
- 1 -

「福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業」

公募要領

農林水産省農林水産技術会議事務局（以下「事務局」という。）では、平成２８年度予

算で措置される「福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究

開発事業」（以下「本事業」という。）を実施するに当たり、本事業への参加を希望する

民間企業、研究機関等を広く一般に募ることにいたしました。

つきましては、本事業の実施を希望される方は、次の要領に従って申請書類を提出し

て下さい。

なお、本公募は平成２８年度予算政府案に基づき行っているため、今後、予算成立ま

での過程で変更等があり得ることをあらかじめご承知おき下さい。

１ 事業概要

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故によって多大な影響を受けた福

島県浜通り地域においてイノベーションによる産業基盤の再構築を目指す「福島・国

際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想研究会報告書」が平成２６年６月

２３日にとりまとめられました。本報告書では、革新的な先端農林水産業を全国に先

駆けて実施することを通じて、地域の農林水産業の復興・再生を実現することとされ

ています。これを受けて、国、福島県及び福島県浜通りや避難区域の１５市町村（以

下「対象地域」という。）により、農林水産分野の研究開発・実証プロジェクトの内容

の具体化がなされており（「農林水産分野イノベーション・プロジェクト第１次とりま

とめ」（平成２７年６月１日福島県イノベーション・コースト構想の具体化に関する県

・市町村検討会議農林水産分野検討分科会取りまとめ））、その着実な実施が課題とな

っています。

このため、プロジェクトの中心的課題である、対象地域におけるロボットなど先進

的技術の開発・実証研究の取組を支援します。

２ 公募研究課題

本事業では、対象地域において、農林業に関する作業の効率化、省力化、軽労化に

資するロボットの研究開発を行うものとし、具体的には別紙１の研究開発課題につい

て研究計画を募集します。

３ 応募要件等

（１）応募要件

本事業の応募者は、複数の研究機関等（※）が共同で事業を実施する研究グループ

を構成し、次のアからウまでの要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれ

の分担関係を明確にした上で、応募は研究グループの代表機関から行っていただく必

要があります。

なお、事業実施主体として採択された後、補助金の交付決定までの間に、当該研究

グループを構成する研究機関の変更等重大な変更があった場合には、採択の取り消し

を行うことがあります。

ア 研究グループを組織して共同研究を行うことについて、グループに参加する全



- 2 -

ての機関が同意していること。

イ 事業実施主体として採択された後、補助金の交付申請を行うまでの間に、研究

グループとして、実施予定の研究課題に関する規約を策定すること（規約方式）、

研究グループ参加機関が相互に実施予定の研究課題に関する協定書を交わすこと

（協定書方式）又は共同研究契約を締結すること（共同研究方式）が確実である

こと。

ウ 福島県又は対象地域の地方自治体が研究グループ又は普及協力機関に入ってい

ること。

※ 研究機関等とは、法人格を有する者であって、次の２つの要件を満たすものを

いいます。

（ア） 研究を行うための研究体制を有すること。

（イ） 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。

（２）研究グループの代表機関の資格要件

代表機関は次のアからウまでの要件を満たす必要があります。

ア 民間企業、技術研究組合、公益法人、一般法人、独立行政法人、大学、地方公

共団体、NPO法人、協同組合等の法人格を有する研究機関等であること。
イ 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。

ウ 研究の企画・立案及び進行管理を行う能力・体制を有するとともに、研究代表

者（※※）及び経理責任者を設置すること。

※※ 研究代表者は、次の４つの要件を満たす必要があります。

Ａ 原則として代表機関に常勤的に所属しており、国内に在住していること。

Ｂ 当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること。

Ｃ 当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進

行管理能力を有していること。

Ｄ 長期出張により長期間研究が実施できない場合、又は人事異動、定年退職等

により代表機関を離れることが見込まれる場合に該当しないこと。

（３）研究管理運営機関の特例措置

ア 本事業では、農林水産技術会議事務局長（以下「事務局長」という。）が必要と

認めた場合に限り、交付申請業務等や経理業務を研究グループの代表機関に代わ

って行う機関（以下「研究管理運営機関」という。）を設置できるものとします。

研究管理運営機関を設置する場合は、研究計画の様式２－４に設置する理由等を

記載し、応募書類と一緒に事務局へ提出していただきます。

なお、研究管理運営機関を設置できる例としては次のとおりです。

（ア） 研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊性を考慮し、（２）

のアのうち地方公共団体が研究グループの代表機関となる場合であって、かつ、

地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合。

（イ） 研究グループの代表機関が中小企業等であり、国との間で交付申請業務等

の実績がほとんどないため、事務手続き等が著しく遅延すると認められる場合。

イ 研究管理運営機関となる場合は、次の（ア）から（ウ）までの要件を満たす必

要があります。

（ア） 国内に設置された機関であり、法人格を有すること。

（イ） 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有している
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こと。

（ウ） 研究グループの代表機関と一体となって事業を推進することができる範囲

の地域に所在すること。

４ 成果目標及び研究成果等

（１）研究計画を策定する際は、浜通り地域における技術ニーズを把握するとともに、

高機能、低コスト、安全を踏まえたものになるよう努めていただきます。

（２）研究計画に記載される「研究開発の成果目標」については、対象地域が抱える問

題の解決への貢献、先導性又は新規性、優位性を踏まえた上で、単位面積当たりの

作業時間、作業人数、労働強度、作業コストなど、ロボット技術の導入による作業

の効率化・省力化・軽労化の効果を図ることができる定量的な目標値を設定するも

のとします。

また、研究が終了する時点や研究の実施途中においても必要に応じて、上記に示

した目標値について検証を行っていただきます。

（３）成果目標の目標年度は、平成２８年度から平成３２年度までの間で、事業実施主

体が設定するものとします。

（４）研究成果の取りまとめにあたっては、研究開発に係る効果を示す等、浜通り地域

における農業者や事業者等が研究成果を活用する際に、分かりやすい成果として提

示できるよう留意して下さい。

（５）研究期間終了後、研究開発によって確立された新たな技術の効果の検証や機器の

改良、システムのメンテナンスや基本データの更新等をどのように行うのかなど、

研究期間終了後においても研究成果の活用が十分になされるような継続的な研究実

施体制を整備するよう留意して下さい。

５ 補助対象経費及び研究課題の規模等

（１）補助対象経費

ア 直接経費：研究開発に直接必要な経費

（ア）人件費

研究員等（ポストドクターを含む）の人件費。ただし、国又は地方公共団体

からの交付金等で常勤職員の人件費を負担している法人（地方公共団体を含む。）

については、常勤職員の人件費は計上できません。

なお、計上に当たっては、研究員の勤務時間のうち本事業が占める割合（研

究専従率）を人件費単価に乗じた額とします。

（イ）謝金

補助事業者以外の学識経験者等に対する謝金、原稿の執筆、研究協力等に対

する謝金。

（ウ）旅費

研究開発に係る国内外への調査旅費、学識経験者の検討委員会出席旅費等。
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（エ）試験研究費

ⅰ) 機械、設備、備品費

原型のまま比較的長期に反復使用できるもので、取得価格が５万円以上の

もの。

なお、借用（リース等）の方が経費を抑制できる場合には、経済性の観

点から可能な限り借用にして下さい。

また、研究グループに参画する民間企業等から調達する場合には、利益

排除による原価での取得として下さい。

ⅱ) 借料及び損料

会場、ほ場、機械、設備、備品の借用料等。

ⅲ) 通信運搬費

郵便代、運送代等。

ⅳ) 消耗品費

機械・設備・備品費に該当しない物品。

ⅴ) 印刷製本費

報告書、資料等の印刷・製本にかかる経費。

ⅵ) 光熱水料、燃料費

研究開発に使用する電気、ガス及び水道料等。

ⅶ) 賃金

研究開発に従事する研究補助者等の賃金。

ⅷ) 雑役務費

研究開発に必要な加工・試作・改良、分析の外注費、手数料等。

ⅹ) 保険料

研究開発を実施するために直接必要なロボットを操作する者に対する保険

料。

ⅺ) 資材費

研究開発を実施するために直接必要な種子・苗、肥料等の資材に係る経費。

ⅻ) その他費用

研究開発に直接必要な経費で事務局長が必要と認めたもの。

イ 一般管理費：研究の遂行に伴う研究機関の管理等の経費として、ア（エ）の

試験研究費の１５％を上限として計上することができます。事業

に付随することが明確なものに限り、事務費、光熱水料、燃料費、

通信運搬費、租税公課、事務補助職員の賃金等が該当します。

なお、光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する場合

には、事業に携わる人数比で按分するなどして合理的に算出し、

本事業に係る経費であることを明確に区分して下さい。

（２）補助対象経費として認められない経費

不動産取得に関する経費、汎用性のある事務用机、椅子など補助対象経費として

認められない経費がありますので、疑義がある場合はお問い合わせ下さい。

（３）研究課題の規模

平成２８年度の課題当たりの補助額の上限は、以下のとおりとします。

・ 別紙１（１）に掲げる技術・・・４０，０００千円以内
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・ 別紙１（２）に掲げる技術・・・３０，０００千円以内

・ 別紙１（３）に掲げる技術・・・１０，０００千円以内

・ 別紙１（４）に掲げる技術・・・４０，０００千円以内

同じ応募者から複数の課題（異なる要素技術）を提案することができます。

なお、応募のあった金額については、予算及び補助対象経費等の精査により減額

することがありますので、御承知置き下さい。

（４）補助率

補助対象経費は定額補助です。

６ 事業実施期間

交付決定日から平成３３年３月３１日までの間で、事業実施機関が定めた期間とし

ます。

ただし、交付決定は単年度毎に行われますので、研究計画の採択が翌年度以降の補

助金の交付決定を保証するものではありません。

７ 応募手続き

（１）応募から事業着手までの流れ

平成２８年２月２５日（木）公募開始（公示）

２月２９日（月）公募説明会

３月１６日（水）応募締切

３月１８日（金）応募のあった研究計画の審査

３月下旬予定 採択予定機関の決定・公表

４月上旬予定 研究計画及び事業実施計画の承認、補助金交付決定、

事業着手

（２）応募方法

研究グループの代表機関の研究者が、研究グループの研究内容をとりまとめた上

で、府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。http://www.e-rad.go.jp）
を使用して応募して下さい。

e-Rad を利用するためには、研究機関及び研究者情報の登録が必要となります。
登録手続には日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕を持って登録

手続をして下さい。なお、他省庁等が所管する制度・事業で登録済の場合は再度登

録する必要はありません。（詳しくは、e-Radヘルプデスク（※１）にお聞き下さい。）
e-Radでの応募の際には、e-Rad上で所属研究機関の事務代表者による応募情報（※

２）の承認を受ける必要があります。応募期間内に事務代表者による承認がない場

合には、応募情報は事務局に提出されませんのでご注意下さい。

その他 e-Radを使用するに当たり必要な手続きについては、e-Radのポータルサイ
トを参照して下さい。

（※１）e-Radヘルプデスク
TEL ０１２０－０６６－８７７ ０３－３４５５－８９２０

受付時間 ９：００～１８：００（土、日、祝日を除く）
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（※２）応募情報

e-Rad では、研究代表者が入力した研究基本情報や研究組織情報、採択状況等
及び事務局が定めた応募様式に必要事項を記載した「応募内容ファイル」に含ま

れる内容を総称して「応募情報」といいます。また、「応募情報」をＰＤＦファイ

ルに変換したものを「応募情報ファイル」、これを印刷したものを「応募内容提案

書」といいます。

（３）応募受付期間

本事業への応募期間は、次のとおりとします。

平成２８年２月２５日（木）から２８年３月１６日（水）１７：００まで

同システムの利用可能時間帯は、次のとおりです。

（月～金曜日）午前６：００～翌日午前２：００

（土～日曜日）正午～翌日午前２：００

祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。

なお、上記利用可能時間内であっても保守・点検を行う場合、システムの運用停

止を行うことがありますので御注意下さい。

（４）応募書類

研究計画一式

研究計画の作成に当たっては、本要領に従い、別紙２の「研究計画様式」に御記

入下さい。なお、研究計画は日本語で作成して下さい。

（５）応募に当たっての注意事項

ア 本事業の応募の締切に遅れた場合には、受け付けることができません。

イ 提出後の応募情報ファイルの修正には応じられません。

ウ 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。

エ 次の場合には応募は無効となりますので、御注意下さい。

（ア） 応募資格を有しない者が研究計画を提出した場合

（イ） 研究計画に不備があり、事務局が研究計画の修正を依頼した場合において、

期限までに修正できなかった場合

（ウ） 研究計画に虚偽が認められた場合

８ 説明会の開催

公募に係る内容、交付手続、研究計画等について、説明会を実施します。説明会へ

の出席は、採択要件ではありません。

説明会開催地、日程、参加方法等については、以下のとおりです。

・日 時：平成２８年２月２９日（月）１０：３０～

・場 所：コラッセふくしま研修室Ａ

・所在地：福島県福島市三河南町１番２０号

・申込締切：２月２６日（金）１２：００

・申込記載：（機関名・所属、氏名、連絡先、参加人数）

・申込先（ＦＡＸ）：０３－３５０７－８７９４
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９ 採択課題の選定

（１）選定方法

応募課題の選定は、外部専門家（大学、企業などの研究者等）等で組織する審査

会において、（２）の審査基準に基づいて、面接により行うことを予定していますが、

応募者が多数の場合は書類による審査で面接対象課題を選定した上で面接審査を実

施し、選定する場合があります。

審査に当たっては、必要に応じて、応募者に、研究計画のほかに、別途追加資料

の提出等を求める場合があります。

審査は非公開で行われ、審査の経過に関する問い合わせには応じられません。

また、応募課題の利害関係者は、当該課題の審査から排除されることになってい

ます。

審査委員の所属、氏名等は、採択先決定後、ホームページで公表します。

ただし、研究計画に記載された個人情報、知的財産に係る情報等を保護する観点

から、審査内容は公表しません。

（２）審査基準

審査基準は次のアからオまでです。

なお、研究計画の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第１７条第

１項又は第２項に基づき交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の

原因となる行為を行った研究機関を含む応募者については、本事業に係る事業実施

の適格性の審査において、その事実を考慮するものとします。

ア 提案内容が事業の趣旨に合致し、別紙１に掲げている技術と合致する研究内容

になっているか。

イ 提案内容について、対象地域が抱える問題の解決への貢献及び先導性、新規性

又は優位性が明確化され、技術的に優れているか。

ウ 提案内容が３（２）により応募者が掲げる「研究開発の成果目標」に向けて十

分かつ意欲的な内容となっているか。

エ 高い技術シーズの保有、研究成果の波及等の可能性はあるか。

オ 提案内容に対して必要経費の積算が効率的かつ適正なものとなっているか。

（３）採択決定

各研究分野毎に上記（２）の審査基準に基づき採点・審査を行い、予算の範囲で

優良な研究計画を採択します。

（４）面接審査の日程

面接審査は、平成２８年３月１８日（金）です。

（５）選定結果等の公表・通知

選定結果については、応募したすべての者に通知するとともに、e-Rad による提
案時に付与される応募番号又は登録番号を農林水産省のウェブサイトに掲載するこ

とで速やかに公表する予定です。
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不採択となった課題については、不採択理由等をお知らせします。

なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内

容等に関する照会には応じません。

また、採択された事業実施主体は、速やかに研究計画、研究グループ設立規約、

補助金等交付申請書等必要な書類を作成し、提出していただき、国からの交付決定

を受け研究開発に着手していただきます。

この他、審査の過程で、必要に応じて研究の実施に当たって見直しが必要とされ

た事項等（研究費補助額も含む）をお知らせします。見直しが必要とされた事項等

については、研究計画に反映して提出していただきます。

10 本事業の運営管理及び評価について

（１）運営管理について

事務局は、研究グループの代表機関と密接な関係を維持しつつ、事業の目的及び

目標に照らした適切な運営管理を行います。状況によっては、研究計画の見直し、

研究費の増減、研究の中止を求めることがあります。

（２）評価について

目標年度終了後、ヒアリングによる事後評価を実施しますので、事業評価報告書

を提出していただきます。

（３）事業終了後のフォローアップ調査

実施された研究課題がもたらす波及効果等の把握のために、事業終了後にフォロ

ーアップ調査を実施しますので、実証を行った場合は経営体との関係を維持する等、

研究成果の導入実績や効果などを把握しておいて下さい。

11 補助金の経理

交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳、会計帳簿の整理

保管並びに機器整備等財産の取得及び管理等をいう。以下同じ。）を実施するに当たっ

ては、次の点に留意する必要があります。

（１）選定された事業実施主体（研究グループを構成する各研究機関を含める。以下同

じ）は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、適正化法、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び農林畜水産

業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号。以下「交付規則」という。）

に基づき、適正に執行すること。

（２）選定された事業実施主体は、補助金の経理を他の事業等と区別し、事業実施主体

の会計部署等において実施すること。

12 研究成果の管理等について

（１）研究成果の公表

本事業の研究成果については、事務局において公表します。

その際、研究グループの代表機関に協力を求めることがありますので御承知置き
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下さい。

また、研究グループの代表機関において、新聞、図書、雑誌論文等による研究成

果の発表を行う場合には、本事業による研究成果であることを明記の上、適宜、事

務局長に御報告をお願いします。

（２）知的財産の管理

事業実施主体は、研究グループにおける知的財産の取扱い方針を検討した上で、

本事業を実施していただきます。

また、事業実施主体は、知的財産マネジメントについて知見を有する者（民間企

業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学 TLO、コンソーシアムを構成
する研究機関の知的財産部局や技術移転部局等）の助言を得ながら、知的財産マネ

ジメントを進めていただきます。

知的財産の取扱い方針の検討に当たり、研究成果に係る知的財産権の研究ライセ

ンスについては、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財

産権についての研究ライセンスに関する指針」（平成１８年５月２３日総合科学技術

会議）の考え方を踏まえて検討いただきます。また、研究成果に係るリサーチツー

ル特許の使用については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使

用の円滑化に関する指針」（平成１９年３月１日総合科学技術会議）に基づき、対応

していただきます。

（３）収益納付

補助事業終了後、本事業の成果による収益状況を報告していただき、相当の収益

が得られたと認められた場合は、交付した補助金の額を限度として、交付した補助

金の全部又は一部に相当する額を納付していただきます。

（４）事業で取得した財産の管理及び処分の制限

本事業により取得し又は効用の増加した機械等の財産については、補助事業完了

後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的

に従って、その効率的な活用を図らなければなりません。

また、本事業で取得した財産のうち１件当たりの取得価額が５０万円以上のもの

については、交付規則で定める処分制限期間中は処分（補助金交付の目的と異なる

使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること。以下同じ。）できないこととなってい

ます。処分する場合は、事前に農林水産大臣に承認を受けなければなりません。な

お、農林水産大臣が承認した取得財産の処分によって得た収入については、交付を

受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付していただく

ことがあります。

13 その他応募に当たっての注意事項

（１）重複申請等の制限

同一の研究計画の内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への

申請を行っている場合、申請段階（補助金交付候補者として選定されていない段階）

で、本事業に応募することは差し支えありませんが、他の事業への申請内容、他の

事業の選定の結果によっては、この事業の審査の対象から除外され、又は事業実施
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主体の選定の決定若しくは補助金の交付決定が取り消される場合があります。

（２）研究費の不正使用等への対応

ア 不正使用等防止に向けた取組

研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不正使用等の防止に

関する取組について（共通的な指針）」（平成１８年８月３１日総合科学技術会議）

に則り、農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」（平成１９年１０月１日付け１９農会第７０６号農林水産技術

会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知）を策定しました。本事業で実施

する研究活動には、このガイドラインが適用されますので、各研究機関におきま

しては、このガイドラインに則り、研究費の管理・監査体制を整備していただく

必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整

備等の状況に関する現地調査が行われる場合がありますので、御承知置き下さい。

イ 不正使用等が行われた場合の措置

本事業及び当省の他の事業並びに他府省庁の事業において、研究費の不正使用

又は不正受給を行ったために、事業費の全部又は一部を返還した研究課題の研究

者及びこれに共謀した研究者につきましては、次のとおり、一定期間、本事業へ

の参画を認めないこととします。

(ｱ) 研究費の不正使用を主導的に行った研究者

事業費を返還した年度の翌年度以降２年以上５年以内の間で、その不正使用

の内容等を勘案して相当と認められる期間

(ｲ) 不正受給を主導的に行った研究者

事業費を返還した年度の翌年度以降５年間

(ｳ) 不正使用等を共謀して行った研究者

その不正使用又は不正受給を主導的に行った研究者と同一の期間

(ｴ) 他府省庁を含む他の事業費において不正使用等を主導的に行った研究者及び

共謀して行った研究者

事業費において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期間

なお、上記の措置につきましては、当該不正使用等の概要を他の事業を所管す

る国の機関へ提供することにより、他の事業等においても参画が制限される場合

があります。

（２）研究上の不正行為への対応

ア 不正行為防止に向けた取組

農林水産省では、研究活動の不正行為に関し、「研究不正行為への実効性のある対

応について」（平成２６年９月１９日総合科学技術・イノベーション会議決定）を踏

まえ、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」

（平成１８年１２月１５日付け１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、

林野庁長官及び水産庁長官通知）及び「農林水産省が配分する研究資金を活用した

研究活動における特定不正行為への対応に関する規程」（平成１８年１２月１５日付

け１８農会第１１４８号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通

知）（以下「ガイドライン等」という。）を策定しています（※）。本事業で実施す

る研究活動には、このガイドライン等が適用されます。各機関においては、ガイド

ライン等に基づいて、研究倫理教育責任者を設置するなど不正行為を未然に防止す
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る体制を整備をするとともに、機関内の研究活動に関わる者を対象に、事業開始時

までに研究倫理教育を実施していただく必要があります（研究倫理教育を実施して

いない機関は、本事業に参加することはできません）。また、研究活動の特定不正行

為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗

用）に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告発があっ

た場合の調査委員会の設置及び調査の実施等、研究活動の特定不正行為に対応する

適切な体制を整備していただく必要があります。

（※農林水産省のガイドライン等については、

http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior.htmを御覧下さい。）

イ 特定不正行為が行われた場合の措置

特定不正行為があったと認定された研究に係る資金の配分を受けた機関に対し、

当該研究に配分された研究費の一部又は全部の返還を求める場合があります。

また、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定不正行為に関与したとま

では認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の

内容について責任を負うものとして認定された著者に対し、以下のとおり、一定期

間、農林水産省所管の研究資金等への申請を制限する場合があります。

① 特定不正行為に関与したと認定された者については、その特定不正行為の程度

により、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降２年から１０年

② 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があった

と認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著

者については、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降１年から３年

さらに、各機関の体制整備状況等について調査を行い、体制不備が認められた機

関には、改善事項等を示した管理条件を付しますが、その履行が認められないや正

当な理由無く調査が遅れた場合は、研究に係る経費の一部を削減する可能性があり

ます。

なお、上記の措置の対象となった者の氏名・所属、当該措置の内容、特定不正行

為の内容等を公表するとともに、国費による研究資金を所管する各府省及び農林水

産省所管独立行政法人に情報提供しますので、他の事業等においても申請が制限さ

れる場合があります。

14 問合せ先

本件に関するお問合せは、応募の締切までの間、下記において受け付けます。

なお、審査経過、他の提案者に関する事項、応募に当たり特定の者にのみ有利とな

る事項等にはお答えできません。また、これら以外のお問合せについては、質問者が

特定される情報等を伏せた上で、質問及び回答の内容を事務局のホームページにて公

開させていただきますので、御承知おき下さい。

記

【公募全般について】

農林水産技術会議事務局 研究企画課

担当者：松井、高坂
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ＴＥＬ：０３－３５０２－７４０６

ＦＡＸ：０３－３５０７－８７９４

【研究開発の内容（別紙１（１）～（３）の内容）】

農林水産技術会議事務局 研究統括官（生産技術）室

担当者：飯嶋

ＴＥＬ：０３－３５０２－２５４９

ＦＡＸ：０３－３５０２－４０２８

【研究開発の内容（別紙１（４）の内容）】

林野庁 研究指導課

担当者：森

ＴＥＬ：０３－３５０２－５０２５

ＦＡＸ：０３－３５０２－２１０４

【e-Rad について】
e-Rad ヘルプデスク（http://www.e-rad.go.jp/contact/index.html）
ＴＥＬ：０１２０－０６６－８７７ 又は ０３－３４５５－８９２０

受付時間 ９：００～１８：００（土、日、祝日を除く）

http://www.e-rad.go.jp/contact/index.html


（別紙１）

補助対象となる 研究開発の内容

研究開発課題

（１）ロボットトラクタの 帰還が進まない対象地域での担い手不足に対応

開発及び実証 するため、北海道大規模畑作を主な対象として

開発が進められてきた有人-無人型の自動走行シ
ステムについて、中型トラクタ（５０～７０馬

力程度）に低コストで搭載できるようにするた

めの改良及び現地実証を行う。

（２）除草用ロボットの開 労働負担が大きい畦畔・法面の除草作業の軽労

発及び実証 化が特に求められている対象地域において、国

内で開発が進められている畦畔法面除草用ロボ

ットのうち最も実用化に近い段階に進んでいる

ものの改良及び現地実証を行う。

（３）アシストスーツの開 帰還が進まない対象地域において、園芸品目（ブ

発及び実証 ロッコリー、カボチャ、梨等）や水稲の管理・

収穫・調製作業の軽労化のニーズが高くなって

いるため、国内で開発や実証が進んでいるアシ

ストスーツのうち最も適切なものを活用し、当

該作業に適用できるようにするための改良及び

現地実証を行う。

（４）苗木植栽ロボットの 対象地域における海岸防災林の早期造成に向

開発及び実証 け、現在は人手に頼っている植栽作業の機械化

へのニーズが特に高くなっているため、国内で

開発が進められている苗木植栽ロボットを活用

し、海岸林特有の密植などの条件下で当該作業

が適用できるようにするための改良及び現地実

証を行う。



（別紙２） 

福島イノベーション・コースト構想に基づく 

先端農林業ロボット研究開発事業 

 研究計画様式（提案書） 

 

・ ロボットトラクタの開発及び実証 

・ 除草用ロボットの開発及び実証 

・ アシストスーツの開発及び実証 

・ 苗木植栽ロボットの開発及び実証 

※いずれかに○印を付けること。 

 

研究グループの名

称（予定） 
 

 

研究計画名  

 

研究実施期間 平成２８年度～平成○○年度 （○）年間 

 

目標年度 平成○○年度 ※研究実施期間の終了年度と同じにすること。 

 

研究費の見込額 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

○○(千円) ○○(千円) ○○(千円) ○○(千円) ○○(千円) 

 （必要に応じて欄を削除） 

 

（フリガナ） 

研究代表名 

 

 
役職 

 

 

所属機関名  

所属部署名  

勤務先 

住所等 

〒 

住所： 

電話： FAX： 
e-mail： 
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様式１－１ 

【研究グループの構成】 

 
機関名 

（支所等名まで記載） 

主な役割 

（簡潔に記載） 

 

研究実施期間における 

研究費の見込額 

 

国 費 

（千円） 

その他 

（千円） 

合 計 

（千円） 

代表 

機関 
     

共同 

研究 

機関 

     

     

     

     

     

研究管

理運営

機関 

     

合  計    

（必要に応じて行を追加・削除） 

※１ その共同研究機関をメンバーとする理由及び役割分担を簡潔に記載して下さい。 

   ※２ 研究管理運営機関の項目は、該当する場合のみ記載して下さい。 

 

 

 ② 研究グループの設立時期又は見込み 
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様式１－２ 

【研究計画のポイント】 

 各項目について簡潔に記載して下さい。 

① 現場のニーズ（対象地域が抱える問題） 

 

 
②  研究計画の概要 

 

 
③ 研究計画の成果目標 

 

 
④ 研究内容の先導性、新規性又は優位性 

 

 
⑤ 研究開発の可能性（シーズの保有） 

 

 

⑥ 研究開発の波及性（研究成果の普及） 

 

 

⑦ 研究の内容に対する必要経費の妥当性（効率的な研究経費となっているか） 
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様式１－３ 

【研究実施体制図（研究グループ及び普及協力機関の関係図）】 

 

（記載例） 

（注１）研究機関ごとに、研究実施場所、実施項目を記載して下さい。 

（注２）「普及協力機関」については、そのことが分かるように記載して下さい。 

代表機関 

○○研究所 

・研究実施場所： 

 ○○センター（○○市） 

・研究課題： 

 ○○○○の開発 

研究管理運営機関 

○○株式会社 

・交付申請業務 

・経理執行業務 

共同研究機関 

○○大学 

・研究実施場所： 

 ○○研究室（○○市） 

・研究課題： 

 ○○○○の技術開発 

共同研究機関 

○○改良普及センター 

・研究実施場所： 

 ○○研究所（○○市） 

・研究課題： 

 ○○○○の実証 

共同研究機関 

○○県試験場 

・研究実施場所： 

 ○○センター（○○市） 

・研究課題： 

 ○○○○の評価 

 

普及協力機関 

○○市 

 

研究グループ 

研究グループの規程等に基づく

資料請求、交付 

協
力 
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様式２－１ 

【研究計画の具体的内容】 

１．研究開発の目的と解決すべき技術的課題 

現場の技術開発ニーズ（対象地域が抱える問題）に基づき、研究に取り組む背景と目的等につ

いて記載して下さい。 

また、その目的を達成するために解決すべき技術的課題とそれを解決する手法について、分か

りやすく記載して下さい。 

 

 

２．研究開発の内容 

提案する研究開発等の方式又は方法について、研究開発の具体的内容及び成果目標を踏まえて、

具体的に記載して下さい。 

 

 

３．研究計画の成果目標 

公募要領の４の（２）に留意し、提案する研究計画の成果目標を記載して下さい。 

（具体的かつ定量的データにより記載。） 

 

 

４．提案技術の技術的優位性 

提案技術の先導性又は新規性、優位性について、従来から一般的に行われてきた方法（従来技

術等）や他の同様の技術と比較するなどして、分かりやすく記載して下さい。 

 

 

５．技術シーズの保有状況 

事業化に向けて保有しているシーズ及びその活用方法について、分かりやすく記載して下さ

い。 

 

 

６．研究成果の普及の可能性 

研究成果がどの程度幅広い地域に普及するかを具体的に記載して下さい。 

 

 

７．年次計画  

（１）研究計画の構成及び全体計画 

研究計画における年次計画について、研究項目ごとに分かりやすく記載して下さい。 

特に各研究機関が実施する研究内容がどう連携されているのかがわかるように体系的に記

載して下さい。 

また、研究内容によって、事業実施後も継続して行う場合は全体計画を記載して下さい。 

 

研究項目と役割分担 
平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

事業 

終了後 

（記載例） 

 (1)・・・の開発（○○研究所） 

 (2)・・・の評価（○○県試験場） 

 (3)・・・の実証（○○改良普及

センター） 
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（必要に応じて欄を削除） 

 

（２）研究開発の全体計画と研究項目ごとの研究方法 

研究開発の全体計画及び各研究項目について、目標を達成するため、どのような研究を行う

のかを具体的に分かりやすく記載して下さい。 

 

 

８．研究開発の実績等 

（１）現に実施又は応募している公的資金による研究開発 

現に実施あるいは応募している公的資金による研究開発がある場合には、今回応募する研

究代表者のほか、代表機関及び共同研究グループの研究員ごとに、制度名、研究計画名、実

施期間及び予算額を記載して下さい。また、今回応募する研究計画と関連する場合は、その

研究成果・内容を簡潔に記載するとともに、本事業の研究計画と明確に区別できることを記

載して下さい。 

 

（記載例） 

研究代表者名（所属機関） 

○○事業費（○○省）、「・・・に関する技術開発」（2005 ～ 2009） 

○○助成費（○○省）、「・・・に関する研究」（申請中）（2009 ～ 2012） 

共同研究機関の研究員（所属機関） 

 

（２）共同研究機関のグループとしてのこれまでの活動状況 

研究計画を応募するに当たって、共同研究グループ（完全に同じ研究実施体制でなくても

結構です。）としてのこれまでの活動状況（産学官連携に関する研究会、検討会への参画、

他機関との共同研究実績等）について、簡潔に記載して下さい。 

 

（３）現に実施し、又はこれから実施する予定の自己資金により並行して実施する研究開発 

本研究計画に基づき事業を実施した後に、当該業務から得られた研究開発成果を実用化す

るために必要な実証研究、最適化研究、製品開発などの研究開発を並行して実施する際は、

その研究概要、目標（性能等）を明らかにして下さい。 

また、今回応募した補助事業による研究内容と類似する自己資金で実施する研究内容を区

別できることを明確に記載して下さい。 

 

 

９．研究費の詳細見込額 

（１）平成２８年度経費別内訳 グループ合計                      

経費の内訳 
研究費見込額（千円） 

備 考 
国 費 その他 

①  直接経費   ア～オの計 

ア．人件費    

イ．謝金    

ウ．旅費   注３を参照 

エ．試験研究費    
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（うち機械・設備・備品費） （       ） (       )  

（うち借料及び損料） （       ） (       )  

（うち通信運搬費） （       ） (       )  

（うち消耗品費） （       ） (       )  

（うち印刷製本費） （       ） (       )  

（うち光熱水費、燃料費） （       ） (       )  

（うち賃金） （       ） (       )  

（うち雑役務費） （       ） (       )  

（うち保険料） （       ） (       )  

（うち資材費） （       ） (       )  

（その他費用） （       ） (       )  

②  一般管理費   注５を参照 

合 計（①＋②）    

（注１）経費の内訳は、公募要領５の（１）「補助対象経費」に従って記載して下さい。 

（注２）各見込額は、消費税込みで記載して下さい。 

（注３）外国での研究等を予定している場合は、備考欄に外国旅費の見積額を記載して下さい（記

載例 外国旅費○○○千円）。また、どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、  

様式２－１【研究計画の具体的内容】の「２．研究計画の内容」に具体的に記載して下さい。 

（注４）取得価額５０万円以上の機械・備品等の購入や改良・試作等があれば内容も記載して下さ

い。 

（注５）一般管理費は、試験研究費の１５％に相当する額以内で計上して下さい。 

 

（２）機械・備品費の内訳（単位：千円）  

機械・備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 
単価 金 額 使用目的及び必要性 設置場所 

 

 

     

 

 

     

※１ 経費別内訳の「うち機械・備品費」欄に計上した機械・備品費の内訳を記載して下さい。 

※２ 耐用年数が３年以上の機械・備品については、原則としてリースまたはレンタル方式（こ

の場合の経費は「借料及び損料」になりますので、この欄には記入しないで下さい。）によ

り導入することとし、購入が認められる機械等はリースやレンタルができない機械等が対象

です。 

※３ 計上していない機械・備品の購入は、原則、認められません。 

※４ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は計上できません。 
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１０．参画機関及び研究者情報 

（１）参画機関の概要 

参画機関（代表機関含む）の代表者名、住所等（実際に研究を実施する支所、学部等ごとに作成） 

代

表

機

関 

機関名  

所在地住所 
〒◯◯◯－◯◯◯◯ 

 

研究代表者 

氏名 E

ふりがな

 
 

役職名 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL  FAX  

e-mail  エフォート （%） 

経理責任者 

A E氏名 E

ふりがな

 
 

 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL    

e-mail    

業務概要  

従業員数 （人）  

財務状況 

（注４～５） 

年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

当期純利（千円）    

資本金（千円）    

純資産（千円）    

 

共

同

研

究

機

関 

機関名  

所在地住所 
〒◯◯◯－◯◯◯◯ 

 

研究実施責任者 

A E氏名 E

ふりがな

 
 

役職名 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL  FAX  

e-mail  エフォート （%） 

経理責任者 

A E氏名 E

ふりがな

 
 

役職名 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL  FAX  

e-mail  

業務概要  

従業員数 （人）  

財務状況 

（注４～５） 

年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

当期純利益（千円）    

資本金（千円）    

純資産（千円）    

 

研

究

管

機関名  

所在地住所 
〒◯◯◯－◯◯◯◯ 
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理

運

営

機

関 

研究管理運営 

実施責任者 

A E氏名 E

ふりがな

 
 

役職名 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL  FAX  

e-mail  エフォート （%） 

経理責任者 

A E氏名 E

ふりがな

 
 

役職名 
 

所属 ○○○部○○○課 

TEL  FAX  

e-mail  

業務概要  

従業員数 （人）   

財務状況 

（注４～５） 

年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

当期純利益（千円）    

資本金（千円）    

純資産（千円）    

（注１）研究代表者と経理責任者は、別の者である必要があります。 

（注２）電話番号、FAX番号、e-mailアドレスは半角文字で記載して下さい。 

（注３）共同研究機関が複数ある場合は、様式を追加して下さい。 

（注４）財務状況は「貸借対照表」又は「損益計算書」の金額を記入して下さい。 

（注５）地方公共団体に関しては、財務状況の記入は不要です。 

（注６）研究管理運営機関の項目は、該当する場合のみ記載して下さい。 

 

（２）研究者情報 

①研究代表者の経歴等（研究代表者のみ記載） 

研究代表者名  

最 終 学 歴  

学 位  
主な職歴と 

研 究 内 容 
 

 
②主な研究論文、著書及び特許の取得（研究代表者・研究分担者すべての者において記載） 

氏 名 学位 所属・役職 主な研究論文・著書・特許（近年の重要なものを５件以内） 

    
    
    

（提案課題と関連があるものについては◎をつけること） 
（注１）著者（共著者）に本人及び研究分担者が含まれる場合は名前にアンダーラインを付すこと 
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様式２－２ 

【参画機関の特許権等への取組状況】 

研究計画名  

代表機関名  研究代表者名  

 

（１）当該研究計画についての、成果の活用に係る方針、指針等の有無 

 

 

（２）各参画機関における職務発明規程の他、特許権等の管理指針、ポリシー、規程等の有無 

 

 

（３）研究グループにおける特許権等管理指針、ポリシー、規程等の有無 

 

 

（４）各参画機関における特許権等の担当部署や担当官、特許権等に関する問合せ窓口の配置（設

置）の有無 
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様式２－３ 

【経理事務体制について】 

研究計画名  

代表機関名  研究代表者名  

研究管理 
運営機関名  

研究管理運営機
関の責任者名 

 

 

１．区分経理処理が行える会計の仕組みについて 

 

 （１）現在、区分経理処理が行える会計の仕組みが整備できていますか。 

※どちらかに○を付して下さい。 

 

  ・ 現在整備できている 

 

  ・ 現在整備できていない 

 

 

 

 （２）その内容 

 

 

 

 

２．経理執行体制について 

（１）現在の経理体制・職務内容 

 

 

 

 

（２）内部牽制について 
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様式２－４ 

【研究管理運営機関を活用する理由書】 

 

研究計画名  

代表機関名  研究代表者名  

研究管理 
運営機関名 

 研究管理運営機
関の責任者名 

 

 （研究管理運営機関を活用する理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○○年○○月○○日 

代表機関の財政担当責任者 

 

担当者の連絡先 

担当者氏名  

所 属 部 署  

役   職  

電話番号・FAX  

E-mail  

 

（注）課題が採択された場合、代表機関の財政担当責任者の公印を押印したものを速やかに提出し

ていただきます。 
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