
平成20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

農林水産知的財産発掘・
活用促進事業
(農林水産知的財産の流
通方法の開発）

（社）農林水産技術情報
協会

（１）事業運営委員会において、事業計画
の実施に当たっての指導助言、実施結果の
評価を行う。
（２）知的財産流通実証検討チームを設置
し、現場で開発された技術4事例について
流通実証し、課題の洗い出しと必要な措置
の検討を行う。
（３）現場の特許技術・ノウハウ等の開発
者による知財の取扱いについて類型化を行
い,適切な管理手法を検討する。
（４）これらの実施結果に基づき、現場の
知財の流通や管理マニュアルを作成する。

19,333,464円
（うち国費

19,333,464円）
Ｂ

・事業計画に即し「流通実証検討チーム」を設置して、現場で開発された技術4事例につい
て他者への技術移転の実証を行い、特許等の流通上の課題と解決方法等を明らかにし、ま
た、現場の特許技術・ノウハウ等の管理手法の検討等も行い、これらに基づき、現場の知
財の流通や管理マニュアルを作成されている。

2

農林水産知的財産発掘・
活用促進事業
(農林水産知的財産情報
の集積・提供）

（社）農林水産技術情報
協会

　農林水産分野の知的財産情報を集積し、
わかりやすい形で提供するため、
①全国の試験研究機関等と連携し、農林水
産分野の知的財産情報を集約する「農林水
産知的財産ネットワーク」を構築する。ま
た、植物新品種の利用許諾の可否等や特許
等の活用事例調査を行う。
②品種情報と特許情報を一元的に検索でき
るシステム(aff-chizaiサーチ）の開発を
行う。
③HPを運営し、調査、又は集積した情報を
提供する。

36,754,182円
（うち国費

36,754,182円）
Ｂ

・事業計画に即し、農林水産分野の知的財産情報の提供を受ける体制の整備や品種と特許
情報を一元的に検索できるシステムの開発を行った。
・また、特許の活用事例、植物新品種利用許諾情報等の調査を行い、これらの情報をHPに
より提供する等農林水産知的財産の集積・提供が図られた。

　農林水産分野全体にわたる知的財産の創
造・保護・活用を戦略的に推進する上での
基盤作りのため以下により農林水産分野で

・「知的財産人材育成基本方針」を作成するとともに都道府県、関連企業、農業生産関係
者向けに計6カ所8日間の研修を実施し、計画450名に対し406名の参加を得、また、初心者
向けの「知的財産ルールブック」を関係機関等に配布したことで 農林水産関係者の「知

3
農林水産分野知的財産人
材育成総合事業

(社)農林水産先端技術産
業振興センター

基盤作りのため以下により農林水産分野で
の人材育成を行う。
（１）事業検討委員会を開催し、研修方針
の策定、研修内容検討、研修結果の分析・
評価を行う。
（２）地方公共団体の行政担当者、農協の
営農指導員、関連企業等向けの研修会の実
施
（３）事業報告書及び知的財産に関するテ
キストを作成し、関係者に広く配布する。

12,073,586円
（うち国費

12,073,586円）
Ｂ

向けの「知的財産ルールブック」を関係機関等に配布したことで、農林水産関係者の「知
的財産」に関する知識の向上等が図られた。
・地域での研修回数の増加が望まれる。

4

農林水産分野知的財産人
材育成総合事業(普及指
導員向けの専門研修の実
施等）

（社）全国農業改良普及
支援協会

　普及指導員を対象に、知的財産の概念、
育成者権を中心とした権利取得や権利侵害
に関する専門研修を実施するほか、普及指
導員が育成者権に関する支援活動や相談等
に対応する際の手引き（「普及組織による
育成者権取扱いマニュアル」）を作成す
る。
また、「知的財産相談窓口」をHP上に設置
し、普及指導員からの質問に対し日本弁理
士会等の協力を得て回答する等の支援を行
う。

14,518,964円
（うち国費

14,275,000円）
Ｂ

・計画に即し、専門研修が、全国４箇所で3日間にわたり開催され、「育成者権の取扱マ
ニュアル」が作成・配布された。
・また、「知的財産相談窓口」を設置し、普及指導員からの質問に対応した。予算につい
ても、各取組毎に適正に執行されている。
・参加者数については増加に努めることが必要である。

5
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。

19,306,940円
（うち国費

19,300,000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、平成20年
度は、平成19年度の成果等を踏まえ、システム構築に向けた調査や委員会での検討等を行
い､茶葉から仕上茶までの一貫した品質管理認証システムの構築を行った。
・本事業で取り組んだ実績は，計画どおりの成果が得られたものとして評価できる。
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6
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・畳表等に関して生産者及び実需
者等が参加する会議を開催するとともに、
国内外における情報収集及び調査分析を通
じて、国産及び外国産畳表の生産状況並び
に国内の需要量を把握する。また、需要拡
大を図るため消費者に対し畳の機能性につ
いての情報提供等の啓発活動等を行う。

9,823,000円
（うち国費

9,823,000円）
Ｂ

・需給動向調査については、国内外の需給動向を的確に調査・分析し、日中農産物貿易協
議会等に使用するとともに、調査結果を農業者にフィードバックし、各農業者の翌年のい
ぐさの作付計画の策定に活用されているところである。
・需要拡大については、本年は、消費者により密着した取組を行うこととし、具体的に
は、近年の和文化への関心が高まる中で、きものや茶道と連携したイベントの開催や畳に
関する講演、意見交換等を行っており、消費者の活発な意見が引き出される等、効果が認
められる。
・さらに、国産畳表の品質の高さ及び外国産畳表との差別化を図るための国内生産者の取
組に関して、具体的なデータを消費者に提示し、国産畳表の需要喚起を行うことが必要で
ある。

7
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

・前年度までの課題を踏まえ、より多くの現地調査を実施し、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を充実させるとともに、優良事例(8事例)の表彰、地
域特産物マイスターの認定(11名）を行い、その内容を全国各地へ提供することにより、地
産地消活動の支援及び地域特産物の振興につながった。

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。

4,223,463円
（うち国費

4,213,000円）
Ｂ

・前年度までの成果と課題を踏まえ、直売所運営に役立つ事例紹介コーナーの新設、マッ
プの登録情報の絞り込み機能の追加、情報の内容の充実を図ることにより、有用な地産地
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36,446件(113.54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
地産地消推進活動支援事
業（地産地消人材育成事

（社）農山漁村女性・生
活活動支援協会

地域全体で地産地消活動を円滑に推進する
ため、生産・実需・消費の知識を有し、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

1,937,462円
（うち国費 Ｂ

・講習会参加者は計画の人数に満たなかったものの、前年度の経験を踏まえ、円滑な実施
が図られるとともに、その内容は参加者にとって有意義なものであり、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。

9 業（地産地消人材育成事
業）

活活動支援協会 ディネーターを育成するための講習会を開
催する。

（うち国費
1,894,000円）

Ｂ

10 生乳流通対策推進事業 （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

57,043,828円
（うち国費

28,521,911円）
Ｂ

・生乳需給見通しの策定、生乳検査体制の整備ともに、予算の適正な執行のもと、計画に
即した取組が行われ、一定の成果が得られたものと考える。
・今後、本成果を適切に活用し、需給予測モデルに新たに設定した変動要因の有効性につ
いて十分に検証し、需給環境の変化に的確に対応可能な予測モデルの開発を加速するとと
もに、生乳の安定的な供給と生乳検査の効率化が図られることが期待される。

11
加工・業務用対応型園芸
作物生産流通拡大事業

（社）日本施設園芸協会

　加工・業務用における国産野菜の安定供
給体制の確立を図るため、生産現場での品
種比較・栽培管理方法等の実証試験、契約
取引に取り組む人材育成のための研修会等
の実施

42,057,379円
（うち国費

42,057,379円）
Ｂ

・事業はほぼ計画どおりに実行され、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野菜産地における加工・業
務用向けの供給体制の強化が図られている。

12

加工・業務用対応型園芸
作物生産流通拡大事業
（加工・業務用需要に対
応した国産果実の生産・
供給体制の構築の推進
等）

(財)中央果実生産出荷安
定基金協会

①国内産地による需要に応じた加工・業務
用果実への供給を促進するため、産地にお
いて加工適応性の高い果実の栽培実証試験
を実施
②実需者の国産果実に対するニーズとそれ
に対応した生産を行う産地の事例調査及び
加工・業務用果実の栽培技術・個別経営状
況の調査を実施
③加工・業務用果実の生産・消費を促進す
るため普及・啓発のセミナーを全国的に開
催

9,355,363円
（うち国費

9,355,363円）
Ｂ

①加工適応性の高い果実の栽培技術の実証・調査を、加工需要として魅力あるりんご、も
も等の５品目について全国６産地で実施したところ、契約価格単価に見合う低コスト・省
力化生産技術を実現していること、
②実需者ニーズを把握したことで、生産者と実需者のミスマッチの軽減に役立てることが
可能となり、国産果実でも新たな商材による生産者と実需者の連携強化が図られたこと、
③生産者、実需者等が一堂に会し、国産果実での新商品・商材(カットフルーツ等)の生
産・消費拡大に向けた普及啓発が推進されたこと、

等により、国産果実での加工供給体制の整備に向けた課題解決や気運の醸成を図ることが
できた。
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13
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。

26,309,457円
（うち国費

25,650,000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２１年度も当該事業を実施することから、これまでの事業の実績
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
る積極的な取り組みを期待している。

14
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

全国肉牛事業協同組合

生産者が国産牛肉の販売促進を行うに要す
る資材の作成配布、試食会の開催、消費者
及び販売員に対するアンケート調査・値引
き販売の実施等

28,085,915円
（うち国費

18,473,179円）
Ｂ

・短期間の中で、大規模経営体による直接販売モデルを組合として支援することにより、
減少していた既存の量販店や百貨店内の専門小売店における販売量が回復したことは、評
価できる。

15
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

全国農業協同組合連合会

国産牛肉の消費拡大、販路拡大を図るため
の直接販売やセミナー、試食会の開催 6,841,446円

（うち国費
5,673,056円）

Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、外食事業者等への販売促進活動と、ネットショッ
プの新規開設による販路の拡大が図られたことは、評価できる。

16
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

株式会社千葉県食肉公社

国産牛肉販売促進のための資材の作成・配
布、懸賞や試食会の実施 973,025円

（うち国費973,025
円）

Ｂ

・販売店による試食経費の協力もあり、限られた予算で短期間に県産ブランドの普及・販
売促進が図られたことは、評価できる。

17
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

社団法人　長野県畜産会

長野県独自の牛肉の食味成分評価による認
定を受けた「信州プレミアム牛肉」の販売
促進とブランド化を図るための資材の作
成・配布及び懸賞、試食会の開催

5,802,676円
（うち国費

5,802,676円）
Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、「信州プレミアム牛肉」のブランド化の推進を図
るとともに、県内外の消費者、食肉事業者等への販売促進活動を実施した結果、順調に利
用者が増加していることは、評価できる。

18
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

社団法人岡山県畜産協会

肉用牛生産地域において、生産者団体、食
肉処理販売団体、行政機関と連携した、国
産牛肉のPRや販売促進活動の実施

755,955円
（うち国費755,955

円）
Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、県内外の消費者等への販売促進活動を実施した結
果、安全性への関心も高まり、県産牛肉の消費拡大が図られたことは、評価できる。

円）

19
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

ホクレン農業協同組合連
合会

生産者団体による直接販売や販売促進フェ
アの開催を通じた国産牛肉の販路拡大や新
規開拓を図る

24,639,539円
（うち国費

23,621,246円）
Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、道内外の消費者及び外食事業者への販売促進活動
と道産牛肉ブランドの認知が深まり、消費拡大が図られたことは、評価できる。

20
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

熊本県畜産農業協同組合
連合会

「くまもとあか牛阿蘇王」の地産地消等の
推進を図るための販促資材の作成・配布、
検証、試食会の実施、販促フェアーの開催

4,466,744円
（うち国費

4,207,944円）
Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、「くまもとあか牛阿蘇王」の認知度が高まり、他
の牛肉が苦戦している中にあって、店頭及び通販における販売高などが維持されているこ
とは、評価できる。

21
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

熊本県酪農業協同組合連
合会

消費者の購買機運を引き出すための国産牛
肉の直接販売の実施、販促資材の作成・配
布、懸賞、試食会、販促フェアーの開催

2,697,188円
（うち国費

2,558,067円）
Ｂ

・短期間かつ効率的な予算執行により、量販店、外食店における販売促進フェアー等を実
施した結果、事業終了後も販売目標はほぼ達成されており、また、業務用ネットショップ
を活用した販路拡大の取組も継続していることは、評価できる。

22
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

宮崎県経済農業協同組合
連合会

国産牛肉の消費拡大を図るため、直接販売
の実施、販売促進のための資材の作成・配
布、試食会の実施等

10,596,083円
（うち国費

8,566,923円）
Ｂ

・事業実施期間が短期間であったため、当初計画をすべて実施できなかったが、独自の販
売促進・理解醸成事業との相乗効果により、イベントの実施効果を最大限に引き出したこ
とから、参加者における県産牛肉消費拡大に向けた機運が高まるとともに、牛肉の販売促
進に繋がったことは、評価できる。

23
国産牛肉消費拡大緊急対
策事業

鹿児島県経済農業協同組
合連合会

国産牛肉の販路拡大等を図るため、直接販
売の実施、販売促進のための資材の作成・
配布、試食会・販促フェアーの開催等

11,560,164円
（うち国費

6,810,551円）
Ｂ

・事業実施期間が短期間であったにもかかわらず、量販店等への値引き販売の実施による
新規ルートの開拓、家畜市場での定期的な即売会の開催等により、事業終了後も継続的に
販売量が確保されていることは、評価できる。
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24 飼料対策推進事業
（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。

68,131,317円
（うち国費

68,131,317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。
・当該事業等により、飼料増産の技術的・行政的な推進環境が整ったことから、畜産農家
においては平成19年度からの配合飼料価格高騰に対応して飼料の増産が円滑に行われ、減
少傾向で推移してきた飼料作物の作付面積は、平成20年度に4,300haの増加となっている。

25
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。

351,250,144円
（うち国費

351,245,000円）
Ｂ

・和牛知財協議会の活動により、和牛の遺伝資源の確保・活用を図るための共同研究や国
内関連特許に関する情報収集、提供の取組が推進された。
・また、脂肪酸含量、採卵性に関する海外特許・国内特許の取得・出願による和牛知財の
保護及び乳頭欠損症や枝肉重量に関与する遺伝領域の絞りこみ、実際の集団における乳房
炎抵抗性遺伝子効果の検証など、DNA解析技術を利用した家畜育種手法の確立に向け、着実
な進展が見られ評価できる。
・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。

26
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地域システム開発調査
④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

22,676,197円
（うち国費

22,676,197円）
Ｂ

・地域システムの構築に向けた検討協議会、地域内の凍結精液の流通実態調査、バーコー
ド印刷凍結精液の流通を開始し、地域システムを稼働させた。
・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。

使用情報のフィードバックシステムとの連
携

27
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地域システムの改善と無線ＩＣタグ付き
ストローの生産機器の開発
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

27,024,944円
（うち国費

27,000,000円）
Ｂ

・地域システムの構築に向けた検討協議会、地域システムの改善によりスムーズな流通管
理が行われた。
・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。

28
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全国推進会議の開催
②モデル地域のストロー等の使用実態や生
産、流通、授精状況に係る実態調査
③全国基礎システムの改修

22,654,000円
（うち国費

22,654,000円）
Ｂ

・全国基礎システムの構築に向け、全国推進会議の開催、モデル地域の実態調査を実施す
るとともに、全国基礎システムに送信される共通データや機能追加が行われた。

29

畜産新技術実用化対策推
進事業のうち
電子標識による個体識別
システムの有効活用事業

（社）家畜改良事業団

①牛個体識別システムで利用するのに最適
な電子標識の選択、統一すべき規格等の調
査・検討を行い、生産現場等で実際に利用
可能かフィールド実証調査を実施
②全国一円で電子標識を利用するためのシ
ステム等を開発・運用し、生産者の牛の飼
養管理及び牛群管理等の効率化を図るとと
もに、消費者への飼養管理情報等の効率的
な提供を推進

180,989,000円
（うち国費

180,989,000円）
Ｂ

・２０年度は事業初年度であり、成果目標を達成するため、有識者による電子標識検討委
員会及び同作業部会を設置・開催するとともに、国内外における電子標識に係る調査を実
施。
・また、農家の協力を得て、フィールド実証調査を実施するとともに、電子標識の利用に
よる飼養管理の効率化等を図るための基本的なシステムの開発を実施。
・事業の執行については、実施計画に即して行われており、適正であると考えている。
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30

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

155,906,000円
（うち国費

155,906,000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ほか、
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。

31
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

3,922,260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（502戸）の肉用牛繁殖雌牛（11,131頭）を対象とした情報
の蓄積（24,498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。

32
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

25,786,445円
（うち国費

25,786,445円）
Ｂ

・地域における推進会議等の開催や食品残さ飼料化業者の情報公開等により、エコフィー
ド（食品残さ利用飼料）の推進が図られた。
・また、エコフィード認証制度実施要綱とエコフィード認証マークが決定されたことによ
り、畜産農家が安心してエコフィードを利用するための認証制度が開始された。
・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。

33
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。

16,967千円
(うち国費

16,967千円)
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
調査実験や畜舎等の構造等に関する実態調査を実施するとともに、得られた成果をもとに
指導資料を作成し、関係団体に配布するなど、事業の目的はおおむね達成している。
・今後、畜産農家における活用がより一層期待される。

34

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
に向けた経営支援の推進
等）

（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

146,354,089円
（うち国費

146,354,089円）
Ｂ

・畜産経営支援者のニーズに即した経営支援マニュアル等の作成配布、畜産経営診断に利
活用できる迅速な情報提供体制の充実、地域の核となる産地リーダーに対する能力向上研
修等が実施され、こうした畜産コンサルタント活動に対する支援を通して畜産農家の経営
改善が図られたことは評価できる。

35

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
に向けた情報提供・消費
者との交流の推進等）

（社）中央畜産会

①畜産情報ネットワーク（LIN）を活用し
た、畜産関係情報の収集、蓄積、作成、提
供等
②有機畜産物等における生産者と消費者の
情報交流の推進および情報交流システムの
構築等

82,727,430円
（うち国費

82,727,430円）
Ｂ

・畜産情報ネットワークの内容をジャンル別に充実させ利用アクセス件数を上伸させたこ
とは評価できる。
・また、消費者のアンケートや現地交流会から得られた意見を反映させ、消費者向け情報
を一元的に提供することで消費者に理解しやすい情報提供が出来たことも評価できる。

36

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する。

109,223,249円
（うち国費62,652

円）
Ｂ

・農家の個別巡回指導等を行う畜産経営診断士に対して、直近の畜産情勢や税制等につい
てのフォローアップ研修等を行い、情報の共有化を図ったことは評価できる。
・また、初期投資の負担が大きい畜産への経営継承者に対し、きめ細かな支援を実施し円
滑な継承を支援したことは評価できる。

37
やさい・くだもの栄養成
分情報提供推進事業

（財）食生活情報サービ
スセンター

青果物の栄養成分表示のガイドラインの策
定により栄養成分等に特徴のある生産の展
開と消費者の求める情報の提供を推進する
ため、検討委員会の開催、栄養成分の調
査、意向調査及び実態調査、モデル的取組
の推進及び効果検証等を行う。

50,000千円
（うち国費50,000

千円）
Ｂ

・２カ年事業の１年度目であり、次年度のガイドライン策定に向けて、必要な栄養成分等
の分析調査と品種や産地による変動の検証、表示の検討が検討委員会において行われてい
る。
・また、実効性のあるガイドライン策定のため、ガイドラインの利用者となる農協と量販
店の意向調査、消費者の意識調査等を行っており、計画どおりの成果はみられる。
・２１年度は、２０年度の課題としている出口調査の方法の改善、季節により栄養成分等
の変動が大きい品目について、季節別の分析調査を行うこととしている。


