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１ 開会 

 

 

２ 議事 

 

（１）北海道政策評価条例の施行状況等について（公共事業評価） 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

（資料１と参考資料１の内容を説明） 

 

《 意見交換・質疑等 》 

 

【千葉委員】 

意見ではなく質問だが、資料１の 21 ページの「オ 再評価結果」について、H28 の建設部の

道路改築事業費が中止となっているが、中止になった理由を教えてもらいたい。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

この地区については線形変更や交差点改良を伴うものだったが、詳細設計の段階で地域住民か

らの反対や元々要望していた地元自治体からの中止要望があって、施工する前の段階で中止が決

定した。 

 

【内田委員長】 

 一度事前評価で決まった内容が変更することはよくあるが、これについては地元から要望があ

ったのに地元の反対でやめてしまうことに様々な議論があった。採択前は地元が「造ってくださ

い」と言っていたのに、詳細設計をしてみると反対に回るということは非常に困ることである。 

 

【中前委員】 

 「選択と集中」の視点に立った公共事業という基本的な考え方を持って進めていると思うが、

公共事業というのは基本的に始まったら途中で止めること自体が非常にもったいないというか、

例えば道路などはネットワークでつながっていることが重要なので、途中まで造っているものを

止めてしまうというのは本当にそれでいいのかという問題が大きくあると思う。 

 公共事業自体は必要に迫られて実施しているものだと思っており、必要だから進めていくとい

うところだと思うが、「選択と集中」の考え方に鑑みると、本当に必要な部分だけ整備して、そう

でない部分は諦めなければならないということも中には出てこなくてはいけないと思うが、その
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判断が非常に難しいと思っている。 

 今年度から公共事業評価専門委員会に出席して、自分自身がこれは必要なのかそうでないのか

という判断を迫られたときに、海岸事業の再評価では本当に 30 年もかけて整備しなければなら

ないものなのかと思ったが、着実に整備していかないと被害を受ける部分もあるため継続と判断

したが、そのような中で「選択と集中」の考え方に立ったときに切り捨てということが本当にで

きるのか。 

 北海道全体の総事業費の中で、例えば今年度再評価の道営土地改良事業費（水利施設整備事業

（基幹水利施設整備型））山林川地区（以下、「山林川地区」という。）のように事業費が３倍に膨

れ上がってしまった事業が出てきた場合、北海道全体の総事業費のパイが同じなのであれば、増

えてしまった分は諦めなければいけない部分が本来であれば出てくるはずだが、そのような議論

がないままに、事業費が増えてしまって、この水路が必要だから整備しなければならないとなっ

てしまうと、委員の立場から対処方針等を決断することは非常に難しいということが携わってみ

て感じたところである。 

 

【内田委員長】 

 確かにそのとおりで、一度始まるとなかなか止めづらいため、事前評価のときに厳しく見るし

かないと思うが、事業選択の経緯が公共事業評価委員会の側からは見えない状態で、事前評価の

審査段階では必要性や緊急性が非常に詳細に記載されており、その前の段階でどのような議論が

されてこの事業が選ばれているのか、俯瞰的に見る資料が公共事業評価委員会では出てこないた

め、その辺が非常に不明確になっているような感じを持っているが、事業の選択過程等はどのよ

うになっているのか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 最も基本的なのは地元からの要望というもの。その上で、公共事業で必須の費用便益比、ある

いは災害対応等の緊急性の高さといったものを総合的に整理して、これまで箇所付け・予算付け

を行ってきているということで、個別地区の選択過程等は説明できるが、全体的な内容はなかな

か簡単に説明がつかない。 

 ただ、当然のことながら事業選択等は適正に行っているため、間違いなく整備が必要なもので

あり、中でも優先的なものから事業を進めているというところ。 

 

【渡部副委員長】 

 今の話と関連して、事前評価で公共事業評価専門委員会から事業要望を行うことは妥当という

判断が出た後に詳細設計を行い、それからある程度工事が進んだところで５年が経過して再評価

の対象となるが、事業費の大幅増減や条件が違うことによる流量の大幅変更等が生じた場合、事
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前評価とは別に、詳細設計の終了と着工までの間にもう１回ぐらい事業の規模によっては評価の

タイミングというものがあってもいいような気がする。 

 当初計画をきちんと策定したとしても社会的・自然的条件が変わって事業内容や事業費が変わ

ってくるが、現行の評価制度では着工して後戻りできない所まで来てから再評価の対象となる。

このため、詳細設計の内容をきちんと精査した段階で、工事の是非を判断するという評価のタイ

ミングがあるといいのではないかと思うが、いかがか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 現行の事前評価では、国への要望が妥当かどうかということを判断するために評価を行ってい

るところ。 

 ただ、事前評価段階ではまだ国に採択されていない状況のため、当初計画時の設計や調査等は

北海道の限られた予算の中で対応しなければならず、詳細設計と比べると精度的にはどうしても

落ちてしまい、実際に詳細設計に入ってから事業費が大きく変わるということは確かにあると承

知している。 

 そのような状況において、事前・中間・事後（事後評価は北海道で取組なし）といった評価の

タイミングがある中で、今後どのように評価を行うのが適正かということについては我々として

も検証したいと思う。 

 

【渡部副委員長】 

 事前評価は概略設計を基に事業費を算出して国に申請するため、精度が落ちることはやむを得

ないと思うが、採択後の詳細設計が終わってからのタイミングで、是非、評価を行えるようにし

てもらいたい。 

採択後に国費補助等により詳細設計を行うが、５年後まで再評価がないとなると、事業費が増

えても採択されているからとの理由で工事が進んでしまうため、その前にもう一度評価を行って

立ち止まるチャンスというのがないと公共事業評価専門委員会が機能しないような気がするため、

詳細設計実施後に評価を行うタイミングを是非作っていただきたいと強く感じている。 

 

【柏木委員】 

 今の渡部副委員長の意見に関連して、参考資料１の２ページの「(2)再評価」で、北海道の再評

価の実施要件は経過年数と事業費変動と記載されているが、経過年数は５年で、具体的な事業費

の変動額は決まっているものなのか。事業費の変動に縛りを入れておけば、当初計画から倍にな

ったなどの事業は５年が経過しなくても再評価できるという基準作りができるかと思うが、具体

的にはどのような基準があるのか。 
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【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 事業採択後長期間を経過した時点で継続中という要件は所管する関係省庁によって違っていて、

国土交通省所管は５年、農林水産省所管は 10 年となっている。 

 事業費変動については、山林川地区の場合などは事業費 10 億円以上の増減のうち事業内容の

大幅変更となっている。単純に事業費だけの場合は、農政部所管と水産林務部所管のうち林野関

係は 30 億円以上の増減又は 30 億円以上の地区で５割以上の増減、水産林務部所管のうち水産関

係と建設部所管は 50 億円以上の増減又は 50 億円以上の地区で５割以上の増減となっている。 

 これらの内容については、本年７月の第３回公共事業評価専門委員会で令和２年度公共事業再

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。）を提示したところ。 

 

【内田委員長】 

 事業費の変動要件が所管部局ごとに違うのがよく分からなくて、なぜ 30 億円と 50 億円がある

のか。 

 10 億円でも建設だとすごく大規模な施設がある中で、30 億円まで評価の対象としないのかと

いうこともあり、基準は簡単な方が良いような気がするが、政策評価の中で基準を統一すること

は可能なのか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 要件自体は関係省庁の再評価の要件等を参考に設定しているが、北海道独自の要件である事業

費変動の内容については、要件の変更ができるかどうかも含めて再度整理させていただく。 

 

【内田委員長】 

 前段の第４回政策評価委員会の山林川地区でも議論があったが、９億８千万円で採択された後

に計画変更で 19 億円にするという絶妙なラインで事業費を増やされると、今回の変更で変動幅

が 10 億円を超えて再評価を行ったとしても、審査できないことに対する弊害というか、担当部

局内ではきちんと審査されず、かなり緩く進められているような感じがしている。第４回政策評

価委員会では、当初計画の間違いに気付いた時点への質問があったが、恐らく気付いたのは第４

回公共事業評価専門委員会の前日だったと思っている。 

やはり外部評価を通さないと、内部の担当部局だとどうしても緩くなる感じがあるため、例え

ば 10 億円を超えた段階でも事前評価の基準を適用するなど、そのような見直しも必要なのかと

思った。 

 

【柏木委員】 

 割合等で要件を設定するのは良いかと思う。 
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 当初計画において、ある一定の基準額以上の事業に関して、100%以上増額した場合は再評価

を行うなど、金額だけで要件を設定するのではなく、割合が 100%を超えて事業費が２倍になる

ということは、当初計画があったら公共事業は実施されない可能性が高いということなので、そ

れも評価の対象に加えた方がいいと思う。 

 事業費の変動要件として、一定額だけではなくて増加の割合というのも、もし設定できるので

あれば設定してもらった方がいい。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 現行の実施方針では、30 億円以上又は 50 億円以上の地区の場合には５割以上の増減というの

があるため、例えば 10 億円以上の増減の場合、事業内容の大幅変更以外に割合等を設定するこ

とも検討が必要かと思う。 

 

【柏木委員】 

事業内容の大幅変更というのは曖昧ではないか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 事業内容の大幅変更に該当する項目として、実施方針では目的・事業手法・施設規模等を位置

付けており、今回の山林川地区は周知のとおりだが、水産林務部所管の漁港海岸保全事業（海岸

堤防等老朽化対策事業）古平地区は杭長の変更が該当しており、建設部所管の都市計画街路事業

費（社会資本整備総合交付金）３・４・18 見晴通地区は切土法面勾配の変更等が該当している。 

 第４回政策評価委員会の資料４を見ると、この３地区以外の事業では総事業費が 10 億円以上

増減している地区があるが、目的・事業手法・施設規模は何も変更がなく、資材や労務単価の上

昇等で事業費が増額しているということで、経過年数により再評価の対象にしており、地区ごと

に該当する要件を判断している。 

 

【中前委員】 

 第４回政策評価委員会で石井会長から話があったが、事業期間が長くなればそれだけ事業費は

大きくなってしまうものである。そうすると 30 年の事業期間で労務単価や消費税が上昇すると、

簡単に 10 億円以上の増額ということも起きてしまうのではないか。したがって、事業期間が長

い場合の事業費の算出に当たっては、労務単価や消費税の上昇を見込んで事業計画の事業費の中

に入れ込めないのかと思った。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 指摘のとおり、確かに事業期間が経過するにつれて当然事業費は増えていく。 
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 それ以外に、いわゆる社会経済情勢の変化で必要な額が変わってくるということもあるため、

当初計画の段階からそのような部分に関してどのように見てもらえるのか、という在り方につい

ては検討させていただく。 

 

【内田委員長】 

 特に長期の事業というのは社会経済指標が全く変わってくる。 

 中前委員の最初の指摘のように、事業期間が長い場合、もしかしたら 30 年後には人が住んで

いないのではないかということをきちんと考えながら、『撤退の理論』のようなものはどこかで必

要だと思っており、それを決めるような基準が今いち判然としない。 

再評価で費用便益比が１以上である限りは継続した方がよく、費用便益比が１を割ると今まで

の投資が埋没してしまうが、そこの損失分と費用便益比の損失分で比較する『撤退の理論』とい

うのがあり得る。どうしても費用便益比を計算する事業は１以上を狙ってくるため、そのような

ものに対して本当に便益はそうなのか。費用便益比の算定に当たっては、恐らく受益者の人口は

現時点としており、将来 30 年後の人口という考えではなく、今の状態が 30 年後も続くという、

北海道では絶対にあり得ないようなことを条件として設定しているが、将来の不確実性がある場

合、人口増加の社会では許されているが、今は許されるのかということに非常に疑問があり、『撤

退の理論』のようなものも本当はどこかであった方がいいのではないか。そうでないと、意見を

付しながら延々とサグラダファミリアではないが、ずっと事業を継続するのかというのがあり、

そのような政策評価における社会情勢の変化があるため、それを踏まえた計画変更のような仕組

みもあったらいいと思っている。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 非常に難しい問題だが、受益者が 20 年後に居住しているのかという部分がある一方で、現に

居住しているという現実もあるため、そこで議論が必要だという部分もあり、どこまで公共事業

評価専門委員会の中で切ることができるのか、なかなか委員の皆さんにとっても難しい判断にな

ってくるという部分があるため、国の費用便益比の算定方法等も含めて、どのように整理できる

のかということは事務局でも考えたいと思う。 

 

【厚井委員】 

 参考資料１の「１ 公共事業評価の実施状況」について、15 都府県で最も多かったのが「事前

＋再＋事後」であった。 

 今回のアンケート結果では半数以上の都府県が事後評価を実施していて、北海道は事後評価を

対象としておらず事前評価と再評価だけである。資料１の後ろに添付している参考資料１の北海

道政策評価条例（以下、「条例」という。）について、第４条の３に事前評価又は事後評価を併せ
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て行うと書いてあって、事前評価と事後評価がほぼ並列のような書き方になっているが、北海道

として事後評価を実施していない理由があれば教えていただきたい。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 条例の前文に記載しているが、条例制定当時、「時のアセスメント」という、長期化した公共事

業について撤退の判断をするといった全国に先駆けての評価を北海道は行っており、これが条例

の１つの基本的な考え方という形で構成している。 

 そのような意味から事前評価と再評価をこれまで重点的に実施してきた。一方で事後評価とい

うのは、実際に終わった事業が当初の目標どおり効果を発現しているかどうかを検証して、次の

施策や事業に反映させていくという部分で評価しているものであり、北海道としては、まずは現

在行われている事業の必要性を吟味するという部分に主力を置いて、事後評価は実施していない

という考えである。 

 

【厚井委員】 

 先ほど山林川地区の話でもあったが、継続事業や完了事業も今後のより良い事業を行う上での

ヒントが隠されていると思う。そのような意味で、今の事前評価の要件である 10 億円以上、再評

価の経過年数５年というのは、基準の根拠が不明確な印象もあるため、設定した基準の確からし

さのようなものを確認する意味でも、事後評価というのは今後あってもいいのではないかと思っ

たので質問させてもらった。 

 

【内田委員長】 

 事後評価は本当は非常に重要で、かつ諸刃の剣のような感じで、元々想定していた便益が事後

評価時点で実際には出ていなくて、事業を実施しなければよかったと評価されるものも恐らく出

てくると思う。 

 そのような評価は非常に重要で、事後評価結果を事前評価に反映させると、もしかしたらミス

リーディングな政策になっているのではないかという所にもフィードバックできると思うため、

本当は一番やりたくないところだと思うが、事後評価はもしかしたら非常に必要性の高いもので

はないかというのは、厚井委員の言われるとおりだと思う。すごく痛みを伴うやりづらいところ

もあるかと思うが、これから先の事業の推進に活かされるのではないかと思う。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 他県の状況等を改めて整理した上で検討させていただく。 
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【渡部副委員長】 

 参考資料１の「４ 評価結果の決定」を見ると二次評価を行っていない都府県がたくさんある

が、北海道では二次評価を行っていて、計画推進課等で内部的に行政の視点から確認しており、

審議のポイントなどもある程度示してもらった上で我々が細かく見て議論しているわけだが、行

政の目から見て評価したものと結果的に評価委員会で評価した結果と、何か違う方向が見えてき

たというようなことは確認しているか。それとも、あくまで二次評価は１つのプロセスになって

しまっているのか。 

 二次評価の重みというのは実は結構大きいと思っていて、我々が見ていても細かい所まで見き

れない部分というのがあって、行政の視点で細かい所まで見てもらえると後で議論しやすいとい

うのがたくさんあると思う。一方で、行政の視点では見られなかった所を外部の視点から見て議

論するという面もあると思う。それは両者があって成り立っており、対処方針としては「事業継

続は望ましい」などとなってしまうが、その方向が実は大きく違っていた又は同じだったという

ことを確認しているのかどうかを伺いたい。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 今回の再評価において、計画推進課メインで二次評価を行った感想を含めてだが、実際に委員

の皆さんの反応を見ていると、二次政策評価等検討チームの審査内容は、全然違う視点になって

しまうものもあれば共感された部分もあった。また、各委員の担当地区のヒアリングでは、今ま

で持ち合わせていなかった視点での審査や技術的な知識など、非常に勉強になることがあった。 

 

【渡部副委員長】 

 そのようなところはお互いに協力者である面も独立する面もあると思うが、人間の持っている

知識は限られた部分だけのため、その知識をフルに発揮しながらやるとしても、お互いに補完し

あって評価するというところが、是非、将来に続くといいと思って今回も見ていた。 

 二次評価をしっかりやってもらって、その上で我々も独自の視点でしっかりと議論していきた

いと思っている。 

 

【内田委員長】 

 二次評価は、ただ形式的なだけだったら不要かと思ったが、今回は厳しく意見を出して本当に

実効性のあるような内容があって、抜け落ちている視点などを提示してもらって非常に良かった。 

 

【中前委員】 

 今回の再評価で、山林川地区は平成 27 年（2015 年）に大雨があったということで流量が足り

なかったということが分かったと思うが、基本的にはこれから気候変動で大雨や大雪が頻繁に起
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こるようになると言われているので、公共事業の事業費については増額になることしかないので

はないかと思っている。 

 そのようなところで、これからいろいろ苦労も多いかと思うが、増額になることが大きく見通

せる部分もありながら、それではどこを減らしていかなければいけないのかという議論も併せて

行っていかないと、ただただ事業費が全ての地区において増額になってしまうかと思うので、そ

れこそ「選択と集中」という基本的な考え方の部分になってくるかと思うが、道政としてどのよ

うな部分に戦略的に投資をしていくというところを考えてもらえればと思っている。 

 

【渡部副委員長】 

 参考資料１のアンケート調査は 46 都府県のうち約 1/3 からしか回答がなく、行政のアンケー

トとしては非常に回収率が低い状況にあり、それによって参考資料１が中途半端に終わってしま

っているように見えるが、これはどうにかならないのか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 今回は政策評価制度として公共事業評価を実施している都府県という内容で聞いた際に 15 都

府県ということで、いわゆる予算付けのために公共事業評価を実施しているような都府県があっ

て、そのような都府県は今回の調査で対象外となっている。 

 ただ、そのような都府県も含めて、公共事業評価をどのように実施しているのかといった結果

は次回以降に改めてお示ししたい。 

 

【渡部副委員長】 

 参考資料１の内容で終わらせてしまうのはあまりに中途半端なため、しっかり調査して結果を

示してもらいたい。 

 

【内田委員長】 

 改めて回答を依頼するなどして対応していただきたい。 

 

【内田委員長】 

それでは、これまでの内容のまとめを行う。 

 現在の公共事業評価については主に３つの議論が出たかと思う。 

１点目は、長期化している事業や気象変動等を踏まえて、「選択と集中」の議論が必要だという

こと。 

２点目は、再評価について、山林川地区で事業費が大幅に増えた反省を踏まえて、再評価の対

象要件をどのようにするかという視点。 
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 ３点目は、北海道では実施していないが、事後評価の取組も重要という指摘がされている。 

 また、直接関係ないが、二次評価はきちんと位置付けることが大切だというのがあった。 

 このような課題・問題点があるということで、これらの内容は 12 月に開催予定の第４回基本

評価等専門委員会で報告することにしたい。 

 以上で本日予定していた議事は全て終了した。 

 

 

４ 閉会 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 今回の委員会は急遽の開催だったが、委員の皆さんには忌憚のない意見をいただき感謝申し上

げる。短い時間で大変申し訳なかったが、今後、皆さんからの意見を整理して、今後の課題を抽

出・整理して、北海道として令和３年度以降の公共事業評価がどうあるべきかという、今後の方

向性に結びつけて行きたいと考えている。 

 

 


