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１． 土地改良事業の費用対効果分析と新たな効果体系の検討

○土地改良事業では、土地改良法の制定時から、事業の経済的妥当性の確認を目的として費用対効果分析を実施。

○従来定量化できなかった効果の定量的な把握や、現行の効果項目のより適切な算定を目的として、費用対効果分析手法
の改善を検討中。

◆土地改良法による費用対効果分析の位置づけ

・土地改良事業では、土地改良法令により、事業の施行に関する
基本的な要件の一つとして、「当該事業のすべての効用がそのす
べての費用をつぐなうこと」と規定。

・土地改良法施行時（S24）より、申請された事業計画の適否の判断
基準として、費用便益比が １．０ を超えることを確認。

◆政策評価法を踏まえた費用対効果分析手法の改善

・平成14年に政策評価法が施行され、個々の公共事業について、費用対効
果分析等、客観的な手法によって政策効果を定量的に測定・把握し、事
前評価を行うことと規定。

・農村定住条件整備効果や農村環境保全効果については、効果をより適切
に把握するため、手法の改善を検討。

・また、現行の費用対効果分析に含まれない効果項目について、既存の効
果項目との重複等に留意しつつ、新たな算定手法を検討。

【 次の４つの視点から費用対効果分析手法の改善を検討】

①更新事業が主体となってい
ることに対応した評価算定手
法の見直し

②外部経済効果を適切に評価
するための効果算定手法の
高度化

・ 更新事業に対応した新たな効果算定
手法(更新効果＋機能向上による効果)

・効果算定方式

【現行の効果体系】

事業効果

農業生産性
向上効果

農村定住条件
整備効果

農村環境保全
効果

減少効果

廃用損失額
（ﾃﾞｯﾄﾞｺｽﾄ）

農業生産向上効果

農業経営向上効果

生産基盤保全効果

被害軽減効果

生活環境整備効果

地域資産保全・向上効果

景観保全効果

保健休養機能向上効果

効果の算定手法の改善を検討

③政策評価に対応し、これまで
評価されていなかった効果項
目の追加

④事業の幅広い効果を説明す
るために参考値として示すこ
とが可能な効果(参考値)

・地域洪水被害軽減効果

・ 水辺環境整備効果

・ 保健休養機能向上効果 等

・ 耕作放棄防止効果

・土地利用秩序化による利便性向上効果

・農業労働環境改善効果 等

・ 食料の安定供給に関する効果

・ 地域経済への波及効果
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２．新たな効果体系の整理について

○食料・農業・農村基本法の制定により、農業の持続的な発展と農村の振興により、食料の安定供給の確保と多面的機能
の発揮を図るという政策体系に即して事業を推進。

○事業の政策効果を適切に評価する観点から、基本法の４つの基本理念に即した新たな効果体系を整理し、効果項目の見
直しと追加を検討。
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Ｐ11～Ｐ13• 投資効率方式（妥当投資額・事業費比
率）から総費用総便益比方式への移
行に向けて必要な諸条件を検討。

• 事前評価地区において試算を実施。

• 新規投資事業から更新整備事業へと
事業の内容が変化していることから、
工事期間中の効果発現を考慮した方
式の導入を検討する必要がある。

• 投資効率方式（妥当投資額・事業費比
率）

効果算定方式

• 新規投資から更新整備へと事業の内
容が変化してきており、更新効果の内
容を適切に評価する手法に転換する
必要。

現行の算定手法の課題

• 更新事業における効果をよりわかりや
すく算定するため、全ての効果を「事業
なかりせば・ありせば」において積み上
げて比較する算定手法に改善。

算定手法の改善方向

Ｐ5～Ｐ10
(前回説明)

備考

• 老朽化した施設を改良又は更新した場
合に、農業生産が維持される効果とし
て、旧施設と同等の機能を有する施設
を再建設する事業費をもって算定（簡便
法）。

更新事業に対応した新
たな効果算定手法(更
新効果＋機能向上によ
る効果）

効果算定の考え方項目

①更新事業が主体となっていることに対応した評価算定手法の見直し

３．効果の見直しの視点

○効果項目の見直しに当たっては、効果項目間の重複計上の排除、事後評価の反映等にも留意しつつケーススタディを
行って、評価算定手法の高度化、適正化を検討。

Ｐ14～Ｐ15
(前回説明)

• 現行の簡便な被害予測方法の妥当性
を検討。

• 氾濫シミュレーションにより被害軽減方
法を推計する手法を追加。

• 応急対策費等を計上。

• 現行の手法では、当該地区で過去に
洪水被害が発生していない場合に過
小評価になる。また、資産への被害以
外の応急対策費は計上されていない
等、適切な評価となっていない。

• 施設の新設・改良により軽減される
被害額を効果として算定。

• 過去の洪水被害額と洪水流量・降
雨量の相関式に基づき、被害軽減
額を推計。

災害等防止効果

地域洪水被害軽減効果

Ｐ19～Ｐ20• 土地改良事業におけるＴＣＭの標準的
手法を検討。

• ケーススタディを実施し、導入にあたっ
ての課題等を整理。

・保健休養のために訪問する等の交流
に係る価値が未計上。

• レクリエーション事業等を計画した
場合に発生する収益額を按分し、
農業用施設等に係る収益額を効
果として算定。

保健休養機能向上効果

• 簡便的な代替法の評価となっており、
環境を保全・創造する効果を適切に評
価していない。

現行の算定手法の課題

• 土地改良事業におけるＣＶＭの標準的
手法を確立。

• 受益範囲の設定に配慮し、過大な評
価とならない方法を検討。

算定手法の改善方向

Ｐ16～Ｐ18
(前回説明)

備考

• 環境に配慮するために要する追加
投資額や、水質を浄化するための
施設の事業費を基に効果を算定。

水辺環境整備効果

水質浄化効果

農道環境整備効果

効果算定の考え方項目

②外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高度化を図る項目

※前回検討することとした「維持管理費節減効果」、「安全性向上効果」については、今回の見直しの対象から削除した。
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③政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目

Ｐ16～Ｐ18
(前回説明)

・水辺環境整備効果、水質浄化効果、農道環境整備効果
のＣＶＭと一体的に算定する手法を検討。

・農業施設を活用し、環境・農業学習の場が提供される効
果。

環境・農業学習効果

Ｐ21～Ｐ23・新事業における効果算定に関連して、「事業ありせば・な
かりせば」の比較により、耕作放棄防止の効果を算定。

・事業なかりせば発生する耕作放棄面積については、耕
作放棄発生シミュレーションや近隣未整備地区の耕作放
棄発生率より算定する手法を検討。

・ほ場整備等の事業を実施することによって、耕作放棄が
防止されるであろう農地が支えている農業生産、多面的
機能を維持する効果。

耕作放棄防止効果

・生活利便性の向上に係る効果を総合的に評価するため、
研究の蓄積の多いＣＶＭによる定量化の検討を行う。

・労働の質的改善に係る作業を特定し、その改善に係る評
価を代替法、ＣＶＭ等により算定する手法を検討。

・農薬散布方法の改善(人力散布→スプリンクラー)にを対
象としたケーススタディにより、追加的手当(代替法)、
CVMによる方法を検討する。

算定手法の検討

Ｐ27～Ｐ29
(前回説明)

・ほ場整備等の事業による土地利用の秩序化によって発生
する、生活利便性向上に係る効果。

土地利用秩序化による利便性
向上効果

Ｐ24～Ｐ26・事業実施による労働の質的軽減(労働強度、危険労働の
解消など)に係る効果。

農業労働環境改善効果

備考効果の考え方効果項目

※前回検討することとした「農業構造の変化に伴う効果」については、今回の見直しの対象から削除した。

④事業の幅広い効果を説明するために参考値として示すことが可能な項目

Ｐ31～Ｐ32・川上産業については、産業連関表により分析し、川下産
業については、現地調査により既存産業（配送業等）や、
新たに生じた関連産業（食品加工業等）への波及効果を
明らかにする。

・事業を実施することによって生じる農業生産の増加に伴い
波及する川上・川下産業の利潤の増加額、雇用者数を効
果の参考値とする。

地域経済への波及効果

（参考値）

・米の需給曲線を活用し、生産量の増大、生産費の低減
による消費者余剰の増加分を推計する。

・効果は複数の事業の実施により、かつ、長期に生じるた
め、個別地区での評価は困難であり、マクロ（事業全体）
の評価を検討する。

・国内の農業生産が確保されることによって食料供給のリ
スクが抑制される効果については、マクロでの評価手法
を今後の課題とする。

算定手法の検討

Ｐ30・土地改良事業の実施による生産量の増大、生産費の低減
による価格の低下を通じて長期的に消費者余剰の増大が
見込まれる効果。

・政策評価としてマクロの評価を行い、個別地区の効果の
算定は行わない。

食料の安定供給に関する効果

（参考値）

備考効果の考え方効果項目
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（１）更新事業（用排水施設）に対応した新たな効果算定手法〔更新効果＋機能向上による効果〕

［算定手法の改善の基本的な考え方］
よりわかりやすく、適切な算定手法として、現行の更新効果と機能向
上による効果を一体的に算定する方式に見直し、事業を実施しなかった
場合（「事業なかりせば」）と事業を実施した場合（「事業ありせば」）を比
較し効果算定する手法に改善する。なお、費用対効果分析においては、
更新整備を行わない施設を含めて用排水システム全体で費用及び効果
を捉え、分析することとなる。
ポイント
○更新効果→原則として、各種効果を「事業ありせば」、「事業なかりせ

ば」による算定手法に変更
（ただし、当初事業において更新効果を測定している場合
は、現行の簡便法による想定効果を見込むこととする。）

○事業なかりせば→前歴事業の現況を踏まえ、施設の機能が失われた
状況を想定。

１．現行の更新事業における効果の考え方
○更新効果：老朽化等により機能が低下した既存の農業水利施設を改良又は更新した場合に、旧施設の下で行われていた農業生産が維持さ

れる効果。
○機能向上による効果： 事業によって機能が向上（用排水量の増加、遠隔管理システムの導入等）することで発現する効果。

２．現行の算定手法
○更新効果：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基に効果を算定している。
○機能向上による効果：作物生産の増減、営農経費の節減、維持管理費の節減等について積み上げて算定している。

３．効果算定上の課題
○更新効果：新規投資事業から更新整備事業へと事業の内容が変化し、更新効果の占める割合が高まってきており、算定手法の高度化として

積み上げ方式の導入が求められている。

４．算定手法の改善方向
○事業を実施した場合としなかった場合を比較し、その純益額の差額を効果額とする手法に見直すこととする。

〔効果測定のイメージ〕

（事業完了後の将来あるべき姿）

機能向上に

による効果

（現 況） 更新事業あ

りせばの純

益額② 現況の施設

更新事業実 が有してい

施前の純益 る効果（事業なかりせば

の状況を想定）額

（農業純益

額＋農業外 更新事業な

純益額） かりせばの 更新事業による

純益額① 効果 ②－①

４．更新事業が主体となっていることに対応した評価算定手法の見直し
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〔参考１〕更新事業（機能向上を含む）における新たな算定手法による試算結果

前歴事業以前においても営農がなされており、旧施設（前歴事業）においても更新効果として算定されており、
今回の更新整備によりその効果についても引き継がれることとなる。しかしながら本効果については、当時の
営農状況を把握することは困難であるため、「事業ありせば・なかりせば」ではなく 経済的事業費を持って簡
便的な手法を用いて算定した。

前歴事業の更新効果

現在の排水施設の機能が失われた状況を想定し、
過湿による単収の減少と作付面積の変化について
設定を行った。

地区の営農計画に基づく事業完了後の農業生産額
（純益ベース）とする。

作物生産＋品質向上※１

現在の排水施設の機能が失われた状況（＝施設が
ない状況）を想定し、前歴事業の実施前の維持管
理費用を現在価した。

施設機能の向上のため新規の施設を整備する場合、
新規施設の管理費等を含めた計画の維持管理費とす
る。

維持管理費節減

現在の排水施設の機能が失われた状況を想定し、
過湿によって増加するであろう農作業時間を設定し
た。

関連事業等の実施によって生じる営農経費の節減を
踏まえ事業完了後の営農経費とする。

営農経費節減※２

事業なかりせば事業ありせば効果項目

ケース１ 国営かんがい排水事業（Ｅ地区：排水機場及び排水路の更新整備）

※１，２の効果については、Ｐ８のイメージ図を参照

○算定に当たっての考え方
①「事業ありせば」は、当該事業による営農計画、維持管理計画等に基づき将来の作物生産の純益額及び営農経費、施設の維持管理費等に

ついて算定する。
②「事業なかりせば」は、現在の施設機能が失われた場合を想定し、生産額、営農実態等を踏まえ算定する。

○試算結果を踏まえた今後の対応方針
今回の試算では、現況の施設機能が失われた場合（いわゆる「事業なかりせば」）の条件設定について試みたが、この条件設定については多

様な手法が考えられる。今後、適正な条件設定の手法について事例地区に基づきマニュアルの作成を行う必要がある。
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ポイント： 事業なかりせば」の設定においては、現況の土地利用、気象条件の基に旧況施設「

の排水能力で過湿・湛水シミュレーションを行うこととなる。この場合、旧況施設

の機能の把握が重要となる。

前歴事業 更新事業 なかりせば ありせば

排水状況 排水状況 排水状況 排水状況

1,000ha 1,000ha 1,000ha 1,000ha
500ha 700ha 300ha 1,000ha乾畑 ※ 乾畑 乾畑 乾畑<課題>

前歴現況老朽化

500ha 700ha過湿 降雨の 過湿施設での

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ変化 過湿 300ha

湛水 湛水 湛水

200ha 100ha 300ha
（排水条件） （排水条件） （排水条件） （排水条件）

基準雨量 基準雨量 基準雨量 基準雨量

R=100mm/d R=120mm/d R=120mm/d R=120mm/d
（旧況施設） （現況施設） （旧況施設） （更新施設）

排水路〈自然排水〉 排水路〈更新対象〉 排水路〈自然排水〉 排水路〈拡幅〉

〈 〉 〈 〉排水機場 更新対象 排水機場 増設

（排水能力） （排水能力） （排水能力） （排水能力）

Q=10m3/s Q=15m3/s Q=10m3/s Q=30m3/s
( から老朽化)Q=20m3/s

※前歴事業により排水改良がなされたが、

その後の老朽化、降雨の変化等により

現在は湛水被害等が発生している。

○「事業なかりせば」におけるほ場条件（作物生産効果、営農経費節減効果共通項目）の設定イメージ
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※１（新たな「作物生産効果」の算定イメージ）

ポイント

今回の試算では、作付面積、単価、純益率は現時点とし、単収について事業なかりせば

・ありせばを想定した。特に「事業なかりせば」の単収の設定については、地域の状況を

踏まえ適正な設定が重要となる。なお、単収の考え方については以下の通りである。

算定式

効果額＝事業ありせば純益額－事業なかりせば純益額

※純益額＝作付面積×単収×単価×純益率

（水稲の場合）

増収率（標準データ）

６％で割引(－ ）27kg

機能アップ 新たな算定

相当分 手法による

従来の更新 効果

現 況 の 効果相当分 ( )53kg/10a

単 収

456kg/10a

事業なかり 事業ありせ

せばの単収 ばの単収

429kg/10a 483kg/10a

排水悪化のイメージ 排水改善のイメージ

ポイント

「事業なかりせば」の農作業時間の設定においては、地域の営農状況を踏まえ適正な作業時間

を設定することが重要となる。

（水稲の場合）

○ 農作業時間の考え方

事業なかりせば 事業ありせば

当該事業の

営農経費節減効果人力

１０１時間 ※６時間の労働

( 当たり） 時間が削減 人力ha
９５時間

（ 当たり）ha
機械力 ※１５時間の機 機械力

６０時間 械稼働時間が ４５時間

（ 当たり） 削減 （ 当たり）ha ha
※削減時間については、周辺地域における過湿農地と無過湿農地での実績作

業時間に基づき設定

※２（新たな「営農経費節減効果」の算定イメージ）
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当該事業によって新たに追加される機能である
ことから、事業なかりせばは現況としている。

試算として現行手法を用いて当該事業によって新
設された施設の機能相当について、追加投資額を
便益として代替した。

その他効果（安全性向上効果、水辺環
境整備効果）

現在の農業水利施設の機能が失われた状況を
想定し、減収率を設定し想定農業生産額（純益
ベース）として算定。

本地区は、用水量の変化がないため現在の作付
状況を踏まえ農業生産額（純益ベース）を算定。

作物生産＋品質向上

現在の農業水利施設の機能が失われた状況
（＝施設がない状況）を想定し、前歴事業の資
料に基づき、当時の維持管理費（昭和２０年代
後半）を単価修正し設定。（取水施設の補修費
を計上）

対象とする施設については、前歴事業（事業なか
りせば）との比較を行うため、取水施設（頭首工、
導水路）に絞り込み、計画の維持管理費を算定。

維持管理費節減※３

（本来であれば、全施設について比較す
る必要があるが、本地区の場合は前歴
事業の維持管理の状況が取水施設し
かないことから、この施設に限定し比較
した。）

事業なかりせば事業ありせば効果項目

ケース２ 国営かんがい排水事業（Ｋ地区：頭首工、用水路等の更新整備）

※３の効果については、Ｐ１０のイメージ図を参照
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当該事業によ

る節減額 

ポイント 
 「事業なかりせば」の設定については、前歴事業の実施前の状況を把握する必要がある。前歴事業が相当年数が経過している場合、当時の状

況をどのように想定するかが課題となる。 
 
○基本的な考え方 
 本効果の考え方としては、前歴事業によって生じた維持管理の節減と当該事業によって生じる維持管理の節減について一体的に捉えることと

する。（旧施設が有している維持管理費の節減効果については、更新事業によって次の施設に引き継がれ、かつ新たに整備された施設によって現

在の維持管理費が節減される効果を見込むこととする。） 
 なお、今回の試算では、前歴事業に関する資料収集の限界から取水施設に限定し効果を測定した。 
 
○算定式 
 効果額＝前歴事業による維持管理費節減額＋当該事業による維持管理費節減額 
 
○効果発生要因 
   蛇篭を用いた簡素な井堰（９カ所）         頭首工整備（井堰統合）         頭首工の一部改修（ｹﾞｰﾄ等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
    洪水による井堰の決壊写真            前歴事業によって井堰を          一部施設の老朽化に対応し 
   （施設の補修に多くの労力が必要）         統合するとともに近代的          改修整備を実施する 
                            な施設に整備  
 
 
         

 
現在の施設

が整備され

る前の維持

管理費  
  

前歴事業に

よる節減額

(３百万円) 

(405 百万円) 

※３（新たな「維持管理費節減効果」の算定イメージ）

前歴事業の効果と
して引き続き維持さ
れるもの

新たに機能向上とし
て想定される効果
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①投資効率方式のイメージ図

（模式図）

事

業 Ｔ＝１０年の場合
着工 完了

費

工 事 期 間 １２年 耐用年数（地区毎の総合耐用年数）
１０年

妥
年効果

当

投 （Ｂ）
１Ｂ

１資 １＋ Ｂ ＝Ｂ建設利息率
還元率

（割引率 ４．０％）額

１Ｂ

（算定式）

妥当投資額
投資効率 ＝

事業費

年効果額
デットコスト（廃用損失額）妥当投資額＝ －

還元率×（１＋建設利息率）

建設利息率＝ａ×Ｋ×ｉ’×Ｔ
ａ ＝農家負担率（全国の平均的な農家負担割合）
Ｋ ＝調整係数（複利利息に換算する係数）
ｉ’＝利子率（農林漁業金融公庫の農業基盤資金の利子率）
Ｔ ＝事業着手から一部効用が発生するまでの年数

(２)効果算定方式

１．現行の算定手法
○現行の算定手法は新規事業を想定しており、その効果は事業完了後に発現することから事業完了時点を基準とする投資効率方式としている。

２．効果算定上の課題
○現行の算定手法では工事期間中の効果発現を考慮していないが、次の事業内容の変化から工事期間中の効果発現も考慮する必要がある。
１）土地改良事業が新規整備から更新整備に移行し、工事着手から効果が発現している。
２）工事期間中での部分的な通水により、効果の早期発現が図られている。

３．算定手法の改善方向
○費用・効果の発生時期の相違を踏まえ、それぞれ現在価値化した総費用総便益比手法の導入を図る。

②総費用総便益比方式のイメージ図

（模式図）

（割引率 ４％）現在価値化

年

事

業

総 費

費

用

着工 完了（工 事 期 間 １２年）

評価期間（一定期間を設定）

総

便

益

年

効

果

（割引率 ４％）現在価値化

※費用効果の大きさは関係なし

※維持管理費については、その従前と事業後の差を効果として計上している。

。※評価期間は、施設の耐用年数を考慮し事業種毎に設定することとしている

（算定式）

総便益（効果の現在価値化）
総費用総便益比＝

総費用（事業費の現在価値化）

ｔB
総 便 益 額＝ Σ ｔ（１＋割引率）

ｔＣ
総 費 用＝ Σ ｔ（１＋割引率）

将 来 の 更 新

整 備 に 要 す

る 想 定 費 用
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4,500,000

3,500,000

2,500,000

1,500,000

500,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48 H50 H52 H54 H56 H58 H60 H62 H64 H66 H68 H70 H72

費用、便益額（千円）

９０，９４０百万円

８１，３９７百万円

〔参考〕 １．総費用総便益比方式による試算結果

○新規整備事業（Ｏ地区：主に畑地かんがいの場合）

国営事業の完了（用水が供給可能となる）と関連事業の進捗（農地に配水可能となる）に併せて効果が発現する。

○更新整備事業（Ｍ地区：主に水田かんがいの場合）

当該地域の農業生産を維持しながら施設の更新整備が実施されることから、事業着手から効果が継続的に発現する。

国営事業（実績） 国営事業（現在価値） 関連事業（実績） 関連事業（現在価値） 便益額（実績） 便益額（現在価値）

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48 H50 H52 H54 H56 H58 H60 H62 H64 H66 H68 H70 H72 H74 H76 H78 H80

費用・便益額（千円）

４５，２１６百万円

４４，８０９百万円

評価基準年（H16）

今回の整備に要する事業費

施設の更新に要する事業費

主に事業完了後に効果が発現

評価基準年（H16）

今回の整備に要する事業費
施設の更新に要する事業費

主に事業着手から継続的に効果が発現

一定期間（５０年）

一定期間（５０年）

国営事業完了年（H22）

国営事業完了年（H30）
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〔参考〕 ２．新たなＢ／Ｃ算定手法導入に向けた検討事項

１．工事期間の費用と便益
新たなＢ／Ｃ算定手法は、工事期間における費用と便益を考慮。工事期間中の工種別の工程管理計画と効果の発現過

程を明確化して費用対効果分析を行う必要がある。

２．評価対象期間
評価の対象期間は、現行の総合耐用年数から「工事期間＋一定期間」へ変更。一定期間は施設の耐用年数を考慮した

供用期間と現在価値化の影響度、施設の耐用年数に加え、長寿命化対策による耐用年数の延伸等を考慮し一定期間の
設定について検討が必要である。（地区ごとに設定する方法と土地改良事業として統一する方法が考えられる。）

３．更新費用の計上
評価対象期間において耐用年数が短い施設については、更新費用を計上することとし、その費用（用地費、補償費、撤

去費等）の統一的な取り扱いを定める必要がある。

４．新たな算定手法の啓発と普及
新たなＢ／Ｃ算定手法の導入にあたって、具体的な算定手法を示すマニュアルの策定、国出先機関・都道府県・市町村

等に対する啓発と普及が必要である。
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１．効果の考え方
○施設の新設・改良により、洪水、土砂流出等の災害に伴う作物、農地、農業用施設、一般資産及び公共資産の被害が防止または軽減される

効果。

２．現行の算定手法の課題
○過去の洪水被害額と洪水流量・降雨量の相関式に基づき、被害軽減額を推計。
○現行の手法では、当該地区で過去に洪水被害が発生していない場合に過小評価になる。また、資産への被害以外の応急対策費は計上され

ていない。

３．算定手法の改善方向

○過去の洪水被害額と洪水流量・降雨量の相関式に基づき、被害軽減額を推計する現行の手法に加えて、氾濫シミュレーションにより被害軽減

額を推計する手法を追加する。
○従来、算定していなかった間接被害の軽減（家庭および事業所における応急対策費)の計上も検討する。

• 合理的に避難を行えば人身被害の防止できると考えられるた
め、人身被害の防止・抑制数は計上しない。

－－人身被害の軽減

• 原則として、当該地域の過去の水害の事例から調査。

• 過去の事例が得られない場合は「水害統計」の原単位に基づ
き推計。

• 家庭および事業所の応
急対策費用の軽減額を
推計

－応急対応対策費
用の軽減

間接被害の
軽減

• 現行の方法は、当該地区で過去に洪水被害が発生していない
場合に過小評価になる。

• 氾濫シミュレーションに基づく評価において、農業関連の資産
等の原単位は「農地・農業用施設災害統計」、一般資産等の
原単位は「水害統計」を使用。

• 氾濫シミュレーションに
基づき、湛水が防止・軽
減される資産額を推計

• 過去の洪水被害額と
洪水流量・降雨量の
相関式に基づき、洪
水被害軽減額を推計

作物、農地農業用
施設、一般・公共
部門の被害軽減

直接被害の
軽減

改善現行
備考

算定方法
効果項目

［災害防止効果・地域洪水被害軽減効果の算定手法の改善の方向性］

（１）災害防止効果、地域洪水被害軽減効果

５．外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高度化
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〔参考〕災害防止効果、地域洪水被害軽減効果のケーススタディについて

［ケーススタディの実施概要］
○老朽化したため池の漏水量が増大し、ため池の堤体が陥没して決

壊した場合を想定。被害区域は下流6.5kmまでと想定。

≪試行結果≫

○老朽化したため池を改修して、かんがい用の調整池等として利用する場合に、ため池の更新によって防止される洪水被害
を、氾濫シミュレーションに基づき評価。

○資産の被害軽減額（作物、農地、農業用施設、一般資産および公共資産）に加え、応急対策費用（事業所、家庭）を推計し
た結果、当該地区における効果額は約15.5億円となり、B/Cの0.4ポイントに相当。

308.5貯水量(千m3)

土堰堤形式

80.0灌漑面積(ha)

農業（田）使用目的

１８４５年設置年

概要項目

≪ため池の概要≫

(千円)

区分 資産名 資産細目 被害程度 数量 単位 単価 被害額

農業部門 農地 田 耕土流出 148.7 ha 8,175 1,215,623

農業用施設 用水路 全壊 54,134 m 4 216,536

排水路 全壊 16,830 m 8 134,640

農作物 流出埋没 361,682

浸水 137,884

農業用納屋 納屋 1.3m以上 109 戸 3,578 390,002

非農業部門 農家・非農家 住居 1.3～1.8m 747 戸 9,035 6,749,145

1.8m以上 277 戸 15,246 4,223,142

事業所 1.3m以上 223 戸 77,414 17,263,322

公共建物 建物 1.3～1.8m 4 戸 123,006 492,024

1.8m以上 20 戸 218,753 4,375,060

家庭 住居 1.3～1.8m 747 戸 541 404,199

1.8m以上 277 戸 759 210,288

事業所 1.3m以上 223 戸 3,655 815,065

想定被害軽減額 36,988,612

還元率（80年） 0.0418

年被害軽減額 1,546,124

応急対策費

以上の結果より、年被害軽減額は１５．５億円となる。

【老朽化したため池】
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(２)水辺環境整備効果、農道環境整備効果、水質浄化効果

１．効果の考え方
○水辺環境整備効果、農道環境整備効果：景観等の周辺環境に配慮した施設を設置することで、水路・農道等の周辺環境が保全･創造される

効果。
○水質浄化効果：事業の実施により農業廃水の浄化が行われ、公共用水域の水質が改善される効果。

２．現行の算定手法の課題
○水辺環境整備効果、農道環境整備効果、水質浄化効果については、環境に配慮するために要する追加投資額や、水質を浄化するための施

設の事業費を基に効果を算定しているが、これは簡便的な代替法の評価となっている。

３．算定手法の改善方向
○環境の保全・向上の効果額をより適切に評価するため、CVM(Contingent Valuation Method：仮想市場法)により測定する手法を検討する。
○CVM（仮想市場法）とは、自然環境や景観等の市場で扱われていない価値について、住民に支払い意志額を尋ねることで、その価値を直接

的に評価する手法である。
○CVMの導入に当たっては、受益範囲の設定や評価対象が理解しやすい調査票の作成に配慮し、適正に便益を算定する。

［CVMの導入に当たっての基本的な考え方］

• 認知度や利用可能性等を考慮し、適正に便益を算定する。（６）便益の算定方法

• 実施可能性を考慮し、より簡便なノンパラメトリック法※による解析とする。（５）WTP(支払意志額)の解析方法

• 一般住民を対象とした場合の標本抽出は住民基本台帳より抽出し、1,000通の配布を基本とし、郵送法にて実施
する。

（４）標本抽出の方法

• 範囲設定は、事業の受益面積を設定する方法と、アンケートの回答結果等から推定して設定する方法がある。
–ケーススタディでは、アンケート回答結果等から推定する方法を検討した。

（３）調査範囲（受益範囲）の設定

• 回答者にとってイメージしやすいように、周辺整備も含めた整備完了後の状態を提示し、便益算定は事業費按
分等により国営事業の効果が適切に評価できる方法を検討する。

・調査票の作成に当たっては、学識経験者

（２）調査票の作成

• 同じ地域で複数の効果が想定される場合には、一体的にCVMを実施し、重複計上を避ける方法を検討する。
• 事業実施地区で同様の整備箇所が多数存在する場合には、1箇所でのCVMの実施結果を基に事業費按分等に

より地区全体の評価額とする方法を検討する。

（１）調査対象と調査設計

検討内容項目

※ノンパラメトリック法とは、各提示額についての受諾者の割合を、その提示額に対する受諾確率として、これらを結んだ受諾確率曲線からWTPを推定する方法。
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〔参考〕CVMのケーススタディについて

［ケーススタディの実施概要］

（１）調査対象
・水路の暗渠化ならびに上部利用による効果を評価。
・事業地区内の整備地点（4箇所）のうち1箇所を対象。

（２）調査票のシナリオ
・整備前の「コンクリート三面張水路」と整備後の「せせら

ぎ水路」を比較して提示。

（３）調査範囲の設定
・調査対象地点周辺の主要な市町村を対象に標本抽出を実施。

（４）配布・回収
・標本抽出した1,000人に対して郵送法により調査を実施。

ケーススタディの実施概要

○国営かんがい排水事業「Ｓ地区」において実施されている環境に配慮した用水路を対象としてCVMを実施。

○調査票では、整備前「コンクリート三面張水路」と整備後「せせらぎ水路」の状況を示し、想定される効果の具体的内容を
明示。

○調査票の配布・回収は、調査対象地点周辺の市町村を対象に郵送で実施。

27.0％

有効

回答率

273通

有効

回答数

275通

回収数

986通

有効

配布数

1,000通

配布数

≪調査票のシナリオ≫
◎環境との調和に配慮しながら用水路などの整備を行うと、整備前の用水路の周辺が

次のように整備されます。

【整備前】 ⇒ 【整備後】

〔上部利用のイメージ図〕

◎このように整備を行う と、次のような効果が期待できます。

 

【上部利用の標準的な断面のイメージ図】

3.5m

民家

     道路

5～8m

水路

1～1.5 ｍ

管（Ф3000ｍｍ）

整備後整備前

•水路の暗渠化により、水路上部が
管理用道路兼遊歩道として機能し、
地域住民の生活環境や利便性の向
上はもとより、広く通行者等へ「交流
の場」「うるおい」等の場を提供でき
ます。

•水路は暗渠化(蓋が)されてい

ないので、上部利用はできませ
ん。

水路上部の歩
道利用効果

•水路は土の中に埋められ、暗渠化
(蓋が)され、せせらぎ水路を設置して

景観や環境に配慮した設計・構造と
なります。

•水路はコンクリート三面張りで、
道路から見えます。

•柵は白いガードレールです。

水路整備に関
する効果

効果の具体的な内容効果の名称
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○支払意志額（WTP）はノンパラメトリック法による解析の結果、6,890円/世帯・年と推計。
○受益範囲については、回答結果より分析して設定すると、受益世帯はおよそ18万世帯となり、ケーススタディ対象施設の

効果額は約12.5億円と推計。
○さらに、国営事業費相当分の効果額を抽出し、地区で整備する4箇所の水路相当分について、それぞれ事業費按分に

よって換算した結果、当該地区における効果額は約23.9億円となり、B/Cの0.3ポイントに相当。

［ケーススタディの実施結果］
①受益範囲設定
・便益の算定は、CVMで推定したWTPに対して受益範囲に該当す
る世帯数を掛けることで求めることができる。

・受益範囲の設定については控えめな設定を心がけるべく、 回答
者の居住地と認知度の関係から設定する。

圏域と認知率との関係のイメージ図

・本ケーススタディにおいては、認知率からは13kmまでの圏域が受
益範囲となるが、統計上の誤差を考慮し、認知率が5％となるおよ
そ9kmまでの圏域を受益範囲として設定した。

②支払意志額（WTP）の推定結果
・ノンパラメトリック法による解析の結果、全標本におけるWTPは
6,890円/世帯・年となった。

・認知している人のWTPは11,375円/世帯・年、認知していない人の
WTPは6,232円/世帯・年となった。

③ケーススタディ対象施設の便益額の算定
・便益の算定は、以下の式によって行った。

便益額
＝認知している人の平均WTP×受益範囲世帯数×認知率

＋認知していない人の平均WTP×受益範囲世帯数×（1-認知率）
※認知率については、 アンケート結果をもとに設定した値である。

・以上の結果より、評価対象である六ツ美水路における水辺環境整
備効果 （景観保全効果）は、約12.5億円となった。

③当該地区の便益額の算定
・ケーススタディ対象施設の便益額には、関連事業費分も含めたも
のなので、国営事業費相当分のみ事業費按分によって抽出する
必要がある。

・また、当該地区では4箇所の水路を整備するため、本ケーススタ
ディにおける国営事業費相当分を、さらに4箇所分の事業費按分
によって当該地区の便益額に換算する必要がある。

・以上より、当該地区の便益額は、約23.9億円となった。

距離と訪問率

y = -0.1672Ln(x) + 0.4203

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

距離

訪
問

率
認

知
率

距離と認知率
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(３)保健休養機能向上効果

１．効果の考え方
○ダム・水路等の農業用施設等が、地域のレクリエーションの拠点として、地域住民への憩いの場の提供や、観光資源として利活用される効果。

２．現行の算定手法と課題
○農業用施設等をレクリエーション事業に利用した場合に発生する収益額を効果算定対象としており、地域住民が保健休養のために訪問する

等の交流に係る価値は計上されていない。

３．今年度の検討経過
○トラベルコスト法(ＴＣＭ：Travel Cost Method)は、レクリエーション施設等へのアクセスに要した旅行費用と訪問回数との関係をもとに、間接的

に訪問地の利用価値を評価する手法 。
○仮想トラベルコスト法のケーススタディの実施を踏まえ、今後の適用に向けた課題について整理した。

［ＴＣＭの導入に当たっての基本的な考え方］

• 既存の代替施設への影響等を考慮し、適正に便益を算定する。（６）便益の算定方法

• アンケート調査から訪問需要曲線を推定し、その推定した旅行需要関数により、訪問単価と平均訪問回数を求
める。

（５）訪問需要関数の推定

• 様々な訪問費用を持つ回答者から回答を得ることが重要であり、調査対象地点周辺の主要な市町 村を対象に
圏域(評価対象地点から50kmまでを5km間隔で設定)別、代替施設の有無を考慮して街区を抽出し、それぞれ
の街区について標本抽出（20歳以上男女）を実施。

（４）標本抽出の方法

• 地元周辺の訪問者層及び遠方からの訪問者層を想定する。
–ケーススタディでは、地元周辺の訪問者層を対象とした。

（３）調査範囲（受益範囲）の設定

• 「整備前(ダム周辺整備前)」と「整備後(ダム周辺整備による訪問拠点の整備後)」とを比較して提示するが、便益
の算定当たっては、関連事業等の事業費等を含めた事業費按分による方法を念頭において実施する。

（２）調査票の作成

• 事前評価を行うため仮想ＴＣＭを実施し、当該地点における訪問者便益を推定する方法を検討する。（１）調査対象と調査設計

検討内容項目

※訪問需要関数とは、訪問地に対する需要について、旅行費用と訪問状況（訪問率、訪問回数など）との関係から推定した関数（レクリーション需要関数ともいう。）
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〔参考〕TCMのケーススタディについて

［ケーススタディの実施概要］
（１）調査対象
・体験交流施設が立地する市町村ならびに周辺市町村を対象

としたアンケート調査を実施。

（２）標本抽出
・調査対象地点周辺の主要な市町 村を対象に圏域(評価対象

地点から50kmまでを5km間隔で設定)別、代替施設の有無を
考慮して街区を抽出し、それぞれの街区について標本抽出
（20歳以上男女）を実施。

（３）平均訪問価値、平均訪問回数の導出
・推定した訪問需要関数に基づいた平均訪問価値は、事業実

施前が1,112円/回、事業実施後が3,145円/回。
・同じく平均訪問回数は、事業実施前が0.192回/人・年、事業

実施後が1.157回/人・年。

（４）訪問便益額の算定
・訪問便益額は、平均訪問価値×平均訪問回数×人口で算定

した結果、便益額は事業実施前が約0.6億円/年、事業実施後
が約10.4億円/年となり、事業実施による便益額は約9.8億円
/年と算定される。

（５）当該地区の便益額の算定
・ケーススタディ対象施設の便益額には、関連事業費分も含

めたものなので、国営事業費相当分のみ事業費按分によっ
て抽出する必要がある。

・以上より、当該地区の便益額は、約9.3億円となった。

○国営かんがい排水事業「Ｋ地区」において整備中のダムを対象として仮想ＴＣＭを実施。
○ダム湖の周辺整備に伴う、交流施設への訪問可能性と訪問費用に基づき、施設整備による訪問者便益を推定した。
○調査票では、整備前と整備後の状況を示し、施設に対する現状と整備後の訪問状況等について質問した。
○事業実施による便益額は約9.8億円/年と算定。さらに、国営事業費相当分の効果額を抽出するため、レクリエーション施

設の事業費按分によって換算した結果、当該地区における効果額は約9.3億円となり、B/Cの0.2ポイントに相当。

Q ダム築造後に整備

される体験交流施設
に対する訪問可能性
をたずねる

36.6％

有効回答率

456通

回収数

1,246通

有効配布数

1,250通

配布数

ケーススタディの実施概要

＜ケーススタディのシナリオ＞

◎ダムの築造に伴って出現する湖面周辺の整備とともに、やすらぎと地域間交流の場
を提供する施設（体験交流施設）が整備されるため、この体験交流施設に対する来
訪可能性について、アンケートによる回答を収集し、訪問費用との関係から分析を行
う。

⇒

【整備前】 【整備後】
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(１)耕作放棄防止効果

［耕作放棄防止効果（作物生産効果）の位置付け］

用排水整備
なかりせば
の効果

現況の生産が
継続される効
果

更新事業
ありせばの
効果

用排水整備
区画整理
なかりせば
の効果

更新事業ありせば

更新事業なかりせば

機能向上による効果

現有施設が
有している効果

［更新事業ありせば・なかりせばの効果の内訳］

機能向上による効果

現有施設が有している効果①
（用排水整備なかりせばによる
作物生産の減）

現有施設が有している効果②
（区画整理なかりせばによる
耕作放棄の発生）

用排水整備・区画整理を実施した場合の生産

区画整理のみ実施した場合の生産

未整備農地として
継続される生産

１．効果の考え方
○ほ場整備事業（区画整理）が実施されることにより、耕作放棄が防止される効果
○耕作放棄防止効果は、耕作放棄が予測される農地の有する「作物生産効果」及び「多面的機能効果」により算定

２．効果の捉え方（作物生産効果）
○耕作放棄防止効果は、現有施設が有している効果の内数であり、仕分けが必要
○基本的に単収の減少は用排水整備なかりせば、耕作放棄の発生は区画整理なかりせばとして整理

６．政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目
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〔参考〕 耕作放棄防止効果（作物生産効果）のケーススタディ

○ 事業なかりせば発生する耕作放棄面積を近隣未整備地区の耕作放棄発生率より算定
○ 耕作放棄防止効果を、事業なかりせば発生する耕作放棄面積で作付けされる作物生産効果で算定
○ Ｏ県Ｋ地区における、耕作放棄防止効果（作物生産効果）は0.09ポイント

〔効果算定の結果〕

◇耕作放棄の発生が予測される農地の有する「作物生産効果」

〔事業なかりせば発生する耕作放棄面積〕

- 事業なかりせば発生する耕作放棄面積は、耕作放棄発生シミュレーション、近隣未整備地区のデータによる推計等により算定可能
- 耕作放棄発生シミュレーションについては引き続き検討を行うが、今回は近傍未整備地区の耕作放棄発生率から、事業地区の事業なかりせば発生する耕

作放棄面積を算定

〔効果の捉え方と課題〕

- 耕作放棄の発生が予測される農地の有する「作物生産効果」を算定
- 耕作放棄防止効果には、区画整理と用排水整備のなかりせば効果が重複することから、調整が必要

○現況 ○事業なかりせば

○事業ありせば

作物生産

耕作面積

用排水整備なかりせばに
よる作物生産の減

区画整理なかりせばに
よる耕作放棄の発生

　　　　現況の作物生産量

耕作面積

作物生産

単収増加
の純益率

単収増加
の純益率

未整備農地として継続される生産分
作付増加
の純益率

作物生産の増加効果
（単収増加の純効果額）

現有施設が有している効果①
（用排水整備がなかりせばに
　よる作物生産減）

機能向上に
よる効果

現有施設が有している効果②
（区画整理がなかりせばによる
　耕作放棄の発生）

【耕作放棄防止効果】作物生産の維持効果
（単収増加の純効果額）

作物生産の維持効果
（単収増加の純効果額）

作物生産の維持効果
（作付増加の純効果額）

作物生産

耕作面積

作物生産の維持効果

① ② ③=①*② ④ ⑤=③*④ ⑥ ⑦ ⑧=⑥/⑦

Ｍ県 Ｏ地区 966.2 15.5% 149.8 132.3 19,819 380,403 13,564 2.8%

Ｍ県 Ｋ地区 286.8 2.6% 7.5 352.8 2,646 50,787 5,360 0.9%

Ｏ県 Ｋ地区 22.4 13.7% 3.1 579.0 1,795 34,453 406 8.5%
　※平成１５年度完了地区フォローアップ調査よりデータ収集
　◇総合耐用年数４０年として試算

耕作放棄防止
（作物生産）に
係る年効果額
(千円/年)

耕作放棄防止
（作物生産）に
係る事業効果額

（千円）◇

総事業費
（百万円）

耕作放棄防止に
係る事業効果額
／総事業費

単位面積当
たり純効果
額(千円/
年・ha)※

なかりせば
発生する耕
作放棄率※

なかりせば
発生する耕
作放棄面積

(ha)
県名 地区名

地区面積※
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〔参考〕 耕作放棄防止効果（多面的機能効果）のケーススタディ

○ 事業なかりせば発生する耕作放棄面積を近隣未整備地区の耕作放棄発生率より算定
○ 耕作放棄防止効果を、事業なかりせば発生する耕作放棄面積が有する「多面的機能効果」で算定
○ Ｏ県Ｋ地区における、耕作放棄防止効果（多面的機能効果）は0.09ポイント
○ Ｏ県Ｋ地区における、耕作放棄防止効果（作物生産効果＋多面的機能効果）は、0.18ポイント

〔効果算定の結果〕

◇耕作放棄の発生が予測される農地の有する「多面的機能効果」

〔事業なかりせば発生する耕作放棄面積〕

- 事業なかりせば発生する耕作放棄面積は、耕作放棄発生シミュ

レーション、近隣未整備地区のデータによる推計等により算定
可能

- 耕作放棄発生シミュレーションについては引き続き検討を行うが
今回は近傍未整備地区の耕作放棄発生率から、事業地区の事
業なかりせば発生する耕作放棄面積を算定

〔効果の捉え方と課題〕

- 耕作放棄の発生が予測される農地の有する「多面的機能効果」を算定
- 耕作放棄防止効果には、区画整理と用排水整備のなかりせば効果が重複することから、調整が必要

① ② ③ ④ ⑤=③*④ ⑥ ⑦ ⑧=⑥/⑦

Ｍ県 Ｏ地区 966.2 15.5% 149.8 637 95,423 1,831,536 13,564 13.5%

Ｍ県 Ｋ地区 286.8 2.6% 7.5 637 4,778 91,708 5,360 1.7%

Ｏ県 Ｋ地区 22.4 13.7% 3.1 637 1,975 37,908 406 9.3%
　※平成１５年度完了地区フォローアップ調査よりデータ収集
　◆平成１５～１６年度土地改良事業の効果（ほ場整備事業）総合評価における、水田貯留効果、土砂流出防止効果額を原単位化
　◇総合耐用年数４０年として試算

県名 地区名

なかりせば
発生する耕
作放棄面積

(ha)

単位面積当たり
多面的機能

評価額
（千円/年）◆

耕作放棄防
止に係る事
業効果額

（千円）◇

総事業費
（百万円）

耕作放棄防止に
係る事業効果額

／総事業費
地区面積※

なかりせば
発生する耕
作放棄率※

耕作放棄防止に
よる多面的機能

評価額
（千円/年）

多面的機能項目
区画整理

（耕作放棄防止効果）
用排水整備

水田貯留効果
○

耕作放棄
防止面積部分

○
未整備農地として
継続される部分

土砂流出防止効果 ○ ×

地下水かん養・
河川流況安定効果

× ○

■工種毎に発生する多面的機能
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(２)農業労働環境改善効果

１．効果の考え方
○事業実施による労働の質的軽減(労働強度、危険労働の解消など)に係る効果を評価する。
○事業の実施（作業の機械化等が図られること）によって作業環境が改善された際の「労働の質的な変化（作業負荷の軽減などによる心理的負
担感の軽減効果）」については、現行では評価されていない。

○事業の実施による労働の効率化による労働時間の短縮は、営農経費節減効果で算定しているが、労働の質的な変化を評価することは事業を
適切に評価する上で重要である。

○事後評価地区では、薬剤散布作業等の農作業の安全性が向上する効果として、特殊勤務手当により算定。
○心理的負担の軽減効果は、「非利用価値」であることからＣＶＭを用いた評価方法を検討。

２．効果算定上の課題
○「労働強度の軽減」の貨幣化の方法が課題。

３．新たな算定手法の構築方向
○農作業の安全性の向上とは別に、「農薬散布による健康面への不安解消や精神的苦痛の軽減」等の労働強度の軽減を評価する手法を検討。

［CVMの導入に当たっての基本的な考え方］

• 事業受益面積×支払意志額とする。（６）便益の算定方法

• 実施可能性を考慮し、より簡便なノンパラメトリック法※による解析とする。（５）WTP(支払意志額)の解析方法

• 予め受益者が農業従事者として特定されている場合は受益市町村の受益戸数の比率で按分して配布する。受
益戸数が少ない場合は、全数配布を行う。

– 本ケーススタディでは、当該市町村を通じて500通の配布を行った。

（４）標本抽出の方法

• 本効果の受益者は農作業に従事する人々であるため、事業実施地区内における農業従事者を対象として実施
する。

（３）調査範囲（受益範囲）の設定

• 回答者にとってイメージしやすいように、労働環境が改善された状態を提示し、労働環境改善の効果が適切に評
価できる方法を検討する。

（２）調査票の作成

• 同じ地域で複数の効果が想定される場合には、一体的にCVMを実施し、重複計上を避ける方法を検討する。
• 事業実施地区で同様の整備箇所が多数存在する場合には、1箇所でのCVMの実施結果を基に事業費按分等に

より地区全体の評価額とする方法を検討する。

（１）調査対象と調査設計

検討内容項目
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［ケーススタディの実施概要］
（１）調査対象
・果樹栽培における防除作業での改善事例をもとに、これに

基づき、「作業負荷の軽減などによる心理的負担感の軽減
効果」を評価。

・改善事例が見られる地区の農業従事者を対象にアンケート
を実施。

（２）調査票のシナリオ
・「手作業による防除」 と「スプリンクラーによる防除」を

比較して提示。

(３)調査範囲(受益範囲)の設定
・畑地かんがい事業受益者(スプリンクラー防除実施地区)を

対象として実施。

（４）配布・回収
・500通について、調査地区内の市町村を通じた配布を行い、

郵送によって回収。

〔参考〕CVMのケーススタディについて

○国営かんがい排水事業「Ｎ地区」において、果樹のスプリンクラー防除を実施している地区を対象としてＣＶＭを実施。
○調査票では、手作業による防除作業が精神的にも、肉体的にも大きな負荷を伴い、さらに、急傾斜畑でのかん水や防除

は、転倒などの危険を伴う作業状況であることを示し、想定される「スプリンクラーによる防除」効果の具体的内容を明示。
○調査地区の農業従事者を対象に500通のアンケート調査票を配布し、これら対象者に対して郵送返送を依頼。

(有効回答率65.4％)

≪調査票のシナリオ≫
◎果樹栽培における「防除」の作業は、手作業で行う場合と、スプリンクラーに

よる無人化によって行う場合があります。このように整備を行う と、次のような効

果が期待できます。

スプリンクラーによる防除手作業による防除

•防除の際に薬剤を浴びるこ
ともなくなり、作業の安全性
が大きく向上することになり
ます。

•薬剤を浴びやすく人体に悪影響が及ぶ恐れのある作
業です。このため、カッパを着込んで作業を行ったり
しますが、精神的にも、肉体的にも大きな負荷を伴う
と考えられています。

•さらに、本地区に多い急傾斜畑でのかん水や防除は、
転倒などの危険を伴う作業でもあります。

効果の具体的な内容

手散布による防除 スプリンクラーによるかん水や防除

Q 「防除」に係る作業をスプリンクラーのレンタルによって行う

として、レンタル料の支払い額をたずねる。
65.4％

有効

回答率

289通

有効

回答数

292通

回収数

500通

配布数
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○回答者の9割以上が、手作業による防除作業について「負担を感じる」という認識。
○支払意志額（WTP）はノンパラメトリック法による解析の結果、14,765円/10a・年と推計。
○受益面積は、約３，９００haなので、本ケーススタディにおいて推定される効果額は約５．８億円となり、Ｂ／Ｃの０．０５ポイ

ントに相当。

［ケーススタディの実施結果］

①手作業による防除作業に対する回答者の認識
・回答者の74.7％が手作業による防除作業に対して「かなり負担と
感じる」、同じく16.6％が「やや負担に感じる」と回答しており、全体
の9割以上が負担感を感じていることが分かる。

回答者の手作業による防除作業に対する意識

②支払意志額（WTP）の推定結果
・ノンパラメトリック法による解析の結果、全標本におけるWTPは
14,765円/10a・年となった。

③ケーススタディにおいて推定される効果額
・当該地区における受益面積は3,900haなので、本ケーススタ
ディにおいて推定される効果額は約5.8億円となった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代以上

60代

50代

40代

30代以下

全体

1.かなり負担を感じる　　 2.やや負担を感じる　　 3.どちらともいえない

4.あまり負担を感じない　 5.負担を感じない　　　 6.わからない

無回答 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

提示金額（円）

受
諾

確
率
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(３)土地利用秩序化による利便性向上効果

１．効果の考え方
○ 農地再編、ほ場整備、畑地帯総合整備などの事業による土地利用の秩序化によって発生する、交通の円滑化、住環境の向上、非農用地の

創出による効果などの生活利便性の向上に係る効果

２．効果の捉え方及び課題
○ 生活利便性の向上に係る効果は、積み上げ方式による算定が困難であり、本効果を総合的に評価することが可能で、研究の蓄積の多いＣＶ

Ｍによる定量化を検討

３．参考
○ ほ場整備地区の土地利用秩序化による利便性向上効果について、ＣＶＭケーススタディを実施

［土地利用の秩序化のイメージ］

整備前 整備後

［土地利用秩序化効果の検討項目

→ ＣＶＭでは一体的に捉えて算定］

宅地・公園・産業用用地などを新
たに創出する。

非農用地創出
による効果

区画整理や宅地等が特定の地
域に集団化できるようになること
によって、住環境が向上される。

住環境の向上

農道網の整備により、一般交通
の安全性・快適性の向上及び災
害時の緊急車両乗り入れがたや
すくなる。

交通の円滑化

内 容項 目
ほ場整備を実施

公共地等として取得

宅
地

農業施
設用地

農村
公園
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〔参考〕 土地利用秩序化による利便性向上効果のＣＶＭケーススタディ（地区概要）

整備後整備前

・新たに非農用地を創り出し、地域交
流施設（集会場・農産物加工工房等）
や公民館を設置します。

－

公共施設用地の
創設効果

•幅員を７ｍに拡幅し、片側１車線の
道路にするとともに、歩道を設置しま
す。そのため、安全に通行できます。

•現在の町道の幅員は３ｍで、す
れ違いが困難です。

道路の拡幅に関
する効果

効果の具体的な内容効果の名称

［ケーススタディの実施概要］

（１）調査対象
- 経営体育成基盤整備事業「Ｍ地区」（受益面積：45ha）において

実施される、町道の拡幅、地域交流施設等の整備のための非
農用地創出による公共用地の確保

（２）調査票のシナリオ
- 整備前の状況（道路幅３ｍ、地域交流施設無し）と整備後

の状況（道路幅７ｍ、地域交流施設有り）を比較して提示

（３）調査範囲の設定
- 事業地区に隣接する関係集落586戸とした。

（４）配布・回収
- 586通について、町内会長を通じて配布・

郵送により回収し、有効回答137通を得た。

○経営体育成基盤整備事業「Ｍ地区」において実施される、町道の拡幅、地域交流施設等整備のための非農用地創出によ
る公共用地の確保に係る効果を算定するためＣＶＭを実施

○調査対象は、事業地区に隣接する関係集落（586戸）

≪調査票≫

23.4％137通137通586通

有効

回答率

有効

回答数

回収数配布数

駅・市街方面

地域交流施設
設置予定地

公民館
設置予定地

駅・市街方面

地区
受益地

拡幅する
町道

集落

道路拡幅前後の状況

整備前（現況）

整備後（イメージ写真）

地域交流施設の
イメージ写真
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○ 他事業と合わせた1世帯あたりの支払い意志額は3,400円／年、効果額は199万円／年と算定
○ 経営体育成基盤整備事業の土地利用秩序化による利便性向上効果額は139万円／年と算定
○ 本効果額は、Ｍ地区の年効果額（8,355万円／年）の１．７％に相当

■算定内容
- パラメトリック法を用いて支払い意志額を算定

■算定結果
- 1世帯あたり支払い意志額は3,400円/世帯・年 《中央値》
- 効果額は199万円/年：(支払い意志額×世帯数)
※ここで算定した効果額には、本事業の対象でない道路整備や
地域交流施設整備による生活環境向上効果が含まれている。

〔参考〕 土地利用秩序化による利便性向上効果のＣＶＭケーススタディ（結果）

■本事業の土地利用秩序化による利便性向上効果額の算定
- 効果額を総事業費の比率により按分

（当該事業費：1,179百万円、その他事業費：511百万円）
- 本事業の土地利用秩序化による利便性向上効果額は139万円／年
- 本効果額は、Ｍ地区の年効果額（8,355万円／年）の１．７％に相当

総 事 業 費 (千 円 )　 ① 1 ,1 7 9 ,0 0 0        1 , 1 7 9 ,0 0 0        

当 該 事 業 費 1 ,1 7 9 ,0 0 0        1 , 1 7 9 ,0 0 0        

関 連 事 業 費 -                    -                    

還 元 率 (１ ＋ 建 設 利 息 率 )　 ② 0 .0 6 2 0 0 .0 6 2 0

年 効 果 額 (千 円 / 年 )　 ③ 8 3 ,5 4 7             8 4 , 9 3 7             

8 , 0 6 7              8 , 0 6 7              

6 7 , 1 5 7             6 7 , 1 5 7             

6 0 3                 6 0 3                 

-                    -                    

3 , 7 6 9              3 , 7 6 9              

非 農 用 地 等 創 設 効 果 3 ,9 5 1              3 , 9 5 1              

土 地 利 用 秩 序 化 効 果 1 ,3 9 0              

1 , 3 4 7 ,5 3 2        1 , 3 6 9 ,9 4 7        

1 . 1 4 1 .1 6

そ の
他

妥 当 投 資 額 (千 円 )　 ④ = ③ / ②

費 用 対 効 果 　 ⑤ = ④ / ①

本 効 果 を 導 入 し
た 費 用 対 効 果

営 農 経 費 節 減 効 果

維 持 管 理 費 節 減 効 果

営 農 に 係 る 走 行 経 費 節 減 効 果

更 新 効 果

計 画 上 の 費 用 対
効 果

作 物 生 産 効 果

本事業の年効果額の算定

注) 土地利用秩序化効果額は、1世帯あたり支払い意志額に世帯数を掛けた効果額(199万円/年)に総事
業費に占める本事業比の割合(1,179百万円/1,690百万円）を掛けて算定。

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 3500000

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

-0.2
3,400円/世帯 世帯あたり支払い意志額(円/

世帯)

受
託
確
率

ＣＶＭ：受託確率

■課題
-事業費による按分の妥当性については、今後更なる検討が必要
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［消費者余剰効果の試算例］

食料の合理的価格形成効果

［農業水利施設の食糧供給力効果の試算例］

１．効果の考え方
○土地改良事業の実施による生産量の増大、生産費の低減による価格の低下を通じて長期的に消費者余剰の増大が見込まれる効果。
○消費者にとっての効果として、国内生産が確保されることによる食料供給のリスクが抑制される効果も考えられる。

２．効果算定上の課題
○政策評価としてマクロの評価を行い、個別地区の効果の算定は行わない。
○米の需給曲線を活用し、生産量の増大、生産費の低減による消費者余剰の増加分を推計する。

３．新たな算定手法の構築方向
○効果は複数の事業の実施により、かつ、長期に生じるため、個別地区での評価は困難であり、マクロ（事業全体）の評価を検討する。
○土地改良事業に限らず、農政全体の観点から国内の農業生産の維持・増大による効果(リスクの評価)を検討する必要がある。

７．事業の幅広い効果を説明するために参考値として示すことが可能な項目についての検討

（１）食料の安定供給に関する効果

注：需要曲線は、生産調整に関する研究会第5回企画部会(平成14年3月22日)資料
「生産調整を実施しない場合の米価水準の算出」によった

P:米価

(円/60kg)

ほ場整備が実施
されなかった場
合の米価

現状の米価
(H12)

ＰＸ

16,084

需要曲線：Ｑ＝10,917×Ｐ-0.2522

ＰＹ

18,185

ＱＸ

949

ＱＹ

920

ほ場整備事業が実施
されなかった場合の
市場米価の上昇
(2,101円/60kg)

ほ場整備が実施され
なかった場合の供給量 現状の供給量

(H12)

Q:需要量・供給量
（万トン）

ほ場整備事業による
消費者余剰の増加額

約３，３００億円／年

注：需要曲線は、生産調整に関する研究会第5回企画部会(平成14年3月22日)資料
「生産調整を実施しない場合の米価水準の算出」によった

P:米価

(円/60kg)

ほ場整備が実施
されなかった場
合の米価

現状の米価
(H12)

ＰＸ

16,084

需要曲線：Ｑ＝10,917×Ｐ-0.2522

ＰＹ

18,185

ＱＸ

949

ＱＹ

920

ほ場整備事業が実施
されなかった場合の
市場米価の上昇
(2,101円/60kg)

ほ場整備が実施され
なかった場合の供給量 現状の供給量

(H12)

Q:需要量・供給量
（万トン）

ほ場整備事業による
消費者余剰の増加額

約３，３００億円／年

◇ほ場整備事業による消費者余剰の増加

（平成１２年の米価・供給量を基準とした推計結果）

米単価
（円/kg）

米生産量
(万t/年)

778351

903

284

水利施設が消滅した場合の

総余剰減少分（1兆3192億円/年）

(現況単価)
※H12～16

の平均

(現況（H15)生産量)(消滅時生産量)

注：消滅時生産量：受益面積100ha以下の取水施設に係る水田面積×干害時の単収
消滅時単価：現況単価×価格上昇率 （価格上昇率は価格弾力性に基づき算定）

(消滅時単価)

米単価
（円/kg）

米生産量
(万t/年)

778351

903

284

水利施設が消滅した場合の

総余剰減少分（1兆3192億円/年）

(現況単価)
※H12～16

の平均

(現況（H15)生産量)(消滅時生産量)

注：消滅時生産量：受益面積100ha以下の取水施設に係る水田面積×干害時の単収
消滅時単価：現況単価×価格上昇率 （価格上昇率は価格弾力性に基づき算定）

(消滅時単価)

○ 水利施設が消滅した場合の水稲生産・価格の変化を推定し、

水田での水稲生産が維持される効果を総余剰の減少から推計。
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(２)地域経済への波及効果

［効果の考え方］

(1)川上産業
- 農業生産資材を生産する川上産業については、農業生

産の向上によって概ね一定した生産額向上が見込めるこ
とから、産業連関表を用いて算定する。なお、産業連関表
の産業分類は粗いので、生産が増加した作物ごとの波及
効果を算定するために、生産費調査などのデータを用い
て補足する。

１．効果の考え方
○ 農業農村整備事業を実施することによって生じる農業生産の増加に伴う、川上産業や川下産業の生産・雇用の増加として波及する効果

２．効果の捉え方と課題
○ 農業生産が増加した場合、川上・川下産業の生産が増加するが、国民経済的な効果としての費用対効果分析では、利潤が

ゼロの状態(完全競争）を前提としているため、農業生産が増加しても、費用対効果分析としての効果額にはならない。
○ ただし、現実には市場の失敗や政府の介入等により不完全市場となることから、農業生産拡大等に伴う企業の利潤の増加

や雇用の拡大等、地域経済への波及効果が生じている。
○ ここでは、参考値として、農業生産の増加に伴う川上・川下産業の生産・雇用の増加として算定

３．効果算定の方法
○ 川上産業については産業連関表による分析を行う。
○ 川下産業については、保管や配送といった一般的に波及する産業と合わせて、事業を契機として新たに生じた産業についても分析の対象と

する。

(2)川下産業
- 保管や配送など一般的に生じる産業の他、事業を契機とし
て新たに川下産業が生じた場合、あるいは従来からあった
川下産業の生産・雇用が増加する場合を対象とする。

具体的には、事業計画やその他の関連計画において、加
工場や観光などが計画されていた事例を収集し、統計デー
タや地域への電話インタビューなどにより現在の状況を把
握する。
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〔参考〕 地域経済波及効果（W県N地区におけるケースステディ）

○農業生産と事業との関係
Ｗ県Ｎ地区において、梅は基幹産業であり、関連産業を含め、地域を支える礎となっている。当地区において梅の産地形成がなされ、ブラン

ド化が進展する過程において、農地造成、畑地かんがい、農道等が大きな役割を果たしてきた。

○波及構造の対象とした産業
農業部門：Ｎ地区での梅生産額
川上産業：Ｎ地区の梅生産へ資材等を投入している県内産業全て
川下産業：Ｎ地区の梅を利用している県内梅加工産業と、それに対して資材等を投入している県内産業全て、及び、梅の運搬等に係る産業

○梅生産向上による波及効果
Ｗ県Ｎ地区での梅生産が１００増加した場合の波及的生産額は、川上産業で７，川下産業で５６０となる。

560

100

7

農業=100

65,066川下産業

11,610農業

863川上産業

生産額産業

560

100

7

農業=100

65,066川下産業

11,610農業

863川上産業

生産額産業

波及効果

◇梅生産向上による波及効果のまとめ

注：値は、生産額であり、付加価値ではない。

川上産業川上産業 農業農業 川下産業川下産業

農業資材 Ｎ地区での梅生産 一次加工品・青梅

二次加工工場

保管・配送

梅工場への生産資材

11，610梅

生産額生産物

11，610梅

生産額生産物

0賃貸料・料金

148建物

239施設

14農機具

5小農具

863合計

0その他諸材料

102土地改良・水利費

227農薬

86光熱動力

41肥料

0種苗

生産額生産物

0賃貸料・料金

148建物

239施設

14農機具

5小農具

863合計

0その他諸材料

102土地改良・水利費

227農薬

86光熱動力

41肥料

0種苗

生産額生産物

429マージン・運送

生産額生産物

429マージン・運送

生産額生産物

2,179運輸

151通信・放送

307公務

1,438サービス

14,122合計

339金融・保険

129不動産

662電力・ガス・水道

5,192商業

163建設

3,562製造業

生産額生産物

2,179運輸

151通信・放送

307公務

1,438サービス

14,122合計

339金融・保険

129不動産

662電力・ガス・水道

5,192商業

163建設

3,562製造業

生産額生産物

50,515梅加工品

生産額生産物

50,515梅加工品

生産額生産物
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８．費用対効果分析手法の改善の検討方向と今後のスケジュール

・事前評価との比較・検証

・事後評価において新たに発現が認められた効
果の把握

事後評価結果の反映

効果項目の整理と算定手法等の改善

（１）効果体系の見直し
（２）現行の効果算定手法の改善に着手
・現行の費用便益分析の効果項目について、より的確に効果を把握するために算定
手法の改善を検討。

（１）現行の効果算定手法の改善

・前年度に引き続き、現行の効果項目について算定手法の改善を検討。
（２）新たな効果項目の検討
・現行の費用便益分析に含まれない新たな効果項目について、既存の効果項目との
重複、効果把握に必要なコストに留意し つつ算定手法を検討。

（３）更新事業へのシフトに対応した新たな効果算定手法の検討
・投資効率方式（妥当投資額・事業費比率）から総費用総便益比方式への移行に向
けた試算の実施。

H16年度

Ｈ17年度

・食料・農業・農村基本法の４つの基本理念に則し
た効果体系の整理

・政策効果の可能な限りの把握

食料・農業・農村政策としての視点からの政策効果
の的確な把握

（１）新たな効果算定手法の導入に向け、基本指針及びマニュアルを策定し、県等への啓
発を進めつつ、平成１９年度事業評価対象地区から導入を図る。

（２）引き続き検討が必要な効果項目については、事後評価結果等を活用しながら算定
手法の改善に向けてさらなる検討を行う。

Ｈ18年度
以降
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