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事　業　名 事業実施主体 事　　業　　概　　要
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

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、全国の様々な取組主
体のアンケート調査・対面調査等を実施し、定量的な分析を含め
た科学的観点から評価可能な分析を行うことにより、ＧＡＰガイ
ドラインに則したＧＡＰの導入効果等に関する情報を作成し、追
加する。

7,947千円
（うち国費 7,947千円）

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、充分な数のアンケートを行い定量的な分析を行うととも
に現地調査を行いＧＡＰ導入の具体的な事例の情報を作成して掲載しており、ＧＡ
Ｐガイドラインに則したＧＡＰの普及と導入の促進に寄与したと考えられる。

サンプルの取り方や分析の仕方について疑問もあるが、今
回の事案は優良事例をまとめたものになっており、その事
例が今後のＧＡＰ導入につながるものであるため特に指摘
なしとしたい。

2 地産地消普及拡大事業
（一財）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の調査・分析を行い、成果検討会等を開
催する。また、地産地消活動を円滑に進めるコーディネーターを育成
するための講習会の開催及び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、現地への派
遣等を行う。

15,862千円
（うち国費15,862千円）

B

当事業において、「地産地消の仕事人」の活用を進めたことで、地域内外における「仕事
人」の認知度が高まり、地産地消だけでなく、６次産業化の分野でも「仕事人」の活用機会
が創出されている。また、現地派遣の受入れ先から「仕事人」の経験に基づいた実務的な
助言・指導により、現場の課題解決に役立ったと高く評価されたことから、評価できる。

－

千葉大学
植物工場の拠点施設において、生産コスト3縮減のために確立し
た栽培管理汎用技術等の展示や、対象作物の生理・生態的特性等
について、レベルに応じた研修を実施する。

9,470千円
（うち国費8,969千円）

B

技術実証の成果を展示会で展示するだけでなく、展示は拠点施設の見学者や研修の
受講生を対象に実施しており、幅広く技術成果を公開している。また、研修は、普
及指導員向けなど育成する人材を想定した上で実施する他、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ており、全体を通じ、植物
工場技術の普及につながる取組が実施されている。

愛媛大学

植物工場の拠点施設において、生産コスト縮減のため、収穫量が
最大となる品種の組合せ等を決定し、それらにかかる技術の実
証・展示を行う。また、研修ではレベルに応じた講義を実施する
とともに、新たに技術習得のための実習を行う。

7,315千円
（うち国費7,315千円）

B

収穫量が最大となる品種を組合せ、利益向上につながる栽培技術を決定し、本技術
にかかる取組は大きな展示会や、拠点施設の見学者に幅広く公開している。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、全体を通じ、植物工場技術の普及につながる取組が実施さ
れている。

大阪府立大学
植物工場の拠点施設において、生産コスト縮減のためレタス等収
量向上等にかかる技術実証・展示や、完全人工光型植物工場の関
連技術等に関する研修を実施する。

12,064千円
（うち国費7,461千円）

B

拠点施設で栽培するレタス等にかかる生産コスト削減技術を広く周知するととも
に、植物工場で栽培される品目の消費拡大にもつながる取組として、栽培品目の特
徴等を紹介する活動を独自に取り入れるなど、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植物工場の更なる普及・拡大が期待される。

（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縮減に向け、多収、減農
薬、高付加価値生産技術について技術実証・展示を行う。また、
拠点施設の栽培品目にかかる技術や取組内容、植物工場の現状等
について研修を実施する。

2,946千円
（うち国費2,946千円）

B

拠点施設だけでなく、広範囲にわたり展示会において、太陽光利用型植物工場と完
全人工光型植物工場にかかる先端技術を紹介した。また、拠点施設の栽培品目にか
かる生産技術等に関する研修の実施により、高度な環境制御の向上に大きく寄与し
ており、全体を通じ植物工場技術の普及につながる取組が実施されている。

三重県
植物工場の拠点施設において生産コスト縮減に向け新品種の導入
や管理作業の自動化にかかる技術実証を行う。また、実証技術の
展示や環境制御技術等の関連技術に関する研修を実施する。

2,997千円
（うち国費2,997千円）

B
拠点施設で得られた成果等を通じ、トマトを中心として実際に現場で利用出来る栽
培技術等の展示や研修を実施しており、評価できる。本事業の継続により植物工場
の更なる普及・拡大が期待される。

4
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。

2,155千円
（うち国費2,155千円）

B

本事業は、人材育成のための植物工場の研修用教材（e-ラーニング）の作成や、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、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、外食産業や青果物販売業者２社の取引が成立する等、取
り組みの成果が見られ評価できる。

5 みつばち安定確保支援事業 みつばち協議会

平成22及び23年度に作成した養蜂家向けの蜜蜂の管理マニュアル
を発展させ、養蜂家が花粉交配に適した蜜蜂の選抜、育種改良を
行うための女王蜂育成技術及び系統造成マニュアルの作成、配布
を行った。

16,607千円
（うち国費15,559千円）

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により、花
粉交配用蜜蜂が不足し社会問題化した。このため、本事業により、養蜂家による蜜
蜂の安定供給と併せて園芸農家による花粉交配用蜜蜂の適正管理によって蜜蜂の安
定確保を支援することとし、平成22及び23年度には養蜂家及び園芸農家向け技術マ
ニュアルの作成等を行い、本年度は蜜蜂系統造成等のマニュアルの作成、配布に対
する支援を行った。これらの取組により、蜜蜂技術が整理され、養蜂家及び園芸農
家への技術普及、蜜蜂の適正管理による蜜蜂の安定確保に寄与すると考えられる。

－

6
国産花き等販連携体制構築
事業（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。

6,485千円
（うち国費6,401千円）

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、情報収集は的確に行われ
ており、今後は、業界関係者だけでなく、一般消費者の利用も考慮した発信方法を
工夫したい。

－

7
国産花き等販連携体制構築
事業（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。ま
た、全国の日持ち試験場における試験基準を統一し、試験担当者
が活用できる試験マニュアルを作成し、各試験室へ普及させる。

14,720千円
（うち国費14,700千円）

B

日持ち保証販売の実証において、参加店舗は計画をやや下回る結果となったが、取
組を促すセミナーの開催は計画通りとなった。また、全国の日持ち試験室で活用で
きるマニュアルの作成においては、試験品目・品種数について計画より大きく上回
る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。こうした結果を利用
し、普及拡大させることが今後の課題である。

－

※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

平成２４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

3
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）

－
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8
国産花き等販連携体制構築
事業（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

　産地の優良品種への転換の成果を活かし、川上・川下業者が一
体となって、若者や消費者に高く評価される新しいコンセプトの
い・畳製品の開発・生産・販売を行う新しい体制の構築を支援す
る。

26,438千円
（うち国費26,438千円）

B
　情報交換会や、コーディネイター派遣による川上・川下の交流が図れるととも
に、５つの提携グループを形成し、たたみロールなど新たない製品の開発など、新
しい体制の構築が見られた。

特に指摘はないが、せっかくの成果に対して今後は
実販売出来るまでのフォローアップが必要。

9
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

国産畳表の価格が下落した際、いぐさ・畳表生産者の経営安定の
ため畳表の市場価格の下落状況に応じて交付する。
　また、その事業の遂行のための費用についても交付する。

13,919千円
（うち国費13,919千円）

B
　国産畳表の価格が高く推移し、助成基準価格を上回ったため、補てん金は支出さ
れなかった。そのため、事業を遂行するための費用（経営所得安定化対策推進事
業）の支出にとどまった。

－

10
花き産業活性化事業（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。

7,393千円
（うち国費7,262千円）

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。

特に指摘はないが、無購買層の人たちに如何にして
情報を与えるかが今後の課題。

11
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

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。

10,749千円
（うち国費10,714千円）

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。

－

12
普及活動情報基盤整備事業
（普及情報ネットワーク整
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。

44,198千1円
（うち国費40,69３千円）

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した。事例提供数は当初目標を上回ったほか、システ
ムの活用により多数の情報提供を行っているなど、計画以上の成果が見られる。

－

13
普及活動情報基盤整備事業
（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。

12,197千円
（うち国費12,176千円）

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、派遣に
よる直接的指導の実施等により、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。

－

14
革新的農業技術習得支援事
業（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

　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
果を報告書としてとりまとめ当協会のホームページ等で広く公表
する。

2,138千円
（うち国費2,135千円）

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。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。

－

独立行政法人農業・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栽培技術
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、それぞれの直播における栽培体系や生育特性、肥
培管理、雑草対策、生産コストについて講義を行う。また、所内
の大区画水田におけるプラウ耕鎮圧乾田直播水稲を観察するとと
もに、整地、播種用機械を見学し、大区画水田における乾田直播
栽培について知見を深める研修を実施する。ほか

8,256千円
（うち国費8,256千円）

A

　１９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９６％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。

一般財団法人日本水土総合
研究所

　交換性Naイオンが土壌及び作物に与える影響や重金属及び硫化
物の対処技術など、最新の除塩技術に関する研修を行うととも
に、除塩後の作付けに関する留意点を踏まえた研修を実施する。
さらに、実際に除塩後に作付けを行ったほ場に赴き、除塩後の作
付けに関する留意事項や課題等について、現地の管理者と当該ほ
場営農者、受講者及び講師を交えた意見交換を行う。

1,342千円
（うち国費1,340千円）

A

　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、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が
読み取れるため、計画通りの成果が出たといえる。また、研修の内容について、東
北地区だけの取組とならないよう、事業実施主体のホームページで、研修資料を公
表することにより、全国で研修成果を活用できるよう積極的に情報発信している。

特定非営利活動法人あした
を拓く有機農業塾

　野菜の有機栽培技術について、講義と技術実習による基本技術
の習得、及び優れた有機農業者見学による実践手法の習得を行
う。

707千円
（うち国費707千円）

B

　研修終了後に受講生からレポートを提出させ、研修成果を検証している。その中
で、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、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。

革新的農業技術習得支援事
業（革新的農業技術に関す
る研修）
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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

平成２４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

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
う中間事業者及び食品製造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。

8,213千円
(うち国費8,200千円)

B

　本事業の成果目標である「全国的な視点に立って生産者と消費者を繋ぐ重要な役
割を担う中間事業者及び食品製造業者の抱える課題を調査分析し、その課題方策に
取り組むことにより、中間事業者、食品製造業者の育成・強化を図り、国産原材料
の安定的供給体制の確立やリーフ茶の需給改善に取り組む」という成果目標達成の
ため、茶の加工・流通段階における取引円滑化のための検討やアンケート調査、需
給バランスに関する原料・製品段階での保管方法の実証試験、国産茶の持つ機能性
や文化的価値の評価による新たな販売方法の企画検討を行った結果、当初の成果目
標は達成されている。

－

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

19,044千円
（うち国費19,044千円） 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。

－

17 乳業再編整備促進事業 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。

5,418千円
（うち国費5,418千円）

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、災害対応など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。

－

ニュービジネス育成・強化
支援事業
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