法の考え方

○事前評価（計画変更）の算定手法を基本とする。

○年効果額の算定の基礎となる項目の算定方法を簡便化する。

、 （ ） 、再評価における費用対効果分析は 事前評価 計画変更 の算定手法を基本として

作物単価等の時点修正を行うとともに、効果項目ごとの年効果額の算定の基礎となる

項目の算定方法を簡便化する。なお、分析にあたっては以下の点についても留意する

こととする。

《分析に当たっての留意点》

○現行事業計画で計上していない効果等の算定

現行事業計画で計上していない効果等で、現時点においてその発現が見込ま

れる場合には、当該効果を具体的に算定する。算定方法は事前評価における費

用対効果算定方法を基本とする。

○基礎となる要因の変化が軽微なもの等の取扱い

・基礎となる要因について変更が軽微と認められる項目は、費用対効果の算定

に際して精緻な把握・見直しを行わない。

・事前評価における費用対効果分析のうち、その把握に多大な時間、費用を要

する項目であって、費用対効果に大きな影響を与えないものについては、現

行計画の数値を適用する。

○計画変更法手続中の地区の費用対効果分析の取扱い

計画変更法手続中の地区については、当該事業を取り巻く諸情勢の変化を踏

まえて、事前評価と同様の精度で費用対効果分析が実施されており、改めて費

用対効果分析を行う必要はないことから、再評価では変更計画案の費用対効果

算定値を用いる。



３．代表地区における費用対効果分析の試行状況

○再評価時点での費用対効果分析方法を確立するため、代表地区において試行を行

った。

○試行結果は、国営かんがい排水事業「幕別地区」が1.07 「両総地区」が1.06、国、

営総合農地防災事業「新濃尾地区」が1.08となった。

平成１５年度の試行は、再評価時点での費用対効果分析方法を確立することを目的と

したものであることから、その分析方法の確立が可能となるよう、事業工種、地域バラ

ンス、土地利用区分、計画経過年数、事業規模等を勘案して選定した代表地区において

試行を行った。試行結果については次のとおりである。

《費用対効果分析の試行結果》

(参考)現計画の投資効率
投資効率事業名 都道府県 地区名 妥当投資額 百万円 総事業費（百万円）（ ）

単価年度

26,330 24,382 1.01 H7国営かんがい排水事業 北海道 幕別 1.07

185,906 173,872 1.03 H8国営かんがい排水事業 千葉県 両総 1.06

125,924 115,587 1.07 H9国営総合農地防災事業 岐阜県・愛知県 新濃尾 1.08

※直轄海岸事業においても、土地改良事業における経済効果の算定方法とは異なる海岸事業所管省

庁で統一した海岸事業独自の算出方法を用いて試行を行った。その結果、平成１５年度再評価対

象の２地区の投資効率の試算値は、有明海東部4.43、有明4.64となった。

４．平成１６年度の取り組み

○再評価対象地区の全地区を対象として試行を行う。

○現行事業計画で計上されていない効果で、現時点においてその発現が見込まれる

効果項目に係る算定について検討する。

今回試行を行った３地区の投資効率は、受益面積や作物単価の変動等により作物生産

効果は減少しているものの、作物生産効果以外の効果の増減及び近年の経済情勢を反映

した社会的割引率の見直しにより、現行事業計画の投資効率を上回る試行結果となり、

本年度の試行で取り入れた費用対効果算定方法は、分析コストや分析費用の面で概ね有

効であったと考えられる。平成１６年度においては、再評価対象地区の全地区を対象と

して試行を行うとともに、本年度試行されなかった現行事業計画で計上されていない効

果で、現時点においてその発現が見込まれる効果項目に係る算定についても検討を行う

こととする。



（参考３）

事後評価における費用対効果分析の検討について

１．国営土地改良事業等の事後評価における費用対効果分析の検討について

（１）事後評価の目的

行政機関が行う政策の評価に関する法律（以下「政策評価法」という ）第６。

条第１項に基づき策定した「農林水産省政策評価基本計画」において、事後評

価（完了後の評価）の目的は、事業実施のもたらす効果について、総合的かつ

客観的に評価し、①対象事業等について必要な措置を講ずる、②事業のあり方

の検討、③事業評価手法の改善等を検討し、その結果を政策に反映させるとと

もに、評価結果の公表を通じて、国民に対し事業の透明性・事業に対する説明

責任を確保するものである。

（２）事後評価における費用対効果分析の必要性

土地改良事業では、土地改良法令等に定められた事業施行の基本的な要件を

満たすことを検証するため、事前評価において費用対効果分析に積極的に取り

組んできた。

しかしながら、①公共事業の実施に関する連絡会議において 「再評価、事後、

評価における費用対効果分析の適用等について、実用化に向け検討を進める」

旨、公共事業に関する関係省庁で申し合わせた。②地方農政局等の第三者委員

会から 「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、

よる分かりやすい評価に努める必要がある」旨の意見を頂いている。また、③

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」及び「国と地方

に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針 （平成１４年１２月２４日閣」

議報告）において 「国の直轄事業に係る再評価や事後評価においても費用対効、

果分析を適用することとし、平成１５年度以降、段階的な試行に着手する」こ

とが提言されている。

このようなことから、事後評価において、①政策評価法に規定された評価の

観点である必要性、効率性又は有効性等のうち、事業の効率性について定量的

な事業効果把握の１つの指標としての活用及び②事前評価手法の改善を図る観

点から、平成１５年度より費用対効果分析の段階的試行に着手した。

２．事後評価における費用対効果分析方法の試行の考え方

（１）事前評価手法を活用した効果の定量化

１）基本的な考え方

事後評価は、事業評価手法の改善等を目的の１つとしていることから、事後

評価における費用対効果分析は、基本的に事前評価の効果算定手法を用いて行

う。

なお、年効果額の算定に当たっては、客観性を確保しつつ、効率的な算定が

可能となるよう、実績を踏まえた標準値等を設定し活用する。



２）具体的な算定手法の考え方

① 事後評価の効果算定に当たっては、客観性を確保しつつ、効率的な算定が

可能となるよう、事後評価時点における関連事業の進捗状況等を踏まえ、事

（ 、 、 ） 。前評価の諸元 作付面積 単収 農産物価格等 の内容等を分析し算定する

② 事業により付随的に発生する効果については、地区事例により標準値化が

可能なものは、標準値を設定するとともに、直接法や代替法の簡素化も検討

する。

（２）事後評価において新たに発現が確認された効果の定量化

１）基本的な考え方

事後評価において、新たな効果の発現が確認された場合には、できる限りそ

の効果の定量的な把握に努めることとし、簡易な手法も含め、多様な算定手法

の検討を行い、その算定手法を基に効果を計測し、これを加えて評価する。

２）具体的な算定手法の考え方

事後評価において、統計資料等の客観的な情報・データの分析や農業者、地

域住民等へのアンケート調査等を通じて、新たな効果の発現が確認された場合

には、他の公共事業の費用対効果分析で使用されている算定方法を参考とする

他、貨幣化しづらい効果の算定についての仮想市場評価法（ＣＶＭ）等の手法

、 、 。の活用も検討しつつ 定量的にそれらの効果を計測し これを加えて評価する

３．代表地区における費用対効果分析の試行結果

（１）試行の目的

本年度の試行の目的は、事後評価時点での費用対効果分析の確立を行うため

のものであることから、その分析手法の確立が可能となるよう、事業工種、地

域バランス、土地利用区分、事業内容、効果の発現状況等を勘案し、代表の２

地区において試行を行った。

事 業 名 都道府県名 地 区 名

国営かんがい排水事業 山 形 県 新 庄
し ん じ ょ う

国営農地開発事業 北 海 道 美瑛東部
び え い と う ぶ

（２）試行に際しての基本的考え方

代表地区の試行に際しては、前述の基本的な考え方や具体的な算定手法の考

え方を踏まえ、①現行の効果算定項目について、事前評価の諸元(作付面積、単



収、農産物価格等)の設定手法、内容を検証しながら算定を行うとともに、②事

後時点で発現が明らかになった効果については、仮想市場評価法（ＣＶＭ）の

活用等算定手法を検討し、事業効果を定量的に計測し評価した。

（３）試行結果の分析

１）事前評価手法を活用した効果の定量化

事前評価手法を活用し、現行の効果算定項目により、事後評価時点で年効果

額を算定した結果、事前評価（計画時点）と比較すれば 「新庄地区」において、

は、主に公共施設等の整備に伴う公共転用等による受益地域の減少、農業情勢

の変化等による作付作物の変化、農作物価格の変動（低下）により作物生産効

果が減少している。また 「美瑛東部地区」においては、造成地における農産物、

（だいこん）の産地形成が図られていることから、他の農作物価格の変動（低

下）はあるものの、作物生産効果はほぼ計画に近い値となっている。

なお、両地区とも、事前評価では計測していない効果で、現行の効果算定項

目として算定可能な効果についても発現している。

事後評価時点で事前評価手法を活用した効果の定量化を行う場合、事業によ

る造成施設の存続期間中に発現する効果の予測方法や効果算定諸元の設定方法

、 、 、等について 事後評価時点の特性を踏まえた手法となるよう 今後も引き続き

検討を進めていく必要がある。

〈事前評価手法を活用した試行結果〉

項 目 新 庄 地 区 美 瑛 東 部 地 区

計画時点 事後評価 計画時点 事後評価

＊1 ＊1①総事業費（百万円） ５３，５９８ ６６，０３０ ３，４００ ３，８２０

３，４９７ ３，５２９ ２２５ １９５②年効果額（百万円）

３ ４ ０ ０③廃用損失額（百万円）

４３ ４３ ７０ ７２④総合耐用年数（年）

０．０６５１ ０．０５２３ ０．０５８１ ０．０４３９⑤還元率 ×（１＋建設＊2

利息率）

５３，７１１ ６７，４７５ ３，８７６ ４，４４３⑥総便益（百万円）

１．００ １．０２ １．１４ １．１６⑦費用便益比

*1) 事後評価の総事業費は、過年度事業費支出額をH14年度価格に換算した。

*2) 還元率の算出に用いる社会的割引率については、他の公共事業との整合を図る等の観
点から、H15年3月に5.5%を4%に見直しており、事後評価には4%を使用した。



２）事後評価において新たに発現が確認された効果の定量化

事後評価において新たに発現が確認された効果として、既存統計資料や客観

的な情報等から効果の発生が見込まれたものであること、定量的な効果測定が

、「 」 （ ）、可能であること等の条件を考慮し 新庄地区 では地域用水効果 消流雪用水

「美瑛東部地区」では産地形成効果、就業機会創出効果、減少効果について、

それぞれ効果の算定手法を検討しつつ、定量化に努めた。

これらの新たに発現が確認された効果は、事後評価における事業の効率性に

ついて定量的な事業効果把握の１つの指標として、定量化手法の検討及び試算

を行ったものであることから、これらの効果の内容及び算定手法を直ちに現行

、 。 、の効果算定項目と同様に取り扱うには さらに十分な検討が必要である また

（ 、 ） 、 、これら以外にも効果 プラス マイナス があると考えられることから 今後

事前評価手法の改善（事前評価での適用）を図るに当たっては、さらなる試行

、 。を通じた知見の蓄積により 算定手法の妥当性等の検証を十分行う必要がある

＜新たに発現が確認された効果の定量化の試行結果＞

効 果 の 内 容 効 果 額 の 算 定 概 要 年効果額

（百万円）①地域用水効果
２，０４９新 事業により造成した施設を利用 ・除排雪に係る経費の節減額により

した地域用水（消流雪用水）効果 算定
（現況年除雪経費－計画年除雪経費）庄 【評価結果に即して評価】

地 ②生態系保全効果（※）
貴重生物の生息環境に配慮した 地域住民による施設の維持管理費・

整備により、豊かな生態系が保全 に対する支払意志額により算定区
（ＣＶＭによる支払意志額×世帯数）される効果

【評価結果に即して評価】

①産地形成効果
４８農地造成地周辺の既耕地におけ 農産物の単価が上昇する額により・

る農産物(だいこん)も、計画的出 算定
（農産物単価の上昇額×生産量）美 荷とロット確保により価格が安定

】する効果 評価結果に即して評価【

瑛 ②就業機会創出効果
１０事業による経営規模拡大とだい ・雇用労働費の増加額により算定

（地区全体の雇用労働額×農地造成面こん生産の増加に伴い雇用労働力
積割合）東 が増加し、就業機会が創出される

効果 【評価結果に即して評価】

部 ③減少効果
△ １農地造成により森林の伐採に伴 森林の成長による二酸化炭素吸収・

う森林の二酸化炭素吸収機能効果 量を代替コストにより算定
（単位当たり二酸化炭素吸収機能効果地 のマイナス効果
額×森林面積）【町の景観条例に即して評価】

区 ④景観保全効果（※）
法面植栽を行ったことにより、 環境に配慮した機能を付加するた・

周辺景観と調和のとれた景観が創 めに要する追加投資額により算定
（追加投資額×還元率）出される効果

【町の景観条例に即して評価】

※ 新庄地区の「生態系保全効果」及び美瑛東部地区の「景観保全効果」については、年効果額の算定
には更なる検討が必要なため、定量化手法の検討にとどめた。



４．平成１６年度の事後評価に向けた取組み

事後評価における費用対効果分析の試行について、代表２地区（かんがい排

水事業１地区、農地開発事業１地区）において検討を進めてきた結果、前述の

試行結果の分析等を踏まえ、次のような検討課題が挙げられる。

① 事前評価手法を活用した効果の定量化に当たっては、造成施設の存続期

間中に発現する効果の予測方法や各種効果算定諸元の設定方法等の検討が

必要である。

② 事後評価において新たに発現が認められた効果の定量化については、そ

の効果の発現内容や算定手法等の検討を進めるとともに、事前評価手法へ

のフィードバックを図るに当たっては、さらなる知見の蓄積等による算定

手法の妥当性等の検証が必要である。

③ これらの費用対効果分析結果をそれぞれの地区別評価結果として、どの

ように位置づけていくのか、またその公表方法等の検討が必要である。

したがって、平成１６年度は、このような検討課題についてさらに検討を進

めるとともに、事業効果の定量化手法の改善を進めるために、国営土地改良事

業等の事後評価対象全地区で費用対効果分析の試行を行う予定である。



（参考４）

国が行う補助事業の再評価の進め方について

１ 趣 旨

農業農村整備事業等における補助事業の再評価については、事業の効率的な

執行及び透明性を確保する観点から、平成10年度より国営土地改良事業の再評

価に準じて、都道府県等の事業実施主体が自主的に取り組んできたところであ

り、都道府県によって評価時期等の差異は見られるものの、事業採択後一定期

間ごとに当該事業をとりまく諸情勢の変化を踏まえた事業の評価を行っている

（全都道府県で実施 。）

こうした中、平成14年４月 「行政機関が行う政策の評価に関する法律 （以、 」

下「政策評価法」という ）が施行され、同法及び同法に基づく「農林水産省。

政策評価基本計画 （以下「基本計画」という ）に即し、農業農村整備事業等」 。

における補助事業についても、農林水産省は、補助金交付の方針を定める観点

から、事業採択後一定期間ごとに事業実施の妥当性について総合的かつ客観的

に評価を実施することとした。

このため、事業完了後の評価と併せ、平成15年２月に「農業農村整備事業等

補助事業評価（期中・完了後）実施要領 （以下「実施要領」という ）を制定」 。

し、平成14年度の評価を実施したところであるが、評価手法のさらなる改善を

図るため、平成15年度の取組を強化する。

２ 再評価の目的

国（直轄事業） 都道府県等（補助事業）評価主体
事業主体

事業採択後、一定期間ごと 事業採択後、一定期間ごと

に当該事業をとりまく諸情 に事業実施の妥当性につい

国 勢を踏まえた評価を行い、 て総合的かつ客観的に評価

必要に応じ事業の見直し等 し、補助金交付の方針の決
※１ ※２の検討を行う 定を行う

事業採択後、一定期間ごと

に当該事業をとりまく諸情

都道府県等 勢を踏まえた評価を行い、－

必要に応じ事業の見直し等
※１の検討を行う

※１： 国営土地改良事業等再評価実施要領」より引用「
※２： 農業農村整備事業等補助事業評価(期中・完了後)実施要領」より引用「



３ 再評価の実施に関する基本的考え方

（１）国が評価する視点

○ 再評価を含む事後評価は、政策の目的が国民や社会のニーズ又は上位の

目的に照らして妥当か、政策の実施により費用に見合った政策効果が得ら

れるか、目標に対する達成見込みは十分か、費用負担が公平かなど、必要

性、効率性、有効性、公平性等の観点から一定の尺度に照らして客観的な

判断を行うことにより検証するものである。

○ 他方、補助金交付の方針の決定に当たっては、当該事業の目的及び内容

が適正であるかどうか等を調査することが不可欠であり、社会経済情勢の

変化により事業の継続が不能又は困難となるような事態が生じていないか

どうか等について十分考慮すべきと考えられる。

○ このような観点に立てば、補助事業の再評価については、事業実施主体

である都道府県等が自ら評価を行うことが基本となるものの、国は、補助

金交付の方針を決定するため、社会経済情勢の変化、費用対効果分析の算

定基礎となった要因の変化等について点検し、政策効果を把握することが

必要となる。

（２）評価の進め方

○ 評価に当たっては、対象とする事業の特性に応じて適用可能であり、か

つ評価に要するコスト等を考慮した適切な手法を用いることが重要であ

る。

○ 補助事業については対象地区数が膨大であることから、効果的かつ効率

的に評価を行うため、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、

計画的な実施を図ることが必要である。

（３）評価の手法

1) 二段階評価の実施

「 」 「 」 、 、○ 国が評価する視点 や 評価の進め方 に基づき 評価に当たっては

社会経済情勢の変化や費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、事

業の進捗状況等について整理し、評価地区を選別する（第一次評価 。）

○ 第一次評価の結果は、2)で設置する第三者委員会に報告するとともに、

見直しや改善の必要があると見込まれる地区について、補助金交付の方針

を定める観点から、意見を聴取する（第二次評価 。）

○ 第三者委員会で指摘された事項等については、関係する都道府県等に通

知するとともに、事業実施主体としての対応方針の検討・報告を求めるこ

ととし、国は、第一次評価の結果及びこれらの指摘事項や対応方針を整理

した上で評価結果を公表する。



2) 第三者委員会の設置

○ 「評価の進め方」に基づき、効果的かつ効率的に評価を行うため、各事
務局（地方農政局等）に既に設置されている国営関連の第三者委員会を活

用する。

○ 北海道については、基本的に本省が再評価を実施するが、北海道開発局

の協力を得て連携を図ることとし、同局に設置されている第三者委員会を
活用する。

3) 評価結果書等の作成

「評価の進め方」に基づき、効果的かつ効率的に評価を行うため、既存

資料の活用を基本として評価に必要な資料を作成する。その際、情報の公
開も念頭に、公平性、透明性が確保されるよう留意する。

（関係資料）

ｱ) 予算要求等打合せ資料 9～10月頃 を活用し 追加的な調査 事（ ） 、 （

情聴取等）を実施

ｲ) 農業農村整備事業管理計画
ｳ) 都道府県が実施した再評価関連資料

ｴ) その他

（４）対象事業について

○ 以上の手法を通じ、施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除
くすべての補助事業について、実施要領に基づき再評価を実施する。

○ その際、事業実施主体の主体性に鑑み、国の評価に対する事業実施主体

の意見を聴取するなど、その説明責任が果たせるよう留意する。

（５）地方公共団体との連携・協力

国が行う補助事業の再評価は、事業実施主体が自ら行う評価に加え、補助
金交付の方針を決定するために行うものであることから、国と地方公共団体

は、適切な役割分担の下で密接に連携するものとする。

４ 平成 年度以降の課題16

国が行う補助事業の再評価については、逐次改善しつつ実施していくこと
が重要であることを認識し、以上で示した取組（試行）の結果を検証すると

ともに、事業評価全体の取組改善状況を踏まえつつ、引き続き検討していく

こととする。

（１ 「農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領」の改正）

（２）必要な情報・データ等の収集・報告の方法
（各事業実施要綱・要領の改正により、一連の事業実施手続きに組み込む等）

（３）費用対効果分析の導入

（４）評価実施体制の整備・強化

（５）評価結果に関する情報の公表方法及び内容 等



（参考５）

国が行う補助事業の事後評価の進め方について

１ 趣 旨

農業農村整備事業等における補助事業の事後評価については、事業の効率性

及び事業実施過程の透明性の一層の向上を確保する観点から、平成１２年度よ

り国営土地改良事業等の事後評価に準じて、都道府県等一部の事業実施主体が

自主的に取り組んできたところである。

こうした中、平成１４年４月 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」、

（以下「政策評価法」という ）が施行され、同法に基づく「農林水産省政策。

評価基本計画 （以下「基本計画」という ）に即し、農業農村整備事業等に」 。

おける補助事業についても、農林水産省は、事業のあり方の検討、事業評価手

法の改善等を行う観点から、事業完了後一定期間経過後に事業実施のもたらす

効果について、総合的かつ客観的に評価を実施することとした。

このため、事業実施中の期中の評価と併せ、平成１５年２月に「農業農村整

（ ） 」（ 「 」 。）備事業等補助事業評価 期中・完了後 実施要領 以下 実施要領 という

を制定し、事後評価に取り組んでいる。しかし、平成１４年度評価は、都道府

県等における事後評価実施体制の未整備等により数地区にとどまっており、今

後、評価実施体制の整備や評価手法のさらなる改善を図り、１５年度の取組み

を強化、充実する必要がある。

２ 国が行う事後評価の目的

事業完了後概ね５年経過後に、事業効果の発現状況、施設の管理状況等を

踏まえた評価を行い、今後の事業のあり方の検討、事業評価手法の改善等の

検討を行うものである。

※「農業農村整備事業等補助事業評価(期中・完了後)実施要領」より引用

３ 事後評価の実施に関する基本的考え方

（１）国が評価する視点

１）事後評価を含む事業評価は、政策の目的が国民や社会のニーズ又は上位

の目的に照らして妥当か、政策の実施により費用に見合った政策効果が得

られるか、目標に対する達成見込みは十分か、費用負担が公平かなど、必

要性、効率性、有効性、公平性等の観点から評価を行うものである。

２）補助事業の完了後の評価に当たっては、補助金交付を受け事業を実施し

た各事業実施主体が自ら、事業の効率性や事業実施の透明性の確保等の観

点から、当該事業の目的及び内容が適正であったかや事業実施による効果

の発現がどのようであったか等を調査することが不可欠である。

しかしながら、国は、国としての役割を踏まえ、各事業制度のあり方や

事業評価手法の改善を検討するため、事業効果の発現状況、施設の管理状

況、費用対効果分析の算定の基礎となった要因の変化等について点検し、

政策効果を把握することが必要となる。



（２）評価の進め方

１）評価に当たっては、対象とする事業の特性に応じて適用可能であり、か

つ評価に要するコスト等を考慮した適切な手法を用いることが重要であ

る。

２）補助事業の事後評価については、対象地区数が膨大であることから、効

果的かつ効率的に評価を行うため、評価の実施体制、業務量等を勘案し、

事業実施主体の協力を得つつ、計画的な実施を図ることが必要である。

（３）評価の手法

１) 評価結果書等の作成

「評価の進め方」に基づき、効果的かつ効率的に評価を行うため、事業

実施主体からの情報提供資料の活用を基本として、評価に必要な資料を作

成する。その際、情報の公開も念頭に、公平性、透明性が確保されるよう

留意する。

なお 「国が評価する視点」や「評価の進め方」に基づき、評価に当っ、

ては、事業地区毎に事業効果の発現状況、施設の管理状況等実施要領第４

の２（１）に規定している項目について評価を行った上で、各事業毎につ

、 、 、いて 事業のあり方の検討 事業評価手法の改善等の検討を行う観点から

学識経験者等の第三者の知見の活用を図る。

２) 学識経験者等の第三者の知見の活用

○「評価の進め方」に基づき、効果的かつ効率的に評価を行うため、地方

農政局等に既に設置されている国営事業関連の第三者委員会を活用する。

○ 北海道については、農村振興局が事後評価を実施するが、北海道開発局

の協力を得て連携を図ることとし、同局に設置されている第三者委員会を

活用する。

（４）対象事業について

１）以上の手法を通じ、施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除

くすべての補助事業について、実施要領に基づき事後評価を実施する。

２）その際、事業実施主体の主体性に鑑み、国の評価に対する事業実施主体

の意見を聴取するなど、その説明責任が果たせるよう留意する。

（５）地方公共団体との連携・協力

国が行う補助事業の事後評価は、事業実施主体が自ら行う評価に加え、事

業のあり方の検討、事業評価手法の改善等の検討を行うために行うものであ

ることから、国と地方公共団体は、適切な役割分担の下で密接に連携するも

のとする。



４ １６年度以降の課題

国が行う補助事業の事後評価については、今年度で２年目であり、逐次改

善しつつ実施していくことが重要であることを認識し、以下の事項について

は、事業評価全体の取組の改善状況を踏まえつつ、引き続き検討していくこ

ととする。

（１）必要な情報・データ等の収集・報告の方法

（ 、 ）事業実施要綱・要領の改正により 一連の事業実施手続きに組み込む等

（２）各事業毎の評価内容、評価手法の改善

（３）費用対効果分析の導入

（４）評価実施体制の整備・強化

（５）評価結果に関する情報の公表方法・内容



（参考６）

ほ場整備事業の総合評価について

評価の趣旨及び評価体制等の概要

１．総合評価の趣旨

(1)農林水産省政策評価における位置付け

、「 」（ 、農林水産省では 行政機関が行う政策の評価に関する法律 平成13年法律第86号

以下「政策評価法」と記す ）の下で、政策評価の基本事項を定めた「農林水産省政。

策評価基本計画 及び 農林水産省政策評価実施計画 以下それぞれ 基本計画 実」 「 」（ 「 」「

施計画」と記す ）に基づき、実績評価、総合評価、事業評価の３つの方式により政。

策評価を実施している （各評価方式の概要は別紙参考資料を参照）。

このうち総合評価に関しては、平成15年３月に決定された実施計画において、平成

15年度から平成16年度の２ヶ年にわたり、土地改良事業の代表的な事業であるほ場整

備事業を対象に、総合評価の方式により評価を行うことが規定されている。

(2)ほ場整備事業の総合評価の趣旨

総合評価は 「時々の課題に対応するために特定の課題を設定し、様々な角度から、

掘り下げて総合的に評価を行うもの」と基本計画に規定されている。

これを踏まえて、ほ場整備事業及び関連して実施してきたソフト施策の実績を踏ま

え、我が国の水田農業及び農村社会への影響等を総合的に評価するとともに、これま

でに整備された既存農地ストックの高度利用、国民の共有財産としての美しい農村づ

くり等の観点から、今後目指すべき方向性等について検討を行うこととする。

２．総合評価の実施体制

(1)全般的な方針

総合評価を含む政策評価に関しては 「政策の特性に応じて学識経験を有する者の、

知見の活用を図ること （政策評価法第３条第２項第２号）とされている。」

総合評価については、課題ごとに評価の目的や対象とする政策の特性が異なるとと

もに、手法として未確立であることから、評価の実施に当たっては、課題の特性を踏

まえた適切な評価手法の検討を行う必要がある。このため、本企画小委員会において

は、農業農村整備事業の特性を踏まえた専門的な見地から、本評価における評価事項

及び評価手法を中心にご審議いただき、ご意見を基に総合評価の検討を深めていくこ

ととしている。

、 、 、また 政策評価の客観性を確保し 多様な意見の反映と評価手法の向上を図るため

基本計画に基づき設置されている第三者機関の「農林水産省政策評価会」において総



合評価書（案）を報告し、意見聴取を行うこととされている。

ほ場整備事業の総合評価に係る実施体制は下図のとおりである。

「ほ場整備事業の総合評価」の実施体制

(2)予定スケジュール

本企画小委員会における調査審議及び農林水産省政策評価会への報告については、

おおよそ以下のとおりを予定している。

ほ場整備事業の総合評価に係る今後のスケジュール

日 程 本企画小委員会 農林水産省政策評価会

平成16年 ２月５日 ・評価の概要と進め方 －

３月４日 － ・評価の概要と進め方【中
間報告】

５月頃 ・評価事項と評価手法 －

９月頃 ・評価結果のとりまとめの －
方向

平成17年 １月頃 ・評価結果とりまとめと総 －
合評価書（案）

３月頃 － ・総合評価書（案 【とり）
まとめ報告】

農地整備課

事業主管課として
事業実績の把握及
び検証

農村政策課

政策評価担当課
として局の総括

設計課

評価結果の
とりまとめ等

農村振興局

事業計画課

事業計画担当課と
して事業効果の把
握及び検証

本企画小委員会 農林水産省
政策評価会

評価事項、評価手法
について意見聴取

大臣官房

企画評価課

政策評価総括
組織

総合評価書（案）
について意見聴取




