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平成１３年度包括外部監査報告の概要 

 

 長野県包括外部監査人 

 小 林 邦 一 

第１ 監査の概要 
 

１ 監査テーマ 

    「農業農村整備事業の財務事務の執行について」 

 

２ 監査対象機関 

    農政部及び現地機関、その他左記に関連する機関等 

 

３ 監査対象年度 

  平成10～12年度の執行分。ただし、必要に応じて他の事業年度も対象とした。 

 

４ テーマ選定の理由 

近年の日本の産業構造変化により、農業、農村を取り巻く環境も大きな変化を遂げ、結果と

して食料自給率は先進国の中でも最低水準の 40％にまで低下している。また、ＧＤＰに占める

農林水産業の割合や農業人口も大幅に低下している。 

しかしながら、国の農業関係予算の比率は低下しておらず、人口の少ない農村地域に対する

公共投資が実施されている。こうした状況は、13万６千戸余という日本一の農家数を抱え、全

県民の４分の１が農業人口である長野県でも同様である。ちなみに平成 12年度の農業農村整備

事業費は、最終予算で 525 億円と巨額であり、一般会計予算の 4.8％を占めている。この事業

は、農村地域における社会資本整備の一翼を担う事業として大きな役割を果たしていると思わ

れるが、農業行政に関わりの薄い県民の視点に立てば、どのような投資が行われているのか興

味のあるところである。 

以上の状況の中で、農業農村整備事業費が適法かつ適正に執行されているかという疑問から、

本テーマを選定した。 

 

５ 監査の着眼点 

 （１） 県営事業について、事業の申請・採択から執行完了までの財務事務に関する手続きの

法規準拠性と合理性 

  （２）団体営事業について、補助金の申請・交付決定から確定までの財務事務に関する手続き

の法規準拠性と合理性 

 

６ 監査の主な手続 

  （１）質問により、関係諸法令や事業の状況、管理の方法、予算の執行状況などを概括的に調

査した。 
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（２）農政部土地改良課、農村整備課及び全地方事務所（10事務所）を往査し、平成 10年～

12年度の各地方事務所の県営・団体営農業農村整備事業一覧（対象期間中の新規着手、継

続中、完了全てを含む）を入手し次の監査手続を実施した。 

①質問により主な事業の内容、概況を把握した。 

②事業金額の大きさ、計画遅れの状況及び計画変更の実施等を考慮し各地方事務所よ

り数事業を選び、次の手続を実施した。 

・事業の申請から採択に係る資料の整備状況、内容は適切か。 

・経済効果の算定方法は適切か。 

・換地の事務手続は適切か。 

・市町村からの受益者負担金、市町村負担金の納入事務手続は適切か。 

・各事業は通常各年度毎に複数の委託契約及び工事請負契約から構成されているが、

県営事業について各地方事務所より工事請負契約４件、業務委託契約２件程度を

選択し、これらの契約について業者選定、入札、検収、支払のそれぞれの事務手

続が適切か。 

・県営事業について国庫補助金の申請、受入手続は適切か。 

・団体営事業について補助金給付の申請、交付手続は適切か。 

・現場視察を行い工事の実在性、計画との整合性、経済効果算定の計画作付との整

合性等の検討。 

③入札について低価格入札の状況、談合情報などの状況を聴取し、事例があった場合

は対応処理が適切に為されているかの検討を行った。 

④事業計画の変更が行われた事業についてはその理由を質問し、当初計画に問題が無

かったか、変更理由が妥当かの検討を行った。 

 

７ 監査の実施期間 

    平成１３年６月２５日から平成１４年３月５日まで 

 

８ 監査補助者 
公 認 会 計 士 ２名 
大 学 教 授 等 ２名 
税 理 士 ２名 
システムコンサルタント １名 
会 計 士 補 ２名 
 合    計 ９名 
  

 

９ 農業農村整備事業の概要 

（１）事業の種類 

農業農村整備事業を分類すると、根拠別では農業基本法時代から存在していた農業生産

の増大、安定化を目的とする土地改良法に基づく事業、土地改良法以外の法令を根拠とす

る事業、それに平成 11年７月に制定された食料・農業・農村基本法により新たに重点項目
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に加えられた農村振興における生活環境施設の建設などの予算補助事業、の３種類に分類

できる。 

また、事業主体別では受益面積等を勘案し、県が主体となって行う県営事業と市町村等

が主体となる団体営事業とに分けることができる。 

①県営事業 

県営土地改良事業は、かんがい排水事業、ほ場整備事業及び中山間総合整備事業等を、

県知事が計画確定し、事業主体となり行うものである。 

②団体営事業 

団体営土地改良事業は、農業集落排水事業、小規模なかんがい排水やほ場整備事業など

を、市町村、土地改良区、農協等が事業主体となり県知事の計画同意を受けて行うもので

ある。 

 

（２）実施手続 

この事業は、公共投資、社会資本の形成ではあるが、事業による利益は基本的には事業

参加者である農家が受けるものであること、また応分の負担を求めることから、原則とし

て受益者である農家の発意、同意を基本条件として実施する。 

たとえば県営土地改良事業については、あらかじめ受益地内の農家等の同意を得た上で、

事業の必要性、経済性等を審査、判断し、これらを踏まえて作成した事業計画に基づき、

県が実施する。 

 

 

 

 

受益者の発意 
２／３以上の 
同意 県 国 事業実施 

受益地の特定 
計画概要作成 
基礎調査 

事業計画書作成 
（経済効果の算定） 

申請 申請 採択 
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第２ 監査の結果と意見 
 

Ⅰ 事業採択について 

１ 事業採択の概要 

事業採択とは、県営土地改良事業の計画を確定するか否かまたは団体営土地改良事業の

計画を同意するか否かの判断である。言いかえれば事業採択とは、事業計画の概要を確定

もしくは同意して、事業計画という実行可能な本格的計画にする判断をいう。 

 

２ 事業採択における課題 

（１）経済効果算定を要しない事業に対する効率性検討の不足 

土地改良法に基づかない事業や県単独事業について、多くの場合、事業採択の段階に

おいて経済効果の算定は求められていないが、事業の合理性等を判定するためには、例

えば農道整備であれば土木部の道路整備効果の算定方法を準用する等、何らかの方法で

効果を測定し、事業採択プロセスを透明化する必要がある。 

 

（２）投資規模が過小に評価された事業採択 

調査を行った県単事業の地区において、事業採択を早急に行う必要が生じたために、

予算枠が限られていることから想定事業費を下回る事業費で事業採択を行い、後に事業

費を増額した事例があった。これは全体の事業費が明らかにされずに採択が行われ、後

年度負担額が公表されないという問題が発生することになる。 

大きな事業であっても必要性がある以上、実施することに何ら問題はない。しかしこ

のような事業を採択する際には、計画策定時に算出できる最終的な事業費を公表して、

県民の評価に耐えうるような公正・透明な制度作りが求められる。 

 

（３）地域住民との事業計画についての対話・説明不足 

 一部の事業については、地域住民との事業計画についての対話等が不足しているもの

がみられた。特に大規模な計画では、当初から受益者だけでなく、地域住民との協議を

重ね、多面的な利用を想定した計画を策定する必要があり、関係市町村全体に対する情

報提供が必要である。 

 

 

  Ⅱ 経済効果について 

１ 経済効果算定の概要 

土地改良法では土地改良事業の実施にあたり、基本的要件を満たすことが義務付けられ

ており、その要件として、経済的評価を２つの側面から行うことが義務づけられている。 

 

①経済性の側面からの評価 

事業実施の基本的要件では、「すべての効用がそのすべての費用をつぐなうこと。」と

されており、直接効果のみならず、事業の公益的な効果を含めたすべての効果と国・地方
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公共団体の補助金等を含めたすべての費用を対比し、事業の効率性を検証することとして

いる。 

具体的な評価指標としては、投資効率（妥当投資額・事業費比率）が使用され、投資効

率が 1.0 以上であれば事業計画は妥当性を有し、更にその大きさは同事業種内における経

済的優位性を示すものとなる。 

 

②負担能力の側面からの評価 

事業に要する費用のうち、農家が「負担することとなる金額が、これらの者の農業経営

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ることとならないこと」とされ、

農家負担金についての償還可能性を検証することとしている。 

 

２ 経済効果算定に関する課題 

 （１）実行可能性の検討の不足 

 経済効果の測定は、事業地区が事業の施行に関する要件を具備しているか否かを判断

するための事前評価として行っている。確実妥当な経済効果の予測を可能にするため、

効果測定の基礎となる営農計画等の作成に当たっては、短絡的な見通しや近視眼的な需

要にとらわれることなく、背景となる国の長期経済計画、農産物需給の見通し、地域の

自然条件・経済条件、地域農業の将来の発展方向等を十分に検討することとなっている。 

しかしながら現行における営農計画は、事業計画の経済性確保に重きがおかれ、地域

の人的資源や営農技術上 の制約、作付作物等の実現可能性の検討が不十分と思われ、営

農計画の作成段階において、計画の実行可能性の検証が十分になされなかった可能性が

ある。 

そこで、各地方事務所の協力を得て、特に工期が長期化している地区や事業費が変動

している地区の中から任意に20地区を抽出して、経済効果測定項目の一部について算定

を試み、現況の作付状況を概略調査し、農業に関する効果項目のうち、農地の汎用化に

伴う水稲からの転作など、作付計画により効果額が算定される作物生産向上効果を主体

に試算を行った。 

現況による再算定を行った結果、抽出された20地区の事業のうち、現況の投資効率の

経済効果指標が計画段階（事前）のそれより下回っていたものは、完了していない事業

も含め17地区あり、また現況の投資効率が１を下回っているものも15地区あった。今回

の試算は、概略調査に基づく経済効果算定項目の一部についての試算であることや、完

了地区だけでなく現在事業継続中の地区も対象としていること、さらに事業完了地区で

あっても、営農計画達成に向けた地域の取り組みが開始されて間もないため、作付計画

が十分に定着していない状況も見られたことなどから、現時点で営農計画の是非を判断

することはできない。しかし、営農計画等の実現可能性を高めるためには、地域の自然

条件等を十分に把握するだけでなく、地域の人的資源の条件を把握するとともに、営農

技術上の制約条件がないかを十分に検討することが重要である。また、このようなミク

ロ的な検討とマクロ的な農産物需給を予測し、農業の将来の発展方向を営農計画の中に

反映させていくことが望まれる。 
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（２）事後検証の必要性 

土地改良事業では、従来から経済効果の算定が行われており、この点では他の事業と

比べて評価できるものがある。しかしながら、土地改良事業における経済効果の算定は、

事前評価だけに留まっているため、事業計画が経済的基本要因を満足するように経済効

果を過大に評価するという危険性がある。この危険性を回避するためには、事業の実績

評価（事後評価）を実行し、事業計画策定の関係者にその結果をフィードバックする必

要がある。これにより、営農計画をはじめとする事業計画は実行可能性をより重視した

ものになり、ここで指摘した経済効果の過大評価もコントロールされるはずである。 

  

（３）効率性の観点の必要性 

一般に、土地改良事業計画は部分計画の集合体とみることができるため、計画変更に

おいて新たな地域を計画に取り組む場合には、それぞれの部分計画が単独で経済的妥当

性を持つことが望まれる。しかしながら、現行の法的な経済要件では、事業全体の投資

効率が１以上あればよいとされており、それぞれの部分計画の経済性は求められていな

い。 

限られた財源を有効に利用するという観点からは、追加される事業自体が十分な経済

効果を達成しなければならず、追加事業だけの経済効果を算出することが必要である。

特に、追加する事業単独の経済効果が著しく低いために、当初実施された事業の経済効

果が極端に引き下げられる場合には、その不効率な追加事業を変更計画から除外する事

も検討すべきである。 

 

（４）経済効果における地域差の是正 

土地改良事業のもつ農村の生活環境の改善、農村地域の活性化、国土の保全等に果た

す役割は、農業者のみならず地域社会に極めて大きな利益をもたらすものとなっている。

しかし、これらの効果を貨幣価値に換算する方法がないことや中山間地域のように営農

条件が厳しく、大きな経済圏とのアクセスの悪い地域では経済効果が得られにくい状況

などの地域的不均衡を是正する新たな経済効果の算定方法が必要である。 

 

（５）不測事態の経済効果算定への影響 

不測事態がもたらす突発的経費には２つのタイプがある。１つは不測事態が生じた場

合、当該事業を中止しても法律等により負担が義務付けられるものである。これに該当

する費用が、文化財保護法に関する覚書による埋蔵文化財等の調査・発掘に係るもので、

この費用は事業を継続してもしなくても発生する費用であるため、事業の効率性を考え

る場合の重要な要素とはならないはずである。したがって、埋蔵文化財の発掘調査費を

経済効果算定の対象事業費に含めることは適切ではないと考える。もう１つのタイプは、

軟弱地盤対策の場合等に生じる突発的経費である。このタイプの経費は当該事業を実施

するために必要な経費であるため、事業の経済効率性を考える場合の重要な要素になる。 

このように、不測事態がもたらす突発的経費は経済効果の算定に含められるものとそ
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うでないものとに区別して考えるべきである。現況では、すべての突発的経費が経済効

果算定時には総事業費の中に含められることになっている。埋蔵文化財の発掘調査費等

は事業の総事業費から控除すべきであり、国等へ経済効果の算定方法の改善を働きかけ

ていく必要がある。 

 

 

Ⅲ 計画変更について 

１ 計画変更手続の概要 

当初採択された土地改良事業計画案が大幅に変更されるような場合には、都道府県知事

はあらかじめ地方農政局長の審査を受けて、その承認の下で公告を行い、新たな変更計画

案に基づいて事業の実施を行うこととさている。 

事業計画が大幅に変更されるような場合とは、a.受益面積が当初計画案に比べ 10％以上

増減する場合、b.用排水系統の著しい変更やダム・頭首工(ダムの取水口)等の新設・変更

といった主要工事計画の変更、c.事業費の変動が当初計画案に比べ 10％以上に及ぶ場合、

の三点が列挙されている 

監査対象とした事業については、計画変更のほとんどは c.の事業費の変動に基づくもの

であり、上記 a.の受益面積の変動及び b.の主要工事の変更は若干認められた。 

 

２ 計画変更における課題 

（１）事業期間の長期化による投資環境の変化 

当初計画に策定された事業期間内に終了しない事業がみられ、長期化の影響として、 

受益面積の変更、物価変動による事業費の高騰などがあげられる。採択された事業は当

初計画の事業期間内に完了することが望ましく、計画された事業に対して適切な予算付

けが行われないと、計画された投資効果の発現が遅れることになるので、事業期間内に

完了するよう努めるべきである。 

 

（２）事業実施後における多額な費用の発生 

部分的な設計変更や地盤の改良工事、遺跡調査など事業採択の段階では予測できなか

った事後的費用が発生している場合がみられた。事業計画と予算見積りとの正確性を高

めるためには、県としても予備（事前）調査に対する財政支援等を検討する必要がある。

また、事業採択を申請する市町村においても、事業費の積算について一定の責任を負い、

予備調査に関する費用の分担等も考えるべきである。 

 

（３）地すべり対策事業においての課題 

地すべり対策事業は、地域住民にとっては安全に生活するために必要不可欠なもので

ある。特に長野県は地質的に脆弱な地域が多いため、地すべり対策事業も多く実施され

ている。当事業は着手すると、工事に先立っての地質・地下水等の調査、対策工事施工

後の効果確認調査などに時間を要すること、また予測できない事態により、当初計画期

間では事業が完了しない場合が多い。 
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地すべり対策の計画変更についての問題点は、多くの場合事業期間の終盤で計画変更

が申請されている点にある。効果を確認しながら段階的に施工するという特性から、計

画変更を対策工事の見通しが立った事業期間終盤に行うことはやむを得ない面もあるが、

事務手続上は適時の変更が行われないといった問題が発生する。事業計画単位の最適化

などにより計画変更や工事の長期化の発生原因を排除する必要がある。また、自然災害

である地すべりの特性を考慮し、地すべり対策事業の採択、再開及び関連事業の採択等

が、より柔軟かつ迅速に対応できる事業制度の導入について国に働きかけることも必要

である。 

 

 

Ⅳ 入札等契約について        

１ 長野県の契約環境 

 

 単位 平成９年度 平成10年度 平成 11年度 平成 12年度 変動割合※ 

（単位：％） 

建設業の許可業者数 社 10,630 10,393 10,668 10,930 102.8％ 
建設工事入札参加資格者数 社 3,806 3,863 3,842 3,907 102.6％ 

契約業者数 社 516 524 511 470 91.8％ 

契約件数 件 1,019 955 888 744 73.0％ 

契約金額総額 百万円 39,225 41,141 32,261 20,035 51.9％ 

１社当り工事契約件数 件 2.0 1.8 1.7 1.6 80.0％ 

１社当り工事契約額 百万円 76 79 63 43 56.6％ 

 

農 

政 

部 

１契約当り平均契約額 百万円 38 43 36 27 71.1％ 

※平成 12年度と平成 9年度の数値を比較している。 

 

契約件数、契約金額総額、１社当り工事契約件数、１社当り工事契約額、１契約当り平

均契約額は過去４年間の推移を見ると、下落傾向にあることが判る。特に契約金額総額、

１社当り工事契約額については下落傾向が著しく、平成９年度に比べ平成 12年度は、約半

分に落ち込んでいる。これは、農業農村整備事業費の減少に伴い請負工事総量が減ってい

ること、ほ場整備などの大型土木工事が概ね終了し、小規模な工事が増えたことなどの影

響がでているためであり、公共工事の縮小化傾向が顕著に表れているといえる。 

一方、長野県全体の建設業の許可業者数・建設工事入札参加資格者数は、過去 4 年間を

通じて若干増加している。 

以上から、業務量が大幅に減っているのに対し業者数は増加しており、競争環境が非常

に厳しくなる中で、各業者間の競争が激しくなっているのが現在の状況である。 
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２ 現行の県の入札制度の課題 

（１）落札率の高止まり 

   ＜過去４年間の落札率の推移表＞ 

 

農業農村整備事業の工事請負契約における平均落札率については、全ての地方事務所

において95％以上という高い水準にとどまっている状況にある。 

近年、予定価格積算ソフト等の登場により、各業者が容易に予定価格の推定を行うこ

とができるが、大部分の工事請負契約が指名競争入札という競争促進の原理を採用して

いるにも係わらず落札率が高止まりする事実は、現行の制度自体が競争の促進を図るこ

とができていない。落札率を低下させる策を講じ、コスト低減を図る必要がある。 

 

（２）指名競争入札制度の検討 

今回抽出した工事の入札結果について調査の結果、 

・入札において、予定価格を下回る業者が少ない 。 

・２回以上入札が実施された場合、第１回で最低価格を提示した業者が第２回にお

いても最低価格を呈示し落札する、いわゆる「一位不動入札」が見られる。 

・同一事業における特定業者の連年落札による集中化。  

等の不自然と思われるものが散見された。 

また、入札業者数も10社指名で行われていることが多く、地元業者優先を考慮したた

め指名から漏れた大手上場建設会社への下請といった経済合理性が機能しない特異な事

例もみられた。 

既に、県では参加希望型指名競争入札の導入も試行し、競争促進を図る試みがされて

いるが、その効果の発現状況を踏まえ、指名競争入札の抜本的な改革が必要である。 

 

（３） 随意契約について 

平成９年度から12年度の４年間に実施された県営事業の委託業務は、全体で2,626件で

あり、そのうち約75％が指名競争入札により民間コンサル等に、残りの約25％が随意契

約により土地改良法に基づく公法人である長野県土地改良事業団体連合会に発注されて

いた。 

長野県土地改良事業団体連合会に発注された業務内容は、換地に係るものや、農業集

落排水処理施設の設計など業務内容に特殊性があるとの説明を受けており、上記の随意

契約を行う理由に照らして随意契約を行うことについて法規準拠性に問題はない。 

当該分野は以前から随意契約にて行われており民間コンサルが参入する機会がなかっ

たため、現状においては民間コンサルに十分なノウハウが蓄積されておらず、随意契約

が続いているとも考えられる。競争原理の活用により質が高く効率的な業務執行となる

       （価格単位：千円）
平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

件数 1,019件 955件 888件 744件
予定価格計（A) 39,556,034 41,622,699 32,580,986 20,458,006
落札価格計（B） 39,225,165 41,141,362 32,261,880 20,035,701
落札率（B／A) 99.2% 98.8% 99.0% 97.9%

全
　
県
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ように定めている地方自治法の趣旨を鑑みると、民間コンサルの育成を促すために参入

の機会を与えることは必要と考える。 

        

３ 入札制度の改革の方向性 

入札業者側が利益の出る落札をしたいと思うのは当たり前のことだが、競争原理の導入

により行政の効率化を求めている地方自治法の趣旨を鑑みると、談合などの不正による全

体としての県民益の喪失を防ぐことが県の責務といえよう。徹底的に公正な競争を促すこ

とと透明性を高めること、参加したい者をできるだけ多く参加させること、入札・契約に

関する情報はできるだけ公表し透明性を高めることで、談合などの不正が行われにくい入

札制度の構築を行っていくことことが求められている。これはまた、県職員にとっても不

正事件に巻き込まれないような環境を制度に組み込むことであり、職員の不用意な不安も

払拭されることになる。 

近年、電子自治体構想が盛んに議論され、情報技術の発展により自治体の事務は革新的

な進歩を遂げようとしている。契約事務の軽減も相当図れるようになってきている中で、

情報技術の活用により透明性が高く公正な競争が促進される入札制度改革を事務負担の増

大なしに行えるのであれば、時代にあった入札制度への抜本的な改革を実施すべき時期に

来ているといえる。 

  

 

Ⅴ 活性化、交流施設などについて 

 

１ 概要 

農業農村整備事業には農村の生活環境を整備し農業農村の健全な発展を図ることを目的

とした、地域の活性化をめざし拠点となる「活性化施設」や訪れる都市住民との交流の場

となる「コミュニティ施設」などを建設するものがある。 

 

２ 課題 

これらの施設に共通していえることは、施設の利用又は活動計画では農業経営及び農村

生活の改善や都市住民との交流を推進するための多目的施設と位置付けられているが、計

画は必ずしもそれまでの活動実績や地域住民の意向を十分に反映させた具体的な実施計画

になっていないことから、建設目的に即した取り組みが現状においては少ないことに課題

がある。 

このような計画と実績が乖離している現状を是正するためには、まず目的を達成するた

めの計画づくりにおいて地域住民の意向を十分反映させた企画の充実を図り、次に必要な

施設が何であるのかを見極め、十分な検討を行ったうえで建設するといった順序で進めて

いくべきである。また、企画の確実な実行には、実行部隊である地域のリーダーの存在が

不可欠であり、地域住民の参加意識を高める啓発活動などから始めるべきである。活性化

施設や交流施設といった、利活用の成果が求められるものについては、地域リーダー、地

域住民及び行政が一体となり、地域住民主体による独自の地域作りを目指した企画を行う
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ソフト面を重視した発想の構築が必要であり、ハード事業とソフト面との密接な連携のも

とで事業計画を行っていくべきである。 

 

 

Ⅵ おわりに 

今回の監査を通して感じた「財源の有効活用」の観点から強調したい点を述べるとともに、

長野県農業の、特に中山間地域のきわめて厳しい現実を踏まえて、今後の長野県の農業行政

について提言をする。 

 

１ 財源の有効活用の観点からみた事業のあり方 

 

限られた財源が有効適切に使われているかという視点からは、本質的な問題点は 

 

・「無駄な事業が行われていないか」 

・「採択された事業が適切なコストで実行されているか」 

・「事業目的を達成する成果があがっているか」 

 

の３点に集約される。これらについてはそれぞれ、①事業採択が適切か ②入札におけ

る競争原理は有効に機能しているか ③事後の事業評価は適切になされているか が中心

的な検討課題となる。 

以下それぞれの検討課題に対して特に強調したい点について述べる。 

 

（１） 経済効果算定手法の充実 

事業採択基準の重要な要素として経済合理性の判定がある。この判定にあたって、始

めに事業ありきの算定がされているのではないかと疑問を感ずるものが見られることは、

土地改良法の趣旨から問題である。採択基準を満たすような作付作物を選択していると

思われるものも見受けられた。 

生産性の高い作物への転作を予定しながら、その実行可能性の検討については市町村

の計画をそのまま受け入れるだけであり、県として十分な検討を行っていないことは問

題である。転作作物としては付加価値の高い花き類が多いが、これは非常に労働集約的

であり、また営農技術的にもかなり異なるため、地域の農業従事者の構成、特に後継者

の有無等を考慮すれば実行可能性の判断はかなりの確度でできるものと思われる。現状

では、そもそも実行不可能な不適切な事業も採択されている可能性もある。 

ただ、往査した私の実感としては第一線の各地方事務所の職員は、放っておくとます

ます弱体化していく地域農業を何とかしたいという思いで、「我々がやらずして誰が地

域農業の衰退をくい止めることができるのか」という真摯な姿勢で仕事をしていること

は強く感じた。 

現状の基準にもとづく経済効果のモノサシをそのまま適用したのでは、採択できる事

業は、特に長野県のような気候も厳しく中山間が多い地域では、限定的なものになって
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しまう。長野県だけが厳格な適用をした場合、採択できる事業が大幅に減少してしまう

ことを恐れ、やむにやまれぬ思いでモノサシを弾力運用したものと思われる。 

むしろ問題は、地域事情が全く異なるにもかかわらず、全国一律の経済効果算定の基

準しかなく、作業効率や農地利用率が著しく異なる地域を同一の尺度で経済効果算定を

することである。 

従来は、この矛盾を抱えた基準を弾力運用で補ってきたともいえる。しかし、限られ

た財源を有効かつ均衡ある配分、部分最適より全体最適、を目指すためには現在の基準

では限界がある。この改善のためには事業採択の判定要素に、国民・県民合意の得られ

た農業農村のもつ公益的な価値（貨幣に換算しにくい環境や文化面での価値）を加える

ことは必須である。このような国民・県民の合意の得られた、また時代適合した基準な

くして採択手続の透明性を高めることや、採択理由の説明責任を果たすことは困難であ

り、後述する事後の事業評価制度も機能しないと考える。 

 

（２）入札制度の見直し 

落札率の高止まり、一位不動入札、同一事業における特定業者の連年落札等、入札に

おける競争原理が十分に機能していないと思われる現象が見られる。 

競争原理を直接的に阻害する談合に対しては、県としても談合情報対応マニュアル等

を作成し対応策も取っており、我々の往査した範囲でも実際に発生した談合情報に対し

てはマニュアルに従って適切に対応されていた。 

このような対策をとりながらもなお競争原理が十分に機能していないと思われるのは、

対症療法だけでは不十分であり現在の入札制度に構造的な問題があるのではないかと考

える。 

競争原理が十分に機能しない原因としては次の２つが考えられる。 

①過度の地元業者優先 

②10 社程度の指名競争入札 

現在、県は指名競争入札時の入札業者選定の際は、できるだけ地元業者を優先して選

定している。これは地元業者の方が地域の特殊事情に精通しており、円滑な業務が期待

できることと、地域の産業振興の観点から採用している方針である。 

しかし、競争原理と地元優先は両立しない原則ではないか。すなわち競争原理を徹底

すれば地元優先は遠ざけられ、地元優先を重視すれば競争原理は犠牲にせざるを得ない

関係となる。 

地元業者をどの程度優先するかは政策判断の問題であり、外部監査の範囲を越えた事

項であるが、地元業者優先政策が競争原理を弱めていることは否めない。 

競争原理を優先するか、地元業者優先を重視するか、この二律背反した原則を県民合

意のもとで解決していかなければ、入札制度の技術論をいくら検討しても現行制度のも

とでの問題点の根本的な改善は困難と思われる。 

また、競争原理を減殺するものとして10社程度の指名競争入札がある。現状の指名業

者の選定は、各地方事務所の業者選定委員会が地元優先を考慮しながら指名の機会均等

をはかりつつ決定している。 
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しかし、自己の意思とは無関係に入札業者として指名されても、自社の施工キャパシ

ティの制約や、入札のための積算コストを考慮すると、業者側としても毎回真剣勝負す

ることは無駄であり、経済合理性に反していることになろう。単にお付き合いとしての

入札参加もあると推察される。 

競争原理を実質的に機能させるためには、落札を真剣に希望する業者をできるだけ多

く参加させる仕組みが必要であり、希望者を広く集めて入札する横須賀市の先進的事例

は今後の参考になると思われる。 

 

（３）事業評価制度の確立 

従来の行政は、とかく予算を獲得し事業を行うことには熱心だが、その後その事業の

目的に対して成果があがっているかどうかの結果については関心が薄いといわれてきた。 

しかし、納税者としての県民の立場からは、事後において事業の目的を満たすだけの

成果があがっているか、という事こそ重要である。 

事後評価制度が無いことが、県の側にも、また市町村、受益者はじめ地域住民にも甘

い事業採択を誘発する原因となっていると考えられる。 

また行政の活動を経営管理の視点から見た場合、事業評価は不可欠である。継続的な

業務改善のためには経営管理の４サイクル Plan（予算）→Do（業務執行）→Check（成

果を評価）→Action（修正行動）の仕組を通常業務として組織の中に埋め込むことが必

要である。Check（成果を評価）なくして継続的かつ適切な改善・改良活動は困難である。 

効果の薄い事業の排除や、経営管理の観点からも事業評価は必須である。 

むろん事業が成果をあげるためには、行政側の努力ばかりでなく受益者や地域住民の

自覚、自立も必要である。事業の受益者や地域住民も、「施設や設備が完了したら目的

達成」という受動的な姿勢でなく、積極的に利用、活用し県民の評価に耐えられる成果

をあげるという自覚、能動的姿勢が求められる。 

 

２ 21世紀の長野県農業農村整備事業への提言 

 

（１）危機の中の希望－広範な国民・県民に支持される農業農村整備事業に 

わが国の農業・農村、とりわけ中山間地域の危機は未曾有のものがある。中山間地域

の多い長野県も例外ではない。数百年、中には千年以上続いた山間の集落が、数十年の

間に次々に消滅の危機にさらされていく今日は、特異の時代というほかない。 

しかしながらこうした状況下、『元気』なむらが出現しつつあることも事実であり、

これは将来への希望を感じさせる。そうした地域は、 

・地域の人々が元気でコミュニティの活性化が見られること 

・農林業生産を基礎に農産物加工やグリーンツーリズムなどを複合した、いわゆる

第６次産業による経済運営を行っていること 

・都市を含む他地域との人的交流を活発に行っていること 

・生産基盤や生活基盤の整備を地域の主体性のもとに実施して働きやすさと住みや

すさを実現していること 
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・専門家のアドバイスを主体的かつ積極的に受け入れていること 

などの共通点が認められる。 

さらに近年、都市住民にも大きな意識変化が見られる。休暇等に農村を訪れてリフレ

ッシュしたいと望む人、職業として農業を積極的に選択しようとする人、ボランティア

で棚田や森林の管理作業に参加する人、環境共生型ライフスタイルの場として農村生活

に期待する人、安全で良質な食料を求めて農村と直接的なつながりを求める人など、多

様かつ切実な要求を都市住民は農村に向けて発信している。農業・農村のもつ自然生態

系や国土の保全、田園景観や伝統文化の継承など多面的機能への理解と期待も大きくな

っている。こうした農村への国民・県民の関心と期待の高まりは、今後の農村のあり方

を考えていくうえで、きわめて明るい条件といえる。 

このようなことを踏まえると、長野県の農業・農村の将来に明るい展望をもつことは

可能だと考える。そしてそのためにも、農業・農村への公共支出は必要と考えるが、こ

れまでのあり方で良いかというと、大いに改革の必要性があるといえる。 

 

（２）農業農村整備事業のあり方への提言 

農業・農村に対する国民・県民の期待は、今日極めて多様化している。農業農村整備

事業は、従来の農業生産性の向上を中心とした事業のあり方から、地域特性を踏まえた

健全な農業生産活動を通じて農業・農村の多面的機能の増進に寄与する基盤づくりの事

業へと、変身することが望まれる。 

そのためのポイントは４つある。第１は、経済効率一辺倒ではなく多面的機能の視点

から事業を評価するようにすること。第２に、全国一律の画一的な計画・設計基準の適

用ではなく、地域特性を活かした計画・設計が可能なようにすること。第３は、トップ

ダウン的な計画策定ではなく、農村住民が自発的に参加した構想・計画づくりのプロセ

スを重視すること。第４は、都市住民の意見や他分野の専門家の意見を積極的に受け入

れて地域づくりを行う仕組みをつくること、である。 

以下、これらについて述べることとする。 

 

ア. 多面的機能の視点からの事業評価 

ここで指摘する多面的機能の視点からの事業評価の内容には２つある。 

一つは、農業・農村が果たしている農業生産以外の公益的機能を勘案して「費用対

効果の算定」をすることである。多面的機能の“効果”測定は容易ではないが、こう

したことを適切に行わないと、国民・県民に真に必要な事業が適正に評価されないこ

とになってしまう。 

二つ目は、当該事業の主目的（例えば“農業生産性の向上”）にかかわらず、事業

実施による多面的機能の増加と減少を的確に評価する仕組みを事業制度の内部にも

つことである。特に自然生態系や文化遺産などへの事業によるダメージを最小限にす

るためだけでなく、むしろ自然生態系を発展させ、農村の文化的景観をより美しくす

る農業農村整備事業とすべきである。 
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イ. 地域特性をいかした計画・設計の基準策定 

長野県のような中山間地の多い地域で画一的な基準に従って計画・設計すれば、事

業費が過大になるばかりでなく、貴重な自然生態系や個性的な景観を損なう恐れがあ

る。 

すでに指摘したとおり多面的機能に配慮すれば、当然ながら全国一律基準とはなら

ず、地域特性をいかした計画・設計をしなければならない。こうした視点から各種補

助事業の要綱・要領の見直しが必要と考える。 

 

ウ. 計画づくりのプロセスを支援する体制づくり 

農業農村整備事業は、農地や農村活性化施設といった「モノ」の改良や建設を支援

する事業である。こうした「モノ」づくりの必要性は十分にあるが、“むらづくりは

ひとづくり”とよくいわれるように、「モノ」を利用して地域の活性化を行う「ひと」

への関心と支援が、この事業制度とその運用には不足していたと思う。このために、

整備された畑が休耕地になっていたり、農村活性化施設が十分に活用されていない、

などの結果となっている。農業農村整備事業は地域の生産や生活の基盤、すなわち地

域の人々にとってもっとも重要な日常の活動空間を改善する事業ともなるものであ

り、本来住民は強い関心をもっており、適切な手法をとれば農業農村整備事業は“ひ

とづくり”の重要な契機となりうる。 

従来のように、行政担当者が策定した計画案の“同意をとる”のではなく、構想段

階から事業計画づくりを住民主体で行うように支援すれば、その事業は農村住民のも

のになっていく。 

農業農村整備事業が真に農村地域の活性化に資するようになるには、個別の事業種

ごとの計画の前提として、集落や旧市町村などの基礎的な活動圏単位の総合的な計画

ビジョンを、住民主体で時間を十分にかけて策定することを支援することが必要であ

る。 

 

エ. 各種の専門家の意見の導入体制の整備 

農業・農村の課題は多様化し、その経済活性化にあたっては、世界レベルの厳しい

競争の中におかれている。地域特性を活かし、地域住民の自主的自立的な活動に依拠

した内発的な地域活性化を推進するには高度な力量が要求されており、各種の専門家

の支援が不可欠である。地域内の合意形成を支援するための専門家、農林水産業と結

びついた自然生態系に関する調査や計画作成を支援する専門家、農産物加工の調理法

等をアドバイスする専門家、消費者のニーズやセンスを理解して的確なマーケティン

グ戦略を樹立するための専門家などである。とりわけ農業農村整備事業の計画づくり

と施設建設後の経営段階において不足している分野は、マーケティング戦略である。 

農業と農村の特性をよく理解する優秀な専門家の確保が必要であり、このための支

援策が望まれる。 
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（３） むすび－総合体としての地域への理解を豊かに 

そもそも地域は多くの要素が有機的に連携している総合体である。自然と共生しつつ

人間が社会をなして適切に管理・運営していかなければ、安定した状態を保つことはで

きない。 

例えば農地や道路の建設が、他の地域要素にどのような影響を及ぼし、その結果自然

の豊かさ、暮らしやすさや働きやすさがどのように変化したのかが、常に検証されてい

なければ、地域特性を保全し持続した地域発展を確保することはできない。従来の公共

事業の検査制度は、個々の公共支出を財務事務の適正性の観点から検査するものであっ

た。言わば“部品の検査”であり、地域全体への影響を含む検査にはなっていない。工

業製品である自動車の生産管理を例にとれば、タイヤやボディと言った部品の検査は行

っているが、部品組立て後の乗用車やトラックの“完成検査”の制度が、公共支出分野

には無いことを意味する。地域は多くの要素が有機的に連携している総合体であること

を前提とした評価・検証制度の確立が望まれる。 

 

今回の外部監査がこれからの農業農村整備事業の改善に少しでも意義のあるものとなるこ

とを願い、また、今後の長野県の農業行政を荷う方々が、地域の住民とこれを支援しようと

する専門家などとともに、農業農村の明るいビジョンを築いていかれるよう願って止まない。 
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なお、今回のテーマにおける指摘等の件数は次のとおりであった。 

 

 （総合レポート） 

項目 改善策（指摘） 意見 合計 

事業採択について １ ２ ３ 

経済効果について ２ ３ ５ 

計画変更について ３ １ ４ 

入札等契約について ０ ４ ４ 

活性化、交流施設などについて ０ １ １ 

合計 ６ 11 17 

 

なお総合レポート作成の基礎となった個別事業レポートの指摘等を整理すると次の通りであ

る。 

（個別事業レポート） 

項目 改善策（指摘） 意見 合計 

事業申請・採択手続 ２ ３ ５ 

経済効果 18 ５ 23 

計画変更 ７ １ ８ 

入札 ０ 17 17 

工事・委託契約事務 ２ ２ ４ 

活性化施設等 ３ ２ ５ 

その他 １ １ ２ 

合計 33 31 64 

 


