
（農林水産省26－⑱）

23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

25年度
[百万円]

(1)
独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構法
（平成13年）

－ － － －

(2)
独立行政法人農業生物資源研究
所法
（平成13年）

－ － － －

(3)
独立行政法人農業環境技術研究
所法
（平成13年）

－ － － －

(4)
独立行政法人国際農林水産業研
究センター法
（平成13年）

－ － － －

(5)
独立行政法人森林総合研究所法
（平成13年）

－ － － －-

-

-

-

-

政策に関係する内閣の重要政策
食料・農業・農村基本計画（平成22年3月30日）
　第３ ４ （１）技術・環境政策等の総合的な推進
第4期科学技術基本計画（注２）（平成23年8月19日）

政策評価
実施予定時期

平成26年８月

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 26年度
当初予算額

[百万円]

平成26年行政事業レ
ビュー

事業番号
政策手段の概要等

平成26年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

農林水産分野の研究開発 担当部局名
農林水産技術会議事務局　（大臣官房、林野庁、水産庁）
【農林水産技術会議事務局総務課/技術政策課/研究推進課/国際研究課/研究統括官室/
各研究開発官室、大臣官房政策課、林野庁研究・保全課、水産庁増殖推進部研究指導課】

　独立行政法人農業生物資源研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上
の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

政策の概要
【施策の概要】

　我が国の農林水産業・農山漁村が直面する状況や国際的な課題の克服に向けて、革新的な研究開発を
計画的かつ効率的に進めるため、食料・農業・農村基本計画を踏まえ、平成22年３月に新たな農林水産研
究基本計画（注１）を定めて重点的に研究を推進している。具体的には、同研究基本計画において策定時か
ら10年程度を見通した達成目標を「農林水産研究の重点目標」として位置付け、以下の研究領域ごとに研究
開発を推進するとともに、重点目標を達成するための研究推進の施策を行う。
　なお、平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に対応するため、平成24年3月に
策定した｢農林水産研究における原発事故への対応方針｣に基づき、６番目の研究領域｢原発事故対応研
究｣を追加した。
　１　食料安定供給研究
　　（農業の生産力向上と農産物の安定供給、水産物の安定供給と持続可能な水産業の確立、
　　　高度生産・流通管理システムの開発、食品の安全と消費者の信頼の確保）
　２　地球規模課題対応研究
　　（地球温暖化への対応とバイオマスの利活用、開発途上地域の農林水産業の技術向上）
　３　新需要創出研究
　　（高品質な農林水産物・食品の開発、新分野への展開）
　４　地域資源活用研究
　　（農山漁村における豊かな環境形成と地域資源活用、森林整備と林業・木材産業の持続的発展）
　５　シーズ創出研究
　　（農林水産生物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明・基盤技術の確立、
　　　遺伝資源・環境資源の収集・保存・情報化と活用）
　６　原発事故対応研究
　　（農作物・農地等における放射性物質対策研究）

政策評価体系上の
位置付け

横断的に関係する政策

　独立行政法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う開発途上にあ
る海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業及び食品
産業に関する技術上の総合的な試験及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　独立行政法人森林総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定められた業務を実施する。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人が策定した中期計画に基づいて、①森林・林業の再生に向けた森林管理技術・作業体系と林業経営シス
テムの開発、②林業の再生に対応した木材及び木質資源の利用促進技術の開発、③地球温暖化の防止、水源の涵養、国土の保全、生物多様性
の保全等の森林の機能発揮に向けた研究、④林木の新品種の開発と森林の生物機能の高度利用に向けた研究を重点的に実施し、農林水産分
野における研究・技術開発に寄与する。

　独立行政法人農業生物資源研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上
の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。
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(6)
独立行政法人水産総合研究セン
ター法
（平成13年）

－ － － －

(7)
農林水産政策研究調査委託費
（平成21年）
（主）

105
(105)

91
(87)

83 0281

(8)

沖縄県試験研究機関整備の助成に
要する経費
（昭和47年度）
（主）

43
(43)

43
(40)

42 0282

(9)

独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構に要する経費
（平成13年度）
（主）

38,678
(38,587)

37,091
(37,012)

39,547 0283

(10)

独立行政法人農業生物資源研究
所に要する経費
（平成13年度）
（主、関連：26-4）

7,108
(7,108)

6,725
(6,716)

7,364 0284

(11)

独立行政法人国際農林水産業研
究センターに要する経費
（平成13年度）
（主）

3,581
(3,580)

3,409
(3,409)

3,170 0285

(12)

独立行政法人農業環境技術研究
所に要する経費
（平成13年度）
（主）

3,150
(3,150)

2,839
(2,839)

5,466 0286

(13)

レギュラトリーサイエンス新技術開発
事業
（平成22年度）
（主）

303
(295)

241
(236)

199 0290

(14)

独立行政法人森林総合研究所研
究・育種勘定に要する経費
（平成13年度）
（主）

10,314
(10,314)

11,147
(11,147)

9,915 0301

42

36,477

6,729

3,055

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う開発途上にあ
る海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究
を推進する上で必要な研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①開発途上地域の土壌、水、生物資源等の持続的な管理技術の開
発、②熱帯等の不安定環境下における農作物等の生産性向上・安定生産技術の開発、③開発途上地域の農林漁業者の所得・生計向上と農山漁
村活性化のための技術の開発を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業生産の対
象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究
を推進する上で必要な研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究、②農業生
態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究、③農業生態系における科学物質の動態とリスク低減に関する研究、④
農業環境インベントリー（注４）の高度化を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

9,616

3,475

74

　大学等の研究機関からなる研究グループに委託して、医食農連携等を通じた農産物や食品の新たな生産・流通・消費システムの構築、独創的な
農文化システムが維持されている地域の多角的・総合的評価手法等に関する政策研究を実施する。
　このことにより、農林水産政策の企画・立案に際し、科学的・客観的な知見を提供し、食料安定供給、新需要創出、地域資源活用等の農林水産
研究の重点目標の達成に寄与する。

　亜熱帯気候である沖縄県に適合する新品種の導入・育成や栽培・管理技術の開発、沖縄県固有の貴重な遺伝資源を活用した農林水産物の安
定的生産技術の確立等に係る試験研究の推進に必要な施設及び備品を整備する。
　整備した施設及び備品を活用し沖縄県の農林水産業の発展に資する試験研究を実施することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与
する。

-

　水産業を取り巻く課題及び水産行政上の喫緊の課題に的確かつ効率的に対応するため、また、限られた研究資源を合理的に活用するべく、平
成23年4月に研究開発の重点化を以下のとおり行い、研究開発の効率的効果的な実施を図った。
　①我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理技術の開発
　②沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的な造成と合理的利用並びに漁場環境の保全技術の開発
　③持続的養殖業の発展に向けた生産性向上技術と環境対策技術の開発
　④水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業の発展のための研究開発
　⑤①～④の基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発等並びに、原発事故による海への汚染等の放射能調査・分析を引き続き行う。
　また、法人の業務運営に不可欠な施設整備及び船舶建造を行うことにより、これら目標の達成に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業及び食品
産業に関する技術上の総合的な試験及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要
な研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①食料安定供給のための研究、②地球規模の課題に対応するための
研究、③新需要創出のための研究、④地域資源活用のための研究、⑤原発事故対応のための研究を行うことにより、農林水産研究の重点目標の
達成に寄与する。

　食品安全、動物衛生及び植物防疫に関する緊急性の高い施策を科学的根拠に基づいて的確に実施するため、これまでの基礎的な研究成果を
踏まえ、現場において実行可能な食品中の危害要因の分析法やリスク低減技術を開発するほか、動物疾病・植物病害虫の検査法や発生・まん延
を防止するための技術の開発等を実施する。
　本事業で得られた科学的知見や技術を活用して、食品安全、動物衛生及び植物防疫の施策（指針）を的確に実施することにより、安全な食料の
安定供給に寄与する。

　独立行政法人森林総合研究所（研究・育種勘定）の業務運営と施設整備に必要な経費。
　農林水産大臣が定めた独立行政法人森林総合研究所中期目標及びそれを達成するために法人が作成し農林水産大臣が認可した中期計画を
確実に実施し、農林水産分野における研究・技術開発に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上
の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進す
る上で必要な研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①農業生物遺伝資源の充実など画期的な農作物や家畜等の開発を
支える研究基盤の整備、②農業生物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明と利用技術の開発、③新たな生物産業の創出に向け
た生物機能の利用技術の開発を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

176
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(15)

独立行政法人水産総合研究セン
ターに要する経費
（平成13年度）
（主）

16,051
(16,501)

17,033
(17,033)

16,388 0302

(16)

農林水産業・食品産業科学技術研
究推進事業
（平成25年度）
（主）

－ - 4,576 0295

(17)

食品の安全性と動物衛生の向上の
ためのプロジェクト
（平成25年度）
（主）

－ - 681 0298

(18)
試験研究を行った場合の特別税額
控除制度
（昭和42年度）

2,739
(1,746)

2,289
(2,839)

2,314 －

(19)
技術研究組合等が取得した試験研
究用固定資産の圧縮記帳
（昭和36年度）

(0)
158
(0)

158
(64)

－

(20)
革新的技術創造促進事業
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0030

(21)

技術でつなぐバリューチェーン構築
のための研究開発
（平成26年度）
（主、関連：26-19）

－ － － 新26-0028

(22)
生産現場強化のための研究開発
（平成26年度）
（主、関連：26-19）

－ － － 新26-0029

(23)

需要フロンティア拡大のための研究
開発
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0031

(24)

事業化を加速する産学連携支援事
業
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0033

(25)
オンデマンド品種情報提供事業
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0034

1,877

626

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①ヒ素やカビ毒等のフードチェーンにおけるリスク低減に向けた基盤技
術の開発、②高病原性ＰＲＲＳや鳥インフルエンザなどアジアにおいて流行している重要家畜疾病等の我が国への侵入・まん延の防止技術の開発
を実施する。
　このことにより、我が国における食品の安全性と食料の安定供給基盤の確保に寄与する。

113

　品種に対する実需者等の多様なニーズに迅速に対応するため、研究独法や都道府県の試験研究機関等が所有する品種等の情報を集約・一元
管理し、実需者等にＰＲする。
　また、データベースの中から、実需者等のニーズに合致する最適な育種素材を選択し、加工適性や地域適応性等の評価試験を行うことにより、
実需者等からのニーズに応じた品種情報を迅速に提供する。
　このことにより、新たなニーズの創出に寄与する。

14,848

　技術研究組合法に基づき、技術研究組合が賦課金をもって取得又は製作した試験研究用固定資産を1円まで圧縮記帳。
　技術研究組合制度による協同体制での研究開発を促進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①自動農作業体系化技術、農業用アシストスーツ、施設園芸の高度環
境制御技術、超多収飼料用米品種と低コスト生産・利用技術、家畜の革新的育種・繁殖・疾病予防技術等を開発、②農林水産分野における地球
温暖化等に対応するための安定生産技術等を開発、③赤潮等の早期発生予測技術、沿岸資源の自律的回復技術、国内需要の大きいマグロ・ウ
ナギ最新型養殖技術を開発する。
　このことにより、低コスト・省力化、軽労化、気候変動に対応した技術や持続可能な養殖技術を開発し、生産現場の強化に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①ゲノム情報を活用した農産物の次世代生産基盤技術の開発、②海外
植物遺伝資源の収集・提供強化、③広域・大規模生産に対応する業務・加工用作物品種の開発、④地域資源を活用した再生可能エネルギー等
の利活用技術の開発を実施する。
　このことにより、実需者等のニーズに即した品種開発・普及による国産農産物のシェア拡大、地域資源を活用した自立・分散型エネルギー供給体
制の構築に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①海外市場のニーズに合致する品種や栽培法の選定等を可能とする技
術の開発、②養殖ブリ類の輸出促進のための低コスト・安定生産技術の開発、③スギ花粉症治療薬となるコメ、カイコや家畜由来の原料を用いた
医療用素材等の開発を実施する。
　このことにより、国産農林水産物の需要拡大に寄与する。

　全国に配置されたコーディネーターが、農林水産業・産業界の技術開発ニーズ等を収集し、研究の課題設定を現場ニーズに対応したものとする
とともに、研究の開発段階から産学が密接に連携し、早期に成果を実現できるよう支援することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与す
る。
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1,307

2,991

5,217
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　農林水産・食品分野の成長産業化に必要な基礎から実用化までの研究開発を継ぎ目なく推進するため、基礎段階、応用段階、実用化段階の研
究開発を国が民間企業、大学、地方公共団体、研究独法等の研究機関に提案公募を通じて委託する。
平成26年度より新たに、実需者等の多様なニーズに応じた新品種の開発の支援を行う。
　農林水産・食品分野の成長産業化に必要な研究開発を推進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　水産業を取り巻く課題及び水産行政上の喫緊の課題に的確かつ効率的に対応するため、また、限られた研究資源を合理的に活用するべく、平
成23年4月に研究開発の重点化を以下のとおり行い、研究開発の効率的効果的な実施を図った。
　①我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理技術の開発
　②沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的な造成と合理的利用並びに漁場環境の保全技術の開発
　③持続的養殖業の発展に向けた生産性向上技術と環境対策技術の開発
　④水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業の発展のための研究開発
　⑤①～④の基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発等並びに、原発事故による海への汚染等の放射能調査・分析を引き続き行う。
　また、法人の業務運営に不可欠な施設整備及び船舶建造を行うことにより、これら目標の達成に寄与する。

　支出した試験研究費を基に算出した一定の金額を、支出した年度の所得税額又は法人税額から控除する。
Ⅰ　試験研究費の総額の8～10％の額を税額控除
Ⅱ　産学官連携又は一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究の特別試験研究費の12％を税額控除
Ⅲ　中小企業者等については試験研究費の額の12％を税額控除
Ⅳ　試験研究費が増加した場合の税額控除
　農林水産業及び食品産業の研究開発を促進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が、全国に配置されたコーディネーターが収集した生産現場や民間の技術開発
ニーズや消費者ニーズに基づき、民間企業等による事業化に向けた研究及び異分野と融合した共同研究を外部有識者等により研究課題を設定。
研究実施機関の公募を通じて、委託研究を実施する。
　本事業を推進することにより革新的な技術が創出され、農林水産業・食品産業の成長産業化に寄与する。
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(26)

国際共同研究推進事業（国際研究
交流の推進に要する経費）
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0035

(27)

国際連携による気候変動対応プロ
ジェクト
（平成26年度）
（主）

－ － － 新26-0032

104,801
<…>

101,204
<…>

111,018
<…>

104,281
<…>

100,596
<…>

（注３）複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。

14

政策の予算額[百万円]
89,392

<…>

政策の執行額[百万円]

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。
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（注１）「予算額計」欄及び「26年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

　我が国が主導し、各国の農林業研究機関等と連携して、干ばつに強い作物の開発による食料安全保障の確保や、途上国の農林業に由来する
温室効果ガス排出の削減に関する気候変動適応・緩和技術を開発する。
　このことにより、途上国での気候変動対策及び持続可能な食料安定供給に寄与する。

　農林水産研究における日本の政策ニーズに基づき、ミッションを派遣し、海外研究勢力との積極的な連携を図り、国際共同研究を推進する。
　このことにより、我が国の研究開発力の強化を図り、農林水産業の国際競争力を向上に寄与する。
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イノベーションはラテン語のinnovare（新たにする）[in（内部へ）+novare（変化させる）]が語源で、中から新しく変えていくということである。つまり既存のものに新しいものを吹き込み、新たな富と
価値を創造する、革新的変化という意味に使われる。日本では伝統的に製造業が強かったため、イノベーションはよく「技術革新」と言い換えられるが、技術革新だけではなくて、アイデアや技
術を組み合わせて今までの社会のあり方を変えるような製品、サービスを創り出すこともそうである。

１．用語解説

注１ 農林水産研究基本計画 「食料・農業・農村基本計画」等を技術面で支えるため、今後10年程度を見通して取り組む研究開発の重点目標及びその達成を図るための具体的な施策を示すもの

注２ 科学技術基本計画
科学技術基本法（平成７年法律第１３０号）第９条第１項の規程に基づき、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画につ
いて、政府が策定するもの
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注４ 農業環境インベントリー 過去から現在にわたって採取された農業環境資源 （土壌、水、大気、昆虫、微生物、植物等） の各種標本や資試料を整理・分類し、利活用に供する仕組みのこと

注５ シーケンサー DNAを構成する塩基配列を読み取る機械

注３ イノベーション
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