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事業費（千円）

（うち国費千円）
評価 所　　　　　　見 委員からのコメント

1
農業生産工程管理体制
構築事業

独立行政法人 農業・食品
産業技術総合研究機構

　農業生産工程管理（GAP)を導入する生産者や生産者団
体、GAPの指導者等の取組を支援するため、GAPガイドライ
ンに則したGAPの導入産地における取組内容及び国内外の
普及状況を調査・分析し、データベースを構築する。

4,394千円
（うち国費4,394千円）

A

　国内外の生産者や流通業者等との対面調査によりＧＡＰの導入効果を分
析し、GAPの取組に関するデータベース「GAP導入事例データベース」を構
築したことで、ＧＡＰの取組を支援するための情報を的確に提供してい
る。合わせて成果報告会も実施し、広く情報の周知を行っている。これら
により、計画以上の成果が見られると判断される。

　成果報告会を都内開催だけではなく、例えばブロック
毎など、他の地域でも開催してよかったのではないか。
次回への検討材料としてほしい。

2 養蜂等振興推進事業 みつばち協議会

蜜蜂の適正管理等を新たに明記した改正後の養蜂振興法に
対応し、蜜蜂の飼育管理等に関する技術指導方法の確立や
技術指導者の育成等を目的として、技術指導手引書等の作
成、講習会等の開催を行う。

11,926千円
（うち国費11,542千円）

B

　平成24年の養蜂振興法の改正により、届出義務対象者の拡大、蜜蜂の適
正管理等が明記された。このため、本事業において、蜜蜂飼育者の飼養管
理技術の向上のための取組を支援することとし、全国５ヶ所で講習会を開
催し、蜜蜂の飼育管理等に関する技術指導の現状を踏まえた上で、養蜂技
術指導手引書を作成し、関係者に配布した。
　これらの取組は、蜜蜂の飼育管理等に関する技術指導方法の確立や技術
指導者の育成等に寄与すると考えられる。

－

3
国産花き等生販連携体
制構築事業のうち花き
商品情報提供強化事業

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。

5,520千円
（うち国費5,501千円）

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、花き業界関係者の連携を図るための調査については充実した結果を
得ることができた。ネットワーク構築のための産地紹介ライブラリーは、
利用者の拡大を図るため機能を一部変更したことによる開発遅れがあり、
早急に運用に移行させる予定である。

　花きの商品情報については、花き業界関係者だけ
でなく、一般消費者へも有用な情報と思われるの
で、多くの消費者が閲覧できるようHP等に掲載する
など、一工夫あると良いと考える。

4

国産花き等生販連携体
制構築事業のうち花き
日持ち保証販売実証事
業

NPO法人日本ELFシステム協
会

小売店等における花き日持ち保証販売の普及が進む中、花
き生産地や市場等が一体的に花きの日持ち・鮮度保持に取
り組むための実証を行い、生産地・市場・小売店それぞれ
が活用できるチェックシートや消費者向けのリーフレット
等を作成・配布。

28,305千円
（うち国費28,305千円）

B

鮮度保持の実証において重要となる、夏場の試験・分析を実施したことが
今年度事業では大きな成果となった。事業全体では計画通り進み、参加し
た産地及び小売店や、試験品目・品種数については計画を上回ったため、
計画に則した試験結果を得ることができ、掲載内容の充実につながった。
こうした結果を十分に活用し、小売店だけでなく生産地に普及拡大させる
ことが今後の課題である。

－

5

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

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
を行う。

5,580千円
（うち国費4,991千円）

B

アンケートによってニーズを把握しつつ、効果の得られやすい取組に注力
して、適切に情報提供が行われた。リーフレット配布後の事後評価におい
ても消費者の興味を喚起できたという結果が得られるなど、計画通りの成
果が見られる。

・花屋以外の場所でも当該事業で作成したリーフ
レットを配布するといった工夫があると良い。
・全国の花きの無購買層へのアプローチが事業の成
果目標であり、ホームページへのアクセス件数を評
価指標に用いることも検討すべき。

6
花き産業活性化事業の
うち花育活動推進事業

全国花育活動推進協議会

子供達が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。

7,445千円
（うち国費7,400千円）

B

本事業は①地域の花育活動や小中学校の授業に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指導者研修会の開催等により、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
とする地域・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研修会を開催しており、
効果的に普及を図る取組が評価できる。本事業の継続により花育の更なる
拡大が期待される。

　指導者マニュアルには、花育指導者が相談できる
ように花育協議会の連絡先の電話番号を掲載するな
どの工夫があると良い。

7 全国乳業合理化推進事業 一般社団法人日本乳業協会

乳業の再編合理化を促進するため、乳業の再編整備の実施
に関する取組として①協議会及び企画検討委員会の開催、
②関連調査等の実施、③事業の普及啓蒙を行うとともに、
再編合理化工場等への経営指導等としてコンサルティング
等を実施。

5,284千円
（うち国費5,284千円）

B

予算の適正な執行の下、おおむね計画に即した取組が行われ、関係者の理
解の増進、ＨＡＣＣＰの取得や災害への備え等の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。

－

8
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。

26,928千円
（うち国費26,928千円）

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、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るとともに、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される。

－

普及活動情報基盤整備
事業のうち普及情報
ネットワークシステム
整備運営

（一社）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
ベースの提供の支援を行う。

43,834千円
（うち国費40,283千円）

B
普及活動事例の収集・提供数は目標を上回ったほか、システムの活用によ
り多数の情報収集・提供を行っており、計画以上の成果が見られる。

－

普及活動情報基盤整備
事業のうち広域連携・
活動支援システムの構
築

（一社）全国農業改良普及
支援協会

高度化・多様化する普及事業ニーズに対応するため、優れ
た知識と経験を有する専門家、普及指導員等による県域を
越えた広域的な支援チームの組織化と、支援チームメン
バーによる普及活動への助言・指導ができる仕組みの構
築・運営を支援する。

9,233千円
（うち国費9,233千円）

A

高度化・多様化する現場課題に対し、ネットワークを通じた専門家のアド
バイスや、現場へ派遣して直接指導を行うこと等により、県域を越えた課
題への対応が図られたほか、指導対象者へのアンケートではスキルアップ
にも繋がったと回答している。また、それぞれの取組は当初目標を上回る
実績となっているなど、計画以上の成果が見られる。

－

10
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

（一社）全国農業改良普及
支援協会

大学・試験研究機関等で開発された革新的な農業技術のう
ち産地の農業収益の向上に資することが期待される新技術
について産地指導の中核となる普及指導員等の技術指導者
に習得させるため、現場における技術的課題に基づく品目
ごとの研修ニーズや研究成果、品種・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とりまとめ、広く公表す
る。

1,493千円
（うち国費1,493千円）

A

　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
の研修ニーズと全国の大学・試験研究機関のシーズを結びつけ、実施すべ
き研修課題が明らかにされ、国の研修実施に反映されるなど、期待する成
果が出ている。また、事業実施主体のホームページ等にて、調査結果を積
極的に発信しており、国だけではなく、都道府県段階での調査結果の活用
も期待される。

－

※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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（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

水稲生産における省力・低コスト化を図る最新の直播技術
の習得のため、鉄コーティング湛水直播とプラウ耕鎮圧乾
田直播等を取り上げ、栽培体系や生育特性、雑草対策、生
産コストについて講義を行う。また、鉄コーティング直播
と乾田直播の現地圃場を視察する。ほか

7,353千円
（うち国費7,353千円）

A

　１７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％を上回る、平均９２．９％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、計画以上の成果が出たといえる。また、ＨＰ等
を利用して、研修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。

－

（特非）あしたを拓く有機
農業塾

先導的な有機栽培農家または民間技術者が開発し生産現場
で活用されている有機野菜栽培の実用的な基本技術を普及
指導員等に習得させ、普及の現場に波及応用できるように
する。

614千円
（うち国費614千円）

B

　研修終了後に受講生からレポートを提出させ、その内容から、研修成果
を検証している。レポートでは、受講生から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るため、計画通りの成果
が出たといえる。また、事業実施主体のホームページで、研修報告書を公
表することにより、研修参加者以外にも研修内容が共有されるよう積極的
に情報発信している。

－

学校法人東京農業大学
農産物の品質評価の意義を再確認し、生産現場が期待する
評価技術の研究現場への反映と研究成果の生産現場への展
開を図るための研修を実施する。

54千円
（うち国費54千円）

B

　受講後の研修生に対するアンケートにおいて、全ての受講生から研修内
容に対する肯定的な評価が得られていることから、研修内容に対する参加
者の理解が深まったとみられ、品質評価技術の習得という成果目標は達成
されている。また、実施計画に即し、予算の範囲内で計画どおりの取組が
行われた。

－

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。

4,538千円
（うち国費4,536千円）

B

・有識者及び茶業関係者から構成される「ニュービジネス育成強化運営協
議会」を設置し、事業計画検討及び進行管理を行うとともに、各事業内容
別に検討会を設置し、計画的に取組を行っている。具体的には、新たなお
茶の需要開拓に向け、茶生産者と消費者と繋ぐ中間事業者を活用し、生産
から消費に至る円滑な流通の推進を図っている。(お茶Barや給茶スポット
の設置)
・計画的な事業の取組に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。

－

野菜ビジネス協議会

加工・業務用野菜の安定供給体制の確立を推進するため、
中間事業者の経営発展に向けた全国セミナーの開催、生産
技術確立に向けた栽培実証試験や現地検討会の開催、モー
ダルシフトの構築に向けた調査・検討等を実施。

17,411千円
（うち国費17,411千円）

B

・有識者及び実需者等関係者から構成される「野菜ビジネス協議会」を設
置し、事業計画検討及び進行管理を行うとともに、各事業内容別に検討会
を設置し、計画的に取組を実施。具体的には、国産原材料の供給力強化に
向けた全国セミナーの開催（マッチング、商談会等）、新規産地の育成に
向けた現地検討会の開催、輸送の効率化に向けたモーダルシフトの実証し
検討の実施により国産原材料の安定供給体制確立に向けた取組が成されて
いる。
・また、計画的な事業の取組に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。

－

千葉大学

　植物工場等における栽培技術等の知識を有する人材の育
成を図るため、主に農業者を対象とし、太陽光利用型植物
工場や人工光型植物工場において栽培ステージごとの作業
等について講義及び実習を実施する。

13,481千円
（うち国費6,730千円）

A

カリキュラムに実習を加えることで、より実践的な研修を受けられるよう
になり、参加者が得られた技術を現場で活用することが期待できる。ま
た、受講者は生産者、農業用機器メーカー、研究者など様々で、幅広い分
野での植物工場の普及・拡大に資すると考えられる。

愛媛大学

太陽光利用型植物工場における栽培方法や環境制御技術に
関する実習の他、作物の栽培に必要な知識として植物病理
学等の学問を講義に取り入れ研修を実施する。また、現場
の農家の抱える課題に対応し、個別農家に対し研修を実施
する。

5,104千円
（うち国費5,086千円）

B

現地の要請に応じて、セミナーや現地指導を行うなど、地域の課題に対応
した研修を実施している。また、研修では講義だけでなく、経営的な内容
を取り入れた実習を実施するなど栽培技術者育成に寄与しており、植物工
場技術の普及につながる取組を実施している。

大阪府立大学

完全人工光型植物工場の経営を目指す者を対象とし、植物
工場における環境制御技術やアグリビジネスマーケティン
グ等について20名の少人数クラスで2ヶ月に渡り、集中的
に研修を実施する。

4,720千円
（うち国費4,699千円）

B

完全人工光型植物工場について、役割、設計、栽培技術と実技、販売戦略
に至るまで全てを網羅した取組が評価できる。また、本事業の継続によ
り、完全人工光型植物工場の技術者が輩出され、植物工場事業を展開して
いくことが期待される。

（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

太陽光利用型植物工場や完全人工光型植物工場の環境制御
技術等について講義及び実習を実施する。

3,291千円
（うち国費3,291千円）

B

つくば実証拠点と九州実証拠点あわせて、トマト、パプリカ、キュウリ、
イチゴの太陽光利用型、レタス、スプラウトの完全人工光型と多岐にわた
る植物工場を展示しており、植物工場の普及・拡大の効果が期待できる。
研修会の実施、技術講習生へ環境制御システムの実習を実施しており、人
材育成についても期待できる。

三重県
大規模施設園芸の経営者を目指す者等を対象とし、トマト
やイチゴ栽培技術や、作物の生育に合わせた環境制御につ
いて講義や実習を実施する。

2,332千円
（うち国費2,320千円）

B

研修会に参加した指導的立場の者については、担当地域に技術を持ち帰っ
て、普及に当たる等、より生産現場で活用しやすい技術を紹介している点
が評価できる。ケーススタディの実施等、意見交換を行う研修が用意され
ているため、参加者同士が協働して、植物工場の技術の普及に努める等の
効果が期待される。

高度環境制御施設普及・拡
大事業のうち次世代通年安
定供給モデル構築支援・環
境整備事業

（一社）日本施設園芸協会

植物工場等における設置コストの縮減に向けた施設・装置
の標準化や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を行う。

27,204千円
（うち国費27,204千円）

B

本事業は、安定供給モデルの検討、資材の標準化・規格化の検討、植物工
場の全国実態調査と優良事例調査、生産者と実需者のマッチング支援等の
複数の取り組みを行うことにより、植物工場の通年安定供給モデルの構築
や環境整備を図るものである。
今回作成された農産物の安定供給モデルは、HPで公開され幅広く情報発信
されており、また、実需者とのマッチングでは、レタス類での新規販路が
開拓される等、取り組みの成果が見られ、評価できる。

高度環境制御施設普及・拡
大全国推進事業のうち栽培

技術者育成支援事業

－
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ニュービジネス育成・
強化支援事業

革新的農業技術習得支
援事業のうち革新的農
業技術に関する研修
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