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規制の事前評価書 

 

法律又は政令の名称： 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案         

規 制 の 名 称： 計画の認定を受けた畜舎等に係る基準等の適合義務       

規 制 の 区 分： 新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 生産局畜産部畜産企画課                   

  評 価 実 施 時 期： 令和２年 12 月～令和３年２月                 

 

 

１ 規制の目的、内容及び必要性 

① 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、

明確かつ簡潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5～10 年後のことを

想定しているが、課題によっては、現状をベースラインとすることもあり得るの

で、課題ごとに判断すること。（現状をベースラインとする理由も明記） 

 

（１）昨今の畜産業は、ＴＰＰ11 協定や日ＥＵ経済連携協定等の経済連携協定締結によ

る関税削減等の進展により厳しい競争環境に置かれている。 

また、畜産事業者の高齢化が進む中、新規参入に多額の初期投資が必要となる上

に労働時間が長い傾向にあるため、参入のハードルが高く、事業者数の減少が継続

している。 

一方で、畜産業については、畜産物の国内需要への対応や、2030 年までの農林水

産物・食品の輸出額５兆円の目標を達成するための輸出拡大に向けた取組が求めら

れている。 

これらの状況に対応するためには、省力化機械の導入、規模拡大等により、生産

性向上等に取り組むことが求められる。 

（２）しかし、生産性の向上のために増頭や省力化機械等を導入するには、それに伴い

畜舎等の建築が必要となり、省力化機械等の導入に伴うコストに加えて畜舎等の建

築コストが発生することとなる。 

   その際、畜舎等の建築に当たっては、現状、建築基準法が適用されることとなる

が、近年の建築資材や工賃単価の高騰により畜舎の建築費用が増加していることも

あり、建築に係る負担は畜産業の経営実態からみて大きくなってきている。 
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（３）このため、畜舎等の建築等に係る建築基準法による規制の緩和が措置されない場

合は、畜舎等の建築等にかかる過大な費用負担によって畜産業の生産性の向上が阻

害されることが懸念され、ひいては畜産物の国内需要への対応及び輸出額５兆円の

目標を達成するための取組を進めることが困難になるおそれがある。 

（４）なお、この点については、令和２年に設置された「新たな畜舎建築基準等のあり

方に関する検討委員会」においても、畜舎の建築コストが高い、畜舎内での作業は

人の滞在時間が少ないのに安全マージンが大きすぎる等の現場の声を受け、議論が

行われてきたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事労務費の推移 

※「主要資材価格・市場単価推移表（国土 
交通省）」をもとに農林水産省作成 

2013 年度（H25 年度）から 2020 

年度（R2 年度）にかけて、133.2％ 

と大幅に上昇 

2011 年（H23 年）から 2020 年 

（R2 年）にかけて、全国ベースで 

113.7％上昇 

※「公共工事設計労務単価（国土交通省）」

をもとに農林水産省作成 

資材単価の推移 

2012 年（H24 年）年から 2019 年 

（R1 年）にかけて畜産物の輸出が 

5.8 倍に増加 
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② 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との

比較により規制手段を選択することの妥当性） 

課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した

経緯（効果的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比

較検討した結果、「規制」手段を選択したこと）を明確かつ簡潔に記載する。 

 

【課題及び課題の発生原因】 

建築基準法は、全ての建築物に適用され、建築物に関し一般的かつ包括的に規制する

法律であるため、その規制手段の合理性や実効性を踏まえ、建築行為や建築後の利用方

法については規制せず、建築物が準拠すべき構造等に関する基準のみを定めることによ

って建築物の安全性を確保している。 

一方で、畜舎等については、家畜の伝染病予防の観点から不特定多数の者が出入りす

ることが想定されず、また、省力化機械の導入等の進展により畜舎等内における作業の

ための滞在時間が減少している状況にあるため、建築基準法上一律に適用される構造等

の基準のみによらずとも、畜舎等の利用に当たり安全性が確保されるよう利用の方法も

併せて規制すれば、建築基準法の構造等の基準を緩和しても安全性が確保され、かつ、

建築コストを低減させることが可能である。 

しかしながら、現行、建築基準法の構造等の基準より緩和された基準と畜舎等の利用

の方法の基準を定めた制度は存在しないため、このような手法による建築コストの低減

の取組は行うことができない状況にある。 

 

【規制の内容】 

（１）建築基準法の適用除外及び構造等の基準の緩和 

本制度の技術基準（畜舎等の構造等に関する基準であって、建築基準法より緩

和された基準）及び利用基準（畜舎等の利用の方法に関する基準）に適合する畜

舎等の建築を行い、利用しようとする者は、畜舎等の建築等及び利用に関する計

画（以下「畜舎建築利用計画」という。）を作成して都道府県知事の認定を受ける

ことができるものとする。 

認定を受けた畜舎等は建築基準法の適用が除外され、代わりに、本制度による

緩和された構造等の基準（技術基準）及び利用基準が適用されるものとする。 

（２）技術基準の審査手続の簡素化 

畜舎等の建築面積が一定の規模以下である場合には、畜舎建築利用計画の認定

の際に必要となる技術基準の審査を不要とし、審査を不要とする上限面積につい

ては、建築基準法で建築確認が不要となる上限面積よりも大幅に引き上げること

とする。 

 

 



4 

【規制以外の政策手段の検討】 

規制緩和以外の手段として、予算を措置して畜舎等の建築費の農家負担を低減させる

ための支援を行うことが考えられるが、これまでも予算措置による支援は行われてきた

ところである。 

しかしながら、昨今、国際協定の締結が進展し、畜産関係分野では 10 年から 20 年と

いうサイクルで関税の削減や撤廃が行われることとなっており、このような国際情勢の

変化に適切に対応していくことが求められるため、予算措置のみではなく法制度として

畜舎建築の低コスト化に資する措置を確実に行うことが不可欠となっている。 

更に、予算措置を活用して畜舎等を建築しようとする場合、予算の執行スケジュール

の関係から着工時期の自由度が制限され、場合によっては厳冬期に着工することとなる

ケースがあり、その場合、工事費用が厳冬期以外に工事を行った場合に比べて過大にな

る事態等が生じているところである。 

このような事態等に対応するためにも、予算措置とは別に、規制の緩和措置が必要で

ある。 

 

 

２ 直接的な費用の把握 

③ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で

推計することが求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化するなどは困難な

ことから、規制を導入した場合に、国民が当該規制を遵守するため負担すること

となる「遵守費用」については、特別な理由がない限り金銭価値化を行い、少な

くとも定量化して明示する。 

 

【遵守費用】 

（１）現行の建築基準法に基づく畜舎等の建築に当たっては、建築材料費や工賃等の費

用及び建築確認に必要な申請費用（確認に係る時間的コストを含む。）が発生してい

る。 

本制度においては、基準の緩和及び認定の審査の際に技術基準の審査を不要とす

る上限面積の引上げ等手続の簡素化を行うこととしているため、従来かかっていた

費用負担は以下のとおり軽減される見込み。 
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ア 本制度の基準による畜舎等の建築をするための建築材料費及び工賃等の費用 

（例）新制度において認められる海外部材を使用した 1,350 ㎡規模の畜舎等（30m

×45m）を建築する場合の部材費：約 4,500 万円程度※（現在はこれらの海外

部材は利用できず、国内部材を使用する場合の部材費は約 5,700 万円程度※

となる）。 

※ 農林水産省調べ 

 

イ 畜舎建築利用計画の申請の書類作成に係る事務費用（技術基準の審査に必要な費

用） 

【従来（建築基準法）】 

木造：500 ㎡超、木造以外 200 ㎡超の畜舎は建築確認等の手続が発生し、例

えば、手続に 55 万円かかる※上に、確認の手続期間は 35 日以内となっている

（ただし、書類の修正等が必要な場合にはさらに長期化）。 

※ 内訳：建築確認申請・完了検査手数料約 45 万円、申請手続関連経費約 10 万円（農林水産省調べ） 

【本制度】 

技術基準の審査が不要となる上限面積を引き上げることで、一定面積以下の

畜舎等を建築する場合は申請費用の一部が不要となる。さらに、技術基準の審

査が必要となる場合であっても、工事完了後の検査が届出となり、手続が簡素

化される。 

 

（２）本制度においては、建築基準法には導入されていない利用基準（滞在時間・人数

の制限、避難路の確保、従業員への利用方法の説明義務等）の遵守が必要となるが、

これらの取組はソフト面（畜舎等の日々の利用方法）の規制であるため実質的に追

加的な費用の発生は想定されない。 

  （※ 滞在時間の制限については、技術基準の緩和の程度に応じ、省力化機械の導入等によって

達成できる時間制限以外にも、通常の畜産経営であれば達成可能な時間の制限についても設

定するため、申請者は、自身の経営に見合った基準を選択することにより、追加費用を発生

させず基準に適合させることが可能である。） 

 

【行政費用】 

都道府県において、畜舎建築利用計画の認定の審査のための行政費用が生じる。 

ただし、建築基準法における行政費用と比較すると、 

（１）技術基準の審査の手続の簡素化（審査不要面積の上限の大幅な引上げ）を行う

ことで、当該審査に係る行政費用は大幅に低減する。 

（２）また、利用基準の審査に係る行政費用については、現行建築基準法においては

発生しないものの、現状行われている畜産業に関する予算事業等において審査し

ている内容の一部分が本制度において審査されることとなると想定されるため、

全体として行政費用の増加にはつながらない。 
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④ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に

留意 

規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのでは

なく、緩和したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニ

タリングを行う必要が生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要

に応じ「行政費用」として記載することが求められる。 

 

本制度においては利用基準の遵守及び畜舎等の利用状況の定期報告等、建築基準法に

はない監督規定を設けていることから当該監督に係る行政費用が生じる。 

 

 

３ 直接的な効果（便益）の把握 

⑤ 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 

規制の導入に伴い発生する費用を正当化するために効果を把握することは必須

である。定性的に記載することは 低限であるが、可能な限り、規制により「何

がどの程度どうなるのか」、つまり定量的に記載することが求められる。 

 本制度の規制によって建築基準法を緩和する制度を導入することにより、建築基準法

より緩和された基準で畜舎等の建築をすることが可能となるとともに、建築に必要とな

る技術基準の審査の手続を簡素化することにより、建築及び手続の費用が抑えられると

同時に早期に畜舎等を利用し収入を確保することが可能となる。 

 

 

⑥ 可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

把握（推定）された効果について、可能な場合は金銭価値化して「便益」を把

握することが望ましい。 

 

・ 建築材料費及び工賃については、本制度においても工賃等について大きな差異はな

いものの、例えば本制度において認められる海外部材を使用した畜舎１棟（1,350 ㎡）

の建築では、5,700 万円ほど必要である建築コストが約 4,500 万円に抑えられる※な

ど、費用を大きく削減することが可能となる。 

 ※ 農林水産省調べ 
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・ 本制度においては、認定の審査の際に技術基準の審査を不要とする面積の上限を引

き上げるなど手続の簡素化を図ることから、例えば建築基準法において必要であった

建築確認申請等 1 件に係る費用（55 万円程度※）の一部が不要となり、さらに、確認

期間（35 日）が短縮されることから、早期に畜舎等を利用し収入を確保することが可

能となる。 

※ 農林水産省調べ 

 

⑦ 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

規制の導入に伴い要していた遵守費用は、緩和により消滅又は低減されると思

われるが、これは緩和によりもたらされる結果（効果）であることから、緩和に

より削減される遵守費用額は便益として推計する必要がある。また、緩和の場

合、規制が導入され事実が発生していることから、費用については定性的ではな

く金銭価値化しての把握が強く求められている。 

 

 本制度の認定を受けた畜産事業者は、建築基準法の規定に代えて、本制度の規定を遵

守することとなり、例えば、３⑥に記載のとおり費用が削減されることとなる。 

 

 

４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑧ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握

することが必要 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響については、「競争評価チェックリス

ト」の結果を活用して把握する。 

 

建築コストの削減に伴う資金を活用して、省力化機械を導入すること等、農業従事者

の労働時間を削減し、生産費の削減が可能であり、生産性の向上、人手不足の解消等を

通じ我が国の畜産の振興に寄与する。 
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５ 費用と効果（便益）の関係 

⑨ 明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を

正当化できるか検証 

上記２～４を踏まえ、費用と効果（便益）の関係を分析し、記載する。分析方

法は以下のとおり。 

① 効果（便益）が複数案間でほぼ同一と予測される場合や、明らかに効果

（便益）の方が費用より大きい場合等に、効果（便益）の詳細な分析を行わ

ず、費用の大きさ及び負担先を中心に分析する費用分析 

② 一定の定量化された効果を達成するために必要な費用を推計して、費用と

効果の関係を分析する費用効果分析 

③ 金銭価値化した費用と便益を推計して、費用と便益の関係を分析する費用

便益分析 

 

建築基準法の適用を除外し、本制度の下で畜舎等の建築をすることで、３⑥のとおり

建築基準法に基づく畜舎等の建築と比較しその費用を削減することが可能であり、２③

のとおり利用基準という新たな規制を設けるもののこれはソフト面（畜舎等の日々の利

用方法）の規制であるため、その遵守に必要な費用は実質的に生じない。 

 行政費用については、本制度においては利用基準の遵守及び畜舎等の利用状況の定期

報告等、建築基準法にはない監督を設けていることから当該監督に係る必要な追加的な

行政費用は生じるものの、技術基準の審査の手続の簡素化を行うことで当該審査に係る

行政費用は大幅に低減することが可能であり、全体として行政費用が増大することはな

いと想定される。 

 一方で、全体として効果を試算することは難しいものの、例えば上記３⑥で記述のと

おり、畜舎等の建築費用自体についての大幅な削減、当該削減分を省力化機械導入に充

てた際の生産費の削減等の便益が見込まれる。 

 これらを踏まえ、費用と便益を比べると、便益が費用を上回ることから、当該規制緩

和を行うことが妥当である。 
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６ 代替案との比較 

⑩ 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観

点から 

比較考量し、採用案の妥当性を説明 

代替案とは、「非規制手段」や現状を指すものではなく、規制内容のオプション

（度合い）を差し、そのオプションとの比較により導入しようとする規制案の妥

当性を説明する。 

【代替案】 

建築基準法より緩和された技術基準と畜舎等の利用の方法の基準を設け、都道府県知

事による畜舎建築利用計画の認定制度を設ける本制度について、代替案として以下の２

つが考えられる。 

（１）計画の認定を受けた畜舎等が適合すべき基準を設けないこと。 

（２）全ての畜舎等の技術基準の審査を不要とすること。 

【効果の比較】 

代替案（１）においては、基準を設けないこととすると、本制度よりも建築費用を削

減できる可能性はあるものの、そのような畜舎等については、発生頻度の高い災害でも

畜舎等が損壊又は倒壊する可能性が否定できず、それにより畜舎等の利用者の安全確保

が困難となる。加えて、発生頻度の高い災害で畜舎等が倒壊等した場合、畜舎等内の家

畜や機械等が損傷するおそれがあること等により、かえって災害の発生等により生じる

損失が畜舎等の建築費用の節減額を上回る可能性が高いと考えられる。 

また、行政費用としては、畜舎等の倒壊等のおそれがあるか否かについての定期的な

検査等を行う必要があると想定され、そのための検査体制の整備が必要となり、行政費

用の増加につながる。 

 

代替案（２）においては、全ての畜舎等の技術基準の審査が不要となることで、本制

度では審査が省略されていない面積の畜舎等の建築をする場合の申請者の認定の申請に

係る負担が減少することとなる。 

しかし、一定規模以上の畜舎等の場合は、畜舎としてはまだ数の少ない形態のもの（ロ

ータリーパーラー付きの畜舎等）が多いと考えられ、数が少ない畜舎等は設計も容易で

はないという事情もあるため、基準に適合しない場合に事後的に追加工事が必要となっ

て、事前審査にかかる費用を大きく上回る費用が生じることが想定される。 

また、行政費用としては、基準に適合しないおそれがある畜舎等について事後的に検

査等を行う必要があると想定され、そのための検査体制の整備が必要となり、行政費用

の増加につながる。 

このため、本制度を採用することが妥当と判断した。 
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７ その他の関連事項 

⑪ 評価の活用状況等の明記 

規制の検討段階やコンサルテーション段階で、事前評価を実施し、審議会や利

害関係者からの情報収集などで当該評価を利用した場合は、その内容や結果につ

いて記載する。また、評価に用いたデータや文献等に関する情報について記載す

る。 

 

なし。 

 

 

８ 事後評価の実施時期等 

⑫ 事後評価の実施時期の明記 

事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。

導入した規制について、費用、効果（便益）及び間接的な影響の面から検証する時

期を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。 

なお、実施時期については、規制改革実施計画（平成 26 年６月 24 日閣議決定）

を踏まえることとする。 

 

法施行後５年を目途に事後評価を実施する。 

 

 

⑬ 事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標

等をあらかじめ明確にする。 

事後評価の際、どのように費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するのか、

その把握に当たって必要となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望

ましい。規制内容によっては、事後評価までの間、モニタリングを行い、その結果

を基に事後評価を行うことが必要となるものもあることに留意が必要 

  

以下の指標により費用及び効果を把握する。 

・本制度に基づく畜舎等の建築件数 

 


