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【審議の効率化について】

１．効率的な審議に向けて（メリハリある審議）

■平成22年度より、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上をはかるため、
再評価実施サイクルが5年から3年となった。

■サイクルが短くなったことで年間の審議案件が増加し、１件あたりの審議時間が短くなった。
■重点的な審議が必要な事業について、充分な審議時間を確保する必要がある。
■メリハリのある審議（効率化）を行い、審議の充実を図る。

メリハリのある審議メリハリのある審議

審議を重点的な審議が

必要な事業

審議を

効率化する事業
公共事業の再評価

メリハリのある審議を行い審議の充実を図る。

【費用対効果分析の合理化について】

■これまでは、事業を巡る社会情勢の変化がない場合や事業費等の数値に大きな変化がないれまでは、事業を巡る社会情勢の変化がな 場合や事業費等の数値に大きな変化がな
場合においても、一律に費用対効果分析を実施しており、効率的な算定ではなかった。

■今後は、社会情勢等の変化や数値の変化を踏まえ、より効率的に費用対効果分析を実施する。
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審議区分の選定（案）

２．効率化に向けた審議区分について

■「 重点審議 」： 前回評価時に実施した費用対効果分析の要因に変化が「ある」場合。
（※また、委員会からの求めがあった場合や、必要に応じて｢重点審議｣とする。）

■「その他審議」： 前回評価時に実施した費用対効果分析の要因に変化が「ない」場合。
費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合。

※ 要因変化・等については、【費用対効果分析実施判定票】（本資料３～４頁）による。

そ 他審議重点審議 その他審議

・前回評価時に実施した費用対効果分析

の要因に変化が「ある」場合。

・前回評価時に実施した費用対効果分析

の要因に変化が「ない」場合。

・委員会からの求めがあった場合 ・費用対効果分析を実施することが

効率的でないと判断できる場合。

2



【国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用】

３．費用対効果分析について
【国 交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用】
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【費用対効果分析実施判定票】

３．費用対効果分析について

【費用対効果分析実施判定票】
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４．判定について

・名護東道路

恩納バイパス・恩納バイパス

・嘉手納バイパス

・浦添北道路
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費用対効果分析実施判定票（案） （一覧表）  

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

外的要因

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合。

　　

前回評価で費用対効果分析を実施している

1 2 3 4

名護東道路 恩納バイパス 嘉手納バイパス 浦添北道路

・事業目的に変更がない ■　変更なし ■　変更なし ■　変更なし ■　変更なし

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■　変化なし ■　変化なし □平成24年度に隣接する「北谷拡幅」が事業化
□平成26年度に隣接する「那覇北道路」が事業
化

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がな
い]

■　費用便益分析マニュアルの変更がない ■　費用便益分析マニュアルの変更がない ■　費用便益分析マニュアルの変更がない ■　費用便益分析マニュアルの変更がない

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％以内]

■　【需要量等に変更がない】
　将来ODの変化がない。

■　【需要量等に変更がない】
　将来ODの変化がない。

■　【需要量等に変更がない】
　将来ODの変化がない。

■　【需要量等に変更がない】
　将来ODの変化がない。

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％以内]

■　事業費の変化なし
　H23年度（前回評価時）：962億円
　H26年度：962億円

■　事業費の変化なし
　H23年度（前回評価時）：330億円
　H26年度：330億円

■　事業費の変化なし
　H23年度（前回評価時）：286億円
  H26年度：286億円

□　前回評価以降の総事業費が
  21.6%増加（54億円増加）
  H23年度（前回評価時）：250億円
  H26年度：304億円

□　直近３カ年の事業費の平均（３３．０億円）
（３３．０億円×１％＝　3,300万円　＞　500万円）

■　前回評価時の感度分析における下位ケース
値が基準値を上回っている。
　交通量　　　B/C＝　3.3　～　4.2
　事業費　　　B/C＝　3.5　～　4.1
　事業期間　 B/C＝　3.5　～　4.0
【事業全体　B/C＝３．８】

■　前回評価で費用対効果分析を実施している ■　前回評価で費用対効果分析を実施している ■　前回評価で費用対効果分析を実施している ■　前回評価で費用対効果分析を実施している

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％以内]

■　事業期間の変化なし

  H23年度：Ｈ9～H32年
  H26年度：Ｈ9～H32年

■　事業期間の変化なし

   H23年度：H1～H32年
   H26年度：H1～H32年

■　前回評価以降の事業期間が
　　10%増加（4年間延伸）

　  H23年度：S62～H38年
    H26年度：S62～H42年

■　前回評価以降の事業期間が
　　9.1%増加（1年間延伸）

  H23年度：Ｈ18～H29年
  H26年度：Ｈ18～H30年

判定
以上より、費用便益分析を実施しないことがで
きる事業に「該当する」。

以上より、費用便益分析を実施しないことがで
きる事業に「該当する」。

以上より、費用便益分析を実施しないことがで
きる事業に「該当しない」。

以上より、費用便益分析を実施しないことがで
きる事業に「該当しない」。

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお下記2.～4.について各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が
大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分
析費用１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース
値が基準値を上回っている。

□　直近３カ年の事業費の平均（３２．３億円）
（３２．３億円×１％＝　3230万円　＞　500万円）

■　前回評価時の感度分析における下位ケース
値が基準値を上回っている。
　交通量　　　B/C＝　1.0　～　1.2
　事業費　　　B/C＝　1.0　～　1.1
　事業期間　 B/C＝　1.1　～　1.1
【事業全体　B/C＝１．１】

■　直近３カ年の事業費の平均（２．３億円）
（２．３億円×１％＝　230万円　＜　500万円）

■　前回評価時の感度分析における下位ケース
値が基準値を上回っている。
　交通量　　　B/C＝　2.5　～　3.5
　事業費　　　B/C＝　3.1　～　3.2
　事業期間　 B/C＝　3.0　～　3.3
【事業全体　B/C＝３．１】

■　直近３カ年の事業費の平均（０．３６億）
（０．３６億円×１％＝　36万円　＜　500万円）

■　前回評価時の感度分析における下位ケース
値が基準値を上回っている。
　交通量　　　B/C＝　1.6　～　1.8
　事業費　　　B/C＝　1.6　～　1.8
　事業期間　 B/C＝　1.5　～　1.9
【事業全体　B/C＝１．７】



平成26年度 事　業　名： 一般国道58号　名護東道路

道路建設課 担当課長名：喜舍場　正秀

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用便益分析を実施しないことができる事業に「該当する」

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％以内]

事業期間の変化なし
（H23年度：Ｈ9～H32年　H26年度：Ｈ9～H32年）

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準
値を上回っている。

直近３カ年の事業費の平均（３２．３億円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　□
（３２．３億円×１％＝　　　3230万円　＞　500万円）

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている　　　 ■
　交通量　　　B/C＝　1.0　～　1.2
　事業費　　　B/C＝　1.0　～　1.1
　事業期間　 B/C＝　1.1　～　1.1
【事業全体　B/C＝１．１】

前回評価で費用対効果分析を実施している

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

費用便益分析マニュアルの変更がない

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％以内]

需要量等に変更がない。
（将来ODの変化がない。）

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％以内]

事業費の変化なし
H23年度（前回評価時）：962億円　H26年度：962億円

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 変更なし

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

変化なし

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

 01　名護東道路



 02　恩納バイパス

平成26年度 事　業　名： 一般国道58号　恩納バイパス

道路建設課 担当課長名：喜舍場　正秀

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用便益分析を実施しないことができる事業に「該当する」

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％以内]

事業期間の変化なし
（H23年度：H1～H32年　H26年度：H1～H32年）

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

直近３カ年の事業費の平均（２．３億円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ■
（２．３億円×１％＝　　　230万円　＜　500万円）

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている　　　　■
　交通量　　　B/C＝　2.5　～　3.5
　事業費　　　B/C＝　3.1　～　3.2
　事業期間　 B/C＝　3.0　～　3.3
【事業全体　B/C＝３．１】

前回評価で費用対効果分析を実施している

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

費用便益分析マニュアルの変更がない

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％以内]

需要量等に変更がない。
（将来ODの変化がない。）

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％以内]

事業費の変化なし
H23年度（前回評価時）：330億円　H26年度：330億円

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 変更なし

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

変化なし

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠



平成26年度 事　業　名： 一般国道58号　嘉手納バイパス

道路建設課 担当課長名：喜舍場　正秀

チェック欄

■

□

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用便益分析を実施しないことができる事業に「該当しない」

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％以内]

前回評価以降の事業期間が10%増加（4年間延伸）
（H23年度：S62～H38年　H26年度：S62～H42年）

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％
以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準
値を上回っている。

直近３カ年の事業費の平均（０．３６億）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ■
（０．３６億円×１％＝　　36万円　＜　500万円）

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている　　　 ■
　交通量　　　B/C＝　1.6　～　1.8
　事業費　　　B/C＝　1.6　～　1.8
　事業期間　 B/C＝　1.5　～　1.9
【事業全体　B/C＝１．７】

前回評価で費用対効果分析を実施している

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

費用便益分析マニュアルの変更がない

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％以内]

需要量等に変更がない。
（将来ODの変化がない。）

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％以内]

事業費の変化なし
H23年度（前回評価時）：286億円　H26年度：286億円

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 変更なし

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

平成24年度に隣接する「北谷拡幅」が事業化

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

 03　嘉手納バイパス



 04　浦添北道路

平成26年度 事　業　名： 一般国道58号　浦添北道路

道路建設課 担当課長名：喜舍場　正秀

チェック欄

■

□

■

■

□

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 変更なし

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

平成26年度に隣接する「那覇北道路」が事業化

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

費用便益分析マニュアルの変更がない

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％以内]

需要量等に変更がない。
（将来ODの変化がない。）

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％以内]

前回評価以降の総事業費が21.6%増加（54億円増加）
H23年度（前回評価時）：250億円　H26年度：304億円

以上より、費用便益分析を実施しないことができる事業に「該当しない」

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％以内]

前回評価以降の事業期間が9.1%増加（1年間延伸）
（H23年度：Ｈ18～H29年　H26年度：Ｈ18～H30年）

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

直近３カ年の事業費の平均（３３．０億円）　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　 □
（３３．０億円×１％＝　　　3,300万円　＞　500万円）

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている　　　 ■
　交通量　　　B/C＝　3.3　～　4.2
　事業費　　　B/C＝　3.5　～　4.1
　事業期間　 B/C＝　3.5　～　4.0
【事業全体　B/C＝３．８】

前回評価で費用対効果分析を実施している
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