
政策手段別評価結果書の要旨
【政策手段名】

革新的農業技術習得研修委託事業

【政策手段の概要】

目 的 新しい食料・農業・農村基本計画に即して生産現場のニーズに直結した新技術の生産現場へ
の導入・普及の迅速化を図るため、公的試験研究機関等と組織的な連携を図りながら、先進的
農業者等のニーズに対応した普及活動を行う普及指導員等に対し、試験研究機関等で得られた
最新の高度先進的な革新的農業技術をいち早く習得させるとともに、普及現場における技術的
課題解決のための調査研究能力の向上を図る。

内 容 ○研修についての検討会の開催等
研修ニーズや普及現場における技術的課題を把握するための調査を実施するとともに、独立

行政法人試験研究機関、大学、民間専門家、普及職員等を構成員とする研修検討会を設置し、
普及職員に対し高度で先進的な革新的農業技術に関する知識や技術を習得させるための研修の
内容や方法について検討。
○最先端の農業技術等に関する研修
研修検討会の検討内容及び研修の全体計画等を踏まえ、独立行政法人試験研究機関の研究所

等において、普及職員を対象に最新の高度先進的な革新的農業技術をいち早く習得させる高度
先進技術研修を実施するとともに、普及現場における技術的課題解決に向けた調査研究能力を
向上させるためのプロジェクト研修を実施。

達成目標 研修受講者の研修目標の達成度：100％（研修終了時又は年度末に、研修目標がどのくらい達
成されたかをアンケート等の調査によって数値化し評価）

【政策分野の目標と政策手段の関連】

最先端の革新的農業技術に関する研修や技術課題解決のための調査研究を通じた研修を行うことにより、普
及指導員の資質の向上が図られ、この結果、政策分野の目標である「効果的・効率的な普及事業の推進」に寄
与する。

【事業のこれまでの具体的成果】

【成果目標に対する実績】
研修受講者の研修目標の達成度：69％（16年度）、72％（17年度）

○研修受講者の研修目標例としては、環境保全型農業に関する先端技術・知識の習得、施設園芸における環境
制御に関する研究状況、乳牛の飼料イネＷＣＳ給与に関する技術の習得、野菜病害の最新対策技術に関する
情報収集及び集落型経営体育成手法と問題解決手法等の習得

○平成15～17年度までの3カ年に、65課題の高度先進的な技術の研修を720名の普及職員に対し実施
○研修課題は国の国政上の重要課題の解決に即した研修

15年度 16年度 17年度

新技術の開発 ５課題 １１課題 １７課題

環境保全 ３課題 ３課題 ４課題

食の安全安心 ２課題 ２課題 ２課題

自給率向上 ２課題 １課題 ２課題

経営体の育成 ３課題 ２課題

病害虫防除 １課題 ５課題

【政策手段の改善の方向】

意欲のある担い手農業者に対する革新的な技術・経営方式の導入等の支援をより効果的に行うためには、こ
れまでの試験研究機関の研究室などの研修から普及現場での課題に対応した技術を実践的に習得させる研修を
強化する必要がある。
また、高度化、かつ多様化する生産現場の技術ニーズに的確に対応するため、公募方式を導入し、これまで

の独立行政法人の試験研究機関に加え、革新的な技術を有する大学等の研究成果も積極的に活用する必要があ
る。
さらに、研修効果の把握とフォローアップを行うため、産地での技術の活用事例・普及状況等を把握する必

要がある。

【政策評価総括組織の所見】

研修の成果が普及現場から先進的農業者等に着実に普及しているか、十分分析を行った上で、有効性の改善
を行う必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/9_2.pdf

担当：経営局経営政策課 ℡０３－３５０１－３７４２



政策手段(事業)名 革新的農業技術習得研修 政策手段所管課名 経営局普及・女性課

委託事業 政策評価担当課名 経営局経営政策課

政 (1)目的 新しい食料・農業・農村基本計画に即して生産現場のニーズに直結し

策 た新技術の生産現場への導入・普及の迅速化を図るため、公的試験研究

手 機関等と組織的な連携を図りながら、先進的農業者等のニーズに対応し

段 た普及活動を行う普及指導員等に対し、試験研究機関等で得られた最新

の の高度先進的な革新的農業技術をいち早く習得させるとともに、普及現

概 場における技術的課題解決のための調査研究能力の向上を図ることを目

要 的とする。

(2)内容 【委託事業】

○研修についての検討会の開催等

研修ニーズや普及現場における技術的課題を把握するための調査を実

施するとともに、独立行政法人試験研究機関、大学、民間専門家、普及

職員等を構成員とする研修検討会を設置し、普及職員に対し高度で先進

的な革新的農業技術に関する知識や技術を習得させるための研修の内容

や方法についての検討を行う。

○最先端の農業技術等に関する研修

研修検討会の検討内容及び研修の全体計画等を踏まえ、独立行政法人

試験研究機関の研究所等において普及職員を対象に最新の高度先進的な

革新的農業技術をいち早く習得させる高度先進技術研修を実施するとと

もに普及現場における技術的課題解決に向けた調査研究能力を向上させ

るためのプロジェクト研修を実施する。

【委託先】

（研修の実施）

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

独立行政法人農業工学研究所

独立行政法人農業環境技術研究所

独立行政法人食品総合研究所

（研修ニーズ調査）

社団法人全国農業改良普及支援協会

(3)達成目標 【成果目標】

（あらかじめ 研修受講者の研修目標の達成度：１００％

成果目標が設 （研修終了時又は年度末に、研修目標がどのくらい達成されたかをアン

定されている ケート等の調査によって数値化し評価）

場合は、成果 具体的には、研修受講者が研修受講前に受講するに当たっての目標（例

目標） ：環境保全型農業に関する先端技術・知識の習得等）を設定し、研修終

了後に当初に設定した目標がどのくらい達成（何割程度）できたかを各

研修機関がアンケートにより把握する。このアンケート結果が各研修受

講者の研修目標の達成度となり、この平均値を成果目標としている。



(4 )事業予算 １５年度 １６年度 １７年度

等の推移 予算額 9,958千円 22,408千円 34,000千円

（直近３カ年） 執行額 9,211千円 20,544千円 31,005千円

地区数 ー ー ー

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 担い手への経営支援の条件整備

策 が関連する政 目 標 効果的・効率的な普及事業の推進

分 策分野及び目 目標値（目標年度）①担い手の育成に係る普及指導センターの目標達

野 標 成割合：１００％（２１年度）

の ②技術の普及に係る普及指導センターの目標達成

目 割合：１００％（２１年度）

標

と (2)政策分野 ・最先端の革新的農業技術に関する研修

政 の目標の達成 ・技術的課題解決のための調査研究を通じた研修

策 に向けての政

手 策手段の有効

段 性（説明及び

の 概念図） 普及指導員の資質の向上

関

連

効果的・効率的な普及事業の推進

事業のこれまでの 【成果目標に対する実績】

具体的成果 研修受講者の研修目標の達成度：69％（１６年度）、72％（１７年度）

（成果目標が設定

されている場合 ○研修受講者の研修目標例

は、成果目標に対 ・環境保全型農業に関する先端技術・知識の習得

する実績） ・施設園芸における環境制御に関する研究状況

・乳牛の飼料イネＷＣＳ給与に関する技術の習得

・野菜病害の最新対策技術に関する情報収集

・集落型経営体育成手法と問題解決手法等の習得

○本事業では、平成１５年度から平成１７年度までの３カ年に６５課題

の高度先進的な技術の研修を７２０名の普及職員に対し実施した。

１５年度 １６年度 １７年度

研修課題数 １２課題 ２１課題 ３２課題

受講者数 １２４名 ２８６名 ３１０名



○本事業で実施した研修課題は、国の農政上の重要課題の解決に即し

た研修である。

１５年度 １６年度 １７年度

新技術の開発 ５課題 １１課題 １７課題

環境保全 ３課題 ３課題 ４課題

食の安全安心 ２課題 ２課題 ２課題

自給率向上 ２課題 １課題 ２課題

経営体の育成 ３課題 ２課題

病害虫防除 １課題 ５課題

○研修で習得した技術等を普及現場で活用した事例

平成１６年度高度先進技術研修「マルチ点滴潅漑施肥装置ならびに果

樹の水管理」（近畿中国四国農業研究センター）を受講した三重県の

普及職員の活用事例

平成１６年度 研修終了後研修資料を用いて産地の生産者に説明

平成１７年度 管内に２箇所の展示ほを設置

～１８年度 周年マルチ点滴灌水同時施肥法技術の導入により、早

生温州みかんの糖度の向上と樹勢回復に大きな効果が

得られることを実証

平成１９年度 ＪＡにおいて全量糖酸度センサーによる選果開始予定

平成２０年度 管内に３０haの点滴潅漑システムを導入予定

※農協では将来１００haの導入を見込んでいる

（参考）周年マルチ点滴灌水同時施肥法技術

近畿中国四国農業研究センターが開発した、かんきつ類の高品質化

と栽培管理の省力化を可能とする革新的な技術。

かんきつ類のマルチ栽培において灌水と施肥を点滴チューブを利用

し、自動化することで、かんきつ類の高糖度化による品質向上とマル

チシートの敷設・除去等の管理作業の大幅な省力化が同時に可能とな

る。

本技術の導入・普及により、高品質なかんきつ類の安定供給と産地

の信頼性の確保と収益向上が図られる。

(1)必要性 担い手が、高度な技術と高い経営能力を身につけた農業経営へ発展す

評 るためには、高度な専門性を保持し高度先進的な技術を指導するスペシ

ャリスト機能を十分に発揮できる普及指導員の養成・確保が不可欠であ

価 る。

本事業は、普及指導員が高度・多様化する担い手の技術支援ニーズに

結 対応して最先端の高度先進的技術や専門的知識をいち早く習得し、それ

を現場にあった形に組立・実証できる能力を養成しようとするものであ

果 り、政策分野「担い手への経営支援の条件整備」の目標である「効果的

・効率的な普及事業の推進」を達成するために不可欠である。



また、国の農政上の重要課題の解決のため、国と県が協同して実施し

ている協同農業普及事業については、国と県の適切な役割分担の下で普

及指導員の資質向上を推進する必要があり、

(１) 普及指導員の資質を全国的に高位で平準化させる研修

(２) 国段階で開発された技術等に関する研修

等の実施を主な内容とする本事業については、国段階において引き続き

実施することが必要である。

さらに、平成１６年度に農業改良助長法が改正され、普及事業の重点

化・効率化や組織のスリム化が図られる一方で、普及指導員の更なる資

質の向上が求められており、高度化かつ多様化する担い手のニーズに的

確に対応していくためには、これまでの独立行政法人の試験研究機関に

加え、大学等の研究成果も積極的に活用していくための体制の整備が必

要である。

(2)有効性 本事業は、試験研究機関と普及組織の連携強化を図り、試験研究機関

の最新の研究成果のうち普及に移し得る革新的農業技術を、事業年度完

了までに普及組織の中核となる普及指導員（全体の普及指導員の２割）

に習得させることにより、最先端の高度先進的技術や専門的知識を現場

にあった形に組立・実証することが可能となり、農業法人をはじめ農業

に意欲的に取り組んでいる担い手や経営体に対する高度な技術支援を可

能にするものである。

具体的な成果としては、周年マルチ点滴灌水同時施肥法技術の導入に

よる早生温州みかんの糖度向上や熱水土壌消毒技術による農薬を使用し

ない土壌病害、線虫、雑草対策の導入など、革新的な農業技術が普及現

場から農業者へ着実に普及されており、本事業の有効性は高いと考える

が、より有効性の向上を図るため、研修効果の検証を行うことが必要で

ある。

(3)効率性 最先端の革新的農業技術の研究を実施している場において、研究に携

わる者から直接、知識・技術や調査研究手法を習得する仕組みとしてお

り、高度先進的な技術指導に関する能力や、技術的課題解決のための調

査研究能力を高めるためには、最も効率的である。

また、本事業は、普及現場に精通し、普及活動に関する調査研究及び

各都道府県の普及職員との連携・調整において実績のある（社）全国農

業改良普及支援協会が都道府県普及指導センターを対象としたニーズ調

査を実施（都道府県普及指導センターのニーズは担い手など地域の農業

者からの意向を反映）し、これをもとに研修課題を設定する仕組みとし

ており、適切なカリキュラム作成が可能となっている。

さらに、本事業を実施する独立行政法人試験研究機関等では、最先端

の施設を利用した研修が可能であるばかりでなく、講師陣としての人材

が豊富であるほか、外部に講師を依頼する際にも共同研究を通じた人的

ネットワークを効率的に活用している。



(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 新しい食料・農業・農村基本計画の推進等農政の重要課題解決に向

必要性、その内容 け、意欲のある担い手農業者に対する革新的な技術・経営方式の導入等

及びその理由 の支援をより効果的に行うためには、これまでの試験研究機関の研究室

などの研修から普及現場での課題に対応した技術を実践的に習得させる

研修を強化する必要がある。

また、高度化、かつ多様化する生産現場の技術ニーズに的確に対応す

るため、公募方式を導入し、これまでの独立行政法人の試験研究機関に

加え、革新的な技術を有する大学等の研究成果も積極的に活用する必要

がある。

さらに、研修効果の把握とフォローアップを行うため、産地での技術

の活用事例・普及状況等を把握する必要がある。

政策評価総括組織 (１) 必要性

（企画評価課長） 担い手となる農業者の農業技術と経営能力の高度化・効率化を図る

の所見 ための普及指導員の資質向上については、新たな農業構造改革を進め、

生産現場のニーズに直結した新技術の生産現場への導入を図る上で、

国が一定の関与を行う必要性は認められる。

(２) 有効性

研修受講者（普及指導員）の研修目標の達成度は昨年より向上した

ものの、依然７２％と目標達成には至っておらず、研修受講者の研修

効果が先進的農業者や意欲ある担い手や経営体に反映されているかに

ついて十分に分析し、有効性の改善を図ることが必要である。

(３) 効率性

研修課題の設定に当たっては、ニーズ調査を行って現場課題を把握

しているほか、更なる効率性の向上のため、研修実施機関の選定につ

いても公募方式の検討を進めるなど効率的な事業実施に努めている。

地域のニーズに対応した研修を実施するためには、地域の農業大学

校、大学等とも連携して地域単位で研修を実施するなど効率性の改善

を行う必要がある。

(４) 総括所見

（有効性、効率性の改善）

新たな農業構造改革を進める上で、担い手の農業技術と経営能力の

高度化・効率化を図るための普及指導員の資質向上については、国の

一定の関与は必要である。しかしながら、研修の成果が普及現場から

先進的農業者や意欲ある担い手や経営体へ着実に普及されているか、

十分な分析を行った上で有効性の改善を行う必要がある。

評価会委員の意見



普及組織

高度実践的な技術指
導力の向上

課題解決能力の向上

普及指導員の資質向上

調査研究能力の向上

研修検討会の開催等

最先端の農業技術等に関する研修

 研修検討会の実施

研修内容：最先端の革新的農業技術

最先端の革新的農業技術に関する研修

　ex.
　・気象条件を活用した野菜の高品質栽培技術
　・地域ニーズに対応した主要穀類の高品質・高付加価値化技術
　・家畜飼養の精密化による環境負荷物質排せつ量の低減技術
　・施設園芸における環境制御の先端技術
　・大豆用耕うん同時畝立て播種作業技術
　・安心安全な環境保全型農業技術
　・高度付加価値・軽労・機械化技術　　等

独立行政法人
試験研究機関等

委託先例

（独）農業・食品産業技
術総合研究機構
（独）農業環境技術研究
所

国立大学法人 研修
の
実施

研究
成果

　研修
の受講

・研修ニーズ

・現場課題

資質向上
研修内容：技術的課題解決のための調査研
　　　　　　究を通じた研修

プロジェクト研修

（独）試験研究機関等

現　　　　　地

研究員普及
職員

ex.
　・水田農業改革に伴う集落型経営体の育成手法
　・土壌伝染性病害の防除技術
　・野菜の無農薬・減農薬栽培技術
　・農産物の流通・マーケティング　　　　　等

普及活動の高度化

資質向上

研修内容に反映

 試験研究機関と普及の橋渡し

研究員、民間専門家、大学教授、普及
関係者等をメンバーに効果的な研修の
在り方について検討

　・現場課題や研修ニーズの把握
　・研修効果の評価
　・研修実施機関と普及組織の連絡調整

革新的農業技術習得研修委託事業の仕組み




