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１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

 

（１）過年度評価対象地区の事業完了後報告について［13 地区］ 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

令和２年度公共事業（大規模等）事前評価における一次政策評価の実施方針（以下、「実施方針」

という。）12 の規定に基づき、事前評価対象地区の事業完了後において、事業を行ったことによ

る事業目的の達成状況や事業効果等を確認するため、「完了実績」や「事業効果」等を本委員会に

報告するもの。 

該当地区数は、農政部所管の 13 地区。 

本報告は、平成 25 年度から３年間の試行を経て平成 28 年度から本格実施しており、その後も

「成果・効果の示し方」や「報告時期」等の見直しを行い、毎年度の本委員会で報告。 

本報告に係る平成 30 年度と令和元年度の委員会での意見として、報告様式の内容が良くなっ

ているという意見がある一方で、平成 30 年度の報告では、表現の工夫が必要、アンケート調査の

ネガティブな意見は委員会で情報共有、地区ごとの特徴が表現できていなくてもったいないとい

った意見があり、令和元年度の報告では、アンケートの回収率向上や資料作成の工夫が必要とい

った意見が出されているところ。 

資料１に基づいて農政部より事業完了後の内容を報告。 

 

【農政部農村設計課】 

 農政部所管事業 13 地区に係る事業完了後の内容等について、資料１に基づいて報告。 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

整理番号 13 の訓子府北西地区の【総事業費の変更】で、入札差金により総事業費が 104 百万

円減少したことについて、入札差金を理由とする事業費の減少はよくあることか。 

 

【農政部農地整備課】 

入札差金の他に事業の取りやめによる減少も含んでおり、全ての減額分を合わせて 104 百万円

減少したということ。 
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【内田委員長】 

入札の差金としてはそこまで大きな金額ではないということか。入札差金が出たという言葉を

初めて見たが、104 百万円という額は比較的大きい金額なのか。 

 

【農政部農地整備課】 

入札の差金とは、業者が入札価格を決めるときに予定価格より数％低い価格で競争するため生

じる差額のこと。 

総事業費 10 億円で数％といっても数千万円程度になり、その積み重ねと事業取り止めによる

事業量の減少を合わせて事業費が減額となった。 

 

【内田委員長】 

入札差金をあえて記載しているが、それが減額の大きな要因ではないということでよろしいか。 

大きな要因でないのであれば、なぜ【総事業費の変更】の理由として記載したのか。 

 

【農政部農地整備課】 

特に大きい要因というよりも、事業費の変更が生じた理由として、入札差金も１つの理由とし

て挙げられるという意味合いで記載した。 

 

【千葉委員】 

アンケート調査でマイナス要因が書かれていないことについて、マイナスの意見はなかったの

か、あえて書いていないのか。 

また、整理番号 11 の渡島東部地区の担い手農地利用集積率について、他地区が 90％前後なの

に対し、本地区は事業完了後でも 68％にしかなっていない理由を教えてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

まず、アンケート調査のマイナス要因について、13 地区のうち 10 地区において「○主要作物

の収量」に「収量は実施前と変わらない」という意見があったが、アンケートは整備の完了直後

に行っているものの、収量における整備効果は一定期間が経過しないと現れないことから、この

ような意見に繋がったと考えられる。ただ、収量の効果発現には時間を要したとしても、農作業

時間の縮減効果は直ちに発現するため、地区としては効果があったと言える。他には、地区につ

いてのマイナス意見とは言えないかもしれないが、「早く事業を行ってほしい」、「農家負担を軽減

してほしい」といった事業に対する意見も寄せられた。 

渡島東部地区の担い手農地利用集積率について、道南地域は比較的天候に恵まれた暖かい地域

で、他地域と比べて戸当たり経営面積が小さい中でハウス園芸などに取り組んでおり、そこで「担

い手」と呼ばれる人以外も営農を行っていることが、他地域と比べて集積率が低い要因になって
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いると考えられる。ただし、事業の実施により使い勝手の悪いほ場を良くしたことにより、事業

実施後に担い手の集積率が 6.5％ポイント向上しており、事業による効果があったと言える。 

 

【千葉委員】 

収量が変わらなかったことについては個人的にマイナス要因として捉えておらず、事業へのマ

イナス要因はあまりないということを理解した。 

アンケートの回収率について、半分も回収していない地区があり、１戸１戸に大きなお金をか

けて事業をしているのだから、基本は全件回収を目指してもらいたい。 

 

【内田委員長】 

アンケート結果は、プラスの意見だけを書くのはフェアではない。 

事業効果として作物生産効果も計算されているのに効果が出ていないというのは、今後、計画

を立てる上で非常に重要な情報かもしれないため、マイナス意見があるのであればきちんと記載

するよう改めて要望する。 

 

【渡部副委員長】 

アンケートに関して、全体の配付戸数と回答戸数は記載されているが、各意見の回答戸数が不

明で、事業を評価する上で多くの受益者が事業に対して感じている印象を把握しきれない。 

また、「収量は実施前と変わらない」という意見や「作業時間が減った」という意見については、

同じ人が出した意見かどうかによって事業の評価が大きく変わるが、現在の記載方法では分から

ない部分があるため改善してもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

今後、記載方法について工夫する。 

 

【渡部副委員長】 

全部の回答を出してほしいというほどではないが、各項目の回答数の多寡や回答同士のリンク

の有無等が見て分かるようにしてもらいたい。 

 

【厚井委員】 

総便益額の増加理由として、「国産農産物安定供給効果の追加」としている記述があるが、この

効果について教えてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

国産農産物安定供給効果は、土地改良事業の実施により維持向上するとみなされる、国産農産
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物の安定供給に対して国民が感じる安心感を評価する効果で、平成 27 年度より計上している。 

今回の対象地区については、事業開始当時には当該効果が計上されていなかったが、計画変更

を行った地区（整理番号８の豊共第１地区以外）は計画変更時に当該効果を計上しており、これ

に伴ってＢ／Ｃが上昇した。 

当該効果の効果額の大小は一概に言えないが、高収益作物を作っている場合は当該効果が総便

益額の増加に影響する割合が大きい。 

 

【厚井委員】 

例えば整理番号７の北竜北地区だと、総事業費が上がったが受益戸数が減っているためＢ／Ｃ

は下がると思われるが上がっており、これは国産農産物安定供給効果が大きいウエイトを占めて

いると思われるが、北竜北地区では先ほどの説明にあった高収益作物を多く作っているという理

解でよろしいか。 

 

【農政部農村計画課】 

北竜北地区はメロン、かぼちゃなどが栽培されており、高収益作物の割合が高くなっているこ

とから国産農産物安定供給効果の影響が大きい。 

 

【中津川委員】 

受益戸数が減っているのに総事業費が増えている地区の【総事業費の変更】に、ほとんど「資

材・労務単価等の上昇」と記載しているが、総事業費が増えている理由はこれだけなのか。 

 

【農政部農村計画課】 

受益戸数が減っていることについては、事業の完了まで９年程度かかり、その間に事業によっ

て効果が発現したことにより担い手への権利移動（集積）が進むことで受益戸数が減っており、

受益面積は変化していないが地区内の人が変化しており、これも事業による効果と考えている。 

事業費が上がることについては、それぞれの地区ごとに様々な要因があるが、暗渠排水の疎水

材、コンクリート２次製品や人件費などの「資材・労務単価等の上昇」が大きな額になる。 

 

【中津川委員】 

総事業費の増額理由が「資材・労務単価等の上昇」だけではなく、様々な要因があるのであれ

ば各要因を記載するべき。 

 

【農政部農村計画課】 

整理番号１の沼西地区で説明すると、【総事業費の変更】には「上記理由及び資材・労務単価等

の上昇」と記載しており、「資材・労務単価等の上昇」の他に、【事業内容の変更理由】に記載して
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いる暗渠排水から区画整理工種への変更に伴う暗渠排水と整地工の実施による整地工分の増額と

なっている。 

 

【中津川委員】 

「上記理由」と一括して記載せずに、増額の要因をそれぞれ分かるようにしてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

検討し、改善する。 

 

【内田委員長】 

いつも議論に上がるが、事業費増額の理由のうち、事業内容の変更によるものであるか、ある

いは資材・労務単価の上昇によるものであるかが非常に分かりづらい。 

特に整理番号１の沼西地区は事業完了時の事業費が事前評価時点の２倍になっており、【事業内

容の変更理由】に記載している営農計画の見直しによって事業費が２倍になることもあると思う。

当初計画から事業内容が変わって増額した分と、資材・労務単価の上昇といったやむを得ない理

由により増額した分が区別されていると分かりやすいが、そのような記載は難しいのか。 

事業費が２倍になった要因が本当にやむを得ないのかどうかということが非常に重要になって

くると思う。 

 

【農政部農村計画課】 

検討する。 

 

【中前委員】 

整理番号 13 の訓子府北西地区について、Ｂ／Ｃが他地区より大きい理由、「事業種別」欄の事

業名の他地区との違いを教えてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

１つ目の質問について、水田地帯と畑地帯での違いとして、水田地帯は水稲が中心で単価が高

くなく、畑地帯の作物は単価や単収が高いためＢ／Ｃが大きく算定される傾向にあり、訓子府北

西地区のＢ／Ｃは他地区より大きくなっている。 

２つ目の質問について、調書番号１～12 は水田地帯の事業で、このうち整理番号 12 の和寒中

部地区は水田地帯の用排水路を中心とした事業となっている一方、整理番号 13 の訓子府北西地

区は畑地帯の事業となっており、整備目的に合わせて使い分けをしている。 
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【中津川委員】 

整理番号 13 の訓子府北西地区の【総事業費の変更】について、入札差金によって 104 百万円

減少したとあるが、資材・労務単価の上昇による増額分から、入札差金を引いた後に 104 百万円

減少したということで、元々の入札差金が大きかったという理解でよいか。 

 

【農政部農地整備課】 

各工種の事業の取りやめや事業変更による増減の差額と入札差金を合わせて、全体で 104 百万

円の減少となっている。内訳は区画整理で 50 百万円の増額、暗渠排水で 44 百万円の減額、客土

の取りやめで 100 百万円の減額、これに入札差金が加わって全体で 104 百万円の減額となって

いる。 

 

【中津川委員】 

回答のような内訳を様式６に示してもらわないといろいろな疑問が生じるが、資材・労務単価

は訓子府北西地区では考えなくていいのか。 

 

【農政部農地整備課】 

来年度に向けて、分かりやすい記載方法を検討する。 

 

【内田委員長】 

【総事業費の変更】については、事業費の積算が適切にできているか疑問がある。予定価格が

過大になっていたのなら担当課の積算能力に問題があると判断できるが、入札差金の内訳を今示

すことはできるか。 

 

【農政部農地整備課】 

現在細かいデータが手元にないため、来年度に向けて分かりやすい表現を検討する。 

 

 

（２）令和２年度公共事業（大規模等）事前評価について 

 

 ① 事前評価対象地区に係る報告 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

今年度の事前評価対象地区は 42 地区で、内訳は「令和４年度に国による事業採択等を予定

している施工地区のうち事業費が 10 億円以上の地区」が 41 地区、「その他、各部局で必要と

認める地区」が１地区。 

このうち、「その他、各部局で必要と認める地区」の１地区は資料２の整理番号 35（水産林



 

- 9 - 

務部所管）で、総事業費は 220 百万円となっているが、整理番号 36 及び 41 の地区と一連で

整備予定となっていることから、所管する水産林務部で事前評価が必要と認めるもの。 

部ごとの内訳は農政部所管が 25 地区、水産林務部所管が 11 地区、建設部所管が６地区。 

整理番号 39 と 40 の治水ダム建設事業（建設部所管）について、整理番号 39 は平成 29 年

度事前評価地区として、準備・計画段階に入る前の平成 30 年度公共事業評価専門委員会で審

議され、今回は令和４年度からの建設に向けて事前評価を行うもので、整理番号 40 は令和４

年度からの準備・計画段階に向けて令和２年度事前評価の対象地区となっているもの。 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部副委員長】 

１地区だけ「その他、各部局で必要と認める地区」というのがあったが、このような事例は

どれぐらいの頻度で出てくるものなのか。 

「令和２年度公共事業（大規模等）事前評価における一次政策評価の実施方針」（以下、「実

施方針」という。）の「３ 評価の対象」の(1)～(3)は条件さえ満たせば機械的に出てくるが、

(4)の「その他、各部局で必要と認める地区」というのはどれぐらい出てくるものなのか、教え

てもらいたい。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

今年度の北海道政策評価条例の施行状況等の点検結果に合わせて、令和元年度までの５か年

の事前評価地区を調べたが、少なくとも最近５か年では実施方針の「３ 評価の対象」の(4)に

該当する地区はなかった。 

資料２の整理番号 35 は整理番号 36 及び 41 と一連で整備するということで、事務局として

も水産林務部が自ら事前評価が必要と判断したと考えているところ。 

 

【渡部副委員長】 

水産林務部が事前評価の対象とした理由は適切だと考えられ、整理番号 35 は当然評価すべ

きだと考えられるのでよろしいと思うが、非常に珍しいケースということで了解した。 

 

【内田委員長】 

（２）①の事前評価対象地区に係る報告は以上とする。 
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 ② 事前評価地区の分担 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

  地区分担の事務局提案は資料３のとおり。 

全員評価地区は整理番号 14 番の道営土地改良事業 新田地区、整理番号 29 番の水産基盤整

備事業 北海道津軽海峡地区、整理番号 40 番の治水ダム建設事業 甘水ダム（仮称）地区の３

地区を提案。 

  各委員の担当地区は全員評価地区を除いて 39 地区となり、各委員５～６地区を担当。 

 

《 質 疑 》 

 特に意見なし。 

 

《 結 果 》 

全員評価地区及び委員担当地区は事務局からの提案どおりで決定。 

 

 

 

３ その他 

 

（１）令和２年度事前評価に係る今後のスケジュール（案）について 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

資料４に基づき、今年度の事前評価に係る今後のスケジュールを説明。 

本委員会終了後に実施方針に基づいて各部で一次政策評価を行い、３月 12 日までに評価調書

等が事務局に提出され、４月上旬に二次政策評価等検討チームによるヒアリングを実施予定。 

４月中旬～下旬に委員担当地区のヒアリングを行い、新型コロナウイルス感染症の状況等を見

極めながら、各委員の判断により現地調査を行うことも可能。 

全員評価地区は新型コロナウイルス感染症の状況等を見極めながら、４月中旬～下旬に現地又

は道庁でのヒアリングを予定。 

ヒアリング後は５月中旬に第１回公共事業評価専門委員会、５月下旬に政策評価委員会の開催

を予定。 

 

《 質 疑 》 

 特に意見なし。 

 

 

 

４ 閉会 


