
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、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。

12,953,120円
（うち国費
　　12,953,120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。但し、支援チーム等への新規追加情報提供
の規模については、当初の予定件数を下回った（目標150件→実績115件）が約８割
の実績があった。

2
産地収益力向上支援事業
（全国推進事業）のうち農業
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

既に一般に公開しているGAPに関する総合的なデータベース「GAP取
組支援データベース」に対して、GAPガイドラインの改定に合わせた情
報の追加を行うとともに、GAPガイドラインに則したGAPおよびその導
入方法についての学習を支援する汎用性の高いコンテンツ（eラーニン
グ）を作成する。

7,947,000円
（うち国費7,947,000円）

B

　農業生産工程管理（GAP）に関する総合的なデータベース「GAP取組支援データベース」
について、農水省GAPガイドラインの対象作物の拡大に合わせた実践情報（GAPガイドライ
ンの項目別の事例）が追加されるとともに、GAPガイドラインに即したGAP及びその導入方
法についてのｅラーニングによる学習システム（食品安全、環境保全、労働安全、生産工程
管理全般の４単元）が作成されており、GAPの普及と導入の促進に寄与したと考えられる。

3
地産地消活動事例調査・提
供事業

（財）都市農山漁村交流活
性化機構

地産地消活動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。

9,224千円（うち、国費
9,224千円）

B

地産地消活動事例を収集・調査・分析し、成果検討会で事例発表を実施することに
より、情報提供を行った。また、地域特産物マイスター（２０３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。

13,436千円（うち、国
費13,436千円）

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。派遣事業においては現場に即した具体的
なアドバイスが課題解決に役立ったという意見があったことから評価出来る。

5
高度環境制御施設普及・拡
大事業（モデルハウス型拠
点施設推進事業）

（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

植物工場の拠点施設において生産コスト3割縮減に向け、多収生
産技術等について技術実証を行う。また、実証技術についての
展示や、栽培品目をテーマとして研修を実施する。

4,932千円（うち、国費
4,932千円）

B

研修では、実証技術や生産者の取組事例を踏まえ、生産品目の現状等について紹介
した。
また、パンフレットの配布やイベントでパネル展示を行い実証技術を紹介する等、
今後、植物工場での生産に関心を有する者に対し幅広く有用な情報提供を行ってお
り、生産に取り組む際の現状把握につながる情報提供が適切に実施されている。

6
高度環境制御施設普及・拡
大事業（モデルハウス型拠
点施設推進事業）

千葉大学

植物工場の拠点施設において、生産コスト3割縮減に向け、気
温、湿度、CO2等の環境制御や計画安定生産、収量増加につなが
る栽培技術等について実証するとともに、実証技術に関する研
修や展示を通じ人材育成や普及・啓蒙活動を行う。

11,833千円（うち、国
費11,707千円）

A

研修は、参加者のレベルに合わせ、植物工場の栽培に必要な講義・実習等について
行った。また、普及展示においては、実証技術をパネル展示するだけでなく、研修
や見学に訪れた多くの人を対象に、植物工場野菜に触れる機会を作るなどの工夫も
行っており、波及効果も大きく、計画以上の効果が見られる。

7
高度環境制御施設普及・拡
大事業（モデルハウス型拠
点施設推進事業）

愛媛大学

植物工場の拠点施設において、生産コスト3割縮減に向け、収量
向上のため技術の組合せを検討の上、技術実証を行う。また、
レベルに応じた人材育成のため講義プログラムを作成し、講義
を実施するとともに、実証技術についてパネル展示等行う。

8,847千円（うち、国費
8,847千円）

B

計画に即し、技術実証・展示を行っており、大規模なイベントではわかりやすく説
明したパネル展示等を行うことができた。また多くの来場者に対し実証技術を紹介
する他、植物工場の栽培に必要な基礎的な講義を実施するなど、普及・拡大につな
がる取組が実施されている。

8
高度環境制御施設普及・拡
大事業（モデルハウス型拠
点施設推進事業）

大阪府立大学
植物工場の拠点施設において、生産コスト3割縮減のための技術
実証・展示や、植物工場の事業者の取組紹介も取り入れた研修
を実施する。

9,504千円（うち、国費
9,504千円）

B
植物工場の実証技術については、栽培に係る課題も明確になった他、100名以上の
規模の研修も実施されるなど、植物工場の人材育成等に寄与しており、普及・拡大
につながる取組が実施されている。

平成２３年度産地収益力向上支援事業（全国推進事業）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
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9
高度環境制御施設普及・拡
大事業（モデルハウス型拠
点施設推進事業）

三重県

植物工場の拠点施設において生産コスト3割縮減に向け環境制御
技術の要素技術や養液管理手法の検討を踏まえ技術実証を行
う。また、実証技術の展示や栽培技術に関する研修を実施す
る。

1,590千円（うち、国費
1,590千円）

B

技術の普及につながる展示では、多くの生産農家や農業関係者に対して成果に係る
情報を紹介でき、また研修では生産農家等を対象として、技術の向上につながる最
先端技術に関して実施しており、植物工場技術の普及につながる取組が実施されて
いる。

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。

34,376千円（うち、国
費34,376千円）

B

本事業は、人材育成のための植物工場の研修用教材の作成や、植物工場野菜に関す
る理解を得るための消費者セミナー、また、施設等の低コスト化による普及推進を
図るための施設・資材の標準化・規格化の検討、海外市場調査や人材育成先進地の
調査等の複数の取り組みを行うことにより、周年安定生産可能な植物工場の普及・
拡大を図るものである。
今回作成された研修用教材は、植物工場拠点施設において使用されており、また、
実需者とのマッチングでは、食品販売会社との契約が成立する等、取り組みの成果
が見られる。

11
平成23年度みつばち安定確
保支援事業

みつばち協議会

平成22年度に作成した養蜂家及び園芸農家向け放飼・管理マ
ニュアルを発展させ、蜜蜂の安定確保のための養蜂家向け女王
蜂育成マニュアル及び園芸農家向け主要作物別放飼・管理マ
ニュアルの作成等を行った。また、ヨーロッパ腐蛆病用新薬と
して海外で承認されているオキシテトラサイクリンの国内承認
申請のためのデータ収集も実施。

22,616千円（うち、国
費22,223千円）

B

平成21年春、天候不順やダニ等の被害、豪州からの女王蜂輸入停止等の複数の要因
により、一部園芸産地において花粉交配用蜜蜂が不足し社会問題化した。この対策
のひとつとして、平成22年度から、本事業では、養蜂家の飼養管理技術・女王蜂育
成技術の向上及び園芸農家での適正管理のためのマニュアル作成を支援。また、法
定伝染病である腐蛆病（ヨーロッパ腐蛆病）への対策として、オキシテトラサイク
リンの新薬承認申請を行うためのデータ収集を支援。当初の計画通りの成果がほぼ
達成されていると考えられる。

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

花き業界関係者の連携を図り、消費者ニーズの把握や生産・流
通・販売体制の見直し等に活用できる、新たな取組や企画を調
査し、共有できるネットワークの構築とマニュアルを作成す
る。

8,001千円（うち、国費
7,227千円）

B
当事業のうちモデル地区での実証については、計画に沿った成果目標を達成し、充
実した結果が残せたが、産地紹介ライブラリーは、最低ラインを達成したに過ぎ
ず、今後の課題は内容のより一層の充実である。

13
花き日持ち保証販売実証事
業

ＭＰＳジャパン株式会社
小売店等において、花きの日持ちを保証した販売を行うことに
より、消費者の満足度を上げ、需要喚起及び消費拡大を促す。

18,260千円（うち、国
費18,260千円）

B

実証においては、実証参加店舗も増加し、成果目標を達成できたことは評価でき
る。一方で、日持ち試験を行う各地の日持ち試験室において、試験基準が統一でき
ていない部分もあったため、H24年度事業では、今後の基準とするためのマニュア
ル作成及び各試験室への普及を成果目標の一つとしたい。

14
い業・畳業者等提携システ
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、国産畳表の高付加価値・ブランド化に取り組み、消費者に
高く評価される新たな国産畳表、い・畳製品の開発・生産・販
売を共同で行う仕組みを構築のための支援を行う。

37,780千円（うち、国
費37,769千円）

B

　実施主体において、幅広い分野の外部専門家による推進委員会が機能し、その助
言指導の下に、適切かつ効果的な事業推進が図られている。その結果、提携システ
ム実証グループの構築、グループによる新製品の開発が進むとともに、これらの成
果を取りまとめた情報発信等が行われており、設定された成果目標も達成されてい
ることから、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
ア開催事業事業

株式会社スペースメディア
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。

 11,075,482円
（うち国費
11,075,482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、成果目標は全て達成された。また、事業実施主体は各
種の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
いぐさ・畳表農家経営所得
安定化対策事業

熊本県い業生産販売振興協
会

国産畳表の高品質化・ブランド化に取り組むいぐさ・畳表生産
者に対し、国産畳表の価格が下落した際、下落状況に応じて、
経営安定のための一定額の助成金の交付を行う。

交付決定：319,446千円
（うち、国費319,446千
円）
（変更交付決定：18千
円（うち、国費18千
円））
（額の確定：16千円
（うち、国費16千
円））

B

　実施主体において、事業趣旨の徹底、契約事務、畳表の売買確認事務等が適切に
行われ、畳表価格の下落に対して円滑に補てん金が交付される当事業を実施するこ
とにより、いぐさ・畳表農家が安心して、高品質化・ブランド化に取り組むことが
できた。この結果、設定された成果目標が達成されたことにより、畳表の価格が高
い水準で推移している。このことにより、いぐさ産地の持続的発展が期待され、計
画通りの成果が見られると評価できる。
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17
花き産業活性化事業のうち
花きに対する正しい知識の
検証・普及事業

国立大学法人千葉大学

花きの消費を促すため、花きが人体や人間の活動に与える効用
に関して消費者に提供すべき情報等を収集・検証し、その普及
を図るため収集・検証した情報をもとにリーフレット及びホー
ムページを作成し、一般消費者に情報提供を行った。

8,909千円（うち、国費
8,909千円）

A
事業の予算内での情報提供が適切に行われたことにとどまらず、業界の枠を超えた
情報提供や団体自ら独自にリーフレットを作成する等、波及効果が大きく、計画以
上の成果が見られる。

18
花き産業活性化事業
（花育活動推進事業）

全国花育活動推進協議会

　花きに触れる機会を通じて、やさしさや美しさを感じる気持
ちを育む「花育」の活動実践者を育成するため、花育活動に必
要な副読本・指導者マニュアルの作成及び花育指導者を対象と
した研修会の開催等を行う。

13,570千円（うち、国
費13,392千円）

B

本事業は①小中学校の授業で活用できる花育副読本及び実践者マニュアルの作成・
配布、②指導者セミナーの開催等により、花育の普及推進を図るものである。今回
作成された副読本等は花育を実施しようとする学校等に広く配布・活用されてお
り、また、学校の教員の集まりである生活科教育研究会全国大会の場などでセミ
ナーを開催しており、効果的に普及を図る取組は評価できる。本事業の継続により
花育の更なる拡大が期待される。

19 普及活動情報基盤整備事業
(社)全国農業改良普及支援
協会

普及活動の高度化のため、全国の普及指導センター等を結ぶ普
及情報ネットワークの構築・提供、普及情報データベースの提
供及び広域的な農業課題に対応する普及指導員の活動を支援す
る技術情報の提供及び現地検討会等の支援を行う。

53,551,684円
（うち国費
50,412,460円）

A

国、都道府県と各地の普及センターをつなぐネットワークを通じ、全国の普及活動
事例等を収集しデータベースに登録して提供するとともに、鳥獣害や6次産業化等
の全国的な農政課題に関する現地検討会等への支援を行った。事例提供数や現地支
援数は当初の予定件数を上回るなど十分な成果が見られる。

20

産地収益力向上支援事業
（全国推進事業のうち革新的
農業技術習得支援事業のう
ち研修ニーズ調査等の実施）

社団法人全国農業改良普及
支援協会

　産地の農業収益の向上に資することが期待される革新的な新技術
について普及指導員等の技術指導者に拾得させるため、現場におけ
る技術的課題に基づく研修ニーズとそのニーズに対応する研究開発
動向や研究成果・技術シーズ等を把握するための調査を行い、より効
果的な研修内容や方法等を検討し、その成果を報告書として取りまと
め、HPで公開する。

2,220,741円
（うち国費2,220,741円）

B

　成果目標に掲げたとおりの項目について調査が行われている。都道府県及び全国の試
験研究機関の研修ニーズとシーズを結びつけ、実施すべき研修課題が明らかにされ、期待
する成果が出ている。なお、今後は民間研究機関等の新しいシーズについても掘り起こし
が期待される。
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産地収益力向上支援事業
（全国推進事業のうち革
新的農業技術習得支援事
業のうち革新的農業技術
にかかる研修の実施）研
修課題名：水稲の直播栽
培技術ほか１４件

独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構

　水田作における水稲の低コスト、省力と、規模拡大にとって最
も有効な技術である直播栽培について、直播向きの水稲の品
種の現状、低コスト不耕起乾田直播技術、湛水直播水稲の初
期生育向上技術、省力、プラウ耕・鎮圧体系の乾田直播による
大規模輪作営農技術、無人ヘリを利用した鉄コ－ティング湛水
直播栽培技術、雑草防除技術、湛水直播用の機械化技術の講
義及び現地導入農家の見学等による研修を実施した。
ほか

6,570,345円
（うち国費6,570,345円）

B

　１５の課題全てにおいて、概ね当初の計画どおりに研修が実施され、成果目標
である受講生の７０％以上からの肯定的な評価を得ている。各課題ごとに設定さ
れた知識及び技術を受講生に修得させることが出来たと見られ、計画どおりの成
果が出たといえる。また、ＨＰ等を利用して、研修報告、テキスト等を積極的に発信
しており、研修参加者以外への波及効果も期待できる。
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産地収益力向上支援事業
（全国推進事業のうち革新的
農業技術習得支援事業のう
ち革新的農業技術にかかる
研修の実施）研修課題名：
IPM技術による病害虫防除
技術

国立大学法人宮崎大学

　ＩＰＭの根本技術も言える、発生予察、診断同定に関する新規知見を
踏まえた最近展開を教授するとともに、環境保全型農業、生物多様性
の維持向上を目的とした病害虫管理について学ぶとともに、ほ場での
有用生物（天敵）の観察、実験室での天敵の観察を行う。有用生物等
の生物多様性管理について、海外の事例も含めて紹介し、今後の環
境保全型農業、持続型農業の展開や意義についても学ぶ。

752,749円
（うち国費752,749円）

B

　研修実施後のアンケート結果から、研修全体を通して全ての受講生から肯定的な評価が
得られていることから、適切に技術習得が図られ、計画通りの成果が出ているものと思わ
れる。概ね事業計画通りに研修が実施されたが、研修実施時期に若干の遅れが出たた
め、今後は余裕を持った事業計画の策定が望まれる。
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産地収益力向上支援事業
（全国推進事業のうち革新的
農業技術習得支援事業のう
ち革新的農業技術にかかる
研修の実施）研修課題名：野
菜の有機栽培技術

財団法人農民教育協会鯉淵
学園農業栄養専門学校

　野菜の有機栽培技術について、講義による基本技術の習得、及び優
れた有機農業者見学による実績手法の習得を行う。

631,827円
（うち国費631,827円）

B

　受講生からは概ね肯定的な評価が得られており、有機農業に対する理解が深まったと見
られ、計画通りの成果が出たといえる。また、研修終了後に受講生からレポートを提出させ
るなど、研修成果を検証している点についても評価できる。一方、受講生から、討議の時間
が短かったという意見もあり、カリキュラムの一部において改善の余地がある。
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産地収益力向上支援事業
（全国推進事業のうち革新的
農業技術習得支援事業のう
ち革新的農業技術にかかる
研修の実施）研修課題名：農
地の除塩技術

一般財団法人日本水土総合
研究所

　塩害のメカニズムと除塩の基本的な考え方を踏まえた上で、土質の
違いや暗渠排水及び石灰質資材の施用の有無等、津波による被災農
地の条件に応じた除塩技術や土壌中の重金属等が農作物に及ぼす
影響等について、講義とその後の意見交換会からなる研修を実施す
る。

5,384,202円
（うち国費5,384,202円）

B

　研修の実施場所や研修講師について、当初計画から若干の変更があったものの、アン
ケート結果からは、多くの受講者が農地の除塩技術について理解を深めたことから、計画
通りの成果が出たといえる。一方、研修内容は東日本大震災の被災地の除塩を前提とした
ものとなっているが、当事業は全国事業であるため、被災地だけではなく、全国で研修成果
を活用できるよう積極的に情報発信することが望ましい。
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産地活性化総合対策事業の
うち産地収益力向上支援事
業の全国推進事業（ニュー
ビジネス育成・強化支援事
業）

日本茶ニュービジネス育成
強化運営協議会

　全国的な視点に立ち、茶生産者と消費者を繋ぐ重要な役割を
担う「中間事業者」の抱える課題解決を行うため、茶関係者に
よる検討を行うほか、生産・消費に至る円滑な流通を推進する
ため、安定供給対策、情報発信に関する事業等を実施する。こ
のため、新たな需要拡大に向け、国産茶の持つ機能性・文化的
価値を評価し、その活用・提供方法の検討、成果の普及を行
う。

8,200千円（うち、国費
8,200千円）

B
　計画的な事業の取組よる成果目標の達成状況や予算の適正な執行やその規模に見
合った成果等から、計画どおりの事業実績として評価できる。



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

26
ニュービジネス育成・強化
支援事業

野菜ビジネス協議会

中間事業者の経営発展及び加工・業務用野菜の安定供給体制の
確立に資するため、セミナー等の開催、加工・業務用野菜の安
定供給のための栽培実証試験、モーダルシフトの構築に向けた
調査・検討等を実施する。

21,920,631円（うち、
国費21,920,631円）

B

概ね事業計画に沿った取組が実施されており、当該事業を活用して実施したセミ
ナー等によって中間事業者及び産地指導者の育成に資するとともに、栽培実証試験
及びモーダルシフトの構築に向けた調査・検討を通じて得られた知見は、食の外部
化の進展に伴い需要が高まっている加工・業務用野菜の安定供給体制の確立に繋が
るものと評価できる。

27 乳業再編整備促進事業
一般社団法人 日本乳業協
会

（１）乳業の再編整備の実施に関する取組
①協議会及び企画検討委員会の開催
②調査等の実施
③事業の普及啓蒙
（２）再編合理化工場等への経営指導等
①コンサルティング等の実施

4,630,039円
（うち国費4,630,039円）

B

予算の適正な執行の下、概ね計画に即した取組が行われ、関係者の理解の増進、具体的
な案件の発掘、今後の再編整備に向けた情報収集など、乳業再編の進展に向けた一定の
成果が得られたものと評価できる。
今年度の本事業の成果の活用により、翌年度以降の再編に係る方針を的確に策定し、事
業実施の効果を高めることが期待できる。


