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平成１６年１２月３日
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１ 検討の背景

○国営土地改良事業地区における事業効果の発現、事業の進捗状況について調査検証し、事業の評価や評価結果を適正な事
業の実施に反映させる手法について所要の見直しを検討。

○事業評価を実施した地区では、事業計画策定後の社会情勢の変化により、当初想定していた効果が大きく変動。
○現在実施中の地区等（160地区）における事業計画変更の状況は、計画変更を実施した地区が全体の約半数あり、その最も
多い要因は事業費の変更。

（１）調査の概要
①調査のねらい
・国営土地改良事業は、現在、全国で140地区を実施中であり、コスト縮減など事業の効率的実施を旨として、効果の早期発現に向け、
事業の進捗を図っているところ。
・しかしながら、一方では事業計画策定後の社会情勢の変化や予期せざる軟弱地盤の存在等により事業費が増大し、事業効果の発現や事
業の進捗に大きな影響を及ぼしている地区も見られる。
・このため、国営土地改良事業における事業効果の発現、事業の進捗状況について調査検証し、事業の評価や評価結果を適正な事業の実
施に反映させる手法について検討を行うもの。

②調査結果の概要
○事業効果の発現状況
・これまで事後評価を実施した地区（5地区）において検証し
た結果、事業計画策定後の社会情勢の変化により、当初想定
していた効果が大きく変動。

○事業の進捗状況
・現在実施中の地区（123地区) 及び平成13～15年度に完了し※

た地区（37地区）を対象として､事業計画の変更状況につい
て調査した結果、計画変更を実施した地区は全体の約半数で
あり、その要因としては事業費の変更が最も多い。

・その結果、工期は当初と比べて90％長期化（10年→19年）事
業費は当初と比べて物価変動を除いて66％増大。

［※実施中の地区から、直轄明渠排水事業、国営造成土地改良施設整備事業、干拓事業を除いたもの］

○事業効果の主な変動状況

・排水条件の改善を通じた、より高収益な作物の作付増加に

よる効果の上昇

・農家意向の変化、離農等による受益面積の減少による効果

の低下

・農産物価格低迷等による農業所得向上に係る効果の低下

（平成１６年度予算執行調査）○事業計画の変更状況
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２ 今後の改善点・検討の方向性

○事業における効果の発現及び適正な進捗を確保する観点から、事業計画策定時の調査・設計の精度向上を図るとともに、
事業採択時の評価手法の改善及び事業実施中に事業の進捗に影響を与える項目の変動状況について、モニタリングする仕
組みを検討することが必要。

今後の改善点・検討の方向性 左記に対する具体的対応

○効果の発現状況について ○事業計画策定時における対応

・当初想定していた受益面積などの前提条件の変化等は ・事業計画の策定に当たっては、調査・設計

事業の進捗や効果の発現に大きな影響を及ぼす。 の精度向上を図るとともに、関係機関との

・前提条件の詳細や、その変動状況等について、周知・ 協議調整や、受益者の意向把握に努め、こ

公表を徹底するとともに、事業完了後の効果発現を確 れらを踏まえた計画を策定。

保する視点から、事業評価手法の改善等についても検

討を進める必要がある。

○事前評価における対応

・平成16年度事前評価において、Ｂ／Ｃ算定

。（ ）の前提条件の公表範囲を拡大 16.8.31H
・さらに、事業採択時の評価手法の改善に向○事業の適正な進捗について

・予期せざる軟弱地盤の存在等は、工期の長期化や事業 け、事業効果の発現に影響する項目とその

費の増大など事業の進捗に影響を及ぼす。 前提条件を明らかにし、周知・公表する方

・予期せざるリスクが事業進捗に与える影響について分 法を検討。

析・公表する仕組み等を設け、事業の適正な進捗を図

る必要がある。

○事業実施中における対応

・事前評価において公表した事業効果の発現

に影響する項目の変動状況について、モニ

タリングする仕組みについて検討し、期中

の評価等へ活用。
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３ 検討内容及び結果
（１）要因分析

○事業実施中及び平成１３年度以降完了地区の中で、計画変更を実施したことのある７９地区のうち、既に制度廃止された
事業を除く６２地区について、事業費の変動要因を分析した。
○その結果、事業費の変動要因は、国営かんがい排水事業の「地質の差異に対応するための工法変更」のように事業種毎に
特色が見られた。

○国営かんがい排水事業
・事業費の変動状況（平均 ：当初230億円→465億円（約2倍））
主な要因：工事実施に当たって、詳細な調査・設計で明確と

なった地質の差異に対応するための工法の変更
・工期の変動状況：当初11年→19年
主な要因：ダム等の地質の差異による工法検討に時間を要し

たため

○国営農地再編整備事業
・事業費の変動状況（平均 ：当初72億円→91億円（約1.3倍））
主な要因：事業への新規参入要望による整備面積の追加編入

に伴う事業量の増
・工期の変動状況：当初7年→8年
主な要因：整備面積を追加したことによる事業量の増

○国営総合農地防災事業
（ ） （ ）・事業費の変動状況 平均 ：当初138億円→358億円 約2.6倍

主な要因：地震や地盤沈下等の他動的要因による施設改修の
追加

・工期の変動状況：当初11年→16年
主な要因：他動的要因による施設改修を追加したことによる

事業量の増

［図－１の分析方法：各地区の事業費増嵩額に占める要因別の増蒿割合を全地区加算して、割合を

算出したもの］

事業費が増嵩した要因の整理（図－１）

国営総合農地防災事業（4地区）
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（２）特定監視項目の検討

○分析結果を基に、事業種毎に事業費の主な変動要因を「特定監視項目」として設定し、事業着工後にモニタリングする仕

組みを検討。

○また 「特定監視項目」のうち着工時点において前提条件を明らかにする必要がある項目については、事前評価においてそ、

の前提条件を公表。

○事業費の変動要因別の分析結果等を基に、事業費の主な変動

要因を事業種別の「特定監視項目」として設定し、事業実施

中において当該項目の変動状況等をモニタリングし、再評価

等に活用する。

○また、事業費については、増加することにより事業の進捗や

費用対効果への影響が大きいと考えられ、これまでも計画策

定の際に十分な調査を行い、事業費算定の前提条件を確認し

ているところであるが、事前評価における評価等の項目とし

ては、その前提条件は公表していない。

○このため、着工時点において、上記「特定監視項目」にかか

る前提条件の内容が明らかであり、周知・公表できる項目に

ついては、事前評価においてそれらの前提条件を明示する。

（ .6〈参考〉事前評価における公表方法）P

〈国営かんがい排水事業〉

○事業費の主な変動要因
高割合の順 割合 ％ 変 動 要 因（ ）
① 33.8 地質の差異に対応するため工法を変更
② 10.4 受益面積の変動に対応
③ 10.2 地元との調整の結果による施設の構造等の変更

○特定監視項目について

主な変動要因 特定監視項目 モニタリング方法等

①地質の差異に対応す 地質状況 ・事前評価において、調査成果等を基
るための工法を変更 に地質の状況について評価・公表。

・事業実施中において詳細な地質状況
の調査を通じて、その変動状況を継
続的に把握。

②受益面積の変動に対 受益面積 ・事前評価において、調査成果等を基
応するため に受益面積の根拠等について評価・

公表。
・事業実施中において台帳等により転
用等による面積変動を継続的に把握｡

③地元との調整の結果 地元との調整 ・事業実施中において地元との調整結
による施設の構造等 果について継続的に把握。
の変更
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〈国営農地再編整備事業〉 〈国営総合農地防災事業〉

（３）今後の検討内容

○平成17年度新規着工要求地区等において「特定監視項目」による運用を開始するとともに、その結果を踏まえてモニタリング方法に

ついてさらに具体的な検討を行う。

○事業費の変動要因の割合
高割合の順 割合 ％ 変 動 要 因（ ）
① 41.5 地震や地盤沈下により影響を受けた施設を追加
② 17.6 地質の差異に対応するため
③ 14.1 事業制度の移行に対応するため
④ 10.3 地元との調整の結果による施設構造等の変更

○特定監視項目の設定について

事業費変動の要因 特定監視項目 モニタリング方法等

①地震や地盤沈下によ 自然災害関連 ・当該項目による変更が事業費に与える
り影響を受けた施設 情報 影響等についてモニタリングする必要
を追加 があるため、地震情報や地盤沈下の推

移等を継続的に把握。

②地質の差異に対応す 地質状況 ・事前評価において、調査成果等を基に
るため 地質の状況について評価・公表。

・事業実施中において詳細な地質状況の
調査を通じてその変動状況を継続的に
把握。

③事業制度等の移行に ・事業制度の移行については、全国的な
対応するため － 見地から実施されるものであり、事業

費の増嵩には影響するものの、事業地
区毎に把握することは困難。

④地元との調整の結果 地元との調整 ・事業実施中において地元との調整結果
による施設構造等の について継続的に把握。
変更

○事業費の変動要因の割合
高割合の順 割合（％） 要 因

① 48.1 整備面積の追加編入等に伴う事業量の変動に対応
② 25.2 詳細設計に基づく、面整備工事の勾配等の変更
③ 9.9 地元との調整の結果による施設構造等の変更

○特定監視項目について

事業費変動の要因 特定監視項目 モニタリング方法等

①整備面積の追加編入 農地整備面積 ・事業実施中の農地整備面積の追加編入
等に伴う事業量の変 等は、事業計画見直しの大きな要因と
動に対応 なるため、地元意向等の状況について

継続的に把握。

、 、②詳細設計に基づく、 農地整備工事 ・事前評価において 調査成果等を基に
面整備工事の勾配等 の諸条件 現況地形勾配等の前提条件を評価・公
の変更 表。

・事業実施中において農地整備工事の実
施に伴う詳細な調査を通じて、前提条
件の変動状況を継続的に把握。

③地元との調整の結果 地元との調整 ・事業実施中において地元との調整結果
による施設構造等の について継続的に把握。
変更
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〈参考〉事前評価における公表方法

○特定監視項目

・国営かんがい排水事業

項 目 評 価 の 内 容 判 定

１．地質状況 ・地質状況を把握するための必要な調査を行い、仮設等を見

込んだ事業費を積み上げている。

２．受益面積 ・地元意向等を確認のうえ、一定地域を定めるとともに、台

帳等により最近年の面積を把握している。

項目を満たしている場合は「○」とする

・国営農地再編整備事業

項 目 評 価 の 内 容 判 定

１．農地整備工事 ・区画整理や農用地造成における道路及び用排水路の配置や

の諸条件 整備勾配等の工事計画については、現況の地形、地質、水

利条件等を基に設定されている。

項目を満たしている場合は「○」とする。

・国営総合農地防災事業

項 目 評 価 の 内 容 判 定

１．地質状況 ・地質状況を把握するための必要な調査を行い、仮設等を見

込んだ事業費を積み上げている。

項目を満たしている場合は「○」とする

○特定監視項目説明資料（事前評価において特定監視項目とあわせて公表）

特定監視項目における説明資料
（国営かんがい排水事業）

①地質状況
○頭首工

［調査成果等を基に記載］

○水路

［調査成果等を基に記載］

（主要工事計画毎に記載）

②受益面積

［調査成果等を基に記載］




