
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 16 年度第３回企画小委員会議事録 

   

日 時：平成 17 年３月２日（水） 14：30～16：30 

場 所：農林水産省 第２特別会議室 

○角田事業計画課長 

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。委員の方、お二人まだおみえ

になっておりませんけれども、時間でございますので始めさせていただきます。 

農業農村整備部会の平成 16 年度第３回企画小委員会でございます。 

開会に当たりまして、川村農村振興局長の方からごあいさつ申し上げます。 

○川村農村振興局長 

農村振興局長の川村でございます。本日は、農業農村整備部会平成 16 年度第３回の企画小委員

会ということでございますが、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 

まず、委員の皆様におかれましては、大変年度末でお忙しい中をご出席賜りまして、厚く御礼を申し

上げたいと思います。 

ご案内のとおり、この３月、新たな食料・農業・農村基本計画を策定すべく、現在、食料・農業・農村

政策審議会の企画部会で取りまとめの審議が行われてございます。 

この中で農地・農業用水、これは我が国の食料供給を支える基礎的な資源でございますので、これ

をしっかりと位置づけをいたしまして、こうした資源を整備する農業生産基盤の整備につきましては、

農業の構造改革の加速化でございますとか、あるいは農地整備の推進、農業水利施設の適切な更

新・保全管理、こういったものの充実を図ろうということでございます。そしてまた、農村環境の総合的

な保全ということでの効率的・効果的な事業の実施、こういう観点から事業評価手法の充実も図るとい

うことにしております。まさにこの企画小委員会での成果を反映していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

本日のテーマでございますけれども、まず１つは、ほ場整備事業の総合評価でございます。これま

で検討をしていただきましたけれども、それを踏まえまして総合評価書（案）につきましてご議論をいた

だいて、最終案を取りまとめまして、３月 14日に開催予定の農林水産省政策評価会におきまして結果

を説明したいというふうに考えております。 

２つ目でございますけれども、これは事業評価手法の改善ということで、１つは、事前評価の客観

性・透明性の向上を図る多段階評価方式の導入、これが１つございます。２つ目といたしまして、事業

効果をより適切に把握するための費用対効果分析手法を改善する、これが２つ目でございます。３つ

目が、国営土地改良事業におきます事後評価手法等の改善ということでご議論をいただくこととしてお

ります。 

委員の皆様におかれましては、何とぞ忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願いをしたいと

思います。簡単でございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 



○角田事業計画課長 

本日は、多賀谷委員、中道委員、細田委員、松谷委員、鷲谷委員、林委員、小幡委員がご欠席と

のご連絡をいただいております。当初、もう少したくさん出ていただくことになっておりましたけれども、

風邪が今はやっているということで、けさになって数名の方からご欠席ということで、ちょっと残念でご

ざいますけれども、よろしくお願いいたします。 

それでは、以降の議事の進行につきましては、三野委員長にお願いいたします。 

○三野小委員長 

それでは、お手元の会議次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。 

まず、「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。 

○角田事業計画課長 

それでは、私の方から説明をさせていただきます。 

ほ場整備の総合評価につきましては、２カ年にわたってご検討いただいてきたわけですけれども、

本日は、これまでご指摘いただいた点について補足的な説明、あるいは追加的な説明をさせていただ

いた上で、総合評価書（案）ということで取りまとめをいたしておりますので、最終的な姿ということでご

説明をさせていただきたいと思っております。 

最初に、資料－１－1 をお開きいただきたいと思います。これは補足説明資料というタイトルになっ

ておりますけれども、有効性評価の観点から、いろいろ前回ご指摘いただいたことについてまとめたも

のでございます。 

１ページをお開きいただきますと、「ほ場整備と食料供給力の関係」ということで、前回、生源寺先生

の方から、ほ場整備の食料供給力としての効果ということも少し整理しておいた方がいいのではない

かというご指摘をいただいたものでございます。食料供給力というのは、農地、農業用水、担い手、農

業技術という４つの要素から構成されるということでございますけれども、このほ場整備事業は、そうし

た食料供給力の確保ということに大きな効果があると考えております。特に農地の確保という意味で

申しますと、基盤整備済みの優良農地というものが現在 157 万ヘクタールあるわけでございますけれ

ども、そのうち 123 万ヘクタールにつきましては、多様な作物の作付けが可能な、地下水のコントロー

ルができる汎用化された水田ということで、ポテンシャルが高まっているということでございます。さら

に、ほ場整備事業によって耕作放棄が防止されたというような効果もありますので、そういったところ

が潜在的な農地の増加ということで評価されるのではないかと思っております。 

次の２ページでございますけれども、前回、ほ場整備によって消費者にどういう効果が及んでいる

のかということを、消費者余剰分析を使ってご説明したところでございますけれども、これに関して、少

しその前提条件を整理した方がいいというご指摘もございました。そういう意味で、ここで改めて整理し

ております。 

ほ場整備による生産コストの低減が米価を通じて消費者に効果を及ぼしているということでござい

ますけれども、その算定の考え方として、まずモデルをつくっているわけですけれども、生産コスト、需

給状況、米価政策への財政投入という３つの要素から米価モデルを作成しております。このうち、生産

コストによる米価変動の寄与分のみを抽出するような形で試算を行い、生産コストの低減を評価して

いくという考え方をとったということでございます。 

次の３ページは、消費者余剰の増加を計測する考え方ということでございますけれども、ほ場整備

が実施されなかった場合の米の供給曲線を推計して、供給曲線と需要曲線から算定する方法という



のが一般的かということでございますけれども、供給曲線自体を算定するのは非常に難しいという状

況の中で、生源寺先生からいろいろなアドバイスもいただきながら、それにかわる代替的な方法として、

重回帰分析によって、ほ場整備が実施されなかった場合の米価を直接的に算定いたしまして、その米

価と需要曲線をもとに米の供給量を推計して、消費者余剰の増加として 3,300 億円というものを算定し

たという整理でございます。 

次の４ページに、ほ場整備事業による定量的な評価以外のさまざまな外部経済的な効果があるの

ではないかと、林委員、海野委員の方からそのようなご指摘をいただいたところでございます。ここで

は、ほ場整備事業で換地の手法によりまして、水路、農道の再編整理でありますとか、あるいは非農

用地の創出ということで、農村地域のさまざまな土地の利用に供する用地を生み出していくというよう

な効果がございます。これによって、公共用地の計画的な配置でありますとか、整備された農道が生

活道路としても利用されて、農村全体の利便性が高まるといったさまざまな効果、生活環境の向上効

果といったものもあるということでございます。下の方に具体的な数字もございますけれども、非農用

地の創出面積が例えば１万 4,000 ヘクタールに上るというようなこととか、高速道路を実際に建設する

に当たって、ほ場整備に伴う換地によって道路用地の相当部分が生み出されてきているというような

実例もお示ししたところでございます。 

次に５ページでございますけれども、これは、ほ場整備事業による農地利用集積の効果がどの程

度持続されているか計測したものでございます。前回もご説明をしておりますけれども、柏先生の方か

ら、もう少し中長期的なスパンとして、その効果の持続性について説明できないかというようなご指摘

もいただいたところでございます。これは 21 世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業という、担い手

への農地利用集積と連担化を推進する事業に着目して、その事業実施前から事業完了時にかけて農

地の利用集積が５倍以上に増えたというような状況でございますけれども、事業完了後６年を経過し

た時点においても、その農地利用集積の状況は引き続き維持されているところでございます。集積面

積は全体的には若干増えているということと、集積の質という視点では、所有権なり賃借権の方に作

業受委託から移動しているということで、より安定的な農地利用集積が図られているという状況がわ

かったということでございます。 

６ページでございますけれども、環境保全を一層重視する事業の展開ということで、ほ場整備にお

きましても、田園環境整備マスタープランの見直しを図りつつ、技術指針などのさまざまなツールであ

りますとか、あるいは景観配慮に係るモデル整備計画などにより、さらに環境配慮を進めていきたいと

いう方向を整理したところでございます。 

７ページには、「効率性に配慮した事業の実施」ということで、ほ場整備につきましては限度工期６

年の設定ということでございますけれども、それ以外にも直営施工でありますとか、きょうご議論いただ

きます多段階評価など事業評価手法の充実ということで、より効率的な事業の実施に努めていきたい

ということでございます。 

以上がこれまでのご議論に対する補足説明ということで、次に、資料－1－2 をお開きいただきたい

と思います。これは、今回の総合評価が必要性、有効性、効率性という３つの観点から評価するという

ことで、このうち効率性の観点からの評価でございます。この10年間に実施されたほ場整備事業の効

率性がどうであったのかということを事後評価という観点でみたものでございます。 

１ページをお開きいただきたいと思いますけれども、今回の効率性評価につきましては、過去 10 年

間に実施されたほ場整備の事業全体を１つの地区として取り扱って、マクロ的な分析という観点から

評価を試みたというものでございます。「対象事業と評価期間」とございますけれども、この 10 年間に



約2,800地区でほ場整備が行われまして、面積は13万 3,000ヘクタールということでございます。ハー

ドの整備とあわせて農地の利用集積のためのソフト的な施策もございますので、それらをあわせて評

価するという形をとりました。 

次のページはその手法でございます。平成５年度から14年度の10年間に相当たくさんの事業が行

われてきているわけですけれども、この期間に投入されました事業費を一つの投入費用という形で見

立てまして、その効果が平成 14 年度以降耐用年数期間、これは約 40 年ということになるわけですけ

れども、この期間に効果が継続して発現されるというような前提を置きまして、費用便益比を算定する

という手法をとったところでございます。 

次の３ページに、「効果算定項目と効果算定手法」ということで、その解析の手法を整理したところ

でございますけれども、基本的には、現時点でマクロ的に効果が算定できる項目を対象とするというこ

とでございます。可能な限り定量的な把握に努めるということと、なかなか直接的な評価ができないも

のについても、事前評価に入っていないものについても定量化を試みたということもあわせて実施い

たしました。 

手法として、まず「重回帰分析の手法を用いて効果算定した項目」というのがございますけれども、

農業生産性の向上効果につきましては、これは農業生産性の向上と水田整備率との相関関係、ある

いは営農経費節減であれば、単位面積当たりの営農経費と水田整備率といったものとの相関関係を

重回帰分析で計測したモデルをつくりまして、そこからほ場整備がなかった場合との比較により効果を

算定するという手法をとったところでございます。それ以外の維持管理費節減あるいは更新効果、非

農用地等創設とさまざまな効果がございますけれども、そういったものにつきましては、近年の完了地

区の実績から全体を推しはかって効果を算定するという手法をとりました。これにつきましては、約

2,800地区のうちの1,100地区、最近完了した1,100地区において、都道府県の協力も得ながら実績評

価をして、具体的なデータをいただきまして評価を試みたということでございます。 

さらには多面的な機能につきましても、既存の調査研究等の手法を用いまして、水田貯留なり地下

水涵養といった効果を参考値として算定するということを行いました。具体的な算定手法につきまして

は、参考資料－1－1 ということで、それぞれの手法ごとに解析手法を整理しておりますので、時間の

関係でご説明は割愛いたしますけれども、そちらを参照していただければと思います。 

４ページは、その結果を総括したものでございますけれども、ほ場整備事業の主要な効果である営

農経費節減、農業生産向上に係る効果というものが、全体の８割以上の効果として算定されたという

ことでございます。 

それ以外の維持管理費節減効果なり更新効果なりといったようなものがこの表のように算定された

ということで、合計で毎年 1,713 億円の効果額が出ております。 

下の方に参考値として、ほ場整備によって多面的な機能が強化されたという意味で、水田貯留効果、

地下水涵養効果、土砂流出防止効果といったものも算定いたしておりますが、それはここに示したと

おりの数字でございます。 

次の５ページ、これは「費用便益比の算定」ということでＢ／Ｃを出したわけでございますけれども、

この 10 年間に投入した事業費が２兆 9,078 億円ということになります。これに対して年効果額が 1,713

億円というように、先ほどのとおり算定されておりまして、それから廃用損失額を差し引き、総合耐用

年数期間でもって費用便益比を算定しますと、1.10 となったということでございます。土地改良法に定

められている１はクリアしているということと、先ほど参考値としてお示しいたしました水田貯留効果等

の多面的機能も含めて計算いたしますと 1.66 ということで、この事業による効果は、そういう意味では



大きなものがあるのではないかなと思っております。ただ、これはまだ算定手法等いろいろ固めていか

なければならないものもございますので、今回は参考値ということでお示ししたところでございます。 

次の６ページ、そういったことも含めて、今回の効率性評価の結果の取り扱いについてでございま

す。前提としては、可能な限り定量的な把握に努めたということでございますけれども、重複計上なり

過大計上がないように留意して行ったということでございます。それから、土地利用の秩序化あるいは

生活環境の向上というさまざまな効果がありますけれども、今回はそういったものは算定してございま

せん。それから、生態系への影響というマイナス効果もあるわけですけれども、これも定量的な把握が

まだ難しいということなので、今回はこういったものについては、プラスマイナス含めて算定の対象にし

ていないということでございます。そういう前提条件でみていただければと思うところでございます。 

以上で有効性・効率性についての一連の分析作業が一応まとまったということでございまして、それ

らを踏まえて資料－1－3 をごらんいただきたいと思いますが、総合評価書（案）ということで取りまとめ

をしたところでございます。農水省の政策評価会の方にこの形で出していきたいと思っているところで

ございます。 

これまでご説明したことの繰り返しになりますので、簡単に構成等をご説明したいと思います。最初

のページは、評価対象施策なり対象期間といったような形式的なものでございます。 

それから、「政策の目的・目標」でございますけれども、基本的には、土地改良法に基づいて農家の

申請と同意を基本として実施されるという事業の性格であるということと、その目的としては、労働生産

性の向上、耕地利用率の向上、生活環境の改善といったような目的がもともと土地改良法に従ってあ

るということでございます。 

それに加えて、平成４年の「新しい食料・農業・農村政策の方向」が打ち出されて以降は、より担い

手への農地の利用集積といったような構造政策との連携が進められてきたということで、現在におい

ては、基本法の目的に沿った形で事業の推進が図られているということでございます。 

次の２ページは、「政策の具体的内容」ということでございます。ほ場整備事業なり担い手への農地

流動化を促進する構造改革の推進施策といったようなことが行われているということを整理しておりま

す。 

８の「目標達成時期及び達成目標」ということでございますけれども、今回の評価期間の平成５年か

ら 14 年の間につきましては、第４次土地改良長期計画の期間に相当しておりまして、基本的にはこの

計画に基づいて実施されてきたということでございます。これ自体、平成 18 年度に水田整備率 75％と

いう目標でございましたけれども、14 年度時点での整備率は 60％でございます。この長期計画自体、

その後、平成 15 年に新たな土地改良長期計画へと見直しが行われておりまして、現在は食料・農業・

農村基本計画等の趣旨も含めて、大区画ほ場整備、水田の汎用化といったような基盤整備を推進し

ております。 

次の３ページに、その政策目標とその成果ということで、事業量というよりはアウトカム、成果を政策

目標としていくということで、経営体の育成なり食料供給基盤の強化ということで、担い手の農地利用

集積率の向上、耕地利用率の向上ということを指標として今事業を進めているということでございま

す。 

９の「評価の観点」は必要性、有効性、効率性の３つの観点から評価するということ、10 番は「政策

効果の把握の手法及びその結果」ということで、これまでご説明してきたことをまとめたものでございま

す。 



まずは必要性の評価でございますけれども、これは優良農地の確保という基本法に位置づけられ

た目的そのものでございます。それから農業構造の改革推進という、構造改革との連携という面での

事業の必要性ということを記述してございます。 

（２）で有効性の評価になりますけれども、まずは食料供給力の確保・強化ということで、先ほどご説

明したとおりのことでございます。 

次の４ページに、その供給力の強化という意味で、157 万ヘクタールの農地が整備されたというよう

な実績。それから、耕作放棄の防止という観点でいいますと、ほ場整備完了地区におきましては、耕

作放棄の発生率が非常に低く、0.2％にとどまっているというような効果も確認され、有効であるという

ことが確認されたわけでございます。 

次に、農業生産性の向上という範疇で、まず労働生産性でございますけれども、昭和40年からこれ

まで40年間の間に、労働時間は約４分の１、麦の労働時間は10分の１ということで、大幅な労働生産

性の向上が図られたということでございます。 

次の５ページに、土地生産性でございますけれども、耕地利用率は事業前後で５ポイント向上、麦、

大豆の作付は事業前後で９ポイント向上というような成果でございます。冷害被害の軽減といった効

果もあるということでございます。 

次の６ページに、品質の向上効果ということで、排水条件が改良されることによって麦の品質が相

当よくなるという効果もございます。 

農業構造の改善につきましては、担い手の労働時間の短縮なり経営規模の拡大、生産コストの低

減というものがそれぞれ確認されております。農地利用集積という視点でも、全国の農地利用集積の

約４割が、ほ場整備を契機として達成できたというような実績でございます。 

次の７ページの農地利用集積の効果、これも持続しているという状況でございます。 

８ページに、国民経済的な効果ということで、先ほどの消費者余剰でございますけれども、今回、消

費者にどのように効果が及んでいるかということを一定の前提条件でもって試算をしたということで、

その前提条件なり分析の手順というものを書いております。 

そして９ページに、その結果ということで、消費者余剰の増加を需要曲線から求めてきたということ

で、3,300 億円を提示しているところでございます。 

農業外の効果でございますけれども、まずは生態系への影響ということで、生態系にマイナスの影

響があるわけでございまして、これも今回、実際の地区で生物の種類を調査いたしまして、環境配慮

がなされていない地区では、やはり生物の種類の数が相当程度少なくなっております。逆に土地改良

法の改正以降、環境配慮を行った地区におきましては、生物の種類の減少はなかったということも確

認したところでございます。それから、非農用地の創出による土地利用の秩序化ということで、さまざ

まな農村振興なりあるいは生活環境の改善といった効果があるということを記述してございます。 

（３）として効率性評価というところで、先ほどご説明したところでございますけれども、マクロの分析

ということで、投入された事業費を１つの地区と見立てまして、全体のＢ／Ｃをマクロ的に分析して、投

資効率としては1.10を確認したところでございます。それから、直接的な効果算定には含めておりませ

んけれども、多面的な機能ということを仮に算定すると、1.66 まで向上するというようなことを整理して

ございます。 

次の 11 ページもその続きでございます。 

最後に、12 ページに、この政策評価の全体的な結果といたしまして、ほ場整備の果たした役割、こ

れは今まで述べたことをまとめたものでございます。 



そして、今後の基盤整備のあり方ということで、今度の新たな基本計画にも、まさにこういう方向で

農地整備を進めていこうということでお示ししているところでございますけれども、まずは、農業の構造

改革の加速化に資する基盤整備をさらに促進していくということでございます。農地の利用集積も、今

後は連担化・集団化といった質的な向上に着目して、担い手についても、集落営農の組織化といった

ような視点から整備を進めていくということでございます。 

それから、国民のニーズに即した条件整備ということで、自由度の高い農業生産ができるような条

件整備をやっていくということでございます。 

３番目に、ほ場整備が相当進んでストックが形成されているという現実もございますので、こういっ

たストックがきちんと保全されるような更新整備というようなことも今後必要になってくるということでご

ざいます。 

次の 13 ページですが、農村振興に資する施策の連携強化・総合化ということでございまして、これ

は非農用地の創設など農村振興という観点からの施策もさらに強化していく必要があるということでご

ざいます。 

そして５番目に、環境保全を一層重視した事業の展開、そして、効率性に配慮した事業の実施とい

う形で、今後の事業の展開方向をこの評価結果を踏まえた総括としてまとめて、総合評価書（案）とい

うことで整理したところでございます。 

ちょっと長くなりましたけれども以上でございます。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいまの内容につきまして、ご自由にご発言願いたいと思います。どなたからでも結構

ですので、お願いいたします。 

海野委員。 

○海野専門委員 

今回のこれ、本当によくできていて、今までのいろんな議論を総合していただいて、非常に結構だと

思うんです。ただ、こんなときになってから言い出して申しわけないので、別にこれは今回間に合わな

いと思うので、今回直せという意味ではないんですが、この議論で例の消費者余剰分析という概念自

体が、どうもしっくりこなかったんです。今ふっと思ったので逆におかしいかもしれませんけど、あくまで

も、むしろこの事業の内部経済の効果が生産者と消費者にどう帰属しているかという問題であって、国

民経済的にはその効果がだれのところに行こうが、要するにコストの低減のマクロがあればいいので、

ただそれの参考として、例えば同じ内部経済の一部は、この部分は生産者に行き、この部分は消費者

に行きというのは、どうも農産物の価格、特に中心になる米価が、最近でこそ市場で決まりますけれど

も、長いこと、むしろ政治的に決まってきたということになると、そのコストの効果が価格にどうなったと

いうより、むしろ価格がこうなったからそのコストがどう分配されたという、そんな感じで考えていく。だ

から、あくまでも価格がこうなったのは事業の効果ではないけれども、ただ、事業の効果が、価格がこ

うなることによってどう分配されたという、そういう問題としてとらえるべきじゃないのかなという気がして

おりますが、これは次回以降の検討材料としていただいて結構であると思います。 

そういう意味で、内部経済はそんな格好だし、外部経済は不特定多数に行くので、まさにそれの外

側ということになりますが、そんな格好で効果の分配の話として考えた方がいいのじゃないかなという



気がしておりますが、もう今月決定されるところで、今の段階でどうこうということはいわないつもりでご

ざいます。 

○三野小委員長 

それでは、これは海野委員のご意見として承っておくということにさせていただきたいと思います。 

そのほかございますでしょうか。 

村田委員。 

○村田専門委員 

全体としてはよくできているんだと思います。先ほどご説明で、政策評価の結果ということで、一番

最後に「今後の基盤整備のあり方」ということを、宿題として課題を述べられましたので、それはそれで

いいんだと思うんですね。ですので、異論ということじゃなくて、皆さんおわかりになっていることを改め

ていっておきたい。資料－1－2、６ページ、一番最後のページなんですけれども、「評価結果の取扱い

について」の留意点ということで、算定対象に含めなかった項目、参考値として試算した項目がありま

す。プラスの効果で算定に入れなかったということで、良好な農村景観が形成されたか、道路の再編

成とか非農用地の創出、これは外部経済効果だというので入れてないと。マイナス効果として生態系

の影響、これも入れてないということなんですけれども、事業を実施した主体は別として、国民経済的

には、ここの算定対象に含めなかったプラス面、マイナス面の方が、むしろ感覚としては強く印象づけ

られるんじゃないかと思うんですね。土地改良事業によって農村景観がどう変わったかということの方

が重要視されるし、生態系への影響もそうだと思います。 

あと、道路の再編成とか非農用地の創出が外部経済効果というふうにいっていますけれども、実際

はどうなんでしょうか。農地整備は生産性向上を目的とするとはいうものの、事業の中には、事実上の

区画整理事業と受けとめて、道路用地を創出する、生み出すためにというのも、明示されているかどう

かは別として、目的になっている。外部経済効果どころか、むしろ半分目的とされているような事業も

あるんじゃないかと思うんですね。道路用地をつくるということは、それはそれなりにまた意味のあると

いうか、それは算定できないんじゃなくて、算定できるかもしれない。今後の宿題として、含めなかった

プラス面、マイナス面というのは、実は国民経済的には、農業内部での生産性の向上とかいう目にみ

えにくいところじゃなくて、目にみえるところにある。景観だとか道路用地だとか生態系だとかというとこ

ろにあると思うので、今後の宿題として、これをどれだけ定量化して評価に組み入れることができるか

ということが、これから勉強というか、研究しなきゃならないことじゃないかなというふうに感想として申

し上げます。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

一応ご意見として承っておくということで。 

それでは、横山委員。 

○横山専門委員 

資料－1－1 でご説明いただいた食料供給力、自給力というんでしょうか、これの推計をしたというこ

とは、非常に着眼点はいいのではないかと思うんですが、事前にもちょっとコメント申し上げたんです

が、耕作放棄の推計のときに、本当にこれがほ場整備の効果なのかどうかということについて、少し注



意を要するのではないか。と申しますのは、マクロでやっていまして、未整備の水田の面積というのは

条件不利地域で、ほ場整備がなされているところは平場ないし条件がいい地域であるとすると、同じ

地域、条件不利地域でこの事業をやったところとやらないところで耕作放棄の発生率が違うということ

の比較であれば合理性をもつんですが、これは既に条件がいいところからほ場整備がなされていると

するならば、そこの効果が違う条件のもとで、あるいは違う環境のもとで、ほ場整備がやられたところと

やられてないところで影響が出てきてしまっているのではないか。この辺のところは若干注意が必要な

のではないか。 

だから、一つの補強としては、マクロはマクロでこれでいいと思うんですが、同じ条件不利地域で整

備をやったところとやらないところ、それから、同じ平場で、同じ条件のところでほ場整備をやったところ

とやらなかったところの耕作放棄率の発生率の違いも、傍証として、幾つかのサンプルでもいいです

から、少し補強しておいた方がいいのではないかという意見です。 

それから、先ほど消費者余剰の推計はいかがかというご意見もあったと思うのでございますが、こ

の考え方でプーリングデータ、パネルというんでしょうか、時系列でクロスセクションのデータを用いて

推計したということで、生産者余剰の推計なり、いわゆる供給曲線の推計をやめたということは、非常

に合理的な選択だったのではないかと私は思っております。と申しますのは、生産者余剰に当たる部

分、すなわち生産者側へのベネフィットというのは積み上げ計算でなされてきていると。消費者に対す

る便益の推計がなかなかできないといったときに、一つの測定の仕方として、ウィズとウィズアウトで、

こういうようなほ場整備によって消費者余剰が、これだけ価格が下がったことによって消費者にも恩恵

がいっているんだという推計結果を出したということでいいのではないかと思うんです。これもマクロで

やっているわけですけれども、少なくとも需要曲線も、それから、さまざまな供給曲線ではなくて、この

推計をするときの説明変数も地区によって、県でやっているとすれば県によって違いが出てくると。そ

うすると、少しその辺のブロック化をしてみる、もう少し細分化してみる必要も将来あるのかなという気

がしました。 

あともう１つ、ディフェンド、先ほど海野委員のご指摘があったように、米価が自由に動くような形で

決まったときとそうでないときがあるとするならば、推計期間をこれだけ 40 年近くとる必要はなくて、も

う少し過去20年間ぐらいの推計期間でも、プーリングのデータであればデータ数としては十分なので、

そこをもう１回やってみる必要があるのではないか。これは今すぐということではないんですが、補強を

しておく必要があるのではないか。 

あと、これが有意であったと。稲作の労働時間がどれくらい有意であったのか。ｔ値なり、どういう検

定をしたのかわかりませんけれども、少し補強をしておいた方がいいのではないか。そうでないと、こう

いうことで推計したことのディフェンドがなかなか難しいのではないかということです。意見です。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

そのほか。 

生源寺委員。 

○生源寺委員 

感想めいたことと、もう１つは、今の消費者余剰の推計についてもちょっと申し上げたいことがある

んですけれども、１点目の感想めいたことなんですけれども、今の横山委員のご注意は十分念頭に置

く必要があるかと思いますけれども、耕作放棄の度合いに差があるだろうということがあるわけですね。



そのことと、Ｂ／Ｃが 1.1 あるいは1.6 という、この評価の間の関係を考えてみますと、通常の費用対効

果の計算は、土地改良、ほ場整備事業が行われていないところについても、生産が継続されるという

前提のもとで計算をしてきたんだという、こういうことだろうと思いますね。確実に耕作放棄が起こると

いうことが、困ったことですけれども予測されるとすれば、実はその部分も効果の中に、逆にそれを防

止するという意味で効果の中にみていいという考え方も一応成り立つのかなというふうに思います。た

だ、そこの予測は非常に難しいので、前提として――もちろんほ場整備が行われたところは継続する

ことが前提でありますけれども、同時に行われていないところも、生産が継続されるという前提のもと

でその比較を一種行っているわけですね。そういう意味で、ある意味では控え目にみているという、こ

ういう言い方もできるのかなという感想をもちました。 

それから、消費者余剰の問題につきましては、今ご議論あったそれぞれ、非常にもっともなご指摘

だというふうに思っております。私自身、多少お手伝いしてきた経緯もあって、この結果について、まず

まずかなというふうに思っておりますけれども、確かに海野委員おっしゃるように、米価は少なくとも一

時期までは、政治的なファクターによって決まるという要素があったかと思います。私どもの研究室で

何年か前にやった仕事では、やはり政治的な変数は有意に米価の決定にきいていました。そういう意

味では、少なくとも食料法ができた 94 年の前と後、ある時期で区切って以前と以後では、やはり状況

は違うかなという気はいたします。 

ただ、ｔ値は割と良好だったように記憶しておりますけれども、やはり生産費は生産費で価格に有意

にきいているということも事実でありまして、これはマーケットで決まっているわけではないわけであり

ますけれども、ご案内のように、生産費所得補償方式というスキームがそれなりに機能してきています

ので、いろいろな政治的なノイズは――ノイズというと失礼になるかもしれませんが、あるかもしれませ

んけれども、大局的には、価格に生産費の動向というものは反映されてきたということがやはりあるの

かなというふうに思っております。なかなか悩ましい話でありまして、土地改良のように長期の効果を

前提にする仕事の場合、計測期間を長くしたいという気持ちが働きますし、一方で、制度が変わってし

まいますと、やはり効果の発現なり帰属の構造が変わりますので、そこはできるだけ同じ制度のもとの

期間だけを対象にしたいということも逆に働いて、その辺は実際に計測結果をみながら判断をしていく

というしか、そういうプラクティカルな、プラグマティックな接近しかないのかなという印象をもちました。

推計そのものについては、まあこんなところかなという感じを私はもっておりますけど。 

○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。 

もしございませんようでしたら、一応今いろいろなコメントをいただきましたので、これはコメントとして

お受け取りして、全体的にはこの総合評価書ということを私としてはお認めいただいた。幾つかの留意

しなければならない事項をご指摘いただいたということで、このほ場整備の総合評価については終え

たいと思います。 

よろしいでしょうか。 

    （「異議なし」の声あり） 

ありがとうございました。 

それでは、次に、農業農村整備事業の事業評価に関して、資料－２の「国営土地改良事業におけ

る多段階評価方式の導入について」、事務局から説明をお願いいたします。 



○角田事業計画課長 

ほ場整備事業の総合評価につきましては、この形で政策評価会の方に出していきたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

それでは、資料－２でございます。「国営土地改良事業における多段階評価方式の導入について」

ということで、この件につきましても、政策評価法を踏まえた評価手法の改善ということで、この２年間

にわたってご議論いただいてきたところでございます。 

１ページに、これまでの審議の概要ということで、ちょっと復習を兼ねて整理させていただいておりま

すけれども、事前評価の客観性・透明性を一層向上させるという観点から、現在は効率性のＢ／Ｃに

加えて、施策の有効性を確認する観点からはチェックリスト方式によって、幾つかの項目について、○

の有無による評価というものを行っているわけですけれども、これをより客観性・透明性を高めるという

観点から多段階の評価、例えばＡ、Ｂ、Ｃという形で評価するということについて検討を進めているとこ

ろでございます。 

次の２ページに、検討の方向という形で整理しております。検討の背景がございまして、最初は評

価項目、これは現在、必ず満足しなければならない必須事項と優先配慮事項ということで、チェックリ

ストで行っているわけですけれども、これを評価する上ですべてを定量化できないかと、総合得点方式

ということでやれないかということで、昨年いろいろ検討してまいりました。シミュレーションもして、その

結果もお示ししてご議論いただいたわけですけれども、なかなかそこまで、すべての項目を点数化して、

かつ重みをつけてというところになると、相当無理があるのではないかというご議論もいただいたとこ

ろでございます。したがって、いきなり総合得点方式までもっていくのではなくて、まずはその中間的な

ところで、評価項目を多段階で評価するというところでやっていこうということでございます。 

現行のチェックリストの課題としては、評価の程度が余り明確ではないのではないかということとか、

上位の政策目標との関係が必ずしも十分整理されていないというような問題点があったわけでござい

まして、これを多段階評価方式に変えていくことによって、その効果として事前評価の客観性・透明性

の向上、評価を通じた事業計画内容のレベルアップを図っていく、評価項目の事業地区間の比較の

容易化をしていく。さらには、事業申請者と審査担当者の認識の共有化ということで、もし熟度が高く

ないところがあれば、どういうところを高めていかなければならないのかというのをお互いに認識して

いくというような効果があるというふうに思っております。 

次の３ページ、まずはこの評価項目を体系化しようという整理でございます。必須事項と優先配慮

事項があるというふうに申し上げましたけれども、必須事項につきましては、これまでと同じ形で、必ず

ここはクリアしなければならない事項ということで、事業の必要性、技術的な可能性、事業の効率性―

―これは、まさにＢ／Ｃでチェックする部分でございます、費用負担の可能性、環境との調和への配慮、

事業が採択要件を満たしている、これは必須事項ということで今後とも変わらない。 

一方、優先配慮事項ということで幾つかの項目があったわけでございますけれども、これを効率性・

有効性の観点、事業の実施環境という３つのくくりでまずは整理して、その上でそれぞれ、特に有効性

に関しましては、基本法の体系である食料の安定供給、農業の持続的発展、農村の振興、多面的機

能の発揮という４つの視点からツリー図で切り分けていくという整理をしたところでございます。 

そういう観点からいうと、効率性はもちろんＢ／Ｃでチェックはするわけですけれども、それ以外の観

点として、今後コスト縮減ということを大分強く打ち出しておりますので、このコスト縮減が計画段階か

ら入っているのか入っていないのかというような観点も評価の中に入れていこうということでございま

す。 



食料の安定供給の確保は、農業の生産性向上の観点でございます。事業をやることによって、例え

ば野菜・果樹などの産地形成がどれくらい進むかというようなこと。担い手の確保がどれくらい進むか。

さらには農地の確保、有効利用という観点からは、作付率の向上、利用率の向上、これがどのくらい

進むかという観点。それから、農業生産基盤の整備という効果につきましては、これは上の方とも重複

しない部分ということで、例えば水路等がきちんと更新されるという更新的な効果をみていくということ

でございます。農村の振興の部分、いろいろありますけれども、これは国営かんがい排水事業の場合

を例に出しておりますので、それに該当するものとしては、例えば地域用水機能の増加というようなも

のが入ってくると思っております。 

それから、ちょっと新しい視点として、この事業をやることによる地域経済への波及効果という、農

業生産が、例えば農産物加工だとかそういった地域産業に及ぼす効果というものも把握できないかと

いうことでございます。 

それから、多面的機能の発揮ということでは、環境機能の増進の効果があるのかないのかというよ

うな視点。それから、実施環境については環境への配慮。それから、河川協議とかいろんな諸計画と

の関連といったものをみていくという区分けでございます。 

次の４ページに、今いいましたようなことを整理したところでございます。それぞれの評価項目に対

して、どういう評価指標で行うのかということでございますけれども、これは、できるだけ定量的にみれ

るところは定量的にみたいと。それから定量化が難しいところは、評価項目を客観的に判定できるよう

な指標を設定して、そこから一定の点数化というような形のことを考えていきたいということでございま

す。特に有効性の観点につきましては、それぞれ事業計画から一定の数値が拾えることになりますの

で、そういったものを定量的な指標としてあらわしていく。事業の実施環境については、これは定性的

なものでございますので、例えば協議関係がどの程度進んでいるのかということを、もう完了している

とか、あるいはまだ途中段階だとか、そういう状況でもってチェックをして一定の点数であらわしていく

という考え方でございます。 

次の５ページ、今度はこういう評価指標に基づいて、当該事業がどの程度の位置にあるのかという

のを判定するランクの設定でございます。効率性・有効性に関する事項につきましては、過去の採択

地区のデータをベースにしてランク設定をしたいというふうに考えておりますので、平均値を中間点に

置いて、それより上回るところはＡ、下回るところはＢという２段階ぐらいの評価を考えております。 

それから、事業の実施環境の方につきましては、これは事業の熟度という部分もございますので、

Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価して、例えば事業の熟度が十分ではなくて、直ちに採択というのは難しく、もう

少し検討が必要というようなものはＣランクに位置づけるというような形で、それを上回るものについて

はＡ、Ｂの２つの段階というような整理でございます。 

次の６ページは、こういった評価指標なり評価点の考え方をもとに、評価指標と評価基準というもの

を一覧表で整理したものでございます。評価指標は先ほどご説明したとおりでございますけれども、こ

の評価基準につきましては国営かんがい排水事業の例でございますが、過去に採択した国営かんが

い排水事業、44地区ございますけれども、これのうち水田主体のものが30、畑主体のものが14という

ものをデータ分析いたしまして、これの平均値より上回るものはＡ、下回るものはＢという、定量化でき

るものはそういう形であらわしたところでございます。 

それから、実施環境の方につきましては、これは定性的なものですけれども、例えば環境であれば

環境への配慮の度合い、そういったものをａ、ｂ、ｃというふうな形であらわして、その該当する部分に



点を与えて、そのジャンル全体で合計点を出していくという考え方でございます。協議関係についても、

その協議の進捗度合いということを評価の視点にして点数化していくという考え方でございます。 

次の７ページは、こういった形で今後多段階評価をしていくという前提で、これまでのチェックリスト

方式と今後の多段階評価の対比をしたものでございます。左側が現行のチェックリスト方式ということ

で、必須事項は先ほどいいました６点あるわけでございます。 

優先配慮事項、これも有効性なり実施環境について、これだけの項目を○があるかないかで判定し

ていると。これが今後右側の方に移るわけで、必須事項についてはこれまでと同じように判定をやって

いく。この優先配慮事項については、今ご説明したような体系でもって評価をしていくということでござ

います。 

基本的には、この今やっているチェックリスト方式の評価項目を参考にはしておりますけれども、こ

こでカバーできない部分は、「新たに追加」した項目というのがありますとおり、新たに追加いたしまし

たし、また、ちょっと適切でないかなというものについては今回はみていないとか、若干見直しはござい

ますけれども、基本的には、これまでのチェックリスト方式をベースにこうなったということでございま

す。 

次の８ページは、この考え方に基づいて試行した結果でございます。国営かんがい排水事業につい

て、Ａ、Ｂ２つの地区で試行した形でございますけれども、国営かんがい排水事業のＡ地区につきまし

ては、これは土地改良法改正以前の地区でございますので、それを仮に今採択すればという前提でこ

のＡ、Ｂ、Ｃの評価があるというふうにごらんいただければと思います。たまたま景観への配慮のところ

がＣということになっておりますけれども、法改正以前の地区だったのでこういうことになっているという

ことでございます。 

次の９ページ、「今後の進め方」ということでございますけれども、きょうご議論いただきまして、一応

こういう考え方でよろしいということになれば、今後この国営の土地改良事業、きょうはかんがい排水

事業について事例をお示しいたしましたけれども、農地再編整備事業、総合農地防災事業につきまし

ても、この考え方を当てはめていくということで、18 年度新規着工要求地区から試行的に導入していく

ということを考えていきたいと思っております。今後、その評価項目の体系化なり評価指標、評価点の

設定ということについては、さらに事務的に検討していきたいと思っておりますけれども、いずれにして

も 18 年度から試行的にやるということと、その状況を踏まえながら補助事業についても適用を検討し

ていきたいというふうに思っているところでございます。 

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、ただいまの内容について、ご自由にご発言いただきたいと思います。どなたからでも結

構でございます。 

生源寺委員。 

○生源寺委員 

１つ意見として申し上げたいんですけれども、４ページあたりに「評価指標の設定」ということがあり

まして、効率性、それから有効性ということと事業の実施環境等、この間にちょっと線があって、効率性、

有効性については、次のページでいいますと指標Ａというところで、これは基本的には採択地区である

からＡランクもしくはＢランクということで、Ｃは存在しないというような前提なんですけれども、効率性、



有効性の項目をみておりますと、かなりいろんなものをくくった感じがしますので、これでも何とかなる

ような気がしなくもないんですけれども、これは国営かん排の場合ということで、そのほかに国営事業

でどういうものがあるかということを少し考えないといけないと思うんです。項目を事業の種目に合うよ

うな形に設定したとしても、ある場合にはＣ、その評価項目に関してはＣだけれども、これはいろんな事

情でやむを得ないということでもって、むしろほかのＡなりＢのものと総合的に判断すれば、採択に値

するということもあり得ると思うんですね。あるいは、むしろ該当なしというような地区もあるのではない

か。日本列島、これだけ南北に長いところでありまして、いろんなケースが考えられますので、あまりＡ、

Ｂしかあり得ないというような形にしてしまいますと、かえって無理を生じるようなことがないかなという

点がちょっと気になりますので、少しここはお考えいただくとありがたいというふうに思います。 

もう１つは、これは完全に感想ですけれども、最後のページに土地改良法の目的と原則がございま

す。下線が引っ張ってあって、特に１条の１項については、「農業の生産性の向上、農業総生産の増

大、農業生産の選択的拡大」、それから「農業構造の改善」、これは旧農業基本法の目的がまだその

まま土地改良法に残っているわけでありまして、現在の食料・農業・農村基本法の理念は、前のペー

ジにある４つの最初の括弧書きであって、旧農業基本法の理念のうち、当然のこととして現在の食料・

農業・農村基本法の中にも含み込まれているものもあるかと思いますけれども、例えばこの中の「農

業生産の選択的拡大」というのは、食料に対する需要が、畜産３倍、果樹２倍というのが当時のスロー

ガンだったと思いますけれども、経済成長とともに消費のパターンが大きく変わるのに農業生産もアジ

ャストするという、こういう考え方から掲げられた理念でありますので、恐らく現在は少し違うことになる

かなというふうに思っております。できるだけ早くここの部分は改正していただくのが本当はいいと思い

ますけれども、依然として残っていること自体は仕方がないことでありますので、項目を設計する場合

にも、できるだけ現在の基本法、それから、旧基本法から引き継いでも問題のないものもあるかと思い

ますので、その辺は少し整理していただいたらどうかなということです。 

○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。 

横山委員。 

○横山専門委員 

この多段階評価方式については非常にいい考えで、今までの０、１だけのものではなくて、もう少し

きめ細かく評価をしようというあらわれで、特に３ページの体系で、１項目、２項目、３項目と来ているこ

とで、基本法等との関連を明確にしているということで、非常にいい評価項目の体系化であると高く評

価したいと思っています。 

最終的にある事業について、５項目めの後に評価項目ってあるんですが、透明性という観点からい

うと、国営かんがい排水事業の場合にはこういうような評価項目を選びましたということについて、事

前評価の段階でこれが公になるのかどうかということと、この選び方ですね。国営かんがい排水事業

の場合に、例えば抜けている部分でいうならば、安全性の向上というのが農村の生活環境の整備とい

うものと――国営かんがい排水事業ではこれが評価項目の中に入ってこないと、こういうようなものが

どういうふうに結びつくのかということについて、やはりどこかで説明をしておく必要があるのではない

か。ほかの事業の場合には、安全性の向上なり公共用地等の創設というのも入ってくるんだろうと。そ

うすると、ある事業の場合には評価項目はこれを選びます、別の事業の場合にはこの評価項目を選



びますといったときの関係性が恣意的になってしまってはいけないんだろうと。その辺のチェック項目

のうち、特定の事業の場合になぜこの評価項目を選んだのかということをどこかで担保しておかなけ

ればいけないんじゃないかと思いました。 

以上です。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

そのほかに何かございますでしょうか。 

私も説明をいただいたときにはすーっと、大変よくできているのであれだったんですが、効率性と有

効性、効率性というのはＢ／Ｃではかるとしたら、この効率性は全部Ｃの話ですね。それで、有効性の

方がＢになっているような気がしまして、これから多分国営のかんがい排水事業なんかだとＬＣＡが問

題になってきたときの既存ストックの評価というのは、やはりこれを大切にうまく有効に生かすというこ

とは、どこかにしっかり入れておいていただいた方がいいのかなという気がいたします。ＢなのかＣな

のかどっちなのか、ちょっと私も今判断に迷っていまして、どうもこれはＢとＣに分けたために落ちたの

かなというふうな気もしています。 

○角田事業計画課長 

効率性のところは、Ｂ／Ｃで十分みられるというのは、コスト縮減の計画をみていこうという趣旨でご

ざいます。 

それからストックの話につきましては、農業生産基盤の保全管理というところがございますけれども、

既存の水路なり農業水利施設がこの事業によって保全される、あるいは更新されるというようなところ

をここでみていければというふうに考えているところでございます。 

横山先生の方からご指摘ございました、この体系について公表されるのかということでございます

けれども、現在のチェックリストも公表してやっておりますので、当然チェックリストがこれに移行すると

きは公表していきたいということでございます。 

また、評価項目については、今回かんがい排水事業についてお示ししたものでございますので、ほ

かの農用地再編事業なり総合農地防災事業等についても、同じような体系を整理した上で、またお示

ししたいと思っております。 

○三野小委員長 

ほかにございますでしょうか。何か今ご指摘いただいておきますと、さらにいいものになりますが、

かなり議論をしてまいりましたので、もしあれでしたら、この課題はここで終えたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは、続きまして資料―３の「費用対効果分析手法の改善について」、説明をお願いいたしま

す。 

○角田事業計画課長 

それでは、資料―３「費用対効果分析手法の改善について」をお開きいただきたいと思います。この

テーマは、ことしから始めたものでございます。前々回、９月の第１回委員会におきまして、２年間かけ

てこれをテーマに取り組んでいくということをご説明したところでございます。 



その趣旨でございますけれども、１ページをお開きいただきたいと思いますけれども、現在の費用

対効果分析は、経済的妥当性の確認を目的として行うということで、何度もいっておりますとおり、Ｂ／

Ｃで 1.0 を上回るということを確認することが目的となっているところでございます。一方、政策評価制

度におきましては、この費用対効果分析においても、事業の効果というものを政策効果として幅広く把

握して、それを定量的に測定、把握して事業採択の適正な実施を図るというような方針が示されてい

るわけでございまして、こういった趣旨に沿って、現在の土地改良事業の費用対効果分析につきまし

ても、まず１つは、基本法の４つの理念に即した体系にもう１度見直していく、整理していくということと、

政策効果としての把握をより適切に行っていくという検討を進めていきたいと思っております。その際、

事後評価の結果についても反映させていくということで算定手法の改善を図りたいと、こういう趣旨で

ございます。 

次の２ページに「検討の進め方とスケジュール」ということでございますけれども、左側のところにあ

りますとおり、まずは基本法の理念に即した効果体系の整理と政策効果の可能な限りの把握というこ

とを行うと。それと事後結果を事前評価の手法にも反映させていくと、こういう２つの課題でございます。

これを踏まえて 16 年度、今年度におきましては、効果の体系の見直しというものを行うということが１

つ。それから、現行の効果算定手法について、改善できる部分については改善の検討を進めていくと

いう、２つを今年度行おうということでございます。そして来年度、17 年度において、これまでは算定し

ていなかった新しい効果項目について検討を進めていって、効果算定手法全体を再構築していこうと

うスケジュールでございます。 

次の３ページに、過去からの経緯と、今回の検討が過去からの経緯の中でどう位置づけられるかと

いうことで整理しております。効果算定手法自体は、昭和24年の土地改良法の制定以降、相当古くか

ら事前評価というのはやってきているわけですけれども、農業効果を中心にその算定手法が整理され

たのが昭和 60 年でございます。土地改良事業における経済効果の測定方法というものがここで一つ

整理されたということで、ここに書いてありますような算定手法が確立されたと。 

そして平成６年に、こういう農業効果だけではなくて、農村環境の改善でありますとか農村地域の活

性化といった多様な効果があるわけでございますが、そういったものについても定量的な評価ができ

る場合は測定していくということで、ここにありますような効果を算定することができるという形に規定

が改められたところでございます。 

そして今回の検討では、そういった多面的な機能に関する効果の算定をもう１回見直すということな

んですけれども、新しい効果として、この下に書いてありますような国民の視点からの効果、あるいは

地域の視点からの効果ということで、追加的にみれるものを検討していこうと。来年度の作業になりま

すけれども、みていこうということでございます。 

次の４ページ、効果項目の体系化の考え方ということで整理したものでございます。先ほどの資料

と形はよく似ているんですけれども、これはＢ／Ｃの効率性の評価の項目を基本法の理念でもう１度

整理したというものでございます。そういう意味で、大分類のところは基本法の４つの理念がまずあり

まして、その体系の中でどういう効果があるのかというのを中分類、小分類と。具体的には、この小分

類のところで現在みている効果がどれに当てはまるのかという整理をしたものでございます。 

この中で※のついているものは、現在の効果算定手法にはない項目ということで、来年度、新しい

効果項目ということで検討を進めていきたいというものでございます。それ以外のものは、現在の効果

算定項目としては一応挙がっているわけでございますけれども、このうち○のついたものについては、

その算定手法について改善を図っていきたいというものでございます。そして、前回のご議論の中で、



こういった効果の帰属先というものをよく考えて――前回お出ししたときは、これ以外にもいろんな効

果があるということを余り整理されてない段階でお出ししたというようなこともありまして、効果の帰属

先も踏まえてもう１度整理し直したものが、きょうのこの資料ということでございます。 

基本的には、農家に帰属するものはこのようにもちろん算定して、地域に帰属するものもかなりの

部分は算定対象にはなっているわけでございますけれども、特に国民に対する効果という視点で、例

えば食料の合理的価格形成効果でありますとか、農地の確保という意味で農地の利用率の向上なり

耕作放棄地防止、先ほどもちょっとご議論ありましたけれども、耕作放棄を事業によって防止できると

いうような効果も算定できないだろうかというような視点でここに記載させていただいているようなもの

でございます。 

次の５ページに、まず、今年度の課題として現行の効果項目の算定手法、これも改善できるものは

少し検討していこうということでございます。特に現在、簡便法で効果額を算定している項目について、

より適切に事業の効果を測定できないだろうかという考え方で整理したものでございます。 

１つは維持管理費節減効果というものでございます。これは土地改良事業を実施することによって、

特に更新事業でございますけれども、従前の維持管理費の節減が図られるというような効果があるわ

けでございますが、現在の算定方法は、過去例えば10カ年ぐらいの管理費の平均をとって、事業をや

ることによって管理費がどのくらい節減できるのかということを効果として算定するという形をとってお

りますが、施設の更新、保全管理というものが主体となる事業体系に今後移行していく状況の中で、こ

れはもう少し効果の見方を考えられないかと。つまり、もし事業を実施しなかったら、耐用年数が過ぎ

て相当維持管理費が増嵩してくるという現実があるわけでございます。 

したがって、この増嵩してくるような管理費を低く抑えることができるというような形で維持管理費節

減の効果を算定できないだろうかと、実態に即した形で算定できないだろうかという考え方でございま

す。 

これはなかなか実は難しい問題がありまして、次の６ページに、これをどう算定するのかということ

でございます。理念的には、コンクリートのひび割れなど施設劣化が発生して、それを補修しながら使

っていくということで管理費が増加するということなんですけれども、この増加分をどう評価するのかと

いうのが、手法としては確率的に評価する手法というのがございまして、これを活用できないだろうか

ということでございます。つまり、「劣化モデルによる施設の劣化予測」というふうに書いてございます

けれども、この劣化の発生確率をマルコフ連鎖モデルという手法を用いまして予測する。これは最近、

ライフサイクルコスト分析という中で幾つか使われているというような事例もございますので、このモデ

ルを土地改良施設においても、更新を行わなかった場合に維持管理費がどのくらい増加するかと、そ

ういう予測に使うことは可能ではないかと。ただ、相当データを整備していく必要がございますので、す

ぐに全面的にこれに移行することは難しいと思いますけれども、そういうデータがそろって可能なもの

から、こういう手法も取り入れていくという形で進められないかと思っているところでございます。 

次の７ページ、今度は「更新効果」でございます。これは老朽化した施設を更新することによって、そ

の効果をどうみるかということでございますけれども、現在、なかなか施設を更新することによる効果と

いうものを定量的に算定するのが難しいということもございまして、現在は、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もとに算定していると。基本的には、再建設事業

費を更新効果として代替による簡便な手法ということでやっているわけでございます。これを、もし更新

事業がなされなかったら、農業生産上どういう影響が出てくるのかということを実態に即して算定でき

ないだろうかということでございまして、下の図にありますように、今は旧水路を新しい水路につくりか



えるその建設費相当分を更新効果としてみているということなんですが、それを、この事業を実施しな

い場合は通水、水が流れなくなることによって農業生産が大きく減少する、あるいは地下水涵養等の

いろんな機能が損なわれる、多面的機能への影響が出てくるというようなところを具体に評価して算定

していくということが考えられます。 

これも、そういう定量的な評価がどこまでできるかという問題、地区ごとに事情も違うと思いますの

で、これまでの簡便な手法は手法として、それに加えて、こういう算定の仕方が可能なところからやっ

ていくという方向で考えていければと思っております。 

次の８ページ、「災害防止効果、地域洪水被害軽減効果」というものでございます。これは洪水や土

砂流出の発生に伴って、作物なり農地あるいは農業施設に影響が及ぶ、それが防止される効果とい

うことでございますけれども、現在は、まさに施設の被害が軽減される効果を効果として算定している

わけですけれども、ほかの公共事業をみますと、応急対策費だとかあるいは人身被害の軽減額といっ

たようなところも計上されている事例もございますので、確かにそういう効果もあるということでござい

ますので、そういったものもみれないかということで少し検討していきたいということでございます。 

次の９ページ、「安全性向上効果」でございます。これは、用水路なり農道を改修する際にフェンス、

ガードレール等を新たに設置すると、それで事故の減少が図られる、安全性が向上するという効果で

ございますけれども、現在はこれも、そういう施設を設置する事業費を効果額というふうにみなして、簡

便な手法として算定しているということなんですけれども、これも実際に事故の被害減少額を直接的に

算定できないかと。例えば土地改良区が用水への転落事故に備えて保険に加入しているとか、さまざ

まなそういうデータもございますので、そういったところから一定の定量的な手法が開発できないかと

いうことでございます。 

次の 10 ページでございますが、「水辺環境整備効果、農道環境整備効果、水質浄化効果」といった

多面的な機能に属する効果でございます。この効果も、現在は追加投資額だとかあるいは水質浄化

のための施設の事業費と、そういう事業費相当分を大体書くということで評価しているわけでございま

すけれども、これはかなり過小になっている可能性がありますので、環境の保全、向上の高齢化をＣＶ

Ｍアンケートにより測定するという手法を考えていきたいと思っております。 

ただ、この場合、ＣＶＭアンケートの質問の設定の仕方でございますけれども、その際にプラスの効

果を把握するための質問だけではなくて、マイナスの効果についても聞くということで、プラスとマイナ

ス両方含めてこの中で算定していくというような考え方をとるべきではないかというふうに思っておりま

して、そういうことで少し考えていきたいと思っております。 

次の 11 ページ、「保健休養機能向上効果」でございますけれども、これはダムなり水路等の新設に

よって、例えばダム湖をいろんなレクリエーション施設として使いたいと、それが地域振興の拠点にな

っていると、そういうような事例もあるわけですけれども、現在は、そういうレクリエーション事業が計画

され、また収益額がある場合に、それを農業用施設に収益額を按分して算定するというような形をとっ

ております。実際は、それじゃレクリエーション事業がなくても豊かな水辺空間があれば、名所になって

いろんな方がおみえになるというようなことがあるわけですけれども、そういったところは全く評価され

ていないということなので、こういう保健休養のために訪問する効果というものを、トラベルコスト法を

利用して算定できないかという視点で試みてみようということでございます。 12 ページに、こういう外

部経済評価の算定手法、ＣＶＭとトラベルコスト法でございますけれども、かなりの公共事業において

導入されつつある状況でございますので、この土地改良事業においてもそれを試みていきたいと。農

業農村整備事業の中で集落排水事業において既にＣＶＭの手法がとられておりますし、そういう意味



で河川環境の事業なりいろいろこういうものを導入しているものがございますので、そういうものも参考

にしながら考えていきたいというふうに思っております。 

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、ただいまの内容につきまして、ご自由にご発言いただきたいと思います。 

私の先ほどの発言は、ここのＬＣＣのところで入っておりましたので。 

もし皆さん、つなぎの意味であれなんですが、７ページの施設がなかりせばの効果なんですが、年

の効果と干ばつ年、ヘッジの話とが両方ありますよね。年平均的な問題と、今の基準だと 10 分の１確

率年ですか、その辺の仕分けというのが非常に難しい問題になりますし、先ほどのフェンスの話も、あ

れは保険の話になってまいりますね。そうすると、従来の考え方とかなり効果の算定の仕方が違ってく

るような気もするんですけれども、その辺はどうでしょうかね。そんなに変わらないという見方でよろし

いんでしょうか。 

○角田事業計画課長 

現在のところは、例えば追加投資額とかフェンスを設置する事業費相当分を効果として算定してい

るということなので、土地改良区が支払っている保険料とかそういうものをベースにということになると、

事故の発生確率だとかそういったものをかなり定量的に分析していかないといけないと思っております。

ですから、算定方法も全く異なっておりますし、必ずしもそういうデータがなければ、なかなか難しい面

もあるかと思いますので、基本的には、これまでやってきた代替的な手法と新たな定量的な手法が並

列できるような形が適当なのかなと、そんなイメージでいるところでございます。 

○三野小委員長 

経済のご専門の先生を前にして、どうも申しわけございませんが、何かございませんでしょうか。 

では、生源寺委員お願いします。 

○生源寺委員 

このテーマは、まだ第１回目ということで、これからいろいろ深めていかれるということだと思います

ので、ちょっとこういうこともお考えいただいたらどうかなということで申し上げたいんですけれども、今

お示しいただいたものは費用対効果分析の手法の改善ということですので、そのいわば制約のもとで

いろいろお考えいただいているということなんですけれども、少しそこから外れるようなものであっても、

これからの土地改良事業あるいは農村整備事業を考える上で重要だと思われる点があるような気が

するものですから、ちょっと申し上げたいと思うんですけれども、私が申し上げたいことに関連するの

は、例えば今の資料の３ページの右下の「地域の視点からの効果」ということの、このあたりかと思う

んですけれども、特に３番目に「関連産業での生産効果」というようなことがあるわけですね。例えば農

業生産の中身が変わって、農業生産のアウトプットといいますか、生産物を加工するとか、これを販売

するとか、あるいは外食産業がそこに起きるとか、そういうような効果というのは通常は、特にそれを

雇用の増大というふうにとらえるような場合には、これはＢ／Ｃの計算には原則として乗っかってこな

いわけですね。これは国民経済的にみて、一応完全雇用に近い状況であれば一種の移転が生じるわ

けであって、ある地域で雇用が生じても、別のところでそれが減っているのでプラスマイナス・ゼロだと



いう、こういう約束事のもとに、そういった雇用創出というようなものは、この種の計算では一応入れな

いわけですよね。私、資源配分のガイドラインという意味でＢ／Ｃを計算する場合には、それはそれで

いいとは思うんですけれども、その横に置いておく一種の参考指標のような形で、その地域について

農業生産のあり方なりが変わることによって、雇用が、これもありせばなかりせばということになるのか

もしれませんけれども、どれだけ確保できるのかというようなことを算出して、それを一つの参考指標と

いう形で書いていくというようなことも無意味ではないんじゃないかという、こういう気がいたします。 

むしろ農村の定住というようなことになってくると、東京に近いところで生まれる雇用と、相当山深い

ところで生まれる雇用の意味が違うという考え方もあり得るわけですね。意味が違うとして、その後どう

考えるかということは、それはそれでもちろん政策的な判断の問題でありますけれども、そういう判断

に資するという意味でも、国民経済的な観点とはちょっと違う切り口での効果の発生の実態を表示で

きるような、示すことのできるような考え方というものもあっていいような気がいたします。これはＢ／Ｃ

の体系とはちょっと違う話ですので、そこはきちんと分けてやる必要があるかと思いますので、そこは

ご注意いただきたいと思いますけれども、そんなことも少し考えていいのではないか。 

むしろこの関連産業の生産効果なりは、利潤の部分に着目してというようなお話、これはこれで意

味がなくもないような気がいたしますけれども、これじゃちょっとどうかなという感じのところがあります

ので、それとは別に、正面から地域の雇用を確保するような効果というものを別建てでみるというよう

なことがあっていいのではないか。ちょっと長くなりましたけれど。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員 

関連した話なんですが、12 ページの外部経済評価の算定手法には幾つかあって、限界もあるんで

すけれども、現在はＣＶＭとかトラベルコスト法が有力であるということは、それはそれなりにわかるん

ですけれども、どうなんですかね。特にトラベルコスト法みたいのは、僕の感覚なんですけれども、半

分まゆつば的にみえなくもない。例えば農業の多面的機能だとか森林の何とかで何十兆ってあります

よね。それは、「あなた、森に行って遊びたいですか」といえば、「はい」といって、じゃ東京から長野に

行く、新宿から汽車賃が幾らだとか、１泊して何万円だとかというような計算をすると、べらぼうな金に

なる。つまり国民が行きたいと思っている、だからそれだけの価値がある、何十兆だと。それはそうか

もしれないけど、実際におまえ行くかというと、行くかどうかわからないということもあるし、何十兆もあ

るから、じゃ何十兆円分のそれだけの森林整備の予算だとか農業整備の予算が投じられることについ

て、納税者がウンというかというと、国家予算が80兆のときに70兆も 100兆も投じるはずも――もとも

とそんなつもりもないんでしょうけれども、疑問です。今の生源寺先生の話じゃないけど、それを参考と

して、それだけの価値というのをもつ人もいるねというのはいいけれども、それだけあるからＢ／Ｃで、

費用対効果でこれだけの効果が何十兆もあるよということでダムをつくられちゃうと、やっぱり困っちゃ

うなということがある。 

確かに今は、ちょっと過小評価し過ぎているというのがあって、見直すことについて全然異論はない

んですけれども、ちょっと経済学的などういう手法がいいのかというのはよくわからないんだけど、ちょ

っと留意する、ないしは参考としてこうだというような、Ｂ／Ｃに入れていいのかどうかというのは、ちょ

っと疑問に思うところもあるので発言させていただきました。 



○三野小委員長 

それでは、宮城先生どうぞ。 

○宮城臨時委員 

ちょっと資料が十分に理解できていないかもしれないので、基本的な確認をさせていただきたいん

ですが、今ここでＢ／Ｃとして使おうとしているのは、事業の事前評価を行おうとするときの必須事項の

一つであるＢ／Ｃにも当然反映してくる、そういうことですよね。というと、先ほどの資料－２でいう必須

事項という場合の、配慮事項というふうに区別されていた場合の必須事項の中のＢ／Ｃと、優先配慮

事項の中で挙げられている項目というのは、もともとどう振り分けられていたのだろうかという気がちょ

っとしてきたんですけれども。つまり、事業の効率性が十分見込まれることという中で使われているＢ

／Ｃは、はっきりと効率を測定できるもの、経済的効果を測定できるものが主で、私は感覚的には、外

部評価的なものははっきり見込まれないからこそ優先配慮事項の方で重点的にみていくのかなという

ふうに理解していたんですけれども、もしＢ／Ｃにこういうものも入ってくるとなったときに、重複してくる

可能性はないだろうかとか、重複するとしたら、評価項目を選ぶことでそれは取捨選択できるのかどう

かというあたりを少し考えないと、村田委員のおっしゃったような問題が出てくるのかなという気がした

んですけど、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○三野小委員長 

いかがでしょうか。 

○角田事業計画課長 

ちょっと体系図が似ているのであれなんですけれども、今の費用対効果、Ｂ／Ｃの分析は、土地改

良法に定められたもので、投資と費用の比でもって 1.0 以上というのを確認するということが基本にな

っております。ですから、基本的には農業生産上の効果というものを定量的に評価して算定するという

のがまず基本で、おおむねその効果がほとんどを占めているんですけれども、ただ、いろいろご説明し

たとおり、事業を実施することによってさまざまな効果もあり、それは実際、今はみれることになってい

ます。だけれども、なかなか定量的な手法が開発されていないとかそういうことで、十分な評価がされ

ていない面もあるし、また、項目として評価できるのにまだされていないものもあるということで、特に

政策評価というのは、効率性だけではなくて有効性とか政策効果全体をできるだけ定量的に把握して、

それを効果算定に入れていくという方向でございますので、そういう観点から費用対効果、Ｂ／Ｃの算

定を見直そうというのがこの資料－３の考え方です。 

資料－２の方は、そういうＢ／Ｃとは別に、事業の実施環境でありますとか、あるいは事業によって

出てくる、Ｂ／Ｃに直接は評価しないんですけれども、例えば産地が形成される状況でありますとか、

地域経済が活性されるものでありますとか、土地利用の向上が図られる効果とか、今Ｂ／Ｃに算定し

てないんですけれども、そういう事業をやることによってさまざまな効果がある、あるいは実施環境が

どうなのかということをみていくと。そういうものを事業採択に当たって参考情報としてみていこうと。と

いうことで、今はチェックリスト方式で、一応そういうところがあるかどうかというのを確認はしているん

ですけれども、それも確認だけではなくて、もう少しその程度を評価していこうということで、このＡ、Ｂ、

Ｃのランクでそこをみていこうということでございますので、直接それはＢ／Ｃに反映するというところで

はないんですけれども、事業を取り巻くそのほかの効果なり、あるいは環境ということでそういう評価を

するということでございます。だから、そこは重複がないように、いずれしなきゃいけないとは思っており



ますけれども、直接Ｂ／Ｃに算定されない以上は、重複はないのだろうというふうに思っているところで

ございます。 

○三野小委員長 

そのほか何かございますでしょうか。まだこれから考えていこうということでございますので、なるべ

くいろんなご意見をいただいておけばと。 

海野委員。 

○海野専門委員 

具体的な話にならなくて恐縮なんですけど、先ほど生源寺委員がおっしゃった関連産業の雇用効果

ですね。そういう雇用効果、実は農地だけみると、むしろ雇用マナイス効果が出てくるわけですけれど

も、そういうものと、それから生活環境がよくなったこととか、そういうものを含めた定住効果。実は事

業をやる地元が一番やりたいのは、そういう定住効果であるんだろうと思うんです。先ほどからも議論

になっていますように、なかなかそれ自体はＢ／Ｃに入る話ではないのかもしれないんですが、全体に

特に多段階評価の中では、定住関係のものをきめ細かく拾っていくようなことを、将来の問題としては

考えていただきたいなというふうに思います。 

○三野小委員長 

ありがとうございました。 

それでは、もしご意見がないようでしたら、次の話に進みたいと思いますが、いかがでしょうか。一

応きょうご意見を出していただいたのは、また整理いただいて、次回にでもご報告いただければと思い

ます。 

それでは、続きまして、最後ですが、資料－４の「国営土地改良事業等における事後評価手法の改

善について」、事務局からお願いしたいと思います。 

○井上土地改良企画課長 

資料－４を使いましてご説明をさせていただきます。 

１ページでございますが、これまでの取り組みを整理しております。12 年から事後評価については

実施してきておりまして、毎年、改良を加えてきているところでございます。１ページの最後に書いてあ

りますように、これからも多様な算定の手法を用いまして、試行錯誤を繰り返しながら、わかりやすい

評価結果となるように改善を進めていくことを基本的な方針としております。 

１ページめくっていただきまして２ページでございますが、そういう方針のもとで、平成 17年度におき

ます事後評価手法の改善をしたいと考えております。16 年度の国営土地改良事業などの事後評価結

果を踏まえた課題が明らかになっておりますので、その課題に対応する形で改善を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

課題でございますが、恐縮でございますけれども最後から２ページ目、14ページ及び15ページをお

開き願いたいと思います。これは昨年の９月 30 日にこの場でお示しをさせていただいた資料でござい

ます。そのときお話を申し上げましたのは、まず最初に作物生産効果でございまして、この問題点とい

いますのは、現在、作物ごとに全国一律に設定をしております、※をつけております純益率というもの

を用いて計算をしておるわけでございますが、下線を引いておりますように、いろんな工夫をされて、

農業生産基盤整備を生かして生産性の高い農業が展開されているにもかかわらず、作物生産効果が



小さい結果となっている事例があるということをご報告させていただきました。これを具体的にどう改善

するのかということでございます。 

それから、②のところは更新効果でございます。このテーマの前の議題のときにもご説明をした内

容でございますが、更新効果といいますのは、再整備によって従前の生産が維持される効果でござい

ますけれども、現時点では、既に整備された施設の更新についての効果の算定が十分な手法として

は確立されておりません。便宜的に、旧施設の機能を有する施設を再建設するために必要な最経済

的事業費をそのまま効果としているところでございます。 

したがいまして、下線を引いておりますが、更新整備を実施することによる便益をより適切に評価す

る方法について検討をする必要が生じております。 

また、データの問題でございますが、③に書いてございますように、各効果算定の基礎となりますい

ろいろなデータについては、事業実施地区外を含んだ平均的なデータを使っているのが今まででござ

いました。これについて、これから工夫をする必要が出てきているということでございます。 

15 ページでございまして、新しい効果がいろいろと確認をされております。例えば①にございますよ

うに、下線を引いておりますが、事業効果について、受益地区のみに着目して効果を評価するのでは

なくて、受益農家の経営全体に着目して効果をとらえることが必要になってくる場合もございますので、

これをどういうふうに考えるのかということ。 

②でございますが、新しい効果について、いろんなプラスの効果を拾う際に留意すべきことがござい

ます。下線を引いてございますように、その効果額を事前評価の費用便益比の算定に加えるには、評

価の方法が妥当かどうかについてさらに検討する必要があって、評価項目の重複などについても検

討をしておく必要があるということ。それから、生態系など環境面へのマイナスの効果もありますので、

それを評価することが必要であるということでございます。 

③につきましては、引き続きいろいろな効果の定量化を積極的に試みようということでございまして、

この話をさせていただいたところでございます。 

本日は、それらについて具体的に17年はどうするかということでございまして、恐縮でございますが

戻っていただきまして、２ページでございます。まず、作物生産効果の評価方法の改善でございますが、

受益地区におきます営農改善実態をより的確に把握するために、純益率というものを使わず、事後評

価地区の作付面積、単収、単価あるいは生産費に関する調査結果をもとに、直接純益額の増減を算

定する試みをしたいというふうに考えております。 

２番目でございますが、更新効果につきましては、この前のテーマで議論をさせていただいたとおり

でございまして、既存の農業水利施設が更新されることによって地域の農業生産が維持される効果に

ついて、農業生産額などを用いて試算を行いたいというふうに考えております。 

③の効果算定の基礎データの的確な把握でございますが、この部分につきましては、予算の拡充

をしまして、幅広く実情を踏まえたデータがとれるように改善をすることにしたところでございます。詳し

くは、また参考資料のところでご説明をいたします。 

④の受益農家の農業経営の向上に係る効果の適切な把握でございますが、先ほど申し上げました

ように、受益農家の経営全体に着目して効果をとらえる手法について検討を進めたいというふうに考

えております。ただ、実際のところ当面は、作物生産効果などの把握のときに、受益地区にかかわるも

の以外の効果が発現している事例を調べて集めてみるということを優先させて、その中から、どういう

ことが具体的に計算手法として確立できるのかということを考えていきたいというふうに思っておりま

す。 



⑤でございますが、新しく発現が確認された効果でございまして、これにつきましては、いろいろな

手法がございますので、それを積極的に活用して評価をしたいと思っております。ただ、留意事項など

もございまして、その点につきましては、後ほど参考資料を使ってご説明をいたします。 

⑥の事業実施に伴う環境の変化に関する評価でございます。これにつきましては、最終的には数

量化というところがございますが、当面は客観的な事実の把握に重点を置いて評価を進めたいという

ふうに考えております。 

３ページでございまして、そういう評価結果の説明方法でございます。これにつきましてもご議論を

いただいておりますが、各地区別評価結果の結果書につきましては、定量的でわかりやすい評価をす

るために、17 年度から費用対効果分析の結果をきちんと表示したいと考えております。 

説明方法の改善でございますけれども、効果の算定諸元が事前と事後でどのように変わったのか

がわかるように、きちんと数値で記載して説明をしたいというふうに考えております。 

今申し上げました内容を若干参考資料で補足をさせていただきますと、まず「効果算定基礎データ

の的確な把握」でございまして、４ページでございます。作物生産効果などにつきまして、対象面積、

作付面積、単収、価格、現況営農経費につきましては、広い範囲の平均的な数字を今までは使ってお

りましたけれども、先ほど申し上げましたように新しい予算もついておりますので、そういうのを使いま

して細かなデータを集めていきたいというふうに考えております。 

また、留意事項で少し気をつけておかないといけないのは、最後の維持管理費節減効果でござい

ます。ことし16年度にやった経験からしますと、事業完了後５年ということでございますので、評価する

調査対象施設が比較的新しくて維持管理経費が安く抑えられている嫌いがございます。今後評価す

る場合は、施設の耐用年数全体を考えて、工夫して推計する必要があろうというふうに考えておりま

す。 

５ページでございます。新しく発現が確認された効果につきまして、冒頭書いてございますように、

事後評価におきまして新たに発現が確認された効果の評価につきまして、いろんな算定方法の検討

を行って、できる限り定量的な評価に努めているところでございまして、17年度もそういう方針に従って

行いたいと思っております。 

具体的にどういう効果が考えられるのかということでございます。昨年の２月５日と９月 30 日のこの

場でお示しをしておりますが、例えばポツの２つ目の産地形成効果でございまして、農地造成によりま

す農産物生産量の増大に伴いまして、周辺の既耕地における農産物とあわせて出荷することで、農

産物価格が安定する効果が出ております。 

また、３番目に書いてございますように就業機会創出効果、定住効果ということにもなるかもしれま

せんが、事業実施を契機としまして農産物の生産が拡大し、加工あるいは流通の雇用の機会がふえ

るということ。あるいは経営規模の拡大、あるいは労働集約作物の導入で受益農家そのものにおきま

す雇用労働が増大するということで、就業も拡大していくという効果が出ておりますので、こういう点に

つきましても、実際、事例を集めて並べてみて考えるということにならざるを得ないかもしれませんけれ

ども、こういう点につきまして工夫を凝らして、他との重複、あるいはこういう効果は土地改良事業だけ

で発現した部分でない部分もございますので、そういう点に気をつけながら評価をしてまいりたいと考

えております。 

あと、環境についてちょっとご紹介をさせていただきますと、９ページをごらんいただきたいと思いま

す。事例をきちんと把握することが当面重要だと考えておりまして、その一つの例でございます。北海

道泉地区の事例でございますが、この地区は、基幹排水路の流下断面を確保するという事業を行い



ました地区でございます。施工区域に、珍しい種類でございます天然のオショロコマという魚が生息を

しておりましたので、それについて、当然気をつけて事業を実施しましたけれども、専門家の調査によ

りますと、生息密度が低くなっているということが判明いたしました。そういうことから、専門家を交えま

して対策を考えるために原因を究明した結果、水深とか流れが一定で単調であるとか、植物が不足し

ていて、生息場所が絶対的に不足しているというようなさまざまなことがわかりましたので、それらを改

善するための再整備を行っております。こういう点につきましても明らかにしたいというふうに思ってお

ります。 

12 ページでございます。評価書の改善につきまして申し上げましたが、そこに書いてございますよう

に、現行と改善（案）のように評価項目の中に、Ｂ／Ｃ分析の結果のＣの費用とＢの便益、その割り算

をきちんと書きたいというふうに思っております。 

それから、そういうことをする前提として、13ページにございますように、第三者委員会を開催します

場合には、右手にございますように、いろいろな諸元の変化の状況をきちんと数字であらわして、何が

どう変わったのかということをお示ししたいと思っています。技術的になかなか難しい点がありますの

で、その点につきましては、いろいろな事例をみながら試行錯誤的にやって、いろんな効果を適切に評

価したいというふうに考えております。 

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、ただいまの内容についてご自由にご発言いただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。何かございますでしょうか。先ほどの話と大分かぶっている面が多いと思いま

すが、これは国営事業ですよね、補助事業等ではないですね。 

○井上土地改良企画課長 

はい。 

○三野小委員長 

何か特にございませんでしょうか。 

それでは、具体的事例がまたこれから出てくると思いますので、その時点時点でまたご議論いただ

ければと思います。 

それでは、以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。 

それでは、議事進行を事務局の方へお返ししたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 

本日は、どうもお忙しい中、いろいろご意見いただきましてありがとうございました。これをもちまして

平成 16 年度第３回の企画小委員会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 
 

――了―― 


