
事業実施主体 

都道府県、 市町村、 農業協同組合、
土地改良区、 漁業協同組合、 森林
組合、 ＮＰＯ法人、 農林漁業者等の
組織する団体、ＰＦＩ事業者 等 

農 山 漁 村 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 交 付 金 
○農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化計画の実現に向けて、施設整備を中心とした総合
的な取組を支援。

○人口減少社会を踏まえ、地域コミュニティ・集落を再生し、人を呼び込む魅力ある農山漁村の構築を図るため、連携プロジェクトを実
施し、福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流を推進。

農林水産物集出荷貯蔵施設 

区画整理、農業用用排水路、育
苗施設、農林水産物処理加工・
集出荷貯蔵施設 等 

簡易給排水施設、防災安全施設、
農山漁村定住促進施設 等 

廃校・廃屋等改修交流施設、農
林漁業体験施設、地域連携販売
力強化施設 等 

生産基盤及び施設

農林漁業の振興を図る生産基
盤・生産施設の整備を支援 

良好な生活の場である農山漁
村の生活環境整備を支援 

都市住民の一時的・短期的滞在
等の交流拠点の整備を支援 

農林水産省 

計画主体 
（都道府県又は市町村） 

①

活
性
化
計
画

の
提
出 ②

交
付
金
の

交
付

④ ③

事
業
完
了

の
報
告

交
付
金
の

配
分

生活環境施設 地域間交流拠点 資源の有効利用等

簡易給排水施設 

地域連携販売力強化施設 

資源の有効利用を確保するた
めの施設の整備を支援 

自然・資源活用施設 

遊休農地解消支援、自然・資源
活用施設、リサイクル施設、集
落拠点強化施設 等 

○地域の創意工夫等による活性化計
画の策定・提出 

○計画主体に対して、定額（事業実
施主体へは事業費の１／２以内等）
の交付金を交付 

○地域の実情に応じて複数年（５年
以内）の計画策定が可能 

○地域独自の提案メニューも支援

交付金の流れ 

交付金の特徴 交付金対象施設 

【平成２７年度予算概算決定額：６,１５０（６,５４０）百万円】 

○子どもの農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を推進
 ・受入側の宿泊体験施設・教育農園等の整備を支援 

○高齢者や障害者、生活困窮者等を対象とした福祉農園の拡大・定着を推進
・高齢者の生きがい等を目的とする農園等の整備を支援

連携プロジェクト 

○グリーン・ツーリズムと他の観光の組合せや、訪日外国人旅行者を農山漁村への呼び込みを推進
・受入側の農家民宿、伝統文化継承施設等の整備を支援 

子ども農山漁村交流プロジェクト

「農」と福祉の連携プロジェクト

○農山漁村に賦存する空き家・廃校等の地域資源の活用を推進
・田舎暮らし希望者の受け皿や集落拠点の核となる多機能な施設の整備を支援

空き家・廃校活用交流プロジェクト

農観連携プロジェクト

廃校・廃屋等改修交流施設 農林水産物処理加工施設 

リサイクル施設 

浄水施設

柿の集出荷施設

味噌加工施設

農産物直売施設

宿泊体験施設

堆肥化施設廃屋利用の一定期間宿泊施設

農山漁村定住促進施設 

木質
バイオマス
ボイラー
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４．医福食農連携の推進に資する
 研究・開発
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農林水産業の革新的技術緊急展開事業
【１，４００百万円】

対策のポイント
農林水産業の活力創造を図るため、品質向上や国産の「強み」のある農林

水産物の生産拡大等に向けた革新的な技術開発等を推進します。

＜背景／課題＞

・ 農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農山漁村の有するポテンシャルを「

技術革新により、生産性向上十分に引き出し、農林水産業の所得向上を目指すには、

を図るほか、 農林水産物づくりを進めることが重要品質向上や国産の「強み」のある

です。

・このため、 をはじめ、実際の生産現場において、迅速な競争力強化が必要な畜産分野

民間企業・大学・独立行政法人などオールジャパンの英知を結集 革新的な技術体し、

が必要です。系の実証研究

幅広い分野で民間活力を活かした・また、品種開発、栽培技術や食品保存・加工法など

するため、 （生体内の代謝活動技術革新を加速化 世界をリードするメタボローム解析

を網羅的に把握・分析する技術）など先端技術の応用研究を強力に推進する必要があ

ります。

政策目標
大幅なコスト低減、品質向上や国産の「強み」のある農林水産物の生産

拡大等による農林水産業経営の収益増大

＜主な内容＞

１．産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立

（１）畜産の競争力強化のための技術体系確立 ４００百万円

畜産の競争力強化を図るため、特徴ある品種の活用に向けた飼養管理技術や、

イアコーンなど新たな自給飼料の給餌と放牧を組み合わせた牛肉生産技術体系を

確立する実証研究を推進します。

（２）農林水産業の活力創造のための革新的技術実証研究 ４００百万円

農林水産業の活力創造を図るため、収益性の高い漁業・養殖業を実現する技術

実証や新たな機能性表示制度に対応した農林水産物の品質安定化技術実証など、

強みのある国産農林水産物の生産拡大や農林水産業経営の収益増大等を図るため

の実証研究を推進します。

２．技術革新を加速化する最先端分析技術の応用 ６００百万円

最先端の解析機器を導入したメタボローム解析、分析データのデータベース化及

びバイオインフォマティクス（得られるデータを詳細に分析すること）の人材育成

。を行い、メタボローム解析の農林水産分野・食品分野における応用研究を推進します

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：技術会議事務局研究推進課 （０３－６７４４－７０４３ ］）

［平成26年度補正予算の概要］
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農林水産業の革新的技術緊急展開事業

 生産性向上や特色ある農林水産物づくりにより農林水産業の所得向上を目指すため、社会経済情勢の変化

に緊急に対応する生産現場での革新的技術の実証研究を推進。

また、最先端分析技術の農林水産・食品分野への応用により、技術革新を加速化。

産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立 技術革新を加速化する最先端分析技術の応用

 迅速な競争力強化が必要な畜産分野をはじめ、実際の
生産現場において、民間企業・大学・独法などの英知を結
集した革新的な技術体系を導入した実証研究を展開

 品種開発、栽培技術や食品保存・加工法など幅広い分野で
応用が可能なメタボローム解析の応用研究を強力に推進

課題例 

○ 新たな自給飼料と放牧を組み合わせた 
 牛肉生産や畜産の特徴ある品種のため 

  の飼養管理技術体系の確立 

○ クロマグロの養殖システムの確立 

○ 食品の機能性表示制度に向けた生鮮食品の 
 品質安定化技術の確立 等  

農業者等

都道府県等
公設試験場 研究コンソーシアム

・協力体制の構築

民間企業

普及を担う
組織

実証研究の実施体制

独立行政法人
・大学等

・ 機能性や嗜好性の高い食品、医療食等の開発
・ 環境制御手法（アルゴリズム）の確立による高度園芸施設の開発
・ 最適な育種素材の選択や評価による革新的品種の開発

データの
活用先

バイオインフォマティクス
の人材育成

メタボローム解析の研究体制

（研究コンソーシ
アムの形成）

データベース化

研究者・人材の派遣、
人材育成

拠点研究機関

最先端の解析機器

民間企業 公設試験場大学

分析データの提供

独立行政法人
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農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業
（競争的資金）

【５，２３８（５，２１７）百万円】

対策のポイント
農林水産・食品分野の成長産業化に必要な研究開発を、基礎から実用化ま

で継ぎ目なく推進します。

＜背景／課題＞

・農林水産・食品分野の成長産業化を図るためには、産学の研究勢力を結集し、公的研

究機関等の基礎的研究の成果を基に着実に生産現場等で実用化につながる技術的成果

を創出することが重要です。

・研究開発を するとと提案公募方式により基礎段階から実用化段階まで継ぎ目なく支援

もに、優れた研究成果を創出した研究課題は次の研究段階に進める仕組みを導入して

います。

政策目標
実施課題の90%において、革新的な技術成果や実用化につながる技術成果を

創出（平成29年度）

＜主な内容＞

１．提案公募による研究開発

（１）シーズ創出ステージ
革産学の研究機関の独創的な発想に基づき、将来、アグリビジネスに結びつく

を支援します。新的な技術シーズを創出するための研究開発

（２）発展融合ステージ
実創出された技術シーズを基に、異分野の産学の研究機関との融合等により、

を支援します。用技術の開発に向けて発展させるための研究開発

（３）実用技術開発ステージ
現場の多様なニーズに対応した実用化段国の重要施策や農林水産・食品分野の

支援します。階の研究開発及び新品種の育成に向けた研究開発を

「重要施策対応型」の対象範囲をシーズ創出スまた、府省連携の取組みである

します。テージ・発展融合ステージまで拡充

２．研究課題の進行管理や研究成果の普及等に関する調査分析
研究課題の審査、進行管理、評価から普及状況等の把握まで一貫した調査・分析

を行うとともに、研究開発の成果の普及等を推進します。

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究推進課

（０３－６７４４－７０４４ ］）

[平成27年度予算の概算]
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  基礎段階    応用段階   実用化段階 

農林水産・食品分野における産学連携による研究開発を基礎から実用化段階まで継ぎ目なく推進 
優れた研究成果を創出した課題は、公募を通さずに次の研究ステージに移行できる仕組みを導入 

【平成27年度予算要求におけるポイント】 

○府省連携の取組みである「重要施策対応型」の対象範囲をシーズ創出ステージ・発展融合ステージまで拡充。

○発展融合ステージにおける多段階競争選抜は廃止。

シーズ創出ステージ 

【一般型】 

 産学の研究機関からの独創的な

発想から、将来、アグリビジネスに

つながる革新的なシーズを創出す

る研究開発を推進。 

発展融合ステージ 

  

実用技術開発ステージ 

【現場ニーズ対応型】 
 出口が明確である実用化段階の研究開発を、研究成果

の普及・実用化を支援する組織と研究機関等が一体となっ

たコンソーシアムにおいて推進。 

【重要施策対応型】（拡充） 

他府省との連携施策である総合特区、地域イノベーション戦略推進地域等に指定された地域において策定される計画・戦略に対応した技術開発

を推進。 

研究期間：原則３年以内 

研 究 費： 

 Ａタイプ ５千万円以内／年 

 Ｂタイプ １千万円以内／年 

研究期間：原則３年以内、研究費：２千万円以内／年 

研究期間：原則３年以内 
研 究 費：Ａタイプ ３千万円以内／年 

 Ｂタイプ １千万円以内／年 

【育種対応型】 
 研究開発当初から実需者等のニーズを的確に反映さ
せ、産学官の技術力を活かし、農産物の「強み」を生み出
す品種育成を、実需者と研究機関等が一体となったコン
ソーシアムにおいて推進。 

【産学機関結集型】 

 創出されたたシーズを基に、産学の

研究機関が結集し、実用化に向けた

発展的な研究を推進。 

研究期間：原則５年以内（早期育成を優先） 
研 究 費：Ａタイプ ２千万円以内／年 

 Ｂタイプ １千万円以内／年 

研究期間：原則３年以内 

研 究 費： 

 Ａタイプ ５千万円以内／年 

 Ｂタイプ １千万円以内／年 

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

（平成27年度予算概算決定額 5,238百万円） 
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革新的技術創造促進事業

【１，０５０（１，０００）百万円】

対策のポイント
全国に配置し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促進します。

＜背景／課題＞

農林水産・食品産業の成長産業化を加速化するためには、民間からの研究開発投資を・

促進するとともに、他分野での研究成果を早急に取込むことが必要となっています。

・このため、消費者ニーズに従い、 や医民間企業等の事業化を促進するための研究開発

異分野の革新的な技術を農林水産・食品分野へ活用する研究開発の療、ＩＴ、工学等

です。促進が必要

政策目標
、 、○平成30年度までに 事業化促進研究において実施課題の90％以上で事業化

及び異分野融合共同研究において実施課題の80％以上で事業化が有望な研究

成果を創出

＜主な内容＞

１，０５０（１，０００）百万円革新的技術創造促進事業

農林水産業・産業界の技術開発ニーズや消費者ニーズ等を把握し、農林水産業、

食品産業の成長産業化を加速するために必要な研究開発を支援します。

（１）民間活力を活用した事業化の促進

、 、農林水産業の生産現場や消費者等の多様なニーズに基づき 研究課題を設定し

民間企業等の を支援します。事業化に向けた研究開発

（２）異分野と連携した研究開発

技術シーズ等の情報提供の場を設置し、農林水産業の生産現場や消費者等の多

工学などの異分野と連携して研究開発を行うことが効果的様なニーズ等のうち、

を支援します。な課題について、異分野の産学との共同研究

補助率：定額

事業実施主体： 独）農業・食品産業技術総合研究機構（

＜各省との連携＞

「 」 、 、○ 内閣府ほか ・ 科学技術イノベーション総合戦略 に基づき 府省連携の下

異分野融合研究を支援

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究推進課

（０３－３５０２－５５３０ ］）

［平成27年度予算の概要］
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・ 農林水産業の生産現場や民間の技術開発ニーズ

・ 研究機関が有する農林水産・食品分野の技術シーズ 

革新的技術創造促進事業

 

・ 企業等による農林水産業、食品産業に役立つ革新的技術の事 
業化促進研究や異分野融合共同研究を消費者ニーズを踏まえ、 
実施。 

・ 事業化促進研究にあっては、委託先企業等が、成功時に研究費の
  １００％、不成功時に１０％を返済する仕組みを設け、企業の研究
  開発リスクを軽減。

全国に配置したコーディネーターが収集した生産現場や民間のニーズや消
費者ニーズに基づき、①民間企業等による事業化を促進するための研究、
②異分野と融合した共同研究を支援。

ニーズ・シーズの把握

ニーズ・シーズを踏まえた
研究課題の設定・公募

革新的技術創造促進事業

・ 農林水産物（副産物）を活用した高機能素材の開発
・ アレルギーの人でも食べられる農産物の加工品の提供
・ 農林水産物の品質、鮮度を保持する低コスト貯蔵、輸送技術 

農林水産・食品分野の成長産業化

農林水産業
から生じる

副産物を工業
用に活用した
いな

全国のコーディネーター

アレルギーの
ある人も食べ
られる食品を
提供したいな
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