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食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会

平成15年度第２回企画小委員会議事録

日 時：平成16年２月５日（木） 10：00～12：00

場 所：農林水産省４階 第２特別会議室

○林田事業計画課長 おはようございます。本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれ

ましてはご出席いただきまして、誠にありがとうございます。只今から農業農村整備部会

平成15年度第２回企画小委員会を始めさせていただきます。

それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。

○太田農村振興局長 おはようございます。農業農村整備部会平成15年度第２回企画小

委員会の開催に当たりまして、ご挨拶申し上げます。

委員の先生方には、大変ご多忙中にもかかわらずご出席を賜り、ありがとうございます。

一昨年より本企画小委員会におきましてご審議いただきました「新たな土地改良長期計

画」につきましては、昨年10月10日に閣議決定をいただきました。今後は、目指すべき農

業農村の将来像をどのようにするのか、関係府省との施策連携や地域の特性に応じた整備

などをどのように進めていくのか、その具体化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

また、食料・農業・農村基本計画につきまして、平成17年度を目途に新たな基本計画を

策定すべく、現在、見直しの作業を進めております。昨年12月９日、農林水産大臣が指示

された３つの課題を中心とした基本計画の変更について、食料・農業・農村政策審議会に

諮問がなされまして、先月30日からは同審議会企画部会においてご議論をいただいており

ます。今後、現行基本計画の検証と食料・農業・農村をめぐる課題や政策のあり方などを

集中的に審議し、ほぼ１年余りの間に検討を進め、平成17年３月には食料・農業・農村政

策審議会において答申をいただく予定です。

ちなみに、この３つの課題と申しますのは、これまでは、いわゆる生産物の価格に対す

る施策が中心でございましたけれども、これをプロ農家に着目して、品目横断的に支援し

ていく方法が１つであります。そして２つ目は、農地の利用のあり方、いわゆる農地法あ

るいは農業振興地域の整備に関する法律を含めた利用のあり方の問題です。これは例えば

株式会社参入の議論などを中心としたポイントであります。そして３つ目が、環境保全型
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農業の推進と、農地、水などの地域の資源、これをどう適切に保全・利用していくかとい

う観点でございます。特にこの３つのうちの２つ目、３つ目の問題については、農村振興

局とも密接な関わりがあり、また、直接携わっている中身でございます。

さて、最近の主な動きといたしましては、都市、農山漁村などの良好な景観の形成を促

進するために、国土交通省と連携いたしまして、景観法案を今国会に提出する予定であり

ます。この法案では、棚田や里山など農山漁村に特有の美しい景観を整備・保全するため

に耕作放棄対策などを講じまして、景観の悪化を防止することといたしております。ある

意味では新しい長期計画ができて、その連携の第１号ということにもなるわけであります。

我々としても、積極的に連携の実を上げていきたいと考えております。

さて、本日は、農業農村整備事業におきます政策評価の手法などにつきましてご議論を

いただきたいと考えております。国民合意のもとで、情勢の変化に対応した透明性の高い

効率的な政策を実施していくためには、客観的な基準のもとに自ら評価を行い、その結果

を政策に適切に反映することがますます重要になってきております。

委員の先生方におかれましては、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまし

て、開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○林田事業計画課長 本日は、生源寺委員、小幡委員、柏委員、高畑委員、松谷委員に

おかれましては、所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。また、横山委員は

若干遅れる旨のご連絡をいただいております。

また、先月、事務局側に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。

計画部長、宮本でございます。土地改良企画課長、井上でございます。農地整備課長、

関岡でございます。農村整備課長、河野でございます。防災課長、武田でございます。

それでは、以降の議事の進行につきましては、三野小委員長にお願いいたします。

○三野小委員長 それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。

本日は、政策評価に関しまして、事業評価方式と総合評価方式の評価手法等について様

々な議題が予定されております。

まずは、農林水産省の政策評価の方式について、事務局から簡単なご説明をお願いしま

す。限られた時間でございますので、効率よく進めていきたいと思います。何卒ご協力の

程お願いします。

それでは、事務局の方から説明をお願いします。

○林田事業計画課長 まず最初に、「農林水産省政策評価の評価方式」につきましてご
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説明いたします。お手元の資料の一番上に、Ａ４横版のカラーの参考資料「農林水産省政

策評価の評価方式」という１枚紙をお配りさせていただいております。これに基づきまし

て簡単にご説明いたします。

農林水産省では、主に３つの方式により政策評価を実施しております。１つ目は一番左

側にあります実績評価というものです。これは施策を対象に、あらかじめ設定した目標に

対する達成実績を評価するということです。例えば立地条件に即した整備ということで、

５年間で麦、大豆等の生産振興のために、概ね５割以上の水田を汎用化する等の目標を設

定しておりまして、それを毎年、何％まで達成したのかという評価を行っておりまして、

一番下にございますように、農林水産省では全ての主要な政策について毎年評価を行うこ

とになっております。

２つ目が、真ん中にございます事業評価といわれるものでございます。公共事業等の個

々の地区ごとに、事前、期中、完了後に評価を実施するというものでございまして、費用

対効果分析やチェックリスト等によって評価を行います。今回ご審議いただきます課題、

４つのうちの３つがこの項目に該当するものでございまして、１つは、農業農村整備事業

の総合的な評価手法について本日ご説明いたします。また、再評価、事後評価の費用対効

果分析の導入についてのご説明、それから、国が行う補助事業の再評価、事後評価につい

てのご説明をさせていただきますけれども、これら全て、いわゆる事業評価というカテゴ

リーで実施するものでございます。

一番右の３番目が総合評価といわれるものでございまして、これは様々な角度から掘り

下げた検討が必要な特定のテーマについて、選択的かつ重点的に実施するというものでご

ざいます。今日ご審議いただくのは、ほ場整備事業の総合評価でございますけれども、こ

れは下の緑の箱に書いてございます農林水産省の行う政策評価として、時々の重要課題に

対応して平成13年度から実施しております。平成13年、14年度の２カ年につきましては、

農業の構造改革を題材とした総合評価手法の開発ということで、米政策をテーマに実施い

たしました。平成15年度と16年度の２カ年につきましては、技術開発の経済的効果という

ことで、これについては技術会議の方で検討しております。それから、農村振興局の土地

改良事業の効果、中でもほ場整備について総合評価を行うということで計画が立てられて

おりまして、本日は15年度に行ってまいりました検討の方向付けについて本日ご審議いた

だきまして、16年度の取りまとめに向けてさらに検討を進めてまいりたいということでご

ざいます。
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このように大きく分けて３つの評価手法を農林水産省として実施することが法律などに

定められておりまして、これに従って各評価を実施していくということでございます。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、まずは事業評価方式のそれぞれの課題について、事務局から説明をお願いい

たします。

○林田事業計画課長 それでは、まず最初に、総合的な評価手法の試行についてでござ

いますけれども、資料－３－１、参考資料－３－１の２つの資料を用いましてご説明をさ

せていただきたいと思います。

資料－３－１をご覧いただきたいと思います。１ページ目に前回までの審議事項を書い

ております。検討の目的でございますけれども、農業農村整備事業の評価の客観性を一層

高めていくということを目標といたしまして、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を開発したいということです。順次、課題の整理や解決、試行を積

み重ねまして、手法の向上を図ってまいりたいと考えております。

これまで、第１回目の審議は平成15年２月の本小委員会でございましたけれども、評価

項目を必須事項と評点化事項に分けるということについてご検討いただきました。また、

各評価項目の評価と重み付けによって総合評価値を算出する。さらに、事業で達成する目

標として、食料・農業・農村基本法の４つの理念、食料の安定供給の確保ですとか多面的

機能の発揮、農村の振興、農業の持続的発展といった４つの項目について、中項目を設定

するというところまで確認をいただきました。

今年度に入りまして、第２回目の審議は、６月の小委員会でございました。そのとき、

第１回目でいただいたご意見を踏まえて、試験的に試行ができるように、小項目、評価指

標という細かいレベルの設定につきましてご検討をいただきました。その際、特に指標等

につきまして多くの意見をいただきました。

２ページでございますけれども、前回お示しいたしました小項目ないし評価指標に対し

ていただきましたご意見、さらには試行を実施する際に当面いたしました幾つかの課題を

踏まえて、今回試行いたしました指標等について一覧でお示ししているものでございます。

なお、今回の試行では、評価指標につきましては、原則として事業計画書から収集可能

なものにするということを前提としまして総合的評価を実施しましたけれども、今後いろ

いろな指標を見直しまして、新たなデータの収集を行う必要があるという認識をしている

ところでございます。
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主な変更箇所でございますけれども、２ページの黄色く塗ってあるところでございます。

上段より、「生物多様性・生態系創造」という小項目につきましては、「生態系創造」の

「創造」という表現はいかがだろうかというご意見をいただきまして、「生物多様性・生

態系保全」という名称に変更しております。

２つ目は、「地域用水」につきまして、「地域用水機能の向上」という表現に名称を変

えています。

３つ目は、「労働生産性向上」というところでございます。変更前は「労働時間当たり

の農業所得増加率」で評価するということでお諮りいたしましたけれども、これは実際に、

過去の地区の事業計画書でデータを調べてみますと、変更前の農業所得額と労働時間のそ

れぞれにつきまして、地区のデータの区分が揃わず、そのデータを分析することは困難と

いうことがわかりました。従いまして、入手可能な範囲のデータとして、「労働時間縮減

率」を用いて労働生産性の向上を表現するように変更したところでございます。

次に、その下の、「農業振興による地域経済活性化」でございます。これは、前回幾つ

かのご意見をいただきましたけれども、評価指標の考え方と実際の内容に乖離がみられる

というご意見、それから、事業実施に伴う作物転換により設置される集荷場や工場等も評

価対象にすべきではないかというご意見をいただきまして、増加額だけではなく、地域経

済への影響をみるにはどうしたらいいかということで、産業連関表における耕種部門の逆

行列係数、これは都道府県別のデータでございますが、それを用いまして、増加粗収益額

に県ごとの逆行列係数を掛けまして経済波及効果を算出するということで、地域の特性に

よる経済への波及効果を十分とはいえないかもしれませんけれども加味しました。

その下の「地域雇用創出」というテーマでございますけれども、これにつきましては、

「同じ雇用を生み出すのに他の代替的な投資も考えられる」といったご意見や、「雇用創

出効果は農業農村整備の枠にとどまらない問題が絡んでいて、慎重に検討すべきではない

か」というご意見をいただきまして、今回のかんがい排水事業での試行につきましては削

除をいたしました。

もう１つ、一番最後のところのグレーの色のかかっているところですが、「自然環境へ

の配慮の積極的な取組の有無」について、「事業の実施環境」の中に項目として立ててい

ましたけれども、これにつきましては複数の委員から、「上の「多面的機能の発揮」のと

ころの「生物多様性・生態系保全」の指標とオーバーラップする部分がかなりある」とい

うご指摘をいただきまして、今回は、この部分を「事業の実施環境」の中から抜いて評価
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するという仕組みにさせていただきました。

以上が、今回行いました指標の設定方法であります。

４ページでございますけれども、評価点の設定でございますが、今回、国営かんがい排

水事業について試行を行うということで、平成６年から平成14年までの計画が確定した地

区が89地区ありまして、それらの地区の計画書を分析し評価点を設定してみました。右側

にイメージがございますけれども、例えば農業生産向上効果ですと、89地区の度数を図の

ようにプロットし、５点の評価点で区分するということで、それぞれの点線で区切られて

いる範囲内に度数としてなるべく均等に分布するように置いてみて、その区切りのよい金

額のところを100万円以上ですとか35万円、20万円、10万円といった区切りをして点数づけ

を行いました。

５ページには、過去のデータの分布状況をみて、平均的なレベルを３点と置くケースに

ついてお示ししています。例えば「動植物の生息に配慮した整備による効果」という観点

で過去の89地区についてみますと、大半の地区が「ない」という結果でした。事業計画書

からは捉えられなかったという意味なのですけれども、事業計画書の範囲内では「ない」

という地区が大半であって、「ある」という地区が非常に少なく、標準的な地区を３点と

するということの方針でまいりますと、ほとんどのものが「ない」ということになってし

まいますので、今回は「ない」としたものを３点、「ある」としたものを５点と置くとい

うことで設定をいたしました。

但し、土地改良法の改正を踏まえまして、環境との調和への配慮が法律的な義務になっ

ている状況の中で、過去の89地区の事例から持ち出した平均点で、「ない」のが普通で３

点を設定することについては、そのまま今後の地区の評価に当てはめていくということに

ついては問題があると認識をしています。

以上のようなことを各項目について全て行いましたのが６ページの一覧表でございます。

それぞれの項目につきまして、過去の地区のデータを度数分布で並べてみまして、度数が

概ね均等になるように配点をしてみたということでございます。

７ページには、そのさらに一歩先の「重みの設定」ということについて整理いたしまし

た。ここでは、農林水産本省の国営事業の採択に携わっている実務担当者をサンプルとい

たしまして一対比較アンケートをＡＨＰで行ってみました。こうしますと、右側にござい

ますように、事業の効率性、有効性、実施環境というものについてそれぞれ重みが出て、

さらに中項目についてそれぞれ重みが出て、指標について、「洪水防止」以下、事業の地
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元合意等に至るまで重みがつけられたということでございます。これを概観いたしますと、

事業の実施環境のところの重みが若干高いようにみえます。一方、有効性のうち下のレベ

ルでありますけれども、多面的機能の発揮等についての重みが低いような印象を受けます

けれども、これは、サンプルとしてアンケートの対象とした担当者の意向が反映されてし

まっているのではないかという懸念を持っております。

８ページには、そのアンケートを取る際に行いましたシートの一例を付けております。

これに従いまして全ての項目について、９段階、９点の点数を付けてアンケートを取りま

した。

９ページにはその結果が出ております。平成16年度の国営かんがい排水事業新規採択地

区のうち、Ａ地区、Ｂ地区、２地区の結果でございます。上にありますように、必須項目

についてはチェックを付けて、全てに○が付いてクリアしているということを確認します。

これは土地改良法上の要件でもあります。

下に優先配慮事項として、今回のアンケートによって設定した重みを用いまして、実際

の得点を算出してみたところでございます。Ａ地区について総合評価値が3.32、Ｂ地区に

ついて2.61という結果が出たところでございます。この評価でございますけれども、２地

区しかないということで、評価するのもなかなか困難ではありますけれども、重みの大き

な評価事項では、わずかな評価点の違い、例えば５点と４点といったようなわずかな評価

点の違いであっても大きな得点差に繋がるということがわかります。

この例でいいますと、一番上の「費用便益比」が、評価点が左のＡ地区は５点、Ｂ地区

は４点でありますけれども、重みが大きいということもありまして、得点は1.42と1.14と、

0.3近い差が出てしまっているということがございます。

一方で、「多面的機能の発揮」の項目についてみますと、ちょうど中央辺りに「生物多

様性・生態系保全」というところがありまして、Ａ地区については、「なし」ということ

で３点。「農村景観形成・歴史的農業水利施設保全活用」のところも３点、「地域用水機

能の向上」も３点になっております。一方のＢ地区は、「生物多様性」が「あり」という

ことで５点、歴史的施設への配慮も５点、「地域用水機能の向上」も５点となっています

が、重みの関係で、得点についてはそれぞれ大きな差は出ず、0.01の差しか出ないといっ

た課題が生じています。

また、ここには現れてきておりませんけれども、地区Ｂは既存施設の老朽化が非常に著

しいということで、施設更新の緊急性が高いと客観的に認められるのですが、今回の試行
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には緊急性というものを適切に評価する体系がありません。これも大きな課題ではないか

と考えているところでございます。今申しましたことは10ページにも整理されております。

次に11ページに移ります。以上実施しました試行を踏まえまして、今後の検討課題を整

理しております。同一事業種について、全国一律の評価項目体系、指標、重み等によって

評価すべきか否かといった課題があります。一方で、「国が採択の優劣を付けるための評

価とするのであれば、地域ごとに違うよりも全国一律であるべきではないか」といったご

意見もあります。それから、緊急性の高さについての評価ができていないということを記

述しています。

12ページには、評価項目体系といたしまして、効率性、有効性、実施環境ということを

評点化事項の項目としていますけれども、「現在の評価手法で事業実施体制の評価指標に

ついてチェックリストに地元の合意形成が図られているというものは、事業を採択する上

での必須事項ではないか」というようなご意見を事前にいただいていますが、一方で、採

択後の円滑な事業実施のためには、地域の意向ですとか実施体制の状況も点数で評価して

いくことが必要ではないかという考えもございます。

また、一番下のところに「整備後の農業経営等の計画についてどれだけ検討されている

かが評価されるべきではないか」ということを書いておりますけれども、マーケティング

戦略ですとか、農業がうまくいくような仕組みが地域でどれだけ検討されているかといっ

たことについての観点が重要ではないか」というご意見もいただいております。

13ページには、評価指標の設定ということで課題を書いております。今回は、事業評価

時点の段階で収集可能な情報の制約に考慮して、事業計画書の情報で判断してみましたけ

れども、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には、原則に関わらず

に評価指標を見直して、新たなデータ等の収集も行うべきではないかという課題を認識し

ているところであります。

例えば多面的機能発揮のうちの洪水防止については、受益地域内の水田面積率が土地改

良事業計画の中で把握できるデータなので、それを用いて今回評価をしておりますけれど

も、土地改良事業計画としては必要ないのですけれども、水田の下流にある地域の土地利

用の状況によって、この効果というのは変わってくるであろうと思われますので、こうい

う場合について、土地改良事業を立てる段階で下流の土地利用の状況についても情報を集

める必要があるかも知れないということでございます。

14ページには評価点の設定についての課題を整理しております。今回は、過去の事業計
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画と比較して平均的な効果、平均的なものを３点として、それより望ましいものを４～５

点、望ましくない場合を１～２点に設定しましたけれども、先程説明した土地改良法の改

正による環境配慮の原則にみられますように、過去のデータに基づく評価点設定が、将来

の評価にもそのまま当てはめていくことができるのかどうか疑問な点もあるということを

課題としております。

また、先程申しました評価点における点数差、５点と４点の差、５点と１点の差と実際

に発現する効果との差が、客観的にみてリンクしていないのではないかと思われる箇所が

あると思っております。

15ページでございますけれども、今回は、国営事業の実態についてよく理解している者

ということで、事業の担当者を対象として重みづけ等の調査を行いましたが、その結果と

して、先程申しましたように、国民もしくは地域住民が期待する効果と必ずしも一致しな

い傾向が出てくることが明らかでございますので、このアンケートを行う際の範囲につい

て、より広げていく方向で検討を進める必要があるだろうと考えています。

以上で説明を終わります。

○三野小委員長 ありがとうございました。

国営かんがい排水事業を対象とした総合的な評価手法の仕組みと試行結果についてご説

明をいただきました。

ただいまの報告内容につきまして、ご自由にご発言いただければと思います。

鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷臨時委員 ７ページに、アンケートに基づく重み付けという数字が出ていて、先

程ご説明がありましたけれども、とても大変な状況だという認識を、この数字をみて思い

ました。というのは、農業を取り巻く内外の環境の変化というのは、今恐らく著しいもの

があって、それに応じて関係者が認識も理解も、そして価値観や意識を変えていかなけれ

ばならない時期だと思うのですけれども、評価しようというときに、価値観が反映される

ような重み付けのところに、従来のものがとても強く反映してしまっているということを

表しているのだと思います。

それで、こういうのをみると、一般的には、やはり中で評価するのがとても難しくて、

何らかのかなり強力な外からの力や外部評価的な仕組みというのが必要なのかという印象

を受けました。

それから、こうやって重み付けをして足し算をするということで、全く違う性質のこと
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を総合するということが、果たしてこれで評価し切れているんだろうかという疑問があり

ます。もしかしたら幾つもの軸の掛け算的な評価の方がいいのではないかと思うのです。

全てが貨幣価値でしっかり評価できるようなことでしたら、足し算でいいのだと思うんで

すが、それと大分違う性質のことがあるときに、足し算だと、結局重み付けといいますか、

意識がいっていることだけが全ての結果として、総合評価として出てきてしまうという問

題点が残ってしまうと思います。

以上です。

○三野小委員長 では、事務局に、後でまとめてお答えいただくこととします。

では、村田委員、どうぞ。

○村田専門委員 今の鷲谷さんの意見に同じというか大賛成です。この試行結果という

のは非常に意味があると思うのです。農林水産本省の担当者を対象にした重み付けの結果、

一番最後の15ページの、「多面的機能の発揮」というのは 0.032で９％になっています。

食料の安全供給やほかのものが圧倒的に高いです。つまり、本省の担当者はこういう意識

しか持ってないということを如実に表している資料だと思うのです。実際にやっているこ

とと言っていることの違いをここで示しています。また、ここに「課題」として実務担当

者と受益者、地域住民、国民一般とでは、事業に期待する効果は必ずしも一致しないので

はないかと書いています。自らわかっていらっしゃるのかも知れませんけれども、つまり、

アンケート結果で重み付けをすると、こういうふうになってしまうのだということがわか

ったということで非常に意味があると思いました。

あともう１つ。やはり鷲谷委員の指摘された、足し算じゃなくて掛け算にすべきだとい

うことは非常に大事なことです。つまり食料安定供給だとかほかのことで非常に高い点数

があったとしても、多面的機能の発揮というのが仮にゼロだとかマイナスだとした場合、

足すと高い評点のままですが、掛け算をするとマイナス、ないしはゼロになってしまいま

す。実際にそういう算式をつくれという意味ではないのですけれども、ほかの評点が幾ら

高くても、ある分野において決定的なマイナスな要因があるならば、そういう事業という

のは評価できないのだというものの考え方が大切なんだと思うのです。そういう意味で、

足し算ではなく掛け算であるべきだと思います。

ですから、足し算だと幾らでも数字というのはつくれるというか、大きくなってしまう

ので、そういう意味で、実際の評価にならない。やはり外の目というものを入れる評価で

ないと、これは国民の期待に応えられないものではないかと思います。
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○多賀谷専門委員 今おっしゃった意見と先程の事務局の方のご説明を聞いて、事業評

価というものは何をするのかということについて若干疑念が生じてきたところですけれど

も、事業評価というのは、現在農林水産省が行っている各種事業について、その現状につ

いて客観的基準に基づいてそれを評価するというものなのか、それとも、現状についてあ

る程度批判的な見地も含めて評価して、それを今後の農林水産省による政策選択の基準と

して用いるという趣旨でこの評価をおやりになるのかということは、どうもはっきりして

いない感じがします。

今の二人のご意見は、ある意味で政策的な価値を前提としている議論だと思うのです。

ただ、農林水産省のご説明も、私は、最初は、現実に行っている事業について客観的な評

価をされている話なのだろうと聞いていたのですが、しかしその場合において、例えば環

境関係の事業等について、現在やっていないものについて３点にしたらいいのか、０点に

したらいいのかという考え方をみたら、若干その点でははっきりしませんし、何よりも先

程のところで、事業の緊急性とか、あるいは保全事業についても要素が入ってきていない

ということがある。それをどういうふうに位置付けるかという事をやはり明確にしなけれ

ばいけない。つまり事業の緊急性というのは、複数事業がある場合に、客観的にその間の

点数に差を付けるだけではなくて、指標化してみれば同じであっても、放っておくと、そ

のうちその地域が立ち行かなくなるので、緊急に対処する必要性があるのかないのかとい

う問題なので、これは事業評価ではなくて、それぞれの事業をやるかやらないかの選択に

関わる指標の話なわけです。

それから、保全を行うかどうかという保全事業についての要素というのは、新規に事業

をやることのコストと、保全でもってそれを差し当たりメンテナンスでもって行うのと、

どちらがいいのかという要素なのです。それを事業評価の中に取り込むことはいいでしょ

うけど、なかなか難しいのではないかと思うので、その要素は事業評価とはまた別の次元

の別のバイアス、ほかの評価で、その両者を掛け合わせるのか、あるいは政策選択につい

ての指標というものを別につくるのか、その辺り、少しまだ議論が混乱していると思いま

すので、もう少し整理が必要だと思います。

○三野小委員長 大変ご意見をたくさんいただくことになろうかと思うのですが、あと

に議論が大分控えておりますので、もう一方おられましたら。

では、横山委員。

○横山専門委員 今、各委員がいわれたことに関連するのですが、私は、こういう試行
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をすることについてはかなり評価をしています。ただ、総合評価の仕方は、こうやって総

合点を付けるやり方だけではなくて、フィルター方式が、今、各委員がいわれたことの中

で重要になってくるのではないかと思います。まず優先順位、今緊急性があるかないかフ

ィルターをかけてみる。それから次のフィルターをかける、そしてまた次のフィルターを

かけていくという評価の仕方もあるのではないかと思います。

いいたいことは、全部のフィルターを、それぞれの評価軸で何点ということで重み付け

をして、さらに合計で丸めてしまうことの良さはあるのですけれども、やはりいろいろな

意味の配慮ができなくなるという点で、これからの考え方としてはフィルター方式も少し

考えていただきたい。

もう１つは、これはよくいわれているベンチマーキングの話ですけれども、本省なり評

価の主体が自ら目標設定をして、それを基準にして評価する場合と、現実に今一番うまく

いっている事業を基準にして評価する場合と、そして、今なされている事業全体について

の平均からみる場合と、どこを基準にして評価をするかということがあります。資料の14

ページの基本的考え方は、１番目の、いわゆる本省ないしこの事業主体のある望ましい姿

を目標設定して、そこからベンチマーキングしているわけではないです。今一番事業がう

まくいっている実績から評価しているわけでもない。過去の事業計画と比較しているとい

うことです。また、この過去という意味が、ある地区の過去からなのか、いわゆる全部を

プールするような形での平均なのかということがよく分からない。

さらに、現在やられている平均的なものの中で、クロスセクションでやっているのか、

時系列でやっているのか、両方合わせた形でやっているのかという、この平均、過去の事

業との比較ということの意味がもう少し明確にされるといいのではないかと思います。

以上です。

○三野小委員長 先生方の今までのご意見をお伺いしていますと、なかなかまだ課題は

山積みですので、これは試行過程ということでございますから、もう少し先生方といろい

ろご審査いただきながら、この場でご意見を承ってもかなりまだ出てきますので、そうい

う状況であるということを認識いただいた上で、試行をさらに続けて深めていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。個別にまたご指導を伺っていくということを軸にして

展開していただきたいと思います。

○林田事業計画課長 私どもも数年かけて試行していくことが必要だと思っております。

実は国土交通省の方では、私どもに１年近く先駆けて、公共事業評価システム研究会にお
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いてこの総合的評価を導入するということを報告書にまとめているのですが、その後、各

局事業ごとに、河川、ダム、一般道路、高速道路などと分けて検討委員会を立ち上げて議

論を進めていますが、１～２年を経てまだまとまらないと聞いています。私どもも、全体

の動きも眺めながら精度を高めていくことにしたいと思いますので、これからもご指導の

程よろしくお願いをいたします。

○三野小委員長 大変大きな課題でございますので、これからも引き続き、試行を重ね

ていただきたいと思います。

それでは、引き続きまして、事務局より次のご説明をいただければと思います。

○美濃水利整備課長 それでは、資料－３－２－１に基づきまして、「国営土地改良事

業等の再評価における費用対効果分析の試行結果について」ご報告させていただきます。

まず、１ページ目でございますが、この国営土地改良事業の再評価における費用対効果

分析につきましては、昨年の２月の企画小委員会で検討の方向をご審議いただき、さらに

６月に分析の方法についてご議論をいただいたところでありますが、本日、このご審議い

ただいた結果に基づきました試行結果のご報告ということでございます。

再評価における費用対効果分析につきましては、段階的な試行を行うということであり

ますが、その際、これは平成13年度の閣議決定でありますが、「政策評価に関する基本方

針」という、中の解説の上から３つ目の○のところにもありますように、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ということに

なっておりまして、この考えに基づいて試行をしております。結果につきましては、継続

中の事業の効率性を判断する一つの指標として活用していこうと考えております。

２ページの方にまいりますが、「再評価における費用対効果分析方法の考え方」という

ことであります。先程１ページでもご説明いたしましたが、時間、コスト、そういうもの

を考えまして、まず算定方法でありますが、事前評価の算定手法を基本にし、年効果額の

算定の基礎となる項目の算定方法につきましては、簡便化するということで試算を行って

おります。

算定方法につきましては、別添ということで触れさせていただきますが、まず、分析に

当たっての留意点であります。１つ目が、現行事業計画で計上していない効果等の算定と

いうことで、当初計画におきましては、効果が投資を上回るという確認をしておりますが、

そういう中で、すべての効果について計上していないという場合もございます。そういう



- 14 -

場合、それが再評価の時点で見込まれる場合には、具体的に算定を行うということであり

ます。ただし、今回の試行地区につきましては、新しい効果というのは見込んでおりませ

ん。

次に、基礎となる要因の変化が軽微なもの等の取り扱いということであります。これに

つきましては、基礎となる要因、項目がございますが、その変更が軽微と認められる項目

につきましては、精緻な把握、見直しは行わないということを基本にしております。また、

事前評価における費用対効果分析のうちで、今もう１度その費用対効果分析をやろうと思

うと、極めて時間もかかり費用もかかるという項目であって、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ということで、河川の流況安定効果などが該

当すると考えております。

３つ目でありますが、計画変更法手続中の地区の費用対効果分析の取り扱い、これは事

前評価における費用対効果分析と同じような非常に精緻な分析を行っておりますので、そ

の分につきましては、再評価では変更計画案の算定値を用いるということです。

こういう３つの留意点をもちまして試行をしております。

分析の方法につきましては、別添ということで、６月にご審議いただいた中身を再度こ

の中に簡単に整理して７ページに載せております。分析方法につきましては、算定式は事

前評価と同じものであります。簡便な方法ということでありまして、その下の総事業費の

算定につきましては、現時点の総事業費を使う。これは支出済み費用換算係数等を使って

時点修正を行います。関連事業総事業費につきましては、関連事業調書の数値ということ

で、これも毎年度事業主体の方で更新しておりますが、そういうものを使用して現時点の

数値を使用するということであります。

８ページ目は、現行事業計画で計上している効果の算定ということであります。この表

の中に書いているものにつきまして、まず、どういう考え方かということでありますが、

農業生産向上効果のところにつきましては、基本的には受益面積の変動分を、それぞれ現

況の計画の作付面積をその割合で動かして効果の算定を行うということです。単価につい

ては、現時点の直近の値に直すということで試算を行っております。農業経営向上効果に

つきましても、物価スライドを考えて中身の現時点化を行っております。

９ページの方にまいりますが、計画営農体系につきましても、軽微な場合は変更しない

ということになっております。維持管理節減効果につきましても物価スライドを考慮。更

新効果につきましては、廃用施設の最経済的事業費を算定するということで、基本的に事



- 15 -

前評価と同様な手法を簡便化して試行を行っております。

本文の方に戻っていただきまして、３ページ目をお願いいたします。先程ご説明しまし

た試行の手法をもちまして、３地区で試行を行いました。これは昨年６月の企画小委員会

で決定された地区でありますが、それぞれ国営かんがい排水事業でありますと北海道の幕

別地区、千葉の両総地区、国営総合農地防災事業でありますと愛知の新濃尾地区というこ

とで、それぞれ事業工種、地域バランス、畑や水田といった土地利用区分、事業規模とい

うことで決められたこれらの地区について、費用対効果分析を試算いたしました。

試算の結果の表がございますが、投資効率をみていただきますと、幕別地区が1.07、両

総地区が1.06、新濃尾が1.08となっています。一番右側の現計画、これは計画変更をやっ

ている場合にはその最新のものを使っておりますが、それぞれ率は上がっております。海

岸事業につきましては、平成10年３月に決定された手法がございますので、それに基づい

て試算したところ、表の下の方にありますが、有明海東部4.43、有明4.64という結果にな

っております。

４番の「平成16年度の取り組み」ということでありますが、まず、今回実施しました試

行の結果におきまして、概ねこの方法というのは有効であるということで、16年度は全地

区を対象にして試行いたしますし、その中で、もともとの事業計画で計上されていない、

しかし、きちんと効果として認めていいとオーソライズされているものがありましたら、

その確認を行って、どういうような形で取り込んでいったらいいのか、これをまた試行さ

せていただきたいと思います。

今回３地区の試行結果でありますが、受益面積、作物単価、これは変動しております。

どちらかといえば、小さくなったり安くなったりするものであります。それも影響されま

す。もう１つ、これは経済社会情勢ということでの変動ということがありまして、社会的

割引率、それが 0.055から0.04という見直しがありまして、そういうものに基づいて算定

したものが、先程説明いたしました試行結果であります。16年度につきましては、先に説

明させていただきましたように、全地区対象ということと、このほかについての検討とい

うことを実施したいと考えております。

以上でございます。

○吉田地域計画官 それでは、引き続きまして、資料－３－２－２の「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試行結果について」説明させていただきます。

前回の６月の企画小委員会から時間も経過しておりましすので、最初の１ページから３ペ
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ージについて、おさらいする意味を含めまして簡単に説明させていただきます。

最初の事後評価の目的でございますけれども、これは①、②、③とありますように、１

つは、対象事業等について必要な措置を講ずるということで、それぞれの事業実施地区に

おきまして、事業完了のアフターフォローをしていくという観点。２つ目は、事業のあり

方についての検討ということで、それぞれの事業制度の検討や事業採択要件等の検討にも

資していく。３点目でございますけれども、事業評価手法の改善ということで、着手する

前に、事前評価ということで事業効果の定量的な算定をしていまして、これについての新

たな効果項目や、状況によっては、それらの算定方式を見直していくということに活用す

るという意味でございます。

（２）の事後評価における費用対効果分析の必要性ということで、これについても、前

回の企画小委員会でも申しましたけれども、条件の変化や事前評価で費用対効果分析を積

極的に行ってきたということを踏まえまして、15年度から費用対効果分析を事後評価にお

いても試行に着手したところでございます。

続きまして、２ページでございますけれども、それでは、具体的にその評価をどのよう

にするかという試行の考え方でございます。これも前回の企画小委員会で提示させていた

だきまして、事業評価手法の改善を目的としていることから事後評価における費用対効果

分析の効果算定手法は、事前評価と同じような方法でやってはどうかというご意見をいた

だきまして、それを踏まえまして、できるだけ客観性を確保、あるいは効率的な算定が可

能になるよう標準値化等にも留意し実施しました。

（２）に具体的な算定方法の考え方ということで、これも同じようなことでございます

けれども、事前評価の諸元、諸元といいますのは作付面積だとか単収だとか農産物価格で

ございますけれども、これらの内容等を分析していく。それから②ということで、付随的

に発生する効果についても、地区事例等によって標準値化が可能なものについては、それ

に取り組んでいくということで、直接法や代替法の簡素化の検討も進めていくという趣旨

でございました。

３ページでございますけれども、３ページには、事後評価段階で新たな効果の発現が確

認された場合はどうするかということで、これについても、定量的な把握に努めながら、

簡易な手法あるいは各種の算定方法を検討しながら手法を検討していく。それが妥当であ

れば、それを捉えて評価していく。２番目に、具体的な算定方法の考え方でございますけ

れども、これも客観性のあるデータでやっていく。どうしても貨幣化の難しいものについ



- 17 -

ては、代替法や仮想評価法などいろいろな方法を活用しながら、あるいは他の公共事業で

やっている手法等も検討しながら、これも評価していく、３ページまでは前回の考え方を

整理したところでございます。

４ページに移ります。本年度試行的に実施するということで、国営かんがい排水事業で

１地区、国営農地開発事業で１地区行いました。試行に際しての基本的な考え方ですが、

１つは現行の効果項目の算定について、事前評価の諸元に基づいて設定して算定する。２

番目として、事後時点で発現が明らかになった効果については、ＣＶＭやあるいは代替法

など、いろいろなことを含めて評価してみるということでやってみました。

結果の分析でございますけれども、今回の事前評価時点で効果額を算定していますけれ

ども、それと比較すれば、かんがい排水事業の新庄地区においては、主に公共施設等の整

備に伴う公共転用による受益面積の減少等ありましたし、あるいは農業情勢の変化等によ

って、作物の作付面積の変化や農作物の価格の変動もございました。作物生産効果は減少

しておりました。

それから、北海道美瑛東部地区の農地開発事業でございますけれども、ここも造成地に

おける農作物については、大根などで産地形成が図られたということでありましたが、農

作物の価格の変動あるいは作物生産効果そのものは、この地区では最終計画と殆ど同じで

した。両地区とも事前評価で計測してない効果もありましたけれども、現行の効果算定項

目として算定した可能な範囲内では、効果が発現していると思っております。

それから、事後評価時点の特性を踏まえた算定でございますけれども、今後も引き続き

このような検討を進めながら、鋭意図っていこうと考えております。

５ページは、今回のかんがい排水事業の新庄地区と農地開発事業の美瑛東部地区の計画

時点と評価後のそれぞれの総事業費、年効果額、廃用損失額、総合耐用年数、還元率、総

便益額、７番に費用便益比という構成で整理してございます。この中身については、後か

ら出てきますのでここでの説明は省略いたしますけれども、次の６ページに、それぞれの

地区ごとに、作物生産効果や営農経費節減効果、維持管理費節減効果で、当初の計画とい

いましても、事業完了する時点の最終の計画、変更等あった場合はその変更後になります

が、それと事後評価ということで、平成14年時点の価格をもって対比してございます。

時間の関係もありますので簡単に説明しますけれども、作物生産効果については、新庄

地区の場合は、当初に比べますと農作物価格や単収、あるいはお米の品種の変動などがご

ざいまして、落ち込んでいる状況でございます。それから、営農経費節減効果につきまし
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ても、面積の変更や作付体系の変更というのを客観的にみれる範囲内で対比してございま

す。また、維持管理節減効果につきましても同様の検証をしております。そのほかに、そ

の他効果ということで、平成６年に一部効果の通達の見直しをしています。非農用地の創

出効果等々ございますけれども、これらについては、それらの手法に基づきまして算定し

たところでございます。

７ページは、農地造成の北海道美瑛東部地区の状況でございます。

８ページでございますけれども、「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」ということで、この時点で新庄地区は豪雪地帯でございますので、地域用水効果と

いうことで流雪施設用水、美瑛東部地区では産地形成効果あるいは就業機会創出効果等々

ありましたので、これについての定量化に努めました。ただ、確認された効果については、

事業の効率性やあるいは定量的・定性的な効果の一つとするために、それなりに多くのデ

ータの集積を行いながらやっていく必要があるだろうと思います。今後さらに、事前評価

手法の改善、事前評価段階での適用のあり方や、さらなる効果の試行を行った上で、検証

を積んで進めていく必要があるだろうと考えております。

新庄地区、美瑛東部地区で新たに発現が確認された効果ということで、地域用水効果あ

るいは生態系保全効果、産地形成効果、就業機会創出効果、減少効果、景観保全効果を算

定しておりますが、欄外にありますように、生態系保全効果あるいは景観保全効果につい

ては、年効果額の算定にもう少し検証が必要ではないかということで、今回は定量化手法

の検討に努めました。効果額として金額で示すことについては、客観性のある指標につい

てより検討が必要ではないかということで、ここでは年効果額として検討はしていません。

９ページについては、それらについて比較したものを図で対比したものでございます。

10ページには、例えば新庄地区の中での環境の変化ということで、地区内の遊水池の水

路に、デッドデータブックにおいて絶滅危惧種の１Ａに登録されているイバラトミヨが生

息していますが、これらの保全のための寄附として支払意思額の調査を行い、それに基づ

いて試算したデータの例を付けております。

それから、社会経済情勢の変化ということで、消流雪施設の用水として最上川から用水

を引き込んだ通水であります。これらについて、15年の１月、２月にかけて通水を行い、

今年も続けていますけれども、除雪経費の節減はもちろん、少子高齢化の進展の中で、こ

れらの労働力の軽減や生活の利便性の向上という意味では非常に意味があり、期待されて

いるところでございます。



- 19 -

また、美瑛東部地区についても、産地形成が図られたことによって、価格の安定や雇用、

あるいは他産業への波及等についても寄与したのではなかろうかと思っております。

11ページ、16年度の事後評価についての取り組みでございます。これについても、今年

度は２地区で進めてきましたが、これから事前評価の方法の活用のあり方や造成施設の存

続期間中などいろいろな条件がありますけれども、それらの効果の予測の方法や各種効果

算定の諸元の設定方法の検討を行っていきたいと考えております。２番目には、発現が認

められた効果についての定量化についても、さらに蓄積を図っていきたいと考えておりま

す。３番目でありますけれども、これらについて評価されたものの中には、環境やいろい

ろなデータについて、公表したことによりそれが損なわれてもいけないので、公表等のあ

り方についての検討も必要ではないだろうかと思っております。

従いまして、15年度の調査地区は２地区でしたが、16年度は国営土地改良事業等の評価

については、そういった対象地区の中でやっていきたいと思っております。

12ページ以降は試行結果を記載したデータの比較表でございます。13ページは美瑛東部

地区の状況。それから、14ページに示しているものは、新庄地区で実施している調査を、

市の機関誌である広報に載せていただいた資料でございます。15ページには、生態系の保

全に役立ったのではないかということで、イバラトミヨについて、アンケートによる支払

い額についての回答状況をお示ししております。

16ページは、産地形成効果でこういう効果があったのではないかという試算をしたデー

タでございます。17ページは、就業機会創出効果。それから、マイナス効果もあったので

はないかというようなことで、18ページに、農地造成をした場合に森林の二酸化炭素の吸

収機能が落ちたのではないかということで、三菱総合研究所のデータ等ですけれども森林

についてのデータを掲載しています。ただ単にそういっても、農地造成を終えた後におい

ても、野菜やいろいろな作物を作付していまして、単純に森林だけでマイナス分を考える

ことがいいのかどうかという議論はあります。これらについては農作物の吸収機能もある

はずですので、今時点でデータがないので今回は見込まれておりませんけれども、引き続

き検討を進めていきたいと思っております。

19ページは、景観保全効果の概要を記載しております。

以上でございます。

○三野小委員長 ありがとうございました。

只今の報告内容についてご自由にご発言いただきたいと思いますが、少し時間がオーバ
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ーしておりますので、その点配慮をいただきたいと思います。お願いいたします。

では、鷲谷委員。

○鷲谷委員 自分の関心のあるところばかりで恐縮なのですけれども、生態系保全効果

に関する考え方なのですが、ご説明だと、何か事業のコストベネフィットというよりは、

ミティゲーションがどのぐらい周りから評価されたかということを評価にして、少し問題

が違うのではないかという印象を受けました。

つまり、どういうことかといいますと、イバラトミヨの生息環境というのも、量的に把

握をしようと思えば、工夫すればできると思います。それがあって、事業が行われる。も

し何も配慮しないとすると、その100あったものが20になってしまったりという可能性があ

るので、配慮をして、20じゃなくて80ぐらいまでどうにか確保した、あるいは100まで確保

したということです。そうすると、プラスではない、ゼロもしくは少しマイナスに本来だ

と評価されなければいけないものではないかと思います。

それで、こういう生態系保全効果のようなものを、もし頑張って貨幣にしないとならな

いとしたら、まずは生息環境としての、例えばどのぐらいの質で量がという辺りを掛け算

により量化して、環境の方を量化して、失われたとき、それを何らかの工事、その他人力

も掛けないといけませんけれども、保全のための事業をもし新たにするとしたら、どの位

お金をかけなければならないのかということで評価すれば、確かにコストベネフィットに

なるのかなという印象を、説明を伺っていて受けました。

それで、こういうコストベネフィットのときに、意図する効果はもちろんですけど、意

図せずにということも、この中には付随的ということで取り上げられていたと思いますけ

れども、その意図しないで起きる効果のうち、環境に関することは、負の効果というのも、

よく考えるといろいろ出てくると思うのですけれども、そういうものも含めてコストベネ

フィットの分析ができるようになれば、一番いいのではないかと思います。

以上です。

○三野小委員長 ご意見として、十分次回からの試行に生かしていただきたいと思いま

す。

そのほかにございますでしょうか。大変座長の方でせかしてしまったものですから、済

みません。もう一方、もしございましたらお受けしたいと思います。

それでは、細田委員。

○細田専門委員 質問めいたことになりますが、先程ご説明のありました事前評価、再
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評価、事後評価、これらは、ゆくゆくは統一方式にするという前提での試行なりご検討で

あるかどうかということをお聞きしたいと思います。

それに関連するのですが、事後評価は、これからも試行されるということなのですが、

事前評価の段階でいろいろ本省の担当官のアンケートや重みづけの検討がなされているわ

けですが、前にも申し上げたと思うのですけど、この事後評価の試行の際に、対象地区は

そう多くは要らないと思いますが、既に多面的な効果を発揮している、いわば優良事例地

区における事業効果を、受益者や非農家など関係住民から評価してもらい、そこから逆に

事前評価に必要な項目を抽出する方法もご検討されたらどうか。

事後評価の時点では、今は費用対効果の測定だけと思うのですけれども、数値以外の効

果が結構多いのではないかと思うからです。もう１つ効果に関連していえば、時点の問題

があります。測定項目の検討に当っては、完了後５年目とか10年目だけではなく、20年、

30年、極端にいえば 100年のスパンで考えてみる。過去の土地改良事業地区において、費

用対効果の係数的なものはもちろん計測して、それ以外の、先程から議論になっておりま

すような環境や生活条件などの農業的効果以外の効果も併せて長期的視点に立って振り返

って検討するという視点も必要ではないかと思います。多面的な効果が長期的に発揮され、

地元に根付いている優良事例地区において、総合的評価の項目や評価手法を試行の中で検

討されたらいいかがかと思います。

○三野小委員長 後半はご意見として承っておきたいと思います。前半の事前、期中、

事後の体系的なことにつきまして、事務局からお答えいただきたいと思います。

○林田事業計画課長 最初のご質問の、３つの評価についてどういう位置関係にあるの

かということにつきましては、これはすべて政策評価法で求められているものでございま

して、事前評価については、投資をするに当たり、その地区が投資に値するのかどうかと

いうことについて、その時点でわかる最大の範囲内で評価するという観点で導入しており

ます。

それから、再評価につきましては、公共事業等におきまして、着工してから５年ごとに

区切りを入れて、その進捗状況、事業の進み方、地元の評価等々について評価していくと

いうことで、これの必要性も求められております。

最後に事後評価でございますけれども、これについては、すべての事業が終わった後、

農林水産省では５年後に実施しておりますけれども、10年経過した段階で、どのような効

果が得られたのかということについて評価を行うということが求められておりまして、事
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前、再評価、事後評価、すべて並行して行なわれております。

○細田専門委員 評価の物差しが１つの数値だけかどうかを聞きたかったのです。

○林田事業計画課長 その導入はもう既に始まっているのですけれども、事前評価につ

いては、事業当初以来Ｂ／Ｃ、経済的投資効率を導入しておりましたけれども、着手して

おりました再評価と事後評価についてはＢ／Ｃを導入していなかったものですから、今回

試行して、Ｂ／Ｃを導入していくということにしているわけです。

その精度は、当然に政策評価法の中でも、その政策評価に要する経費、投入するための

経費が余りに膨大なものであってはならないといった制約も一方で加わっておりますので、

再評価、事後評価については、事前評価の際に導入するものと同じレベルまで水準を上げ

ていくのかどうかということについて、今後議論もしくは検討を要することだろうと思っ

ております。

○三野小委員長 ありがとうございました。

まだかなり課題が残っておりまして、引き続き事務局よりご説明をいただくことにした

いと思いますが、大分時間を超過しておりますので手短にお願いします。

○美濃水利整備課長 それでは、資料－３－３－１でありますが、「国が行う補助事業

の再評価の進め方」につきましてご説明をさせていただきます。

まず、補助事業の再評価でありますが、これは、平成10年から、それぞれ事業主体が事

業の継続をするのかどうかという再評価を行っておりましたが、平成14年度からは、政策

評価法が施行され、これに基づく｢農林水産省政策評価基本計画｣に即し、国として補助金

を交付するのがいいのかどうかという観点からの評価も必要であるということになりまし

て、補助事業についても国としての再評価を行うということになっております。

２ページ目をお開きいただきたいと思いますが、再評価に関する基本的事項ということ

でありますが、これは、「農林水産省政策評価基本計画」等に基づいた視点を整理してい

ますが、基本的には必要性、効率性、有効性、公平性ということで、一定の尺度で客観的

な判断を行い、もう一方で、補助金でありますので、補助金の関係の目的、内容について

評価を行います。さらに最後に、都道府県自らが評価を行うわけでありますが、国とすれ

ば、社会経済情勢の変化、費用対効果分析の基礎となる要因ということで点検し、把握し

たいと考えております。

評価の進め方につきましても、補助事業は対象地区が非常に膨大でありますので、評価

が効率的かつ的確にできるようなものを考えていきたいと考えております。
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そういう観点から、（３）の評価の手法でありますが、これは評価する視点、評価の進

め方ということでありまして、第一次評価、第二次評価と２段階に分けまして、一次評価

につきましては、全般をみて特段問題ない場合は、そのまま交付を行うということですが、

一次評価の段階で課題がある地区につきましては、第三者委員会に報告し、専門的な見地

からご意見をいただき、それらの結果を踏まえて、国として補助金交付の方針を決定する

ということを考えております。

３ページ目に移らせていただきますが、先に申し上げました第三者委員会の設置であり

ますが、これもいろいろな委員会を様々つくるということは、非常にいいようですが、非

効率な面もあり、それぞれの地域における専門家の方というのは限られております。そう

いうことから、国営関連で農政局に設置しております第三者委員会を活用させていただく

ということと、北海道におきましても、開発局の委員会を活用させていただくということ

を考えております。

評価結果書の作成ということでありますが、どういった観点から作成するかということ

になりますと、新たに全て最初からいろいろな調査を行い、データ等を整理するというこ

とは非常に非効率でりますので、基本的には、これまでも予算要求の段階でいろいろと収

集・整理している既存の資料等を活用して効果的・効率的に評価結果書の作成を行ってい

きたいと考えております。

対象事業は、ここにも書いてありますけど、維持管理、災害復旧を除く補助事業です。

（５）でありますが、これは補助事業でありますので、いわゆる事業主体の協力が不可

欠であるということで、密接な連携の中で地方公共団体と一緒にやっていこうと考えてお

ります。

16年度以降につきましては、こうした試行結果を踏まえ逐次改善をすることとしており

ますが、この再評価につきましては「農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）

実施要領」に基づいて行っておりますので、それについての改正するといった改善を行っ

ていきたいと考えております。

５ページ目をご覧いただきたいと思いますが、これは先程述べました要領の中に定めら

れております様式であります。この項目に基づきまして、費用対効果分析の算定基礎とな

った要因の変化についてどういう観点かということで、ここに２項目書いてあります。そ

れから、農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化ということも２項目、事業の

進捗状況に関して２項目、関連事業の進捗状況というのも２項目ということで、それぞれ
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個々に詳しくというよりも、総体として結果として出てきて、それをみればその状態がわ

かるという項目を設定して対応させていただきたいと思います。最後、その他のところに

は、大変重要な課題であります環境との調和への配慮、コスト縮減といった項目を適宜こ

の中に記述するものです。

この項目の中で問題があるということになりましたら、そのものについて第三者委員会

に意見を求め、さらに詳しい評価をいただくという形で進めていきたいと考えております。

以上でございます。

○吉田地域計画官 最後になりますけれども、資料－３－３－２ですが、国が行う補助

事業の事後評価の進め方ということで説明させていただきたいと思います。

趣旨の欄の後半に書いていますけれども、昨年の２月に農業農村整備事業等補助事業評

価の実施要領を定め、事後評価に取り組んできました。

２の国が事後評価を行う目的ということでございますけれども、これも今後の事業のあ

り方の検討だとか、あるいは事業評価手法の改善等に資していくということで考えており

ます。

３として、国が評価する視点ということで、何点かに分かれていますけれども、補助事

業の完了後の評価については、各事業主体に主体的に評価していただいていますけれども、

効果の発現がどのようであったかということについては、国としてもそういう状況につい

て十分把握しておく必要があるということで、それらの把握については、政策効果として

必要な内容を整理しておくという考えでございます。

２ページ目、評価の進め方でございます。対象とする事業の数がたくさんありますので、

それらの特性に基づきまして、あるいは評価のためのコスト等を考慮しながら検討してい

きたいと考えております。また、対象地区が膨大であるということで、効果的かつ効率的

な対応をしていく必要があろうと考えております。

評価の手法についても、できるだけ事業主体から情報の提供をいただきながら、それを

活用して評価をやっていきたいと考えております。学識経験者等第三者の知見の活用とい

うことで、これも先程の再評価の説明にありましたけれども、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していきたいと考えております。

対象事業でございますけれども、維持管理に係る事業あるいは災害復旧に係る事業を除

いて、すべての補助事業について対象にやっていきたいと考えております。その際、主体

性を考えながら、国の評価については事業主体等の意見を聞きながら、説明責任を果たせ
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るような対応をしていきたいと考えております。

（５）に、地方公共団体との連携あるいは協力ということで、これも国と地方公共団体

は適切な役割分担を行いながら、密接な連携のもとにやっていきたいということでござい

ます。

３ページの「16年度以降の課題」についても、補助事業の事後評価については、今年度

２年目でありますけれども、次の５点ほどの事項について逐次改善しながら実施していく

ことが重要だと考えております。１点目に必要なデータの収集あるいは報告の方法、２点

目に事業ごとの評価内容なり評価手法の改善、３点目の費用対効果分析の導入についての

検討、４点目は評価実施体制の整備・強化、最後５点目が評価結果に対する情報の公表方

法・内容ということで16年度は対応していきたいと思っております。

４ページ以降は、基本計画なりあるいは期中、完了後の要領等を示してございます。

５ページについては、実施計画の事業の種類、６ページ以降が14年度の結果ということ

で、取り組まれた事例を載せております。

以上でございます。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、只今の内容につきまして、ご自由にご発言いただければと思います。

黒川委員、お願いします。。

○黒川臨時委員 私は、農業の問題というか補助金の費用対効果というものには関わっ

たことがないのですけれども、その他の公共事業に関しては、東京都や神奈川県、川崎市、

千葉県の事業の再評価委員というのをやってきました。それで、幾つかのことが、考え方

は今の考え方でいいのだろうと思うのですが、こういうことを大事にして欲しいと思うこ

とがあります。

それは、あまり国の方でマニュアルをつくってしまうと、そのマニュアルにこだわって

しまって、どちらかというと、マニュアルどおりのところに行ってしまいます。補助事業

というのは、地域で本当にどういう便益があるのか、地域に固有の便益というのをどこま

で考慮するかということはとても重要なのです。例えば道路では、コストベネフィット、

時間短縮をどれだけ図ったかということです。東京で、今年のおもしろい例がありまして、

東京都の中に効果が1.0以下の道路がたくさん出てきているのです。東京のど真ん中で道路

の公共事業をやっていて、慶應大学の横の札ノ辻と東京タワーの間も0.7しかなかったので

す。 しかし、0.7だけど、悪かったかというと、誰もそうは思っていないのです。よかっ
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たとみんな思っています。道路は、千葉県の郊外ぐらいだったら便益も７ぐらいになるの

が当たり前なのです。ところが、東京のど真ん中で坪当たり3,000万円かかったりすると、

とんでもないことが起こったりします。でも、それはとても重要なことで、東京のど真ん

中の一番重要な通りであって、しかもウオーターフロントとの繋がりから、ここはどうし

ても拡幅する必要があるという必要性から考えています。

そういうものというのは地域でなければなかなかわからなくて、上から一律の基準を与

えるということは非常に問題が多いと僕は思っています。でも、そういうことがやたら起

こってくるのですけれども、地域の側では、マニュアルを与えると、それに対応しようと

してしまいますので、とりわけ農業の場合は、便益というものは１点で起こることはなか

なか難しいこともありますので、第三者委員会というか、第三者の評価委員会の委員たち

は、費用はわかっていますが、どういう便益があったかという便益の評価については、で

きるだけその地域の知見のある方にお任せした方がいいと思います。

もう１つ、最近、農林水産省の補助事業というのは、工程管理ということで、そんなに

長く続かないようになっていると思います。でも、ダム事業などをやっていると、どんな

ことをやっても40年、80年という時間がかかってしまって、それが工事その１、その２、

その３、その４と分けられたりします。そのそれぞれの事業について再評価をするとなる

と、この再評価委員会が、生涯16回回ってくるということが起こってしまったりする。実

際問題として、道路などはそういうことが起こっていますので、できれば、きちんと５年

ずつぐらいで評価されて、そのときに、順調にいっているものは対象にせず、最初どおり。

大概順調ではないものはほぼ決まっていて、地権者の調整がなかなかうまくいかないもの

や、あるいは最初に事前調査をしたときと地質が違った、思ったよりも中に石ころが多か

ったなど、そういうケースも多いのです。

ですから、大体見直さなければいけないとか、考え直さなければいけない問題について

の原因がわかっていて、それが専門家の方でわかっている場合には、評価はいいことにす

るなどというルールが、この経験の中で積み重なっていただければいいと思うのです。

東京都などはとにかく回ってくる事業の数が多くて大変なのです。それを今は、東京都

は全数チェックをします。神奈川県の場合は、計画どおり進んでいるから、順調であるか

ら、これは委員会の判断で再評価はしないことにします。一応みないことにしようと委員

会では考えるのですが、それを前もってやってしまうと問題も起こるのです。それはなぜ

かというと、全事業者に緊張感がいかないからで、大事なのは、当該事業に関してはやっ
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ぱり緊張感がいつもなければいけないので、結局だれの判断になるかというと、それぞれ

の毎年行われる第三者評価委員会でどう判断するかということなのです。かなりお任せす

るような形で、しかし、そのときには本質は見抜かなければいけないので、マニュアルを

つくることはいいと思うのですけれども、その次のステップの問題というのを意識してお

かなければいけないのではないかと、経験から思っています。

○三野小委員長 ありがとうございました。

そのほか、ございますでしょうか。

私も黒川先生と全く同じで、私も３県ほど第三者評価委員会やっておりますが、まず、

透明性の確保と評価結果の信頼性をいかに確保するかということが大事であるのと、今の

緊張感、現場サイドに緊張感をもっていただくための評価であって、結果そのものがとい

うよりも、そのプロセスが大変大事ではないかという気がしますので、ぜひそういう黒川

委員の今のお話を生かしていただければと思います。

ほかに、何かございますでしょうか。

では、海野委員。

○海野専門委員 私は、今の黒川委員や三野委員のようにその辺りの経験があっていう

わけではないですが、これは国営の方を通じての話ですけど、やはり事後評価の充実とい

うのは、私は非常に大事だと思うのです。というのは、事前評価、再評価というのは、ど

うしても地に足のつかない評価になってしまいます。事後評価だけが本当の評価になると

思います。事後評価といっても、先程黒川委員がおっしゃったように、40年、 100年しな

いと効果が出ないということはありますけど、やはり本当に数字が出てきて、その評価を

しっかりやることで、事前評価や再評価自体の精度も上がっていくと考えられる。そうい

う意味で事後評価は済んだことではありますけれども、そちらに相当の力を割くというこ

とが必要だろうと思います。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、まだ１つ大きな問題を残しておりますので、第２の議題の方に進ませていた

だきたいと思います。

第２の議題、「ほ場整備事業の総合評価について」、事務局から説明をお願いいたしま

す。

○林田事業計画課長 簡単に説明させていただきます。お手元の資料－４－１と資料－

４－２を用いてご説明させていただきます。
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資料－４－１でございますが、総合評価につきましては、冒頭にご説明しました３つの

評価のうちの１つであるということです。アンダーラインが引いてございますけれども、

平成15年度、16年度につきましては、土地改良事業の中からほ場整備事業を対象に、総合

評価方式により評価を行うことが農林水産大臣決定されているということでございます。

趣旨でございますけれども、（２）ではほ場整備の総合評価は、時々の課題に対応する

ため、特定の課題を設定して、様々な角度から掘り下げて総合的に評価を行うもの、とい

うことであります。

総合評価の実施体制の全般的な方針でございますけれども、本日お諮りして、企画小委

員会におきまして、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

る評価事項とか評価手法を中心にご審議いただいて、総合評価の方法に反映させていきた

いと考えております。

１ページの下にございますように、政策評価法では、第三者機関として農林水産省に農

林水産省政策評価会が置かれております。２ページの方に図を付けておりますけれども、

このような形で進めようと思っておりますが、農村振興局内では事業計画課、農地整備課

で分析を行い、農村政策課が局の窓口として取りまとめを行っておりますけれども、これ

を官房に提出いたしまして、官房の方で一括いたしまして、農林水産省政策評価会にお諮

りして意見をいただくということを考えております。

予定スケジュールでございますけれども、本日のご審議を踏まえまして、来月には農林

水産省政策評価会に進め方についてお諮りする。その後、本企画小委員会で、５月、９月、

１月頃の３回程度を考えておりますけれども、15年、16年にかけての評価についてご審議

いただく予定としております。結果としては、17年３月に農林水産省政策評価会に最終的

な取りまとめを報告するという形で進めてまいりたいと考えております。

次に、資料－４－２をご説明いたします。１ページ目は、先程申しましたように今回の

ほ場整備事業の総合評価の位置付けでございます。

２ページ目には、ほ場整備事業を扱うに当たって対象範囲を整理しております。評価対

象事業としては、昭和38年から平成14年まで実施したほ場整備事業を基本としますけれど

も、中でも担い手育成型、ソフト事業と一体的に平成５年から14年まで実施しております

担い手育成型を対象とする。併せて、ソフト事業と書いておりますけれども、担い手育成

基盤整備事業関連流動化促進という、ハード事業に併せて一体的に行っているソフト事業

を併せまして評価していきたいと思っております。評価の観点としましては３つあります。
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これは政策評価法の第３条に定められているものでありますけれども、必要性の観点、有

効性の観点、効率性の観点という３つの観点について、それぞれ評価を行っていくという

ことにしたいと思っております。

３ページ以降は事業の概要を整理しておりますけれども、３ページは、ほ場整備事業は

生産性を飛躍的に向上させるという効果があった、また、湿田の汎用化を行うことによっ

て、麦、大豆等の畑地利用も可能としてきた、さらに、土地利用の整序化等の効果も果た

してきたといったことを書いております。

４ページ目には、ハード事業と併せて行ってきましたソフト事業について説明しており

ます。箱書きの中の「このため」以下に書いておりますけれども、ソフト事業では、ハー

ド事業を行うときの話し合い、この好機を逃さずにハード事業と一体的に地域の活動を後

押しするということで、担い手への農地の利用集積を後押しするといったような趣旨で導

入している事業だということを書いております。

５ページには、今申しましたような昭和38年にほ場整備事業が創設されて以来、各種の

拡充がなされてきて、その時々の政策課題に応じて、内部でリストラクチャリングを行い

ながら展開されてきたほ場整備事業の経緯を整理しているところでございます。

６ページにはデータ的なものを整理しておりますけれども、水田整備という観点でいい

ますと、昭和40年代、50年代に精力的に実施をいたしまして、最盛期には年間６～７万ha

のペースで進捗していました。最近では、１年間１～２万haといったところです。近年は、

特にハード整備とソフトの一体的な実施によって、大区画化ですとか、右のグラフにござ

いますように、事業を契機に流動化、利用集積が大きく進んできたといったことを示して

おります。

７ページには、マクロ的にみると60％までの水田が整備されていますけれども、県別、

地方別でみるとどうかということを整理しております。県によって非常にばらつきがある

ということが明確でありますけれども、特に水稲の収穫量が上位10県において、全国平均

に満たない県が５県もあるといったことで、通常想像するのとは随分乖離した状況にある

ことがわかります。

８ページには、水田の汎用化のイメージをかいております。写真にございますような、

非常に排水の悪いところについて排水路が整備されてきたということでございます。

９ページには、その汎用化のデータ的なものでございますけれども、区画整理済みのう

ちの汎用化済みというのが大体８割程度はあるということ。従って、全水田面積の45.9％
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が汎用化済みであるということを示しております。

10ページには、一方で、ほ場整備の実施によって生態系等への影響があったということ

もきちんと評価しなければならないということで表しております。右にございます排水路

は非常に改良されて汎用化がなされたのですけれども、排水路にのぼってくる生物、小魚

等については、縁が切れてしまうということで水田に上がれないといったことにもなって

いるということでございます。

11ページには、ほ場整備事業の評価ということですが、１つ目は必要性の評価というこ

とで、社会資本形成としての位置付けで整理をしております。左上にありますように、先

進諸国の中で食料自給率が最低の水準にある我が国として、整備をしなければならないと

いうことです。また、左下にございますように、国民アンケートからも、外国産よりも生

産コストを下げながら国内でつくった方がいいという回答をされている方が非常に多く、

また、農業のもつ多面的機能について評価を行っている方も大変多いといったような事実

がございます。

13ページでございますけれども、構造政策の必要性ということで、左側、野菜ですとか

果実、花卉等の生産では、主業農家の占める割合が７～８割、あるいは９割になっている

のに対して、米については依然36％だということで、稲作における構造政策の推進の必要

性がクローズアップされているというところでございます。

15ページには、先程と重複しますけれども、構造政策を推進する施策としてほ場整備の

位置付けは大きいということです。特にハード整備だけではなくて、ハード整備に併せて

ソフト対策を行うことによって、実際、負担を伴う話し合いがなされるので、その際に土

地利用の移動、交換といったものも同時に話していただくことによって、流動化が実際進

むということを評価しております。

16ページには、２つ目の課題として有効性の評価ということで整理をしております。有

効性の評価といいますのは、このように政策を因果関係に整理するところに意味があるの

でして、事業を行うことで、農林水産省の大きな施策であります農村の振興、持続的な発

展、食料の安定供給の確保、多面的な機能の発揮というものの中に、ほ場整備事業の具体

的な効果がどのように位置付けられているかということをこのように整理したということ

でございます。黄色く書いてあります農業生産性の向上、農業構造の改善といったことに

対して、右にあります番号を丸で囲った項目で指標を出して評価していくことはどうかと

いうことでございます。
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17ページ以降には、そういう方向で評価してみるとすれば、今日ご意見いただきますけ

れども、どのようなことになるかということを例示、試算しております。労働生産性の向

上については、水田整備率の向上に伴って、10ａ当たりの稲作労働時間がグラフにあるよ

うに下がっています。具体の地区について事業実施前と実施後を比べてみますと、52時間

から21時間ということで、６割も短縮された実績があります。担い手の米生産コストにつ

いても、３割下がったという実績データが出ています。

18ページには、２つ目の指標として土地生産性、単収とか品質ですけれども、これらの

向上について書いております。今年度の実例でありますけれども、北海道、東北地方を中

心とした冷害におきましても、ここに示していますように、ほ場整備を行ったところと行

わなかったところで顕著な差があるということがわかりましたし、転作田での麦の千粒重

についても２割増加するということです。

３番目の視点として、耕作放棄の防止ということに対してどのような効果があるかとい

うことについても整理しました。水田整備率が高いほど耕作放棄は抑制されることが、右

下の図で右肩下がりになっているということから、あらわされております。

19ページには、４つ目の視点として、農業構造の改善にどう資してきたかということで

あります。担い手の経営規模についていうと、事業実施前と実施後で比較いたしまして、

経営規模が 2.2倍になっております。これは平成８年から13年度に完了した都道府県での

ほ場整備事業 420地区での実績であります。それから、担い手への農地集積率も 2.5倍に

拡大しています。また、右手にございますのは、事業実施地区を一般型と担い手育成型、

未整備に分けて調べてみましたが、未整備地域では３ポイントしか増加していないのに対

しまして、一般の事業地区では14ポイント、担い手育成事業を実施した、つまりソフトと

一体的に実施したところでは25ポイントも増加したということがあらわれています。

20ページには、５番目の視点といたしまして、土地利用秩序の形成ということで一例を

挙げています。実際、換地の手法を利用しまして、公園や住宅地、高速道路の用地などを

生み出してくるという土地利用の整序化ということで貢献してきたわけでありますが、こ

こに挙げておりますのは１つの商工団地を導入した事例であります。この事例では、担い

手に農地が極めて集積していく中で、農地を貸した人の就業の場というものがないわけで

すけれども、それの受け入れとして、こういう商工団地をほ場整備を契機としてまとまっ

たところに生み出して、農地を貸し出した人はここで働くという形で、全体的に地域社会

の活性化に貢献しているということでありますし、個々の用地買収ではなくて地域全体で



- 32 -

非農地をまとまって生み出しているということが非常に効果的ではないかと考えておりま

す。

21ページは、３つ目の視点、効率性評価です。これまで、ほ場整備事業については各地

区ごと、採択に際して経済効果を評価してきましたけれども、今回試みようとしておりま

すのは、事業としてまとめて、どのような費用便益を上げたかということでありまして、

過去10カ年に実施された地区全体をみまして、可能な限りの貨幣換算を行うということで

試みたいと考えております。その際には、21ページの右側にあります土地改良事業で今採

用している効果項目だけではなくて、その他の土砂崩壊流出防止といった項目についても

可能な限り取り組んでまいりたいと考えているところであります。

22ページには、これらの評価を踏まえて今後の水田整備はどのようにあるべきかといっ

た課題について、現在考えられる範囲内で整理をしているものであります。

以上であります。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、只今の内容について、ご自由にご発言願いたいと思います。いかがでしょう

か。

海野委員。

○海野専門委員 この総合評価の５つの効果の中に、汎用化というのが出てまいります。

土地改良長期計画の策定のときも私いったのですけれども、転作が割り当てでなくなった

後は、汎用化というのは単純な施策の定義にならない。ですから、例えば汎用化をして―

―もっとも、関連による生産力増強効果というのは別にありますけれども、畑作物に対す

る効果というのは、本当に麦や大豆などがのって初めて効果が出てくる。単に汎用化した

だけでは、その辺りの効果は考えてはいけないと思います。

○三野小委員長 ご意見いただきましたが、いかがでしょうか。

では、横山委員。

○横山専門委員 21ページの効率性評価について、こういうことをなさることは非常に

いいことだと思います。過去10年間全体としてどうだったのかという観点からの評価が、

これまで余りにもなされてこなかった。これは非常にいいと思います。ただ、この10年間

ということの１つだけではなくて、私がいいたいのは、５年でも何でもいいですけれども、

少しオーバーラップして、例えば平成５年から９年まで、平成６年から10年まで、平成何

年から何年までとオーバーラップしてみると、その評価が時系列的にも比較できてくるの
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ではないか。それから単年度でも、例えば平成５年度の全体としての効率性評価はどうだ

ったということも、試行としては考えておくことが極めて重要だろうと思います。

こういう点でみますと、やはり政策箇所付けでうまくいったところといかないところが

あるのは当然で、総体としてどのように評価できるかという観点が入ったことは、私は高

く評価したいと思っています。

○三野小委員長 ありがとうございました。

座長が繋ぎで意見を申し上げて大変申し訳ないですが、確かにプラスの効果を、これも

プラスだ、これもプラスだというのは確かに大きいのですが、そういう意味では、かなり

またマイナスの効果も、ほ場整備はいろいろな意味で持っていたのではないか。あるいは、

これからのほ場整備を考える際には、むしろ事業制度の制度設計の中で、どのようにその

マイナスの効果を緩和していくかということも大事なことではないかと思います。ほ場整

備はプラスの効果もかなり大きかったですけれども、マイナスの効果も大きいということ

は、皆さんもご認識されていることと思いますので、できればその辺りも正直に挙げてい

ただいた方が意味を持つのではないかと思います。

では、多賀谷委員から。

○多賀谷専門委員 この総合評価というものは何なのかなというのは、前にもほかの分

野でも、実績評価、事業評価は分かったとしても、総合評価は何なのかということはわか

らなくて、そのままになっています。こういう分野について今初めて、それでは具体的に

総合評価をどうするかということについてご提案されたので、興味深くみていたんですけ

れども、印象として、必要性評価と、有効性評価、効率性評価と３つあるわけですけれど

も、有効性評価についてはそれなりになかなか書き込んでいらっしゃるなと思うんですけ

ど、必要性評価と効率性評価は何かいまいちぴんとこないなという感じがしました。しよ

うがないですけれども、もう少し突っ込む必要があるのではないかと思います。

必要性評価については、全体として社会資本形成の必要性という議論ですけど、これは

ある意味では当たり前のことでありまして、もう少し何か書き方があるのではないかと思

います。それじゃ個別的な事業における必要性を持っていって、それを全部足し合わせる

という話かなという思いがしたのですけど、しかし、それでいいのかというところは少し

自信がありませんので、ご検討いただければと思います。

また、効率性の評価も何か結果、事後評価のところと一緒のような感じになっていて、

もし効率性の評価ということをおやりになるんだったら、要するにほ場整備事業の政策自
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体の効率性という話までやはり入っていただかなければいけないと思います。例えば補助

金を交付する場合にも、どういう事業について、どういう形で補助金を交付するかという

のは、やはり農林水産省として判断をするわけです。その際に、複数の選択肢があった場

合に、結果として、その複数の選択肢の中の特定の選択肢をそれぞれ採択しているわけで

すけれども、別の選択肢をとった場合との関係での効率性と比べて、当該現実に行った政

策の判断というのは効率的であったかどうかという観点を入れないと、恐らく総合評価と

しての効率性評価にはならないのではないかと思いますので、ご検討いただければと思い

ます。

○三野小委員長 それでは、鷲谷委員、そして黒川委員、お願いします。

○鷲谷臨時委員 委員長がおっしゃったことを具体的にということなのですけれども、

10ページで「生態系への影響」というのが取り上げられています。また、21ページで算定

項目というところの四角囲みの中に「減少効果」というのがあります。そこに、今は経済

活動が阻害されるということだけが取り上げられているのですけれども、恐らく様々な工

夫をして生物的な指標などを介して評価すれば、多くの方々が懸念されている環境への減

少効果というのは組み込めるのではないかと思いますので、この減少効果を経済活動だけ

に限らずに、もう少し広く考えていただければと思います。

以上です。

○三野小委員長 では、黒川委員お願いします。

○黒川臨時委員 全体として何も問題があると思っているわけではないのですけど、一

つの大きなこういう事業を、全体として、戦後何十年かやってきたものがよかったかどう

かという議論というのは、悪かったといったら、もっと簡単に政治問題になって潰れると

思うのです。だから、この評価をやっていたからどうなるだろうかというのが一つの問題

です。例えば今、食料の安全というテーマで農林水産省が政策を打つとします。でも、そ

れはある程度実施されたら消えていくかも知れないし、農村振興局がやるような仕事とい

うのはそれではないので、そのときに、例えば本当に事業を評価する。

今日はハードとソフトを足してという概念になっていましたけど、これが都市部局だと、

中心市街地の空洞化対策というのは、あるとき13省庁合意で、文科省が小学校をどこに建

てるかから、公園をどう整備するか、ショッピングモールをどうつくるか、全部の事業を

当てはめていって、結果的にその地域が振興したかどうかということを考えることで事業

評価しようとしているのです。だから、これは13の事業が重なって、この制度ができたと
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き13省庁だったんですけど、13省庁が合意をして、様々なものを置いて、統合予算という

か、これはイギリス型でシングル・リジェネレーション・バジェットという発想になった

のです。

ですから、１つの地域に、例えば農村でもいろいろなタイプの事業が組み込まれて、結

果として、その地域に固有の魅力的な在り様が生まれたとします。それは、例えばため池

や、河川整備、多目的ダム、集落排水など、いろいろなことが重なって、しかも、そこに

雇用の場も生まれて、できるわけです。

ですから、僕の感覚でいうと、個別の事業の事業評価をするというのは、かなり農林水

産省の中央的な発想にみえるのです。本当はそうではなくて、それぞれの都道府県に様々、

つまり、とても上手なポリシーメーカーがいて、全体を組み立てていって、その地域の人

たちが、他の地域と比較して相対的に魅力的な空間をどうやってつくることができたかで、

その投資の合計で、地域で成功したかしなかったかを判断するのは最後のところだと思う

のです。その手前の段階のところで、つまり農林水産省が長期にやっている、もしくは構

造的なというか、基幹になる事業についてこうやって評価することの意味というものを考

えなければいけないのではないかと思っています。

今までなかなかこういうことがされなかったから、本当にいいのかどうかということを、

今の時期にそういう判断をしなければいけなくなっているのだと思いますけれども、本当

の総合評価というのは、面に落として、そのエリア毎で判断を行う。そのことのために何

をすべきかというと、その地域の人たちは、これまで長く、その地域に農林水産省が投資

してきたものについてどう評価していますかという評価項目とか、そういうものは絶対必

要になっているから、何だかんだいいながら、だめだというけど、ほかに確かめようがな

いのですから、ＣＶＭのような方法は悪くないと思います。

だから、アンケート調査というのはろくなことではないと僕は思いますけど、僕は先程

の補助事業についてもそう思ったのですが、都道府県の方が説明に来るよりは、絶対に基

礎的自治体の方が説明に来た方が説得力があるのです。これは東京都でも神奈川県でも実

証済みで、明らかに地域の人たちが説明に来たときは、アカウンタビリティーがあるので

す。それは、都道府県の方が横並びに比較して同一事業をやるときよりも、自分の経験で、

なるほどと思わされることが多かったということなのですけれども、農村についても、そ

の地域、地域について、それぞれの方がどんなふうに判断してきたかということの評価と

いうものをベースにして何かできたらいいなと思います。
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ここの事業の今の展開に関して何もクレームを付けているわけではないですけど、最終

的にはそういうところに行くのではないかということを心しておいた方がいいのではない

かという気がしています。そのときは農林水産省だけじゃなくて、環境的な問題から雇用

の問題から商業活性化、ありとあらゆるものが組み合わせになっているのだと思います。

それが基礎的自治体の責任になってきていたり、地域のコミュニティーの問題になってき

たりしているのではないかと思っています。

○村田専門委員 全体を通して思うのですけれども、事業の必要性、有効性、効率性を

全体として数字で評価するというのはやはり無理があるということを改めて思いました。

必要性ということで費用対効果が極端に少なく、１を大幅に下回る案件は、ほかのものが

幾らよくても採択すべき事業ではありません。また、事前評価でもあったと思うのですけ

ど、実施環境として地元との合意というのがありますが、試行結果だと 0.339あるけれど、

地元が合意しない事業というのは、これは 0.3ではなく、やはり１というか、絶対的な重

みをもつ前提だと思うのです。

なので、そういった絶対的な必要性だとか実施環境というのがあって、それを満たした

上で、なおかつ有効性はあるのか、生産性向上はどのぐらいあるのだろうか、評価する際

には計算した数字でいいと思う。あるいは農村の定住条件がどれだけ向上するのかだとか、

あるいは環境生態系への影響というのはどれだけあるのかということをしんしゃくするの

もいい。もちろん地域によって、イバラトミヨが命だという人もいるだろうけど、片や農

民にいわせりゃ、イバラトミヨで飯は食えないというかも知れない。だったら、生産性向

上効果が極端に大きいのであれば、その効果と、農地整備で湿地を潰すことのマイナス面

を比べて、もし生産性向上が大きいのであれば、ミティゲーションということで、どれだ

けほかに湿地がつくれるか、それにいくらかかるか考えればよい。ミティゲーションにや

たら金がかかるというのであれば、生産性向上が大きくても、それはやめようという判断

をすればよい。

ですから、一番最初の話に戻りますけど、足し合わせるというのは、それぞれのそうい

う指標、目標を相対化してしまうことだと思うけど、絶対的な目標というのはあると思う

のです。地元の合意というのは絶対なのだと思う。これなしには、どんなにほかの条件が

よくても進められないし、ミティゲーションに膨大なお金がかかる事業は、他の条件がい

いと思ってもやれないかも知れない。ですから、評価の設計を少し考え直していいのかな

と思ったのです。
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○三野小委員長 ありがとうございます。

予定している時間も過ぎておりますので、もしご意見がある方がおられましたら、あと

お二方ほど、お受けしたいと思います。

それでは、横山委員。

○横山専門委員 黒川委員のご意見と重なるのですけれども、私は、それぞれの政策主

体から、政策外部性あるいは引き込み効果というのでしょうか、それが重要になってくる

だろうと思います。黒川委員は、あくまで地元という基礎自治体からみて、このほ場整備

事業をどのように地域活性化に役立てるかという観点だと思うのですが、私自身は、やは

り農林水産省の理想とする姿をつくっていくという観点で、他の政策を引き込む、ほかの

省庁に働きかけるような、例えばこの必要性、有効性、効率性からみて、本省が考えてい

るよい農政を実現するためには、このほ場整備事業をどのように考えて評価し、それをよ

り高めるためには、ほかの政策をどのように組み合わせばいいのかという観点が私はむし

ろ重要になってくるのではないかと思います。これはあくまで私見です。

○三野小委員長 ありがとうございました。

もうお一方、もしございましたらお受けしたいと思います。

では、課長の方から。

○林田事業計画課長 今ご意見を伺っておりまして思いましたけれども、やはり私ども

がなすべきこととしては、ほ場整備事業のＢ／Ｃやそういうことだけではなくて、ほ場整

備事業をやってきたことによって、今470万haの農地が日本国土全体の資源として現に存在

していて、それを国民全体の方はどう評価してくださるのかといったことにも結び付けて

いく必要があるのではないかと感じております。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、一応この辺りでこの議題の方を終えたいと思います。

今日は、大変多様な資料をいただいたわけで、委員の方々にもまだまだご意見をお持ち

の方がたくさんいらっしゃると思うのです。私、座長で時間の進行管理の方で気をとられ

て、皆さんのご意見を伺えないままにしてしまっているところもございましたので、何ら

かの方法で委員の方々からご意見を十分伺うように、事務局には特にお願いしたいと思っ

ております。

それでは、その他、事務局から何かございましたらお願いいたします。

○林田事業計画課長 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございま
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した。たくさんのご意見、事務局として受けとめさせていただきますので、メールやファ

クスで結構でございますので、お寄せいただきますようにお願い申し上げまして、平成15

年度第２回企画小委員会を閉会させていただきたいと思います。ありがとうございました。

○三野小委員長 それでは、これで本日予定していました議題を全部終えました。進行

にご協力いただきましてどうもありがとうございました。

――了――


