
平成19年度農業競争力強化対策民間団体事業評価結果一覧

※評価　　　Ａ：計画以上の成果が見られる、　Ｂ：計画通りの成果が見られる、Ｃ：計画どおりの成果が見られない

事業名 事業実施主体 事業概要 事業費（円） 評価 所見

1
畜産新技術実用化対策推
進事業

（社）畜産技術協会

①和牛の優れた形質の客観的評価指標の開
発及び、この指標に基づいた遺伝子の特
定、機能解析を行うとともに、これにより
得られた遺伝子情報に関する特許の出願を
行う。また、和牛の優れた特徴に関する遺
伝子特許の効率的活用等を推進するための
和牛知財協議会の開催を行う。
②DNA解析技術を活用した家畜の育種手法
の開発及びその利用を図るための経済形質
等に関与するDNAマーカー等の特定、情報
の収集分析、会議の開催及び技術者の養成
を行う。

393,295,000円
（うち国費

393,295,000円）
Ａ

・協議会の設立による和牛の遺伝資源の確保・活用を図るための体制の整備、特許につな
がる繁殖性に関する遺伝子の機能解明、枝肉重量、脂肪交雑及び乳房炎抵抗性に関する遺
伝子効果の確認などについては評価できる。
・今後、和牛知財協議会の枠組みを中心に、県、大学などとの連携を強化し、共同研究の
実施などによる遺伝子特許の取得・利活用が推進されることが期待される。

2 有機農業等指導推進事業 （財）日本農業研究所

生産者が有機農業に取り組む意欲を喚起す
るため、有機農業の実現に資すると見込ま
れる技術について、その導入効果や適用条
件把握のための実証試験の実施、有機農業
等環境保全型農業に対する理解の増進、生
産現場での取組拡大に向けた啓発活動技術
情報の提供等を行う。

54,309,000円
（うち国費

54,123,227円）
Ｂ

・本事業については、ほぼ計画どおりに事業が行われた。
・環境保全型農業の推進活動等事業全体でほぼ計画どおりの成果が得られている。
・しかし、技術実証については、土壌の安定化など実証内容によっては、複数年にわたり
効果を確認する必要があるため、単年度毎に取組内容・求める成果を明確にし、当該年度
の成果・課題を翌年度以降の事業計画に適切に反映させる必要がある。

3
土壌改良資材等効果検証
手法開発事業

（財）日本土壌協会

土壌改良資材については現在、多種多様な
用途や効果を謳うものがある一方で、効果
の判定に技術的な課題が存在する場合や、
効果の判定のための全国共通の方法が確立
されていない場合が多い。
このため、これらの資材のうち、微生物資
材について資材の効果を判定する手法及び
農業者等が利用し得る情報の提供体制を確
立する。

22,300,000円
（うち国費

22,300,000円）
Ｂ

・①土壌の団粒形成促進効果、②土壌中の過剰な硝酸性窒素改善効果、③土壌の窒素供給
能改善効果、④有機物分解促進効果の判定法を確立。
・また、国内外の文献調査や資材の表示のあり方について検討を行い、農業者等が資材の
選択を的確に行えるような情報提供等の取組を行っており、計画どおりの成果が見られ
た。

4
日本茶品質認証システム
構築事業

（社）日本茶業中央会

国内外の消費者から評価され、かつ、生産
農家、加工・流通・小売業者らが容易に取
り組める日本茶（緑茶）の品質管理認証シ
ステムを構築するための調査・分析等を実
施する。

20,320,992円
（うち国費

20,316,000円）
Ｂ

・平成19年・20年の２年間で、日本茶の品質管理認証システムを構築するため、システム
開発委員会の開催、現地実態調査や品質分析調査などが行われ､今後のシステム構築に向け
た基本的な考え方や課題等が事業報告書として取りまとめられている。
・平成１９年度に本事業で取り組んだ実績は、システム構築につながるものとして評価で
きる。

5
いぐさ・畳表産地改革推
進事業

（財）日本特産農産物協
会

いぐさ・畳表等について、需要に応じた生
産等に資するため、全国的な視点から需要
及び供給量の調査等を行うとともに、畳表
の品質向上による海外製品との差別化の検
討、畳の需要拡大の取組等を行う事業。 10,340,000円

（うち国費
10,340,000円）

Ｃ

・需給動向調査については、国内の需要動向及び中国の生産動向に関し、的確な調査・分
析を行っており、調査結果は、需要に応じたいぐさ・畳表の生産や、日中農産物貿易協議
会等のための貴重な情報源として活用されている。
・需要拡大については、消費者アンケートにおいて生産履歴の表示に関する関心の高さが
認められたこと等から、産地では、２０年度から、生産履歴の表示に取り組んでいる。
・また、展示会での「畳の集中力持続効果」のパンフレット等（３９３千枚）の配布等に
より、国産畳表の特徴や優位性がＰＲされ、畳への関心が高まっているが、生活様式の洋
風化、急速な景気悪化等により需要の減少が続いている。
・今後は、パンフレット等の情報発信にとどめることなく、いぐさ産地と畳製造業者等の
提携システムの構築等新しい構造改革の推進に向け、効果的な推進活動を含めて内容を見
直す必要がある。
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6
地産地消推進活動支援事
業（地産地消普及促進事
業）

（財）日本特産農産物協
会

地産地消活動についての情報の収集・調
査・分析等を行い、これらの成果を全国各
地へ提供するとともに、地産地消推進活動
優良事例について表彰を行う。また、地域
特産物の栽培・加工等の分野で豊富な経験
や技術を持ち、さらに地域特産物の産地形
成の指導者のなる人材を「地域特産物マイ
スター」として認定・登録する。

8,159,000円
（うち国費

7,109,000円）
Ｂ

・地産地消活動及び地域特産物の生産・消費等に関する情報の収集、優良事例(8事例)の表
彰、地域特産物マイスターの認定(22名）を行い、その内容を全国各地へ提供することよ
り、地産地消活動の支援及び地域特産物の産地育成の支援につながった。

7
地産地消推進活動支援事
業（地産地消人材育成事
業）

（社）農山漁村女性・生
活活動支援協会

地産地消活動を円滑に推進するため、生産
と実需の知識を有し、関係者を束ねるリー
ダーシップを持ったコーディネーターを育
成するための講習会を開催する。

1,954,157円
（うち国費

1,894,000円）
Ｂ

・農業者、行政関係者、農協職員、民間企業者など全国から幅広い業種の63人が講習会に
参加するなど、多くの人に地産地消に関する知識、コーディネーターとしてのノウハウを
提供する好機となった。

8
地産地消推進活動支援事
業（地産地消情報提供事
業）

（社）農山漁村文化協会

ＷＥＢサイト「Ｅａｔ　Ｌｏｃａｌ　地元
を食べよう」を発展させ、ＷＥＢサイトと
インターネットを活用した地産地消活動に
関する情報提供を行う。

4,213,000円
（うち国費

4,213,000円）
Ｂ

・全国各地の直売所等に関する情報収集や地産地消活動に関する現地調査を行うことによ
り、内容の充実した地産地消情報をより多くの人に提供することができ(サイトアクセス数
延べ12,831件(43.97件/日））、利用者の地産地消活動に対する支援につながった。

9
和牛精液等流通管理体制
構築推進事業

（株）十勝家畜人工授精
所

和牛の遺伝資源の保護・活用を図るため、
和牛精液ストロー等の流通管理の厳格化を
図るモデル的な体制を構築するため、
①バーコードを利用した地域におけるモデ
ル体制の構築のための協議会の開催
②実態調査の実施
③全国基礎システムのストロー等の生産・
使用情報のフィードバックシステムとの連
携を行う。

23,803,932円
（うち国費

23,803,932円）
Ｂ

・地域システムの構築に向けた検討協議会、実態調査により、システムの利活用や海外先
進地域への調査結果を踏まえ地域の実情にあわせたシステムの開発が行われた。
・また、モデル地域と全国基礎システムとの連動についての確認が行われた。
・これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されているものと考え
る。

10
和牛精液等流通管理体制
構築推進事業

京都大学

和牛の遺伝資源の保護・活用を図るため、
和牛精液ストロー等の流通管理の厳格化を
図るモデル的な体制を構築するため、
①無線ICタグを利用した地域におけるモデ
ル体制の構築のための協議会の開催
②実態調査の実施
③全国基礎システムのストロー等の生産・
使用情報のフィードバックシステムとの連
携を行う。

28,833,000円
（うち国費

28,833,000円）
Ｂ

・地域システムの構築に向けた検討協議会、実態即した実証試験により、地域の実情にあ
わせたシステムの開発が行われた。
・また、モデル地域と全国基礎システムとの連動についての確認が行われた。
・これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されているものと考え
る。

11
和牛精液等流通管理体制
構築推進事業

（社）家畜改良事業団

和牛の遺伝資源の保護・活用を図るため、
和牛精液ストロー等の流通管理の厳格化を
図るモデル的な体制を構築するための
①全国の実態調査
②モデル地域のストロー等の生産・使用情
報のフィードバックシステムのうち全国基
礎システムの開発・頒布
③全種雄牛に付与する個体識別番号と連動
した種雄牛番号の検討を行う。

34,318,000円
（うち国費

34,318,000円）
Ｂ

・全国基礎システムの構築に向け、全国実態調査を実施するとともに、全国基礎システム
に送信される共通データ項目や種雄牛の全国統一番号が検討委員会により決定された。
・また、モデル地域との連携を踏まえた全国基礎システムの開発が行われた。
・これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されているものと考え
る。
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12

家畜改良増殖対策事業
（乳用牛改良体制強化事
業、乳用牛群検定普及定
着化事業、乳用種雄牛後
代検定事業、肉用牛改良
増殖推進、豚改良増殖推
進）

（社）家畜改良事業団

畜産物の生産コストの低減や品質向上を図
るため、産乳・産肉能力等について、能力
検定等による高能力種畜の作出・利用の推
進及び繁殖性の改善指導のための取組を実
施。

138,430,000円
（うち国費

138,430,000円）
Ｂ

・推進協議会や研修会の開催等を通じ、牛群検定や後代検定の普及が図られている。
・和牛の血縁構造の解析や豚改良にかかる遺伝的能力評価に係る検討などにより技術面か
らのサポートもなされており、計画通りの成果が見られている。

13
畜産新技術実用化対策推
進事業のうち家畜個体識
別情報活用促進

（社）家畜改良事業団

家畜個体識別システムを活用し、付加価値
情報を消費者等に提供するための飼養管理
情報データベース及び情報提供システム並
びに製造飼料データベースの管理・構築を
行うとともに、地域の既存システムに個体
識別番号を共有させて利用する仕組みを開
発し、モデル実施。

165,989,000円
（うち国費

165,989,000円）
Ｂ

・各種検討会等を開催し有識者等の意見を聴取して、家畜個体識別システムを活用し、付
加価値情報を消費者等へ提供するための仕組みを管理・構築した。
・また、地域の繁殖情報を収集・分析するシステムに個体識別番号を共有させ、効率的に
利用する仕組みを開発した。
・これらの事業や予算の執行については、実施計画に即し、適正に行われ、計画通りの成
果が得られているものと考える。

14
家畜改良増殖対策事業肉
用牛繁殖雌牛調査指導

（社）中央畜産会

①繁殖雌牛群の能力向上等に必要な情報の
分析、提供を円滑に図るための委員会の開
催し、生産及び経営に関する分析情報の活
用に関する検討の実施
②後代検定基準等に従い、全国の繁殖雌牛
の能力に関する情報処理の実施

3,888,722円
（うち国費

3,883,000円）
Ｂ

・委員等からの意見をもとに、繁殖雌牛群の能力向上等のデータ精度、データ提供に関す
る環境整備が実施された。
・全国、肉用牛繁殖牛飼養経営（1,121戸）の肉用牛繁殖雌牛（15,662頭）を対象とした情
報の蓄積（16,273件）し、分析処理した結果を各県畜産協会へ情報提供を実施している。
・これらの取り組みが計画に即した予算執行とともに適正に実施されているものと考え
る。

15
エコフィード推進対策事
業

（社）中央畜産会

①食品産業関係者、生産者、消費者などを
対象としたエコフィード推進会議等の開催
②畜産農家等がエコフィードを安心かつ安
定的に利用するための認証制度の検討
③全国的な飼料化や残さの供給実態に関す
る調査の実施

22,102,033円
（うち国費

22,102,033円）
Ｂ

・食品残さの飼料化の取組を推進するため、地域におけるエコフィード推進会議等の開催
や、畜産農家等が安心してエコフィードを利用するためのエコフィード認証制度実施要綱
（案）を作成するとともに、畜産農家に対するエコフィードの利用意向調査を実施するこ
とにより、状況の把握が実施された。
・これらの内容は、ほぼ計画通りに実施されており、予算の執行も適正に実施されている
ものと考える。

16
畜産生産基盤育成強化対
策推進事業（畜舎建築に
係る関連基準の検討）

（社）中央
畜産会

畜舎建築に係る関連基準等に関する検討会
の開催、畜舎等建築部材の構造強度等の調
査、畜舎等の構造等に関する実態調査及び
指導資料等の作成を行う。

16,831千円
(うち国費

16,831千円)
Ｂ

・畜舎等の建築コストを低減するため、畜舎・堆肥舎の積雪加重等の緩和に向けた各種の
実験調査を行った。
・畜舎等の構造等に関する実態調査を実施し、これらの成果を踏まえた指導資料として
「畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・解説」を作成・配布し、関係団体を通じた推進を
図った。
・事業の目的をおおむね達成しており、今後、畜産農家における活用が期待される。

17
畜産生産基盤育成強化対
策推進事業

（社）中央畜産会

①経営技術の高度化推進
②生産・経営情報中央データベースの構築
等
③産地リーダー養成研修会・経営者交流会
の開催
④畜産情報ネットワーク（LIN）推進
⑤畜産関係情報相互交流体制推進

249,045,364円
（うち国費

248,818,000円）
Ｂ

・畜産農家や地域の支援者のニーズに即した経営支援マニュアルや畜産情報提供体制の整
備、産地リーダーの研修等が実施されたことは評価できる。



平成19年度農業競争力強化対策民間団体事業評価結果一覧

※評価　　　Ａ：計画以上の成果が見られる、　Ｂ：計画通りの成果が見られる、Ｃ：計画どおりの成果が見られない

事業名 事業実施主体 事業概要 事業費（円） 評価 所見

18

畜産生産基盤育成強化対
策推進事業（畜産経営の
担い手育成に向けた経営
継承促進等）

全国農業協同組合中央会

畜産経営の担い手を育成するため、経営改
善計画の作成等に係る調査・指導、畜産経
営の経営継承等に対する研修会の開催、調
査、財務管理指導等を実施。

110,375,985円
（うち国費

62,621,000円）
Ｂ

・経営財務管理等の個別巡回指導等について実状に応じた的確な指導による経営支援を全
国規模で行ったことは、評価できる。
・今後は、受益農家戸数の増加を図ることが望ましい。

19 飼料推進対策事業
（社）日本草地畜産種子
協会

飼料自給率の向上に向けた自給飼料の増産
を推進するため、飼料増産の啓発のための
会議の開催や飼料生産利用技術の確立・普
及、高能力品種の育成・普及、公共牧場の
効率的利用を推進するための会議の開催及
び調査・指導等を行う。

71,467,545円
（うち国費

71,467,545円）
Ａ

・飼料増産に向けて、各種会議の開催や現地指導等を実施しており、総合的な取組が展開
されている。
・当該事業等の効果として配合飼料価格高騰に対応した飼料の生産が推進され、減少傾向
で推移してきた飼料作物の作付面積は、平成19年度に減少に歯止めがかかった状況となっ
た。

20
生乳・牛乳乳製品流通対
策推進事業

（社）中央酪農会議

１　生乳需給見通しの策定
　生乳需給予測モデルの開発及び生乳生産
者団体等に対する生乳需給見通し等の情報
提供の実施
２　生乳検査体制の整備
　統一的検査マニュアルの作成に向けた検
討及び検査技術の向上と平準化を図るため
の研修会の実施

61,475,166円
（うち国費

30,737,582円）
Ｂ

・生乳需給見通しの策定及び生乳検査体制の整備ともに、予算の適正な執行のもと、概ね
計画に即した取組が行われ、成果目標が達成できたものと評価できる。
・しかし、計画の一部が実施できなかったことから、今後は、より綿密な計画作成と適切
な計画実行等の改善が必要である。

21
花きを暮らしに取り込む
活動等推進事業

（財）日本花普及セン
ター

花きを暮らしに取り込む活動等を推進する
ため、花きを暮らしに取り込む活動等推進
計画の策定、花で潤いのある生活の普及及
び生産・流通構造転換等の推進を行う。

27,001,846円
（うち国費

27,000,000円）
Ｂ

・当初の計画及び予算に沿って事業を実施し、設定した成果目標を達成していることか
ら、花きを暮らしに取り込む活動等の推進に寄与したと考えられる。
・事業実施主体は、平成２０年度も同事業を実施することから、事業の実績や成果、花き
を巡る情勢等を踏まえて、潤いのある国民生活の実現に向けた、今後の更なる積極的な取
組を期待している。

22
加工・業務用対応型野菜
生産流通拡大事業

（社）日本施設園芸協会

加工・業務用国産野菜を安定的に供給する
ため、産地において品種比較・栽培体系等
の栽培実証試験を実施し、その結果の普
及・啓発のためのセミナーを開催する。ま
た、加工・業務用の契約取引を推進するた
め、産地指導者育成研修等を実施する。

43,360,580円
（うち国費

43,240,000円）
Ｂ

・事業はほぼ計画どおりに実行されており、加工・業務用向け品種比較・栽培体系等の栽
培実証試験の実施や契約取引を推進するための人材育成等を通じて、産地における加工・
業務用向けの供給体制の整備に寄与している。

23 そば需要開拓対策事業 （社）日本蕎麦協会

国産原料の需要が期待される業界に対する
市場化調査の実施、国産そば使用のロゴ
マークの制定及びメニューや商品への貼付
の推進、そば作優良経営内容の調査分析等
により、国産そばの新たな需要開拓と実需
者との安定的な取引を推進する。

6,991,000円
（うち国費

6,892,189円）
Ｂ

・血圧の低下効能等を有するルチン含有量に優れたダッタンソバの活用方法等を実需者
（日本そば店等）に情報提供し、国産ダッタンソバの販路開拓の道を拓いた。
・また、国産そばロゴマークについては、日本そば店において国産そば粉を用いたもので
ある旨をメニュー表示されている等、国産そばの消費拡大に活かされている。
・このほか、そば生産に関する優良事例の紹介等により、安定生産技術の普及や実需者と
の契約栽培を推進した。
・以上のことから、本事業については、計画通りの成果が得られた。

24
燃料電池農業分野利活用
調査事業

（財）農産業振興奨励会

燃料電池について、農業分野における実用
化の可能性を探るとともに、燃料電池を農
業分野に利活用する場合の技術的な課題や
経済性等についての調査・検討を行う。

3，841千円
（うち国費

3，841千円）
Ｂ

・今回の事業により、燃料電池を動力源として米の乾燥機を運転すること、イチゴのハウ
ス栽培において燃料電池による加温、送風、二酸化炭素供給をおこなうことが、十分可能
であることが実証された。
・また、米の乾燥機の利用は一時期のみであることから、他の用途（例えばハウス）に使
用している燃料電池を乾燥機に接続して使用することにより、コストの低減が可能と考え
られる。
・これらにより、農業分野における燃料電池の実用化の可能性を実証した。


