
事　業　名 事業実施主体 事　　業　　概　　要 事業費（円） 評価 所　　　　　　見

1
農業所得増大事例情報
調査・分析事業

(社)全国農業改良普及
支援協会

　地区推進事業の農業所得増大に向けた参考とするため,
収益性が改善している事例を収集し、収益性改善要因等を
分析してデータベース化し、各産地の産地経営支援チーム
等に提供する。

16,655,347円
（うち国費

16,655,347円）
B

　収集データから収益性改善要因等を分析・整理するとともに、データ
ベースを構築し、産地経営支援チームのみならず全国の普及組織が活用で
きる体制を整えたことから概ね計画通りの成果が見られる。

2
先進的総合生産工程管
理体制構築事業

特定非営利活動法人農
業ナビゲーション研究
所

　実践的かつ具体的な取組事例や認証機関などの調査・分
析を行い、それによって得られた情報を体系化し、ＧＡＰ
に関する総合的なデータベースシステムの構築を行う。
　これにより、生産者や農業関係者がＧＡＰを検討並びに
導入あるいは指導する際に十分な活用ができることと合わ
せて消費者に対するＰＲの実施を図る。

7,947,000円
（うち国費

7,947,000円）
B

　農業生産工程管理(ＧＡＰ）の取組事例や既存情報等を収集・調査・分析
し、ＧＡＰに関する情報を体系的に整理したデータベースを構築した。
　協議会における検討を踏まえ、提供する情報については、ＧＡＰガイド
ラインの項目別にポイントを写真イメージを用いて示すなどわかりやすい
内容に工夫されており、データベースの公開により、ＧＡＰの普及と導入
の促進に寄与したと考えられる。

3
地産地消活動事例・提
供事業

(財)都市農山漁村交流
活性化機構

　地産地消活動や地場産物を積極的に活用した料理等の優
良事例等に係る調査・分析を行い、成果検討会等を開催す
る。
　また、産地育成を支援するための地域特産物の産地育成
の指導者となる人材の登録等を行う。

9,632,800円
（うち国費

9,632,800円）
B

　地産地消活動事例を収集・調査・分析し、地産地消推進フォーラムや地
産地消給食等推進セミナーで表彰・活動報告を実施することにより、情報
提供を行った。
　また、地域特産物マイスター(１９６名)の情報を集約・公表、地域特産
物に関する研究会を実施した。
　これらのことから計画通りの成果があったものと考える。

4
地産地消人材育成・派
遣事業

(財)都市農山漁村交流
活性化機構

　地産地消活動を円滑に進めるためのコーディネーターを
育成するため、講習会を開催する。
　また、地産地消の優良な活動を行っているコーディネー
ターの活動内容やノウハウを普及するため 優良コーディ

13,224,000円
（うち国費 B

　講習会や現地検討会、現地への派遣において、優良コーディネーターで
ある「地産地消の仕事人」の知見や専門を広く普及した。

特に 派遣においては 派遣された地産地消の仕事人からの助言を実践
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※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

遣事業 活性化機構 ターの活動内容やノウハウを普及するため、優良コーディ
ネーターの調査・分析、活動成果検討会、現地への派遣等
を行う。

13,224,000円）
特に、派遣においては、派遣された地産地消の仕事人からの助言を実践

し、地産地消の取組が進んだ地域があったことから評価できる。

5
高度環境制御施設普
及・拡大事業(モデルハ
ウス型拠点推進事業)

(独)農業・食品産業技
術総合研究機構

　植物工場等の拠点施設において、生産コスト縮減のため
の技術実証・展示や植物工場等の運営を担う人材育成のた
め、対象者別の研修を行う。

3,749,700円
（うち国費

3,749,700円）
B

　生産コスト３割縮減に向け、栽培計画、追加設備、資材の利用方法等を
検討し、決定するとともに、大学、試験研究機関、企業関係者を対象とし
た研修会を実施した。また、ＧＰＥＣ施設園芸・植物工場展等の大規模な
イベントで、つくば拠点施設で用いる技術を紹介した冊子を配布し、拠点
施設での事業内容を解説したパネルを展示した。展示会においては計画以
上の取組を実施しており植物工場の普及・拡大につながる取組が実施され
たことは評価できる。

6
高度環境制御施設普
及・拡大事業(モデルハ
ウス型拠点推進事業)

国立大学法人千葉大学

　植物工場等の拠点施設において、生産コスト縮減のため
の省エネ・CO2施用等の最適技術について決定し、技術実
証にかかる展示や植物工場等の運営を担う人材育成のため
を研修を行う。

10,633,697円
（うち国費

10,633,697円）
B

　生産コスト３割縮減に向けた省エネ、ＣＯ2施用、生育制御などの最適技
術について検討し、決定するとともに、初心者、農業生産者等それぞれの
レベルに応じ研修会を実施した。また、ＧＰＥＣ施設園芸・植物工場展な
ど、複数の大規模な展示会に出展した。研修会や展示会においては計画以
上の取組を実施しており、植物工場における人材育成や、普及・拡大につ
ながる取組が実施されたことは評価できる。

7
高度環境制御施設普
及・拡大事業(モデルハ
ウス型拠点推進事業)

国立大学法人愛媛大学

　植物工場等の拠点施設において、栽培品種を決定すると
ともに、生産コスト縮減のための技術実証や、大学の取組
を展示によって紹介するとともに、植物工場等の運営を担
う人材育成のための研修を一般の方を対象に行う。

8,768,584円
（うち国費

8,768,584円）
B

　生産コスト３割縮減に向けた実証用の品種や導入施設・機械の詳細を検
討し、決定するとともに、大規模なイベントに参加し、パンフレットを
1500枚配布した。また、人材育成のためのプログラムを作成し、セミナー
や人材育成講義は計画以上の取組を実施しており、植物工場における人材
育成や、普及・拡大につながる取組が実施されたことは評価できる。

8
高度環境制御施設普
及・拡大事業(モデルハ
ウス型拠点推進事業)

公立大学法人大阪府立
大学

　植物工場等の拠点施設において、生産コスト縮減のため
の技術実証・展示や、植物工場等の運営を担う人材育成の
ための研修を主にコンソーシアムメンバーを対象とし行
う。

9,334,110円
（うち国費

9,334,110円）
B

　生産コスト３割縮減に向けて、生産量、費用試算などについて問題点や
対応策の確認を行うとともに、対象者に合わせた研修会や公開講座を開催
しており、植物工場の人材育成等に寄与しており、植物工場の普及・拡大
につながる取組が実施されたことは評価できる。



事　業　名 事業実施主体 事　　業　　概　　要 事業費（円） 評価 所　　　　　　見

9
高度環境制御施設普
及・拡大事業(モデルハ
ウス型拠点推進事業)

三重県
　植物工場等の拠点施設において、生産コスト縮減のため
の技術実証・展示や植物工場等の運営を担う人材育成のた
め、対象者別に研修を行う。

1,163,870円
（うち国費

1,163,870円）
B

　生産コスト３割縮減のための実証用の品種や導入資材等を検討し、決定
するとともに、多くの者が集まる異業種交流相談会や研修会を実施し、植
物工場の人材育成や普及・拡大につながる取組が実施されたことは評価で
きる。

10
高度環境制御施設普
及・拡大事業(環境整
備・人材育成事業)

スーパーホルトプロ
ジェクト協議会

　植物工場等における栽培や経営を担う人材の育成、設置
コストの縮減に向けた施設・装置の標準化、植物工場等で
生産された農産物の需要拡大に向けた消費者へのＰＲ等を
行うことにより、植物工場等の普及・拡大の推進に必要な
環境整備や人材育成等の充実を図る。

28,593,323円
（うち国費

28,593,323円）
B

　一般消費者に対する植物工場に関する理解を深めるためのセミナーや関
心の高い多くの人を対象に植物工場フォーラムを実施した。また、施設等
の低コスト化に向けた施設・資材の標準化・規格化を検討し、各モデルハ
ウス型拠点施設への提案を想定した標準化への検討手順等を明確にすると
ともに、海外市場調査や人材育成先進地の調査、研修用教材の作成を行っ
た。
　これらの成果は、各拠点施設の生産コスト３割縮減の取組や植物工場の
普及・拡大の推進につながる効果が期待される。

11
みつばち安定確保支援
事業

みつばち協議会

　みつばち安定増殖を図るため,養蜂家向け及び園芸農家
向けのみつばち飼養管理マニュアルを作成する。
　みつばち用新薬の実用化を推進するため、オキシテトラ
サイクリン実用化のためのデータ収集試験を実施する。

46,640,941円
（うち国費

46,204,874円）
B

　平成２１年度春の花粉交配用みつばち不足を踏まえた対策として、養蜂
家における女王蜂増殖技術の平準化と園芸農家における飼養管理技術の普
及を行っている。また、みつばち用新薬実用化に向けたデータ収集を行う
ことで、将来に向けて安定的な花粉交配用みつばちの供給が期待される。

12
花き商品情報提供強化
事業

日本花き取引コード普
及促進協議会

　国産花きの強みである「日持ちの良さ」や品質の高さ、
生産者のこだわり等の商品情報を消費者に届ける取組の実
証を行い、問題点の洗い出しや情報提供を強化するための
マニュアルの作成、産地情報を検索しやすくするための
ホームページの整備を行うとともに花き生産分野における
技術・経営に優れた生産者を対象に顕彰を行う。

9,408,919円
（うち国費

9,408,919円）
B

　花きの生販連携活動マニュアル等の作成・配布や産地紹介ライブラリー
の整備、技術・経営に優れた生産者の顕彰及び発表事業を実施し、その成
果を広く普及・啓発したことにより、生販連携活動に取り組もうとする生
産者等の増加が見込まれるとともに、より正確な商品情報が消費者に届け
られ、花きの消費拡大を助長することが期待できる。

13
花き日持ち保証販売実
証事業

ＭＰＳジャパン(株)

　花きの日持ちの良さを具体的に示す販売方法を推進する
ため、採花日を表示した花きを通常通りに輸送し、流通過
程での温度・湿度を測定後、日持ち試験を行い、その結果
を評価して、店舗で日持ち保証販売の実証試験を行う。ま
た、購入した消費者のモニター調査を踏まえて、日持ち保
証販売 啓蒙を行う

21,477,074円
(うち国費

18,900,000円)
B

　実証事業推進の組織として、花き業界の幅広い分野からの検討委員を招
集し、日持ち試験、店舗での実証試験、アンケート調査を行い、各種デー
タに基づき日持ち保証販売を啓蒙するマニュアルの作成に取り組んだ結
果、生産者、市場・仲卸・加工、消費者についてはマニュアルによる日持
ち保証販売の認知、理解につながっており、評価出来る。

今後は 小売店への日持ち保証販売への理解と認知度のアップと日持ち
証販売の啓蒙を行う。

今後は、小売店 の日持ち保証販売 の理解と認知度のアップと日持ち
保証販売を行う事による売り上げアップを期待する。

14
い業・畳業者等連携シ
ステム構築支援事業

全国い産業連携協議会

　いぐさ・畳表生産者と畳製造業者、住宅メーカー等が連
携して、国産いぐさの特徴を活かしつつ、吸湿性等の機能
性にも優れた高品質な畳等を開発販売する新たな生産流通
システム作りに向けての支援を行う。

30,985,967円
（うち国費

30,970,000円）
B

　実施主体において、幅広い分野から外部専門家を推進委員として招き、
本事業の進め方や提携グループの構築等について検討、助言を受け、それ
に基づき、マッチング交流会開催、市場動向調査、先導的グループの選定
等の取組が行われている。
　その結果、川上・川下業者が一体となって、優良品種の特徴を活かした
新規い製品の開発・生産・販売を行う新しい生産流通システムが構築され
ており、設定された成果目標が達成され、計画通りの成果が見られると評
価できる。

15
有機農産物マッチング
フェア開催事業

(株)スペースメディア
ジャパン

　産地収益力向上支援事業に取り組む有機農業推進事業実
施地区と有機農業により生産された農産物の取扱いを希望
する卸売・小売等の実需者とのマッチングの場を提供し、
商談活動を支援する。

11,657,113円
（うち国費

11,102,679円）
A

　有機専門展示会の中で本事業が実施されたことから、当該展示会の来場
者を呼び込む効果や来場を促す効果等もあって、成果目標はすべて達成さ
れた。また、事業実施主体は各種イベントを開催しており円滑な開催が行
われたほか、事業報告書は今後商談会を開催する事業者や商談会に参加す
る生産者の参考書となるよう作成されており、波及効果も期待できるもの
となっている。

16
次世代ロボット技術導
入検証事業

20年度～21年度
(社)日本ロボット工業
会

22年度
(株)三菱総合研究所

　大学・民間企業等で開発された園芸用ロボット技術の実
用化及び既に実用化・商品化されている他産業向けロボッ
ト技術の園芸分野への応用の可能性について調査検討を行
い、農業現場での活用に資するため、ほ場での実証や評価
を実施する。

平成20年度
60,923,050円(うち
国費60,625,000円)

平成21年度
55,407,423円(うち
国費54,177,000

円）

平成22年度
30,409,797円(うち
国費29,447,380円)

B

  外部の有識者からなる事業推進委員会を設置し、園芸作物の定植・収穫
作業の省力化・軽労化や他産業向けロボット技術を活用した土壌消毒剤を
注入するロボット技術を選定し、試験ほ場や農業現場での実証試験を実施
した。
　その結果、対象物に対する画像認識、走行動作の機能に関して課題が
残ったものの、労働時間や労働負荷の低減といった効果が認められた。ま
た、民間企業や農業関係者を対象として本事業の成果や農業系ロボット技
術の周知・普及を目的とした実用化検討会等を開催したことで、これらロ
ボット技術の周知が図られた。


