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第１章 総括

第１節 費用対効果分析の意義(目的)

１ 費用対効果分析の必要性

土地改良事業は、多大な投資額と長期間を要するものが多く、造成・整備され
た土地改良施設は土地と合体した資本として、その働きも長期間に至るものが多
い。

このため、土地改良投資に先立って、技術的可能性の検証はもちろん経済的な
側面からも投資主体としての国の立場及び受益者の立場に立ってその妥当性を検
証し有効性を十分確認する必要がある。

また、事業は必要性、効率性の高いものから重点的に行うことが求められてお
り、この観点からも費用対効果分析が必要である。

２ 費用対効果分析の義務づけ

土地改良法（昭和24年法律第195号。以下「法」という。）第８条第４項第１号
により、土地改良事業の実施に当たって「基本的要件」を満たすことが義務付け
られており、この「基本的要件」は土地改良法施行令（昭和24年政令第295号。以
下「政令」という。）第２条に次のように定められている。

(１) 土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及
び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選
択的拡大及び農業構造の改善に資するために当該土地改良事業が必要なこ
と。

(２) 技術的に施行が可能な土地改良事業であること。
(３) すべての効用がすべての費用を償う土地改良事業であること。
(４) 受益者の土地改良事業に係る負担金が農業経営の状況からみて相当と認

められる負担能力の限度を超えないこと。
(５) 法第７条第４項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げ

る要件に該当すること。

ア 当該土地改良事業の施行に係る地域が都市計画法（昭和４３年法律第100
号）第７条第１項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第１項の規
定による協議が調ったものに含まれていないこと。ただし当該土地改良事
業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその当該土地改良事業
を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地
の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣
と協議して定める場合であるときは、この限りでない。

イ 当該土地改良事業の計画のうち法第７条第４項の非農用地区域（その面
積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。）における工事に
関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的水準に適合してい
ること。
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ウ 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村

の建設に関する基本構想に即するものであること。

(６)  環境との調和に配慮した土地改良事業であること。

(７)  森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民
経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とする土地改良事
業であること。

法に基づく事業の経済的評価は、これらの要件のうち(３)及び(４)の２つ
の要件を満たしているかどうかについて行うこととしている。

ア 費用対効果分析（経済性の側面からの評価）
事業実施の基本的要件に「すべての効用がすべての費用を償うこ

と。」が定められていることから、直接効果のみならず、事業の公益的
な効果を含めた定量化の可能なすべての効果と土地改良施設の新設及び
更新に必要な国・地方公共団体の補助金等を含めたすべての費用を対比
し、費用対効果分析を行い事業の効率性を検証することとしている。
イ 受益者負担の可能性分析（負担能力の側面からの評価）

事業実施の基本的要件に「受益者の負担金が、農業経営の状況からみ
て相当と認められる負担能力の限度を超えないこと。」と定められてお
り、農家負担金について償還の可能性を検証することとしている。
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第２節 マニュアルの位置づけ

１ 位置付け

本マニュアルは、「土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針」（平成
１９年○月○日付け農村振興局長通知、以下「基本指針」という。）に基づき策
定したものであり、土地改良事業の実施にあたって当該事業が基本的要件を満た
しているか否かを判断するために用いるものとする。なお、記述している算定手
法については、現時点の農業情勢や事業内容を踏まえ定量化が可能な効果につい
て示しているものであり、土地改良事業の経済効果の測定については、できる限
り定量化することを目的として常に試行錯誤しながら、的確かつ厳格な事業評価
につながるよう、算定手法の改善に適宜取り組む必要がある。

２ マニュアルの策定について

費用対効果分析に関する情勢の変化を踏まえ、新たに「土地改良事業の費用対
効果分析マニュアル」を策定することとした。

新たな費用対効果分析の改善に向けた取組内容については、以下のとおりであ
る。

(１) 評価手法の変更

国営土地改良事業は、近年ではその約８割が既存施設の更新を行う事業
であり、新規整備から更新整備へ大きくシフトしていることから、既存施
設の更新による効果を適切に評価する手法を検討する必要がある。

また、公共事業に関し、「事業ごとに異なる効果の算定手法の統一化を
求める動き」があること等を踏まえ、現行の投資効率方式から新たに総費
用総便益比方式に変更するものである。

(２) 効果体系の変更

食料・農業・農村基本法の４つの理念に則し、事業の政策効果を適切に
評価する観点から、新たな効果体系に整理。(表－１)



4



5

(３) 効果算定手法の改善

平成14年４月に行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律
第86号）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
規定されたことから、事業に関する政策効果を幅広く把握することが必要
となっており、事後評価結果の反映等を通じ、算定手法の改善に向けて平
成16年から17年度の２ヶ年をかけ「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企画小委員会」に諮り、検討を行った結果、次の
とおりの改善方向を定めた。

ア 更新事業が主体となっていることに対応した評価手法の見直し

イ 農村環境、農村定住化条件整備等に関する効果の算定手法の高度化

ウ 政策評価の観点から事業効果を幅広く算定するために新たに追加
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エ 政策評価の観点から、費用対効果分析には入れないものの事業の幅広
い効果を説明するための項目を評価

オ 「食料・農業・農村基本法の理念」、「日本学術会議における農業の
有する多面的機能」、「ＯＥＣＤにおける農業の多面的機能」の趣旨を
踏まえつつ、効果の性格・算定手法の同一性等から大括り可能なものは
統合し、必要に応じ効果内容に則してわかりやすい名称に変更するなど、
効果項目を再整理
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第３節 効果の捉え方

土地改良事業は、農業生産の面や国土資源の効率的利用の面でさまざまな効果
の発現が期待できるが、このような効果のすべてを測定することは技術的に困難
である。しかし、国民への説明責任を果たすためにも、事業によってもたらされ
る多面的な効果をできるだけ定量化し的確に捉える必要があり、そのための基本
的な考え方を示すこととする。

１ 効果把握の視点

経済効果測定の視点としては、国民経済(国)の立場と私的経済(農家)の立場で
の効果測定が政令第２条第３号及び第４号において定められている。

土地改良事業は、国、地方公共団体からの投資と農家の負担金によって事業が
実施される。したがって、国、地方公共団体における投資の決定要因として、全
体的な施策に対するその計画の適合性あるいは効率が重要視される。すなわち、
国民食料の安定供給を図るとともに各産業部門や各地域間について相互に均衡の
とれた発展を図りつつ、国民経済全体の発展を意図する国の立場からは、土地改
良部門に投下する財政投資が、このような目的を達成しうるような事業に投下さ
れているか、また、その投資は最も効率的になるように配分されているかについ
ての視点から効果を測定する必要がある。

一方、農家にとっては、土地改良事業によって所得の安定と所得の増大の観点
から効用としてとらえるとともに、費用としては事業の農家負担金が最大関心事
であり、これらの視点から分析する必要がある。

２ 効果の分類

(１) 農業上の効果と公益的な効果

効果を測定する場合、効果把握の局面を直接的なものに限定するか、更
に間接的、波及的なものにまで及ぼすのかその視点の置き方によって効果
把握の仕方は変わってくる。事業効果の範疇については多くの論者がさま
ざまな定義を与えているが、現在における効果測定では、事業による農業
上の効果と事業によって付随的に発生する公益的な効果を算定することと
している。

(２) ストックの効果とフローの効果

事業の効果としては、

ア 事業の実施によって整備された農地やかんがい排水施設等が耐用年数
に至りその機能を失うまでの期間に発現する長期的な効果。

イ 事業の実施それ自体が需要を誘発することによって国民所得の増大を
もたらす効果。

がある。アはストック効果、イはフロー効果といえるが、通常、事業計
画時における効果測定の対象はストックの効果であり、土地改良事業にお
ける効果測定も、ストックの効果を測定している。
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(３) 事業の種類と効果の内容

効果の内容は、土地改良事業の種類によって異なる。土地改良事業は、
かんがい排水事業、区画整理事業、農道整備事業、農地防災事業に大別す
ることができる。かんがい排水事業は、ほ場に対する用水の供給あるいは
湛水の排除等水利施設等水利条件の整備を内容とするものであり、事業の
効果はこのような水利に関する側面から発生する。区画整理事業は、ほ場
の区画形状の変更とともに農業用用排水施設、農道等の整備を一体的に実
施するもので、ほ場条件の整備をその内容としている。したがって、事業
による効果は、ほ場における労働の生産性に関する側面から発生する。農
道整備事業は、農道網の整備によって、ほ場への農業機械の進入を容易に
し、農産物や肥料等営農資材の運搬時間を節減する内容であり、食料の安
定供給に関する側面から発生する。また、農地防災事業は、防災ため池、
農地保全等で、効果は生産効果中心よりも、むしろ、農地及び施設等の保
全的・機能回復的側面から発生する。

(４) 投資の性格と効果

その事業が新しい機能を創出するものか、あるいは従来の施設機能を維
持・存続することを目的(施設の更新)としたものかによって、効果は次の
ように区分できる。

ア 新規投資としては、ダム、取水施設、用排水路等の新設あるいは農地
造成等が挙げられる。これら新規投資によって発生する効果は、作物の
変化及び生産性の増大をもたらし、所得の増大としてとらえられる。

イ 一方、更新投資は、従来の施設機能の維持を目的とするもので施設の
老朽化・陳腐化等に伴う施設の改修事業に対する投資であり、その効果
は機能低下の回復による所得の維持・安定としてとらえられる。
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第２章 費用対効果分析

第１節 基本的な考え方

法においては、当該土地改良事業計画が事業の施行に関する基本的要件を具
備しているか否かを判断することとしている。この一環として、総費用とそれ
から生じる総便益(効果)を測定し、その比較により費用対効果分析を行うこと
としている。

土地改良事業における費用対効果分析では、事業を実施した場合(以下「事業
ありせば」という。)と実施しなかった場合(以下「事業なかりせば」という。)
に「農業生産や営農がどのように変化するか。」、「維持管理がどうなるの
か。」、「多面的機能がどうなるのか。」等について将来予測される変化を捉
えることとなる。

なお、事業ありせばにおける将来予測に当たっては、地元農家や関係機関等
の意向を踏まえた上で、実現性の高いものとすることが重要である。
また、農家負担金の償還の可能性については、農家負担年償還額と現況の年
総農業所得額との比較により検証を行うこととしている。ただし、土地改良施
設の新設事業及び更新事業のうち施設の機能を向上させる部分については、年
総増加農業所得額と新設事業及び更新事業のうち施設の機能を向上させる部分
に係る農家の年償還額を比較し、農家負担金について償還の可能性の分析に代
えることができるものとする。

土地改良事業は様々な事業種があり、また、事業内容も多種の工種によって
構成されることが多い。したがって、効果を測定する場合は、事業種や工種に
よって効果の発現形態が異なることから、対象事業における工種に対応する効
果について整理する必要がある。主な工種と効果項目との関係は主要工種別効
果項目一覧表に示すとおりである。

ただし、この主要工種別効果項目一覧表は、概括的に整理したものであり、
地域農業の形態、事業に占める各工種の大きさによって、表で整理したとおり
の効果項目が具現化しないか、あるいは測定するに足りないなどのケースもあ
るので、この点に留意して事業計画に沿って具体的に測定すべき効果項目を整
理し、その効果項目ごとに効果を測定する。

次に各効果を測定するに当たって、測定対象範囲を定めることが必要であり、
その際に農業振興地域との関連に留意することが重要である。農業振興地域と
は農業の振興を図るべき地域として、農業振興地域の整備に関する法律(昭和
４４年法律第５８号。以下「農振法」という。）第６条第１項に基づき指定さ
れた地域であり、土地改良事業の実施は、当該地域のうち、原則として、同法
第８条第２項第１号の農用地区域を対象として実施されることから、土地改良
事業による効果の算定はこれと整合性を持たせる必要がある。

ただし、農業用用排水路、農業用道路(以下「農道」という。)等の線的な
事業については、その対象となる地域の拡がりによって不可避的に効果が発生
すると認められる場合は、上記以外の地域まで効果測定の対象となることに留
意することが必要である。
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【主要工種別効果項目一覧表】

【総費用総便益比及び総所得償還率、増加所得償還率の効果算定項目】
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第２節 総費用総便益比及び所得償還率

総費用総便益比は、土地改良事業の経済性評価を行うもので、一定地域の範囲
において期間(当該事業の工事期間＋40年)の下で必要な投下費用(総費用)とそれ
によって発現する総便益を対比することで測定を行う。この総費用総便益比が1.0
以上であれば土地改良法施行令第２条第３号において「すべての効用がすべての
費用を償うこと」とされている要件を満足するものとする。

また、所得償還率は、事業費の一部について農家負担を伴うことから、農家経
済的立場から経済性評価を行うもので、農家負担年償還額を現況年総農業所得額
で除して総所得償還率を求める。ただし、土地改良施設の新設事業及び更新事業
のうち施設の機能を向上させる部分については、新設事業及び更新事業のうち施
設の機能を向上させる部分に係る年償還額を年総増加農業所得額で除して増加所
得償還率を求め、農家負担金について償還の可能性の分析に代えることができる
ものとする。

この総所得償還率が0.2以下、増加所得償還率が0.4以下であれば土地改良法施
行令第２条第４号において「受益者の負担金が農業経営の状況からみて相当と認
められる負担能力の限度を超えないこと。」とされている要件を満足するものと
する。

第３節 総費用

１ 基本的事項

(１)  土地改良事業は、法第２条の規定により土地改良施設の新設、管理又は

変更等に係るもの、区画整理、農用地の造成等面的整備に係るもの及び農
用地又は土地改良施設の災害復旧に係るもの並びに客土、暗渠排水等その
他農用地の改良又は保全に係るもの等に分類されている。

(２) このため、総費用の考え方は、以下のように分類して整理する。

ア 土地改良施設の新設を行う整備及び面的整備（区画整理等）その他農用
地の改良のため必要な整備（暗渠、客土等）は、受益地域内の農用地の農
業生産性の向上に関する整備として、「新設整備」で整理する。

イ 既存の老朽化した土地改良施設の更新のために行う当該施設の変更の整
備のうち、現在の一般的な施工方法により施設を再建設し耐用年数が延長
され、施設の担う受益地域内の農用地の農業生産性に係る機能の維持に関
する整備は、「再建設整備」で整理する。

ウ 既存の老朽化した土地改良施設の更新のために行う当該施設の変更の整
備のうち、受益地域内の農用地の農業生産性の維持と更なる向上を組み合
わせた整備及び農道の改良のための整備は、「更新整備」で整理する。
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エ 災害復旧又は農用地の保全のため必要な整備は、農業生産基盤の保全に
よる農用地等の機能の回復に関する事業として、「防災整備」で整理する
が、その考え方は、新設整備、再建設整備、更新整備の項目で整理する。

(３) なお、土地改良事業は、農業用ダム、頭首工、農業用用排水路、農業用
用排水機場及び農道など耐用年数や機能が異なる施設の整備が実施され、
これらの施設の整備を一体的に実施する場合、新設、更新の整備を組み合
わせて実施する場合又は大規模な国営事業から団体営規模の小規模な事業
まで様々な規模の事業の組み合わせによって実施する場合が一般的である
ことを考慮し、事業に関連する施設の費用を総合的に整理する必要がある。

２ 対象となる費用

土地改良事業の費用対効果分析に用いる費用は、事業を実施した場合(事業あり
せば)に要する、工事費、用地費及び補償費等の事業費であり、その対象は、

(１) 当該事業及び関連事業の事業費

(２) 当該事業及び関連事業により整備される施設並びに当該事業の受益地内
で一体的に効用が発揮される施設の評価期間(当該事業の工事期間＋一定期
間(土地改良施設の平均的な耐用年数を考慮し40年に設定))において発生す
る再整備に要する事業費

の合計額とし、これらの事業費を基準年度(評価年度)に現在価値化したものを総
費用として用いるものとする。

なお、事業着工年度において、当該事業の受益地内で一体的に効用が発揮され
ている既存施設の資産価額を費用に見込むこととする。

また、評価期間終了時点において、上記の関連するすべての施設(用地を含
む。)の資産価額を費用から控除する。

ただし、この総費用に用いる事業費及び資産価額は、消費税相当額を控除する。

消費税が含まれる費用から消費税を除く式は以下のとおりである。

消費税を含まない費用の実質値＝(消費税を含む費用)÷(１＋消費税率)

消費税率＝０％：～１９８９年３月３１日

３％：１９８９年４月１日～１９９７年３月３１日

５％：１９９７年４月１日～現在
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３ 対象となる施設等

総費用の算定の対象となる施設等は、法に基づき整備される農用地及び土地改
良施設、既に整備され受益地域内で一体的に効用を発揮している土地改良施設並
びにその他これと密接に関連し土地改良事業として費用の負担を伴う施設とし、
その対象範囲は、原則として、農振法第６条第１項により指定された農業振興地
域のうち、同法第８条第２項第１号に規定する農用地区域内の農用地を受益とす
るものとする。ただし、防災整備等の農業の生産性の向上を主な目的としない事
業については、農業振興地域内の農用地を受益とするものとする。

なお、各施設等の具体的な考え方については、以下のとおりとする。

(１) 農業用用排水施設の整備(新設整備、再建設整備、更新整備、防災整備)
については、当該事業及び関連事業により整備される施設及びこれと一体
的に当該事業の受益地域に対して効用を発揮させるすべての農業用用排水
施設(用水路の整備におけるダム、頭首工や排水路の整備における排水機場
、排水樋門など当該事業により整備される施設の上位施設を含む。)。

(２) 面的整備(基本的には、新設整備。ただし、地方公共団体や土地改良区等
が管理する施設を含む場合は、更新整備も含む。)については、当該事業の
受益地域における区画整理等の面的整備とこれと一体的に整備される土地
改良施設（関連事業によって整備される施設を含む。）。

(３) 農道整備(新設整備及び更新整備)については、当該事業及びその関連事
業におけるすべての区間。

(４) 上記(１)～(３)の関連事業については、

ア 効用が当該事業と一体的に発生し分離が不可能なもの

イ その事業を実施することにより初めて当該事業の効用が発生するもの

ウ 土地改良事業以外の事業であって、当該事業と密接に関連し、計画時点
において事業化の見込みが確実と認められるもの

を事業計画に位置付けるものとしている。

４ 残存価値の取扱い

土地改良事業は、１の(３)のとおり耐用年数や機能の異なる複数の施設を一体
的に整備することが一般的であり、評価期間以降に発生する純便益(便益と費用の
差)を将来にわたって計測することが困難で、評価期間終了時点における残存価値
が比較的大きい場合が想定されることから、その時点における土地改良施設等の
残存価値を以下の考え方により資産価額として費用で整理する。また、更新整備
における既存施設の残存価値も同様とする。

(１)  土地等の非償却資産については、一般的に評価期間後の価値の想定が困
難であるため、その土地を取得した時点の価格に基づき資産価額を算定す
る。
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(２)  償却資産については、取得価額(施設建設費)から残存価額(減価償却資産
の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第10の残存割合
(100分の10)を取得価額に乗じた額をいう。)を差し引き、その残りの額(以
下「償却施設費」という。)を耐用年数期間にわたり均等に減価償却する方
法(定額法)を用いて未減価償却資産額を算定し、この未減価償却資産額と
残存価額の合計を償却資産の資産価額とする。

(３)  また、土地改良事業によって整備される施設は、一般的には更新整備さ
れない限りは耐用年数満了後も供用し続けると考えられることから、評価
期間終了時点における施設の撤去費及び仮設費等は資産価額として考慮し
ないこととする。

５ 評価期間における再整備に関する留意事項

評価期間における施設の再整備に要する事業費(以下「再整備費」という。)に
ついては、標準耐用年数及び施設建設費(当初建設費又は施設を更新した場合の事
業費等)を用いて必要な時期(年度)に適正な費用を計上することとする。

ただし、予防保全対策等による施設の長寿命化も考慮した関係する施設のライ
フサイクルコスト(建設、維持管理等にかかるすべてのコスト)を検討し、都道府
県、市町村、土地改良区等の関係機関との十分な調整を図った上で、より客観的
かつ適正な再整備の時期及び再整備費を整理する再整備計画を策定した場合、こ
の計画に基づいて計上してもよい。

区画整理等の面的整備における小用排水路及び耕作道など整備後に農家自らが
管理し農業生産活動において維持される施設の再整備費については、総費用とし
て計上せず、営農経費として取り扱うこととする。

なお、この再整備費については、４の(４)の考え方により、原則として、撤去
費及び仮設費等は考慮しないこととする。

６ その他

土地改良事業により整備された施設の維持管理費は、主として、当該事業によ
り利益を受ける農家等の収益から支出されていることから、事業ありせば、事業
なかりせばにおける維持管理費の差額を便益として計上する。

また、施設の補修費及び補強費については、耐用年数の延長をもたらすための
もの(施設の長寿命化を目的とする予防保全対策等)は費用として計上し、その他
定期の修繕的なものは維持管理費として便益で計上する。
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第４節 各効果項目

１ 作物生産効果

(１) 考え方

作物生産効果は、関連事業を含めた土地改良事業の実施により、農用地
や水利条件の改良等がなされることに伴って、その受益地域において発生
するとみなされる作物生産の量的増減を捉えるものであり、当該事業を実
施した場合（「事業ありせば」）と実施しなかった場合（「事業なかりせ
ば」）の作物生産量の比較により年効果額を算定する。

(２) 効果要因

ア 新設整備

土地改良事業の実施(事業ありせば)によって発生する作物生産効果は、
事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）と比較して単位面積当た
りの収量が増加することによって得られる単収増加と、作物別作付面積
が増減することによって得られる作付増減に分けられる。

それぞれの効果の要因は、単収増加については、干害、水害等の被害
を防止することによる増収(減産防止)と用排水の分離、乾田化及び客土
による土層改良等作物生産に関する立地条件を改善することによる増収
(立地条件好転)とがある。

また、作付増減については、排水条件の改良に伴う水田の汎用化や畑
地かんがいの整備等による作物選択の自由度の向上及び土地利用率の向
上に伴う作物ごとの作付面積の増減と未墾地等を農用地に造成すること
による作物の作付面積の増大等がある。

【作物生産効果の要因の構成】
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イ 再建設整備

再建設整備については、当該事業を実施しなかった場合(事業なかりせ
ば)には、既存施設は老朽化による機能の減退・喪失が想定され、当該施
設が担っていた作物生産量を増加させる効果が失われる(用水施設であれ
ば、用水が無いことによる用水不足状態。排水施設であれば、地下水位
の上昇による湿田状態等)ことから、整備を実施すること(事業ありせば)
により、この既存施設が担っていた機能が維持される効果を、作物生産
量の増加分の維持という側面で評価する。
具体的には、現況（事業実施前の状況を言う。以下同じ。）の土地利

用や既存施設の下で実現可能な営農計画に沿った作物の作付けを行うと
した場合に、事業なかりせば、既存施設により確保されていた作物生産
量を増加させる(単収増加)効果(干害、水害等の被害防止や用排水の分
離、乾田化、畑かん等の立地条件好転)が失われるものとして、減産防止
や立地条件好転による単収の増加分を算定する。ただし、地域の営農状
況を踏まえ作付転換が明らかに想定可能な場合は、その作付転換を考慮
して作付増減の要因により算定することができることとする。

ウ 更新整備（防災整備も含む）

アとイの双方の要因により評価する。

(３) 算定式

ア 基本式

① 単収増加年効果額＝作付面積×(事業ありせば単収－事業なかりせば
単収)×単価×単収増加の純益率

② 作付増減年効果額＝(事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面
積)×単収×単価×作付増減の純益率

イ 新設整備の場合

① 単収増加年効果額

減 産 防 止 ＝現況作付面積※１×［事業ありせば単収〔無被害単
収〕－事業なかりせば単収〔現況被害単収〕］※２

×単価×単収増加の純益率

立地条件好転＝現況作付面積※１×［事業ありせば単収〔計画単収〕
－事業なかりせば単収〔無被害単収〕］※３×単価×
単収増加の純益率

※１：「現況作付面積」は、計画作付面積が現況作付面積より減少
する場合には、「計画作付面積」とする

※２：単位当たり被害防止量

※３：増加単収
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② 作付増減年効果額

作付増＝［事業ありせば作付面積〔計画作付面積〕－事業なかりせ
ば作付面積〔現況作付面積〕］×計画単収×単価×作付増
減の純益率

作付減＝［事業ありせば作付面積〔計画作付面積〕－事業なかりせ
ば作付面積〔現況作付面積〕］×現況単収×単価×作付増
減の純益率

ウ 再建設整備の場合

単収増加年効果額

立地条件好転＝現況作付面積×［事業ありせば単収〔現況の単収〕－
事業なかりせば単収〔立地条件好転に係る機能喪失時
の単収〕］×単価×単収増加の純益率

減 産 防 止 ＝現況作付面積×［事業ありせば単収〔立地条件好転に
係る機能喪失時の単収※４〕－事業なかりせば単収〔機
能喪失時の単収※５〕］×単価×単収増加の純益率

※４：事業なかりせば失われる増加単収

※５：事業なかりせば失われる単位当たり被害防止量

(４) 事業内容別の効果の捉え方
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(５) イメージ図

【作物生産効果の捉え方】

【再建設整備(事業なかりせば施設の機能が損失する場合)の効果要因】
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２ 品質向上効果

(１) 考え方

品質向上効果とは、関連事業を含めた土地改良事業の実施により、作物
生産の立地条件が改良又は維持されることに伴う、農作物の品質への影響
に関する効果である。土地改良事業を実施した場合（事業ありせば）と実
施しなかった場合（事業なかりせば）の作物販売額の増減を計測するもの
である。

具体的には、用水改良、畑地かんがい等の整備により生産される作物の
品質が変化し、生産物の単価が変動すること又は農道の舗装等により生産
される作物の品質や商品としての価値が変動することに伴う効果であり、
事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業
なかりせば）の年販売額を比較して、その増減から年効果額を算定する。

(２) 効果要因

ア 新設整備

事業により作物生産条件が向上する場合における作物販売額は、用水
改良、畑地かんがい、農道の舗装等による農産物の規格、等級、商品化
率の向上等を考慮して計測する。

なお、効果の要因としては①湿潤かんがい効果、②水質汚濁防止効果、
③作型転換効果、④荷傷み防止効果、⑤防塵効果に大別することができ
る。

イ 再建設整備

事業により作物生産条件を維持する場合における作物販売額は、事業
を実施しなかった場合に既存施設の機能が失われることによって規格、
等級、商品化率等にどのような影響を及ぼすのか想定し、その影響を考
慮して計測する。

なお、効果の要因としては①湿潤かんがい効果、②水質汚濁防止効果、
③作型転換効果、④荷傷み防止効果、⑤防塵効果に大別することができ
る。

ウ 更新整備

アとイの双方の要因により評価する。

(３) 算定式

年効果額＝(事業ありせば作物単価－事業なかりせば作物単価)

×効果発生量
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(５) イメージ図

(４) 事業内容別の効果の捉え方
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３ 営農経費節減効果

(１) 考え方

営農経費節減効果とは、土地改良事業により現況の営農技術体系、経営
規模等が変化することに伴って、作物生産に要する費用が増減する効果で
あり、事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なか
りせば)の労働費、機械経費、その他の生産資材費について比較し、それら
の営農経費の増減から年効果額を算定する。

(２) 効果要因

ア 新設整備

① ほ場条件の改善(区画整理、暗渠排水、客土等)に伴い作付体系の変
化や機械の利用効率が高まること等により経費が増減する効果。

② 用排水施設の新設や畑地かんがい(新規畑かん)の整備に伴い水管理
が合理化する等により経費が増減する効果。

③ 水質改善に伴い水質汚濁に起因する被害の防止に要する経費が増減
する効果。

イ 再建設整備

① 用排水施設(基幹・支線用排水路、畑地かんがい施設、営農用水施
設)について更新する場合、その機能が失われた状態を想定し、水管理
等の変化により経費が増減する効果。

② 既存の水質改善に資する施設について更新する場合、その機能が失
われた状態を想定し、その水質汚濁に起因する被害の防止に要する経
費が増減する効果。

ウ 更新整備

アとイの双方の要因により評価する。

(３) 算定式

年効果額＝(事業なかりせば単位面積当たり営農経費

－事業ありせば単位面積当たり営農経費)×効果発生面積

(４) 事業内容別の効果の捉え方
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(５) イメージ図

【新設整備】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】
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４ 維持管理費節減効果

(１) 考え方

土地改良施設は年月の経過とともに老朽化する等、物理的な損耗が生じ、
その機能を適切に維持するためには多大な維持管理費が必要となる。この
ように老朽化し、機能低下の著しい土地改良施設を改築して近代的な施設
にすることにより、これまで要してきた維持管理費が増減されることにな
る。

他方、畑地かんがい事業等により、従来土地改良施設がなかったところ
に、新たに施設等を設置する場合などでは、これら新設の施設等の維持管
理に要する費用が新たに必要となる。

維持管理節減効果は、このような事業を実施した場合(事業ありせば)と
実施しなかった場合(事業なかりせば)を比較し、維持管理費の増減をもっ
て年効果額を算定する。

(２) 効果要因

① 施設の新設により経費が増加する効果

(例)ダム、揚排水機場、道路、用排水路等の新設に伴う維持管理費の増

② 施設の更新等に伴い施設及び管理機器の機能が向上し、補修、操作等
に要する経費が増減する効果

(例)土水路を装工(ライニング)することによる草刈、泥さらい等に要す
る経費の節減

③ 施設の統廃合、設置場所の変更等により経費が増減する効果

(例)・頭首工の合口による管理補修費の節減

・当該事業によって土地改良区が合併する場合の人件費等の節減

④ 施設の使用形態等の変化により経費が増減する効果

(例)・用排兼用水路を排水路(用水路)にすることでの維持管理費の増減

・主要揚水機場を用水系統の見直しにより反復機場とすることでの
維持管理費の節減

⑤ 事業なかりせば施設機能が失われることにより経費が増減する効果

(３) 算定式

年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費
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(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図

【新設整備】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(単純更新＋機能向上)】
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５ 営農に係る走行経費節減効果

(１) 考え方

営農に係る走行経費節減効果とは、農道を新設又は更新することにより、
農作物の生産に必要な資材や農産物の輸送、通作などの農業交通に係る走
行経費が節減及び維持される効果であり、事業を実施した場合(事業ありせ
ば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)の農業交通に係る走行経費の増
減をもって年効果額を算定する。

(２) 効果要因

農道の新設、更新によって走行経路の変更並びに幅員、勾配、カーブ、
舗装、交差部分等の改良がされ、走行時間、走行条件等に係る人件費や車
両経費（燃料費、油脂費、タイヤ・チューブ費、車両整備費、車両償却費
等）などの走行経費の節減が図られる。また、現況の農道の更新によって
農産物等の輸送と通作などの交通機能の維持が図られる。

(３) 算定式

年効果額＝事業なかりせば走行経費－事業ありせば走行経費

（４） 事業内容別の効果の捉え方
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(５) イメージ図

【新設整備】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】
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６ 耕作放棄防止効果

(１) 考え方

耕作放棄防止効果とは、区画整理等による農用地の改良又は土地改良施
設の更新に伴って耕作放棄の発生が防止され、これにより当該農地での作
物生産や多面的機能が維持・継続される効果である。
したがって、本効果は、事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）
に耕作放棄の発生が想定される農地が有している作物生産の年効果額と多
面的機能の年効果額を持って算定する。

ア 作物生産

区画整理によるほ場条件の改善がなされなかった場合(事業なかりせば)
の状態を想定し、従前の作業効率の低い農業生産が継続されること及び耕
作者の高齢化等・農業構造の変化等に起因する耕作放棄地の発生に伴い、
農作物の作付けが減少する作物生産の量的増減を効果として捉える。

なお、作物生産に係る効果については、区画整理が実施されなかった場
合(以下「区画整理なかりせば」という。)に発生すると想定される耕作
放棄による作物生産の減(作付面積減)のみを対象とし、かんがい排水整
備等の事業が実施されなかった場合(以下「かんがい排水なかりせば」と
いう。)による単位面積当たり作物生産の減(単収減)については、作物
生産効果において算定されるため対象としない。

また、農道整備により耕作放棄地が解消される場合があるが、効果範囲
等の定量化が明確でないため対象としない。

【作物生産に係わる耕作放棄防止効果の捉え方のイメージ】

用排水整備が支える作物生産量

区画整理が支える
作物生産量

未整備農地として維
持される作物生産量

耕作面積

単位面積あたり
作物生産(単収)

現況単位面積あたり
作物生産(単収)

用排水整備なかりせ
ば単位面積あたり作
物生産(単収)

区画整理な
かりせば耕
作面積

現況耕
作面積区画整理なかり

せばによる耕作
放棄の発生
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イ 多面的機能

多面的機能については、区画整理なかりせば発生する耕作放棄に伴う多
面的機能の減退分を効果として捉える

【多面的機能に係わる耕作放棄防止効果の捉え方のイメージ】

(３) 算定式

年効果額(千円／年)

＝耕作放棄の防止に伴い維持される作物生産に係る年効果額＊１

＋耕作放棄の防止に伴い維持される多面的機能に係る年効果額＊２

＊１ 事業なかりせば発生する耕作放棄面積(ha)×

単位面積当たり作物生産の純益額(千円／年・ha)＊３

＊２ 事業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の純益額(千円／年・ha)＊４

＊３ 単位面積当たり純効果額(千円／年・ha)

＝作物生産に係る年総効果額(純益額)／地区面積(ha)

＊４ 単位面積当たり純効果額(千円／年・ha)

＝多面的機能に係る年総効果額(純益額)／効果発生面積(ha)

(４) 事業内容別の効果の捉え方

現況の多面的機能

機能向上による多面的機能の増

かんがい排水なかりせば
による多面的機能の減

区画整理なかりせばによる耕作
放棄の発生に伴う多面的機能の減

未整備農地として継続
される多面的機能

事業なかりせばの効果 事業ありせばの効果
（区画整理のみ実施） （区画整理+用排水整備）
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７ 災害防止効果(農業関係資産・一般資産・公共資産)

(１) 考え方

災害防止効果は施設の新設又は更新により、洪水、土砂流出、高潮、地
盤沈下等の災害の発生に伴う農作物、農用地、農業用施設等の農業関係資
産、一般資産及び公共資産の被害が防止又は軽減される効果である。
したがって、本効果は、被害の防止又は軽減が図られる区域における資
産を対象に、事業を実施した場合(事業ありせば)と事業を実施しなかった
場合(事業なかりせば)の年被害額を比較して減少すると想定される年被害
軽減額をもって算定する。

(２) 効果要因

本効果の要因は、工種別に要因と発現形態が異なる(以下に事例を挙げ
る。)。

ア 排水路、排水機等が新設又は更新されることに伴い、排水条件等が改
善され湛水による被害が、防止又は軽減される効果。

イ 排水路、承水路等が新設又は更新されることに伴い、農用地の浸食、
崩壊を防止する効果。

ウ 排水路、土留工等が新設又は更新されることに伴い、家屋、公共施設
に及ぼす災害を防止する効果。

エ 洪水調整用ダム(防災)が新設又は更新されることに伴い、下流で発生
する洪水被害を防止する効果。

オ 老朽化したため池や用水路の改修に伴い、堤体や水路側壁の決壊・倒
壊等により発生する湛水被害を防止する効果。

カ 干拓のための堤防等が新設又は更新されることに伴い、高潮災害、潮
風による作物の塩害及び後背地の湛水被害を防止する効果。

キ 水源を転換するための農業用用排水施設の新設又は更新により、地下
水利用が廃止・縮小され、地下水利用に伴う地盤沈下による構造物の損
傷、平時の排水不良、洪水時の湛水等、農業・一般・公共施設や農地の
被害が防止又は軽減される効果。

ク 農業用の利水を目的とするダム(以下「農業用ダム」という)が新設又
は更新されることに伴い、その運用過程において、付随的に洪水流量を
カットする機能が下流の洪水被害を防止又は軽減する効果。

ケ 水田の区画整理が実施され、畦畔が高くなることによって、水田群の
一定ブロック(数農区規模)において降雨の一時貯留機能が向上し、付随
的に下流の洪水被害が防止又は軽減される効果。
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【効果の発現形態と主な要因】

(３) 算定式

基本式

年被害軽減額

＝事業なかりせば（施設機能が失われた場合を想定）年被害想定額
－事業ありせば（整備後に施設機能が十全に発揮される場合
を想定）年被害想定額

ア 降水流量(降雨)に起因して被害が発生する場合

〔防災ダム、農業用ダム、排水施設、区画整理等〕

年被害軽減額

＝(事業なかりせば(施設機能が失われた場合を想定)想定被害額

－事業ありせば(整備後に施設機能が十全に発揮される場合を想定)

想定被害額)×生起確率

イ 降水流量(降雨)以外の要因で被害が発生する場合〔老朽ため池等〕

年被害軽減額＝事業なかりせば想定被害額×還元率
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ウ 地盤沈下対策の場合(水源転換のための農業用用排水施設の整備)
年被害軽減額
＝((各施設等の現況年被害額)－(各施設等の計画年被害額))

＋((現況年応急対策費)－(計画年応急対策費))

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図

【新設整備(機能向上)】

【再建設整備(機能維持)】 更新整備(機能維持＋機能向上)】
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８ 農業労働環境改善効果

(１) 考え方

農業労働環境改善効果は、事業の実施により、営農機械化体系や、施設
の維持管理方法等の改善が図られることにより、農作業環境が変化し、営
農に係る労働が質的に改善(労働強度の改善、精神的疲労の軽減など)され
る効果である。本効果は、受益者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(Contingent Valuation 
Method：仮想市場法)」により測定し、年効果額を算定する。

(２) 効果要因

当該事業実施によって、労働の質的改善が図られる作業を対象とする。
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(３) 算定式

年効果額＝労働改善に対する支払意志額(平均、円/10アール/年)

×受益面積

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図

【新設整備(機能向上)】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】



34

９ 地域用水効果

(１) 考え方

地域用水効果は、農業用用排水路の新設又は更新により、使用できる農
業用水が増量され、営農用水、消流雪用水等地域用水としての利用が増加
し、経費が節減する効果である。

したがって、本効果は、事業を実施した場合（事業ありせば）の地域用
水を利用する経費と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の地域
用水を利用する経費との差をもって算定する。

なお、既設の土地改良施設においてこのような機能を発揮しており、そ
の機能を当該事業によって維持する場合については、既存施設の設置前と
設置後における地域用水に係る経費の節減の実績を持って効果として見込
むものとする。

(２) 効果要因

土地改良事業の実施による農業用水の増量及び農業用用排水路の新設又
は改良に伴う効果の要因は以下のとおりとする。

ア 農機具・農作物の洗浄用水等に係る経費の節減が図られる又は既に図
られている効果(営農用水効果)。

イ 消流雪用に利用することにより除雪に係る経費の節減が図られる又は
既に図られている効果(消流雪効果)。

ウ 防火用水としての機能が高まり、集落等の地域が必要としている防火
施設の設置費用等の節減が図られる又は既に図られている効果(防火用水
効果)。

(３) 算定式

【基本式】

年効果額＝事業なかりせば想定される地域用水の利用経費

－事業ありせば想定される地域用水の利用経費

ア 営農用水効果

年効果額＝営農用水の現況年供給経費－同用水の計画年供給経費

又は実績による経費の節減額

イ 消流雪用水効果

年効果額＝現況年除雪経費－計画年除雪経費

又は実績による経費の節減額

ウ 防火用水効果

年効果額＝(地域集落等の防火水槽等の設置の計画節減数×１カ所当た
りの建設費)×還元率年効果額

又は実績による経費の節減額
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(４) 事業内容別の効果の捉え方(営農用水の例)

(５) イメージ図(営農用水の例)

【新設整備(機能向上)】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(単純更新＋機能向上)】
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１０ 一般交通等経費節減効果

(１) 考え方

一般交通等経費節減効果とは、農道等の新設又は更新することにより、
一般交通（農業交通及び林業交通以外の交通）の走行に係る人件費や車両
経費などの走行経費及び林業における木材等の輸送や林地への通勤等の林
業交通の走行経費が節減及び維持される効果、また、山林保育の機械化等
に伴い山林経営が合理化され林業経営経費が節減及び維持される効果であ
り、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）の一般交通等の走行経費及び林業経営経費の差分をもっ
て年効果額を算定する。

(２) 効果要因

ア 一般交通の走行経費が節減及び維持される効果(一般交通経費節減効果)
① 一般交通の走行時間に係る人件費が節減及び維持される効果
② 一般交通の走行条件等（車道幅員、路面等の道路構造、道路延長等）
に係る車両経費（燃料費、油脂費、タイヤ・チューブ費、車両整備費、
車両償却費等）が節減及び維持される効果

イ 林業交通の走行経費が節減及び維持される効果(林業交通経費節減効果)
農道の新設、更新に伴い車種が大型化するなど車種転換を考慮した上で
の、林地への通勤、木材等の輸送の林業交通の走行時間に係る人件費や走
行条件等に係る車両経費が節減及び維持される効果

ウ 農道の新設、更新に伴い山林保育の機械化が図られるなど山林経営の合
理化による林業経営経費が節減及び維持される効果(林業経営経費節減効
果)

（３）算定式
年効果額＝（事業なかりせば走行経費－事業ありせば走行経費）＋

（事業なかりせば林業経営経費－事業ありせば林業経営経
費）×効果発生面積
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(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図

【新設整備】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】
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１１ 地籍確定効果

(１) 考え方

地籍確定効果とは、区画整理等の実施により、区画の整形や確定測量が
行われることで、地籍が明確になる効果である。
したがって、本効果は、事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）

の土地を国土調査する場合に要する経費相当額と事業を実施した場合（事
業ありせば）の土地を国土調査する場合に要する経費相当額との差額に、
還元率を乗じて年効果額を算定する。

(２) 効果要因

区画整理等を実施した場合に行う換地処分等により、地籍が明確になり、
土地改良財産等の管理の適正化、住民間や官民間の土地に係るトラブル防
止等が可能となる。本来、地籍調査は国土調査により実施されるものであ
るが、事業を実施することにより付随的に地籍を明確にする効果が発現す
ることになる。

(３) 算定式

年効果額＝（事業なかりせば単位面積当たりの国土調査費－事業ありせ
ば単位面積当たりの国土調査費）×地籍明確面積×還元率

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図
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１２ 国土造成効果

(１) 考え方

干拓事業は、海又は湖沼を陸地化し、そこに農用地を造成する事業であ
る。この事業は海又は湖沼を陸地化し国土を拡張する「立地造成」とそれ
を農用地として利用できるようにする｢豊土造成」という二面性を有してい
る。
国土造成効果は、この立地造成部分の評価額を効果としてみるものであ
り、干拓事業により国土が新たに造成されることに伴って土地の利用機会
が増加する潜在的な効果をいう。
具体的には、干陸面積を対象に農業利用価格と他用途利用価格の差に利
子率を乗じて年効果額を算定する。
なお、豊土造成部分については、作物生産効果等で評価する。

(２) 効果要因

国土が新たに造成されることにより、土地の利用機会が増加する効果。

(３) 算定式

年効果額＝(単位面積当たり他用途利用価格－単位面積当たり農業利用価
格)×利子率×干陸面積

ただし、干陸面積(陸地化される面積から堤防敷面積を除いた面積)＝農
地面積＋農業用施設用地面積＋土地改良施設用地面積(堤防敷を除く)＋住
宅・公共施設用地等面積

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図
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１３ 非農用地創設効果

(１) 考え方

非農用地等創設効果とは、区画整理等の面的整備事業において、換地手
法を用いて先行的、計画的に公共用地等の非農用地を円滑に創設すること
により、合理的かつ経済的に他の事業者が用地を取得できる効果であり、
事業を実施した場合（事業ありせば）における用地調達費（以下「計画経
費」という。）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）における
用地調達費（以下「想定経費」という。）の差をもって効果を捉える。な
お、年効果額については、耐用年数に応じた還元率を想定経費と計画経費
の差額に乗じて算定する。

(２) 効果要因

ア 用地交渉における期間の短縮及び経費の節減が図られる効果。

イ 測量経費及び登記手続等の事務経費の節減が図られる効果。

(３) 算定式

年効果額＝(事業なかりせば単位当たりの想定経費－事業ありせば単位当
たりの計画経費）×非農用地創設面積×還元率

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図
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１４ 水源かん養効果

(１) 考え方

水源かん養効果とは、事業の実施に伴い、ほ場から公共用水域(河川)へ
の還元水量の増加、地下への降下浸透水量の増加など、付随的に河川水源
や地下水源へのかん養に寄与する効果である。

したがって、本効果は、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）のかん養量の差のうち、水源とし
ての利用可能量を求め、その水量を確保を確保するために必要な水源開発
費に施設の耐用年数に応じた還元率を乗じて年効果額を算定する。

ただし、更新事業については、既存施設の設置によって、本効果が明ら
かに発生している場合においては、水源としての利用可能量の増加に係る
実績をもって評価できることとする。

(２) 効果要因

ア 河川の流況安定に寄与

農業用ダム等の水源開発に伴う取水量の増加によって、ほ場から公共
用水域(河川)への還元水量が増加し、その還元水量の増加が河川の流況
を安定させることにより、下流の河川水の潜在的な利用可能量が増加す
る効果。

イ 地下水のかん養に寄与

地下水取水が制限され、又は、地下水汚濁(塩水化等)の発生している
地域において、かんがい事業等の実施による降下浸透量等の変化に伴い、
地下水の利用可能量が増加し、又は地下水汚濁等の改善が図られる効果。

(３) 算定式

【基本式】

年効果額＝水源利用増加量×原水開発単価×還元率

ア ほ場から公共用水域(河川)への還元水量の増加の場合(河川流況の安定
化)

年効果額＝流況安定化寄与水量×原水単価×還元率
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イ 地下への降下浸透水量の増加を捉える場合(地下水のかん養)

年効果額＝年地下水利用増加量×原水開発単価×還元率

ただし、原水開発単価＝近傍水源開発費/近傍水源開発水量

還元率＝原水開発単価の算出に用いた施設の耐用年数に応じ
た還元率

(４) 事業内容別の効果の捉え方

(５) イメージ図
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１５ 景観・環境保全効果

(１) 考え方

景観・環境保全効果は、土地改良施設の新設又は更新を行う場合におい
て、施設機能を維持しつつ、周辺の景観や親水性、環境との調和に配慮し
た設計、構造を併せ持った施設(以下「景観・環境保全施設」という。)と
して整備することで、地域住民の生活環境や利便性の向上はもとより、広
く都市住民等へ｢憩いの場｣、「やすらぎの場」、「交流の場」等の提供や
公共用水域の水質改善、また、農業の歴史学習や自然体験・学習について
寄与する効果である。

本効果は、地域住民等に支払意志額(ＷＴＰ：Willingness To Pay ある
財やサービスに対して支払っても良いと考える額)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（Contingent Valuation Method：
仮想市場法)により測定し、年効果額を算定する。

(２) 効果要因

主な発生要因は次のとおりである。

ア 地域の生態系等の保全

動植物の生息環境に配慮した整備を行うことにより、豊かな生態系が
保全される場合。

イ 地域の景観が美しく維持・形成され、居住環境等が向上

歴史的水路など文化的遺産の保存、並木、花壇や石積み擁壁等を整備
することにより、地域と調和のとれた景観が保全、創出される場合。

ウ 多目的な活動の場の提供

地域住民やそこを訪れる人にとって、親水・交流空間として公園と同
等の機能が創出される場合。

エ 地域の動植物の観察、農業の歴史や自然体験・学習等に貢献

親水施設、せせらぎ水路及び小動物のための横断誘導路等を整備する
ことにより、自然観察や自然とのふれあいの場として活用され、環境や
農業についての学習の場が提供される場合。

オ 公共用水域の水質の保全

農業用用排水路に接触酸化水路等の水質を浄化する施設を設置したり、
水源転換(清水を導入)や循環かんがいを行うことにより、農業排水の水
質が改善される場合。



44

(３) 算定式

基本式

年効果額＝一戸当たり支払意志額×受益範囲世帯数×｛Ｃ１／（Ｃ１＋Ｃ２）｝

ただし、

Ｃ１：景観・環境保全施設の事業費のうち当該土地改良事業分

Ｃ２：景観・環境保全施設の事業費のうちその他事業分

ア 受益世帯を特定できる場合

年効果額＝世帯当たり支払意志額(円/世帯・年)×受益世帯数(世帯)

イ 受益世帯を特定できない場合

① 利用を伴う施設

年効果額＝訪問可能性がある世帯の平均支払意志額(円/世帯・年)×
受益範囲世帯数(世帯)×訪問可能性がある世帯の割合＋
訪問可能性がない世帯の平均支払意志額(円/世帯・年)×
受益範囲世帯数(世帯)×(１－訪問可能性がある世帯の割
合)

② 利用を伴わない施設

年効果額＝認知している世帯の平均支払意志額(円/世帯・年)×受益
範囲世帯数(世帯)×認知率＋認知していない世帯の平均
支払意志額(円/世帯・年)×受益範囲世帯数(世帯)×(１
－認知率)

(４) 事業内容別の効果の捉え方
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(５) イメージ図

【新設整備(機能向上)】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】
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１６ 都市・農村交流促進効果

(１) 考え方

都市・農村交流促進効果とは、農業用ダム、農業用用排水路等の新設又
は更新により、これらの土地改良施設が農業用としての機能を発揮するこ
とを前提に、施設そのもの又は施設の設置に付随して生じる水辺環境等(以
下「農業用施設等」という。)が地域のレクリエ－ションの拠点として、地
域住民への憩いの場の提供を提供し、又は観光資源として利活用できる効
果をいう。

したがって、本効果は、農村体験等の交流に係る経費を農業用施設等と
レクリエーション施設(キャンプ場、貸出用ボ－ト等。以下「レク施設」と
いう。)とに振り分けることにより算出される農業用施設等に係る効果(施
設交流効果)、レク施設整備に伴う農業用施設等の利用されることにより発
生する収益を農業用施設等とレク施設とに振り分けることにより算出され
る農業用施設等に係る効果(施設利活用効果)とを合算し、年効果額を算定
する。

ア 施設交流効果

利用者の農業用施設等までの旅行費用と訪問回数が事業実施前後で変化
することにより施設の利用価値が向上する効果

イ 施設利活用効果

農業用施設等が直接的又は修景的・親水的施設として利活用される効果

(２) 効果要因

ア 施設交流効果

施設交流効果は、原則として、トラベルコスト法(ＴＣＭ)により新たに
又は継続的に形成された訪問拠点(農業用施設等)に対する訪問便益を評価
するものである。

訪問拠点への訪問に影響を与える「訪問費用」、「代替施設の訪問回
数」、「居住地」、「家計の状況」等について様々な属性からアンケート
調査によりデータを得る。

アンケート調査結果により得られたデータから、整備前（事業なかりせ
ば）と整備後（事業ありせば）の便益を算定し、その差額を農業用施設等
の年減価額分とレク施設の年減価額分とに按分し、農業用施設等の年減価
額に相当する便益を年効果額とする。
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イ 施設利活用効果

① 施設利活用効果は、施設等を直接利用することにより収益を得る場合、
及びダム湖や用水路等を修景的又は親水的施設として利活用し、直接収
益を得ないが、レクリエ－ション投資と相まって収益を得る場合とがあ
る。

② これら農業用施設等の利用は、直接的又はレク施設と相まって、憩い
の場の提供や観光資源として利用することによる効果をもたらすが、そ
れらの価値は、レクリエ－ションに支払った消費額で現れることから、
農業用施設等の利用による収益額が、本効果の年効果額となる。

③ したがって、農業用施設等が直接的又は修景的に利活用されることに
より発生する農村体験等のための年収益額を、農業用施設等の資本還元
額分とレク施設の資本還元額分とに按分し、農業用施設等の資本還元額
に相当する年収益額を年効果額とする。

注：トラベルコスト法(TCM：Travel Cost Method)

景観を含む環境や娯楽施設、その他「訪問する」動機付けがある
価値を持った施設を訪問する訪問者と、訪問者が支払う旅行費用の
関係から利用価値を評価する方法。

大規模な公園やダム湖の周辺整備の評価に活用されている。
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(３) 算定式

年効果額＝施設交流効果＋施設利活用効果

ただし、

施設交流効果＝｛(Ｐ1×Ｆ1×Ｎ)－(Ｐ2×Ｆ2×Ｎ)｝×｛Ｃ1／（Ｃ1＋Ｃ2)｝

Ｐ1：事業整備後の平均訪問単価

Ｆ1：事業整備後の平均訪問回数

Ｎ ：影響圏域における世帯数

Ｐ2：事業整備前の平均訪問単価

Ｆ2：事業整備前の平均訪問回数

Ｃ1：農業用施設等相当事業費の資本還元額

Ｃ1＝（農業用施設等相当の事業費－残存価額)×還元率

Ｃ2：レク施設の資本還元額

Ｃ2＝（レク施設の事業費－残存価額）×還元率

施設利活用効果＝年収益額※１×効用指数※２

年収益額：施設の利用に伴い発生する収益であり、各施設の収支計画
書に記載された年粗収益額から運営費用を控除した額

効果指数：レクリエーションに係る収益のうち、農業用施設等が発生
させる割合を示す指数

(４) 事業内容別の効果の捉え方

ア 施設交流効果
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イ 施設利活用効果

(５) イメージ図(ア 施設交流効果のケース)

【新設整備(機能向上)】

【再建設整備(機能維持)】

【更新整備(機能維持＋機能向上)】
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（参考値としての効果）

１７ 食料の安定供給に関する効果

(１) 考え方

土地改良事業による農業生産性の向上は、現状の農業生産の維持ととも
に農産物市場における農産物価格の低下をもたらす。

これら、生産性の向上に伴う効果は農作物を生産する生産者のみならず
農産物価格の低下を通じて消費者にも及んでいる。このことから、土地改
良事業により発生する効果のうち消費者に帰着する効果を消費者余剰効果
として算定する。

なお、消費者が受ける効果には、土地改良事業を通じ国内生産が確保さ
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) 算定の概要

土地改良事業に伴う農産物価格の変動額を推計し、市場における需要量
と価格(消費者の支払額)との関係に基づき、価格変動による消費者余剰の
変化量を消費者余剰効果として求める。

【消費者余剰効果の概念図】

(３) 算定に当たっての留意事項

本効果は、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
の評価に馴染まないことから、土地改良事業全体(マクロ)の効果として算
定するため、費用対効果分析の算定には含めない。



51

１８ 地域経済への波及効果

(１) 考え方

地域経済波及効果とは、関連する附帯事業を含めた土地改良事業の実施
により、受益地域における農産物が増減したり、旧施設が支えていた農産
物の生産が保持されることによって川上、川下を含めた関連産業の生産・
雇用が増減する効果である。

例えば、事業の直接的な効果は、農業生産性の向上効果等として発現す
るが、この効果は波及効果をもたらし川上産業(注１)(農業資材関連産業)や
川下産業(注１)(農産物需要関連産業)などの農業・食料関連産業(アグリビ
ジネス)の活性化につながっている。

なお、本効果は、波及効果であり、効果の重複等があるため、参考値と
して扱い、費用対効果分析の算定には含めない。

注１：川上産業、川下産業とは、製品の製造過程を川の流れに例えて区
分した分類で、川上産業は、材料、素材等の産業用資材を生産し
供給する産業を意味し、川下産業は、それらを利用して生産する
製造、組立加工、消費財メーカーの産業を意味している。農業生
産の波及効果の場合では、川上産業は肥料、農薬、配合飼料等の
農業用資材を生産する産業、川下産業は、輸送業、食品加工業、
商業等で農産物を原材料として付加価値を得る産業となる。既存
資料等を用い分析する場合、川上産業と川下産業の対象範囲が異
なる場合もあるので注意すること。

(２) 効果要因

土地改良事業の実施によって生じる地域経済への波及効果は、事業に
よって旧施設が支えていた農業生産が保持されることによる効果と、新た
な生産が生じることによる効果に分けることができる。さらに後者の効果
は、事業に伴って新たな関連産業が生じることによる波及効果と、従前か
らある関連産業への農産物供給の増加による波及効果に分けられる。

ここで、関連産業とは、当該受益地で生産された農産物を利用した、食
品加工業、特産品などの工芸品製造業、保管・流通・販売業、観光業等(川
下産業)と、当該受益地内で生産を行うために必要になる資材(種苗、肥料、
農薬、機械)産業等(川上産業)が含まれる。

また、対象となる波及効果は、当該受益地内の農業生産・農産物を介し
た効果のみに限り、農業生産を介さず、農地や農業用水のみを用いた場合
は波及効果に含めない。
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(３) 算定に当たっての留意事項

ア 事業を契機に生じる波及効果の算定にあたっては、その事業計画の実現
性について十分検討し、蓋然性があると判断された場合のみ計上すること。

イ 本効果は、地域に対する波及効果を念頭に置いているため、対象とする
産業は、同一地域内に立地する産業のみを対象とすること(最大でも同一都
道府県レベル)。

ウ 川上産業については、産業連関表の逆行列係数を用いて算定することと
しているが、地域において特色ある川上産業が生じている場合には、個別
の算定も可能とする。

エ 本効果は、雇用増加、創出に関する波及効果のように、単に本事業によ
る労働力の節減に伴う効果が実現した場合も想定されることから参考値と
し、費用対効果分析の算定には含めない。

また、参考値の扱いであることから、ここでは旧施設の減耗等を考慮せ
ず、年効果額の算定方法を示している。


