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１．薬用作物国産化のニーズに
応えた産地形成に向けた取組



薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業
【４６７（４２３）百万円】

対策のポイント
薬用作物等の産地形成を加速化させるため、栽培実証ほ場の設置等のほか、

事前相談窓口の設置や栽培技術の指導体制の確立に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞
・漢方薬等の原料となる薬用作物は、国内需要の拡大が見込まれていることから、産地
と漢方薬メーカーとのマッチングの促進、栽培技術確立のための実証ほ場の設置、農
業機械の改良等に対する支援を通じ、産地化を推進してきました。

・このような中、新たに産地化を検討する地域等では、常時相談できる相談窓口の設置
や専門家による栽培技術指導など一体的・継続的に支援する体制整備が必要です。

政策目標
薬用作物の試験栽培等を通じて新たな産地を創出し、国内生産量を２倍に

拡大（900トン（平成22年度）→1,800トン（平成30年度））

＜主な内容＞
１．産地支援体制整備［新規］

新たに産地化を検討する地域等における産地形成を加速化するため、事前相談・
マッチング窓口の設置や栽培技術指導の確立に向けた支援体制の整備を支援します。

２．新産地等確立支援
（１）地域ごとの気象条件・土壌条件等に適した品種の選定や栽培マニュアルの作成
（２）安定生産に資する栽培技術確立のための実証ほ場の設置
（３）低コスト生産体制の確立に向けた農業機械の改良

等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 厚生労働省 ・漢方薬メーカーの需要情報の取りまとめ、提供

・薬用作物の新たな育種、栽培、生産技術に関する研究の推進

（関連対策）
１．薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（委託プロジェクト研究）［新規］

８０（－）百万円
カンゾウ、トウキ等の需要が多い品目について、他作物の研究者・研究機関が蓄積

している知見や技術も幅広く活用しつつ、低コストで安定生産が可能となる技術の実
用化を推進します。

委託費
委託先：民間団体等

２．薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業［新規］
２６（－）百万円

薬用作物等の地域特産作物について、農薬の適用拡大に必要な薬効薬害・作物残留
試験等の実施及びＩＰＭ（多様な防除技術を組み合わせた病害虫防除体系）を活用し
た標準的な病害虫防除体系の確立に対して支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先： 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
関連対策１の事業 技術会議事務局研究統括官（生産技術）

（０３－３５０２－２５４９）
２の事業 消費・安全局植物防疫課 （０３－３５０２－３３８２）

［平成28年度予算の概要］



薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

産地等確立支援事業により
・実証ほ場設置
・農業機械の改良
・栽培マニュアルの作成

〇これまで、産地と漢方薬メーカーとのマッチングや栽培技術の確立を支援するなどにより、
その産地化を後押し。
〇今後、着実な産地化の取組を促進するため、これまでの取組に加え、事前相談等の常設窓
口の設置や現場における技術確立等の取組を一体的に実施する体制を整備する必要。

事前相談、マッチング促進等
の常設窓口の設置等を支援

厚生労働省、関係団体と連携し、
薬用作物に係る情報交換やマッ
チングの促進のためのブロック
会議を開催。

指導体制の確立
薬用作物は、その８割以上を中国

からの輸入に依存。

厚生労働省、関係団体と連携した一体的・継続的な支援体制の構築による産
地形成の加速化

今後の展開方向

現場における栽培技術の指導
体制の確立を支援

一方、耕作放棄地の活用や中山間
地域の活性化につながる作物として
高い関心。

・十分な知見をもたずに取
り組み、産地化に失敗。
・相談窓口が存在しない

相談体制の確立

新たな支援策

現状 新たな課題

・現場に栽培指導者がいない
・普及指導員の経験が浅い
・薬用作物に関する知見が少
ない

【平成28年度予算概算決定額467（423）百万円】

（※補助率：定額、１／２以内）事業内容



特用林産振興総合対策事業（継続）
（前年度：特用林産物振興・新需要創出事業

及びきのこ等生産資材導入円滑化事業）

【平成28年度概算決定額 24,532（25,000）千円】

事業のポイント
きのこ原木等の安定供給体制の構築、安全なきのこ等の生産に必要な生産

資材の導入、新需要創出のための新規用途の開拓などに対して支援します。

＜特用林産物を巡る現状＞

・特用林産物の主要品目であるきのこ類について、食料・農業・農村基本計画における

目標値（平成37年度：46万トン) に向けた生産量の増加が必要です。

・きのこ類及び山菜類で177市町村に対し、国の出荷制限等の指示が出ています（平成

27年12月1日現在）。

政策目標

国産きのこ類の生産量（456千トン（平成25年）

→459千トン（平成37年））

＜内容＞

１．特用林産物の生産体制の強化

（１）きのこ生産資材の安定供給体制の構築
原木需給情報の収集・分析、原木供給の掘り起こしに資する活用可能なコナラ

林の賦存状況の詳細調査、コーディネーターによる情報提供等の促進を支援しま

す。

（２）きのこ生産の維持・回復対策
放射性物質の影響により、新たにきのこ等の生産に係る資材を導入する場合に

おいて、震災前と震災後の導入費の差額を支援します。

２．特用林産物の新需要創出の促進
特用林産物の新たな需要の創出に向け、新規用途の開拓や付加価値の向上など品

目別の課題の早期解決を図るための実証的な取組を支援します。

＜補助率＞

定額、１／２

＜事業実施主体＞

民間団体、森林組合、農事組合法人、林業者の組織する団体等

＜事業実施期間＞

平成２５年度～３２年度（８年間）

［担当課：林野庁経営課］



２. 介護食品や機能性を有する
食品等の開発・普及に向けた取組



６次産業化支援対策のうち
スマイルケア食の普及支援［新規］

【１,２５６（８１３）百万円の内数】

対策のポイント
農山漁村の６次産業化の一環として、地場産スマイルケア食の開発・普及

を通じた栄養改善の取組をより一層推進する取組を支援します。

＜背景／課題＞
・農山漁村の所得や雇用の増大を図るためには、農林水産物等の地域資源を活用した６
次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進することが必要です。

・このため、地場産の農産物等を活用したスマイルケア食（新しい介護食品）の商品開
発・普及をより一層推進することにより、６次産業化等の取組を支援する必要があり
ます。

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（4.7兆円（平成25年度）→10兆円（平成32年度））

＜主な内容＞

１．６次産業化ネットワーク活動推進交付金のうち地域ぐるみでの６次産業化の
支援 １,２２３（８１３）百万円の内数
市町村の６次産業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組の一

環として、地場産スマイルケア食の商品開発や配食サービス等の実証、スマイルケ
ア食普及のためのセミナー開催等を行う場合に必要な経費を支援します。

交付率：定額

（事業実施主体へは１／２以内）

事業実施主体：市町村等

２．６次産業化サポート事業のうち地場産食材を活用した栄養改善等の取組の推進
３４（－）百万円

全国の地場産スマイルケア食の開発・普及に関する優良事例収集やリーダー育成
のための研修会の開催、スマイルケア食の普及状況等を把握するためのアンケート
調査実施に要する経費等や海外市場に関する調査実施、事業者を対象とするセミナ
ー等の開催に要する経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２２４９）］

［平成28年度予算の概要］



○地場産スマイルケア食の開発・普及に関する優良事例収集

○リーダー育成のための研修会の開催

○スマイルケア食の普及状況等を把握するためのアンケート
調査の実施

地場産スマイルケア食の普及により６次産業化の市場拡大

６次産業化支援対策のうちスマイルケア食の普及支援 【平成28年度予算概算決定額1,256百万円の内数】

地場産スマイルケア食の
開発・普及を支援

○農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、
更なる６次産業化の推進が必要

地域の食品事業者や大学・介護施設等が参画する、６次産業化・
地産地消推進協議会において取組方針を策定

地
域
の
方
針
に
沿
っ
て

任
意
の
取
組
を
実
施

平成28年度

【スマイルケア食 ロゴマーク】

スマイルケア食の内容を適
切に普及するため、ロゴ
マークなどのツールを活用

【事業実施主体：市町村等】 【事業実施主体：民間団体等】

地場産食材等を活用した栄養改善等の取組の推進
（６次産業化サポート事業）

・ 全国の地場産スマイルケア食の商品開発・普及を推進
するための取組等を支援します。

地域ぐるみでの６次産業化の支援
（６次産業化ネットワーク活動推進交付金）

地場産スマイルケア食の商品開発・普及

配食サービス・提供方法の実証

スマイルケア食の選び方等について
相談できる「食と健康サロン」の設置

地場産スマイルケア食を体験できる
農家レストラン等モニターツアーの開催

・ ６次産業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化
の取組の一環として、地場産スマイルケア食の商品開発・普及
の取組等を支援します。

スマイルケア食普及のためのセミナー開催



３．「農」と「福祉」の連携の推進に
向けた取組



都市農業機能発揮対策事業
【１９１（１９１）百万円】

対策のポイント
都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた調

査・検討等を進めるとともに、都市農業の新たな取組である福祉農園につい
て、先進事例の創出等を推進します。

＜背景／課題＞
・都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた取組が求めら
れています。

・こうした中、平成27年４月に制定された都市農業振興基本法においても、都市農業の
振興に必要な措置を講じるよう定められております。

・このため、関係省庁と連携して、都市農業に関する制度の調査・検討や、都市農業の
意義の啓発、新たな取組である福祉農園の拡大・定着等を進めるとともに、東日本大震
災を契機として、実践的な機能の強化が求められている防災協力農地（災害時に避難
地等となる農地）の具体化と横展開を進めていく必要があります。

政策目標
都市住民の中での都市農業に対する肯定的評価の拡大
（意識意向調査による肯定的評価の割合（52％（平成23年度）→ 70％（平成32年度））

＜主な内容＞
１．都市農業についての制度検討

都市農業の多様な機能の発揮を促進するため、国土交通省と連携し、都市農業に
関する制度等について即地的、実証的に調査・検討を実施します。

委託費
委託先：地方公共団体等

２．都市農業の意義の周知
都市農業の多様な機能の発揮を推進するため、農業者、自治体、住民等を対象と

した専門家の派遣、講習会・啓発事業の開催等を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．防災協力農地の機能の強化
実践的な機能の強化が求められる防災協力農地について、先進事例の創出と横展

開を推進します。
補助率：定額

事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等

４．福祉農園の開設支援
都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福祉農園、高齢者福祉農園等）に

ついて、制度検討から得られた知見を生かしつつ、厚生労働省や地方公共団体と連
携し、ソフト、ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－００３３）］

［平成28年度予算の概要］



都市農業機能発揮対策事業 【平成28年度予算概算決定額 １９１（１９１）百万円】

都市農業の機能発揮

（委託費）
（委託先：地方公共団体等）

都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福
祉農園、高齢者福祉農園等）について、ソフト、
ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進。

○福祉農園の全国への拡大・定着を推進。

○福祉農園の開設を支援。併せて、運営を担う人材育成を支援。

（補助率：定額）

（補助率：ハード・１／２以内 ＋ ソフト・定額）

福祉農園の開設支援

都
市
農
業
振
興
基
本
法
の
基
本
理
念
の
具
体
化
を
推
進

都市農業の意義の周知

農業者、自治体、住民等を対象とした専門家の派
遣や講習会・啓発事業の開催等を支援。

国土交通省と連携し、都市農業に関する制度等につい
て即地的、実証的に調査・検討を実施。

（事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等）
介護福祉施設での農園整備

現地における実証調査と検討

都市農業についての制度検討都市農業振興基本法
（平成27年４月制定）

〈目的〉
都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農
業の多様な機能の発揮を通じ良好な都市環境の
形成に資する

〈基本理念〉
・都市農業の多様な機能の発揮

・良好な市街地形成における農との共存

・国民の理解の下での施策の推進

（補助率：定額）（事業実施主体：民間団体等） 住民を対象とした啓発事業

防災協力農地の機能の強化

実践的な機能の強化が求められる防災協力農地に
ついて、先進事例（地区防災計画との連携、避難
訓練の実施、簡易な防災兼用施設の整備等）の創
出と横展開を推進。

（補助率：定額）（事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等）
都市農地にあるハウスを活用した炊き出し訓練

〈基本的施策〉
・農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保
・防災等の機能の発揮
・的確な土地利用計画策定等のための施策
・税制上の措置
・地産地消の促進
・農作業体験の環境の整備（市民農園、福祉農園等）
・学校教育での活用
・国民の理解と関心の増進
・都市住民による知識・技術の習得の促進
・調査研究の推進

新鮮で安全な
農産物の供給

都市住民の農業
への理解の醸成

災害時の
防災空間

国土・環境
の保全

農業体験・
交流活動の場

心やすらぐ
緑地空間



農山漁村振興交付金
【８，０００（－）百万円】

対策のポイント
農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取組や農

山漁村への定住等を促進し、農山漁村の振興を図ります。

＜背景／課題＞
・農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュ
ニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する一方、都市住民においては、付加価値
の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大するとともに、地域の絆を重視する傾向
が生じています。

・このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流
等を推進する取組や地域資源を活用した雇用の増大等に向けた取組及び農山漁村にお
ける定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進します。

政策目標
平成32年度までに、都市と農山漁村の交流人口を1,300万人まで増加させる

ことなどにより、農山漁村の自立発展を目指す。

＜主な内容＞
１．都市農村共生・対流及び地域活性化対策 １，９１５百万円

農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する地域の活動計
画づくりや手づくり活動、地域外の若者や意欲ある都市の若者を長期的に受け入
れる取組、地域を越えた人材の活用や優良事例の情報受発信など、地域資源を活
用する取組を支援します。

２．山村活性化対策 ７５０百万円
特色のある豊かな地域資源を有する山村の雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等

の山村の地域資源等の潜在力を再評価し活用する取組を支援します。

３．農山漁村活性化整備対策 ５，３３５百万円
市町村等が作成した定住・交流促進のための計画の実現に向けて、農産物加工

・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。

※重点対策として､子ども農山漁村交流､「農」と福祉の連携､農観連携等を実施。

補助率：定額、１／２以内等
事業実施主体：都道府県、市町村、地域協議会、農林漁業者の組織する団体等

お問い合わせ先：
都市農村共生・対流に関すること

農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－５９４６）
地域活性化に関すること

農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２２０３）
山村活性化に関すること

農村振興局地域振興課 （０３－６７４４－２４９８）
農山漁村活性化整備対策に関すること

農村振興局地域整備課 （０３－３５０１－０８１４）

［平成28年度予算の概要］



【平成２８年度予算概算決定額：８,０００ （－）百万円】

○ 農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する
一方、都市住民においては、付加価値の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大。

○ このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、地域資源を活用した雇用の
増大等に向けた取組、農山漁村における定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進。

農山漁村振興交付金

農山漁村振興交付金

小 学 校

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

都市農村共生・対流及び地域活性化対策

山村活性化対策

○実施主体：市町村等

○実施期間：上限３年

○補助率 ：定額 (１地区当たり上限１,000万円)

農山漁村活性化整備対策

子どもたちの農業体験 外国人の農村体験

地域産品の加工・商品化

高齢者生きがい農園

活動計画づくり

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

味噌加工施設

農林漁業の振興を図る生産
施設等の整備を支援

生産施設等

生活環境施設

良好な生活の場である農山
漁村の生活環境整備を支援

地域間交流拠点施設

都市住民や一時的・短期的
滞在等の交流拠点の整備を
支援

農産物直売施設

農林水産物処理加工･集出荷貯
蔵施設、育苗施設 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・農山漁村体験施設、
地域連携販売力強化施設 等

廃屋利用の滞在施設

主な重点プロジェクト

○実施主体：地域協議会（市町村が参画）等
○実施期間：

都市農村共生・対流支援対策：上限2年

地域活性化対策 ：上限5年
人材活用対策 ：上限3年

○補助率：定額

都市農村共生・対流支援対策：上限800万円
及び地域活性化対策
人材活用対策 ：上限250万円

○実施主体：都道府県、市町村、農業者が組織する団体等

○実施期間：上限５年

○補助率 ：１／２以内等

○ 市町村等が作成した定住・交流促進のための計画
の実現に必要な施設等の整備を支援

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の
雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等の山村
の地域資源等の潜在力を再評価し活用する
取組を支援

○ 農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する
地域の活動計画づくりや手づくり活動、地域外の若者や意欲ある都
市の若者を長期的に受け入れる取組、地域を越えた人材の活用や優
良事例の情報受発信など、地域資源を活用する取組を支援

子ども農山漁村
交流プロジェクト

（総務省、文部科学省と連携）

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

「農」と福祉の
連携プロジェクト

（ 厚生労働省と連携 ）

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

農観連携
プロジェクト

（ 観光庁と連携 ）

グリーン・ツーリズムと
他の観光の組合せや、訪
日外国人旅行者の農山漁
村への呼び込みを推進

空き家・廃校活用
交流プロジェクト

（ 総務省、文部科学省、
国土交通省、厚生労働省と連携）

空き家・廃校等を活用し
た定住希望者の受け皿や
集落拠点施設等の整備を
支援

※その他、地方創生や重点
「道の駅」等の取組と連携



４．医福食農連携の推進に資する
研究・開発



｢知｣の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業
【１，７３１（１，０５０）百万円】

対策のポイント
スピード感をもって事業化・商品化を進めるため、異分野の知識や技術を

結集し、産学連携を強化することにより、革新的な技術の研究開発を推進し
ます。

＜背景／課題＞
・農林水産業・食品産業の成長産業化を図るためには、農林水産・食品分野と異分野と
の融合を含む産学連携の更なる強化により、知識・技術、アイデアを集積させ、革新
的な研究成果を生み出し、スピード感をもって事業化・商品化に導くことが重要です。

・こうした革新的な研究開発を行うため、｢知｣が集積する産学連携の新たな仕組み（｢知｣
の集積と活用の場）による研究開発が必要です。

政策目標
○事業化促進研究において、実施課題の90％以上で事業化（平成30年度）
○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（平成30年度）
○｢知｣の集積と活用の場による研究開発モデル事業において、実施課題の80％
以上で事業化・商品化が有望な研究成果を創出（平成34年度）

＜主な内容＞

１．事業化促進研究
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、

民間企業等による事業化に向けた研究開発を支援します。

２．異分野融合共同研究
農林水産・食品分野と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

な研究課題について支援します。

３．知の集積と活用の場による研究開発モデル事業
事業化・商品化の基盤となる革新的な技術開発について、民間企業等との連携を

促すマッチングファンド方式による新たな支援の仕組みをモデル的に導入します。

補助率：定額

事業実施主体：国立研究開発法人農業・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：
１及び２の事業 技術会議事務局研究推進課産学連携室

（０３－６７４４－７０４４）
３の事業 技術会議事務局研究推進課産学連携室

（０３－３５０２－５５３０）

［平成28年度予算の概要］



「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業

農林水産業・食品産業の成長産業化を図るためには、農林水産・食品
分野と異分野の新たな連携により、両分野の知識・技術、アイデアを集積
させ、革新的な研究成果を生み出し、スピード感をもって事業化・商品化
に導くことが重要です。
「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業では、「知」が集
積する産学連携の新たな仕組み（「知」の集積と活用の場）による研究開
発を推進します。

異分野融合共同研究

農林水産・食品分野と工学など異分野と連携して研究開発を行う
ことが効果的な研究課題について支援します。

商品化・事業化につながる研究成果を次々と創出

事業化促進研究

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、民間企業等による事業化に向けた研究開発を支援し
ます。
委託先企業等が研究開発の成功時に研究費の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し
ます。

｢知｣の集積と活用の場による研究開発モデル事業

事業化・商品化の基盤となる革新的な技術開発について、民間企
業等との連携を促すマッチングファンド方式による新たな支援の仕
組みを導入します。

基 礎

応 用

商品化・
事業化

研究開発
の段階



農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業
（競争的資金）

【３，２０３（５，２３８）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推進するとと
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

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革
新的な技術シーズを創出するための研究開発を推進します。

（２）発展融合ステージ
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、実

用技術の開発に向けて発展させるための研究開発を推進します。

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

階の研究開発及び新品種の育成に向けた研究開発を推進します。

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：
技術会議事務局研究推進課産学連携室 （０３－６７４４－７０４４）

［平成28年度予算の概要］



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

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】

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

移
行
審
査

移
行
審
査

優れた研究成果が
見込まれる課題

優れた研究成果が
見込まれる課題



市場開拓に向けた取組を支える研究開発
【３６０（２２０）百万円】

対策のポイント
産地や事業者による国内外の市場開拓に向けた取組を支援するため、外国

産物の国産化、国産農林水産物への新しい訴求ポイントの創出、及び輸出に

向けた技術的課題への対応のための研究開発を推進します。

＜背景／課題＞

・農林水産業・地域の活力創造プランが掲げる「需要フロンティアの拡大」等を通じた

農山漁村の所得増大のためには、国内外の市場開拓又は市場シェア奪還に向けた取組

を行おうとする意欲的な生産現場や事業者が抱える技術的課題を解決していくことが

必要です。

・このため、産学官の研究機関等が、これらの取組を行おうとする生産現場や事業者の

具体的なニーズを確認しつつ、出口戦略を明確にして行う研究開発を推進します。

政策目標
○カンゾウ、トウキ等の需要が多い薬用作物の生産性を向上させる技術を

15以上開発（平成32年度）

○２品目以上の地域特産物について、機能性表示を実現(平成32年度) 等

＜主な内容＞

１．薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発［新規］

カンゾウ、トウキ等の需要が多い品目について、他作物の研究者・研究機関が

蓄積している知見や技術も幅広く活用しつつ、低コストで安定生産を可能とする

栽培・生産技術等の開発を推進します。

２．地域の農林水産物・食品の機能性発掘のための研究開発［新規］

既存のコホート研究に機能性を有することが示唆されている地域の農林水産物や

食品について、地域の関係者と連携しつつ、当該農林水産物や食品を活用したビジ

ネスモデルを構築するとともに、機能性表示を可能とするためのエビデンス取得、

機能性を高めるための栽培・加工技術の開発等に向けた研究開発を推進します。

３．国産農産物の多様な品質の非破壊評価技術の開発

農産物とその加工の多様な品質（機能性、食味、加工特性等）について、光学

的手法によって非破壊で一括取得し、集出荷施設等で迅速に評価することを可能

にする技術、輸出先の嗜好に合わせた品質等の選定に資する技術を開発します。

４．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

養殖ブリ類の生産コストの削減を確立するため、ゲノム情報を利用してブリ類

［平成28年度予算の概要］
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の病害虫耐性品種等を短期間で育成する技術を開発します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：技術会議事務局

１及び２の事業 研究統括官（生産技術） （０３－３５０２－２５４９）

３及び４の事業 研究開発官（基礎・基盤、環境）

（０３－３５０２－０５３６）



市場開拓に向けた取組を支える研究開発

外国産物の国産化 新しい訴求ポイントの創出

■他作物において蓄積されている技術や知見を活
用しつつ、カンゾウ、トウキ等需要の多い薬用作
物の低コスト・品質安定化技術を効率的に開発

■農産物の機能性、食味、加工特性等を集出荷施
設等において非破壊で迅速に評価するための技術
を開発

■養殖ブリ類の生産コストを削減するため、ブリの病
害虫耐性品種等を短期間で育成する技術を開発

輸出の拡大需要の創造国内市場の奪還

イノベーションが主導する農林水産業の成長産業化

■輸出先の嗜好性に合致した品種を容易に選定で
きるようにするための技術を開発

甘み 酸味 香り

食感 機能性

加工特性
など・・

食味など様々な品質評
価を行う

ヒトによる官能評価など 非破壊分光分析

分光情報を網羅的に取得して多様な
品質をまとめて評価

相関

指標1

指標2

指標3

指標4
・・・

１位

２位

３位

A国

嗜好
調査

成分1

成分2

成分3

成分4
・・・

成分
分析

成分に対応する
光学的指標の探索

嗜
好
性
に
合
致
す
る

成
分
計
測
の
簡
便
化

■地域の農林水産物・食品について、機能性表示を
可能とする科学的エビデンスを取得するとともに、
その成果を地域が活用するためのビジネスモデル
を作成

DNAマーカーで育種

カンパチにも応用する
ためのマーカーを開発

薬用作物を含む高収益な複合経営モデルを策定

水稲、大豆

野菜

薬用作物

薬用作物と野菜を組み
合わせて導入すれば
収益が上がるな

＋

牧草の採種技術を応用し、
薬用作物の高品質種苗の
低コスト生産技術を開発

土壌pH・水分等の調整
による薬用作物の有効
成分の含有率向上技術
を開発

輸出に向けた技術的課題への対応

産地や事業者による国内外の新市場開拓又は市場シェア奪還に向けた取組を支援するため、外国産物の国産化、国産農林水産物への
新しい訴求ポイントの創出、及び輸出に向けた技術的課題への対応のための研究開発を推進。



５．「健康」を切り口とした需要開拓に
向けた取組



健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業［新規］
【３８８（－）百万円】

対策のポイント
機能性表示食品制度等を活用して健康関連の食市場を開拓するため、地域

の食の健康都市づくりや食育の推進に関する取組を支援するとともに、制度

活用ノウハウ等の情報提供など、機能性表示制度等を活用促進のための環境

整備を支援します。

＜背景／課題＞

・いわゆる健康食品（特定保健用食品を除く）の市場規模は、直近で約１兆2,000億円

と推計されていますが、平成27年度より機能性表示食品制度がはじまり、今後の市場

規模の拡大が期待されています。

・「日本再興戦略」（平成27年改訂版）には、「食・農を通じた健康を支える食生活イン

フラ整備パッケージ」の策定が盛り込まれているように、健康ニーズの高まりに対応

した、食・農を活用した健康維持・増進ビジネスの創出が必要です。

・このため、機能性表示食品制度等を地方の生産現場や中小企業を含めて食産業全体で

活用していくための環境整備を推進していくことが重要です。

政策目標
○ 平成30年度までに、機能性農産物及び６次産業化による加工食品の機能

性表示食品の市場を新たに25億円創出
○ 第３次食育推進基本計画の重点課題に係る目標の達成

＜主な内容＞

１．機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業 ８６（－）百万円
機能性農産物等を活用して地域の食・食文化の健康ブランド化を推進するため、行

政、生産者、食関連事業者、大学・研究機関（医学、栄養学等）及び消費者等で構成

する地域協議会が行う機能性農産物等の調理手法開発支援や地域の健康データを活用

した効果検証など「食による健康都市づくり」の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．新たな食環境に対応した食育活動モデル推進事業 １００（－）百万円
日本型食生活の普及・実践、食や農林水産業への理解増進を通じた消費拡大を図る

ため、関係者の連携の下、消費者の様々なライフスタイルの特性・ニーズに対応した

食育メニューを体系的に提供するモデル的取組（健康の維持増進に配慮した食品への

理解を促す内容を含むもの）を支援します。

（１）食育メニューの検討、推進会議の開催

（２）各種講習・体験受け入れ先の調査等

（３）効果測定を盛り込んだ食育メニューの実施

①座学を中心とするプログラム

②農業や加工、調理体験等の身近な体験の機会を取り入れたプログラム

③本格的な体験も取り入れ、繰り返し参加するなど、より高度な内容の

プログラム

（４）体験後の行動変容のフォローアップ等

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［平成28年度予算の概要］
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３．食産業における機能性農産物活用促進事業 ２０１（－）百万円
機能性農産物等の生産側・利用側を含めた食産業全体において、機能性農産物等の

活用促進を図るため、特に生産者や中小企業等の機能性表示食品制度の利用促進につ

ながる環境整備の取組を支援します。

・事業者目線でわかりやすく、利用促進につながる事例集・ガイドライン整備

・制度を利用するために必要な知識・ノウハウ等に関する研修等の人材育成

・ビッグデータ等の活用促進基盤（データ収集や解析プログラム等）の整備

・機能性農産物の利用拡大を図るため、バリューチェーン上で隘路となってい

る課題を抽出するための実証的調査

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○ 経済産業省 ・次世代ヘルスケア産業協議会の取組を通じて公的保険外事業の振興

を推進

お問い合わせ先：食料産業局食文化・市場開拓課（０３－６７４４－１７７９）



加工法・調理法の開発

地域健康食ブランドづくり、次世代ヘルスケア関連の食産業の創出

セミナー開催

地域食品
メーカー

地域
農業者

中食
（弁当、
惣菜）

地域大学
研究機関

自治体

地域
協議会

健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業 平成28年度予算額：38８(－)百万円

メニュー開発

機能性農産物の利用拡大を図る上で、産業構造上、障害となって
いる課題の実証的調査を実施します。

食品企業

健康関連の食市場開拓支援

２．新たな食環境に対応した食育活動
モデル推進（補助）

機能性農林水産物

機能性農産物の活用促進

○ 機能性表示食品制度を活用して健康関連の食市場（いわゆる健康食品の市場規模の直近で1.2兆円）を
開拓するため、地域の食の健康ブランドづくりや食育の推進に関する取組を支援するとともに、制度
活用ノウハウ等の情報提供など、機能性表示食品制度等を活用促進のための環境整備を支援します。

飲食店

どうやって申請
したらいいのか

どうやって加工し
たらいいのか？

生産者

• 活用ガイドライン整備

• 活用推進の人材を育成する研修実施

• ビッグデータ等の活用促進基盤整備

１．機能性農産物等の食による健康都市づくり支援（補助）
機能性農産物等を利用して健康都市づくりを目指す地域協議会を支援します ①機能性表示食品制度活用推進環境整備（補助）

生産者や地域の食品企業が機能性表示食品を活用しやすい
環境を整えます

②機能性農産物等活用バリューチェーン構築調査（委託）

• 機能性農産物を取り扱う際のバリューチェーン上
の課題を実証的に調査

• 構造的課題の解決策をとりまとめ

戦略策定

食事調査、
代謝物データ収集

健康の維持増進に配慮した食品など、最近の食環境
の変化も踏まえた、消費者ニーズ対応型の食育活動モデル
を支援します

３．食産業における機能性農産物活用促進事業

定量的効果検証



「和食」と地域食文化継承推進事業［新規］

【２１２（－）百万円】

対策のポイント
「和食」の保護・継承や第３次食育基本計画の推進を図るため、効果的な
時機を捉え「和食」の普及活動や情報発信を実施するとともに、地域の食文
化の魅力の再発見につながる食育活動を支援します。

＜背景／課題＞

・平成25年12月にユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」を今後、国民全体で保

護・継承していくことが必要であるとともに、近年の食生活をめぐる環境の変化に伴

い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を

推進することが重要です。

・また、平成28年３月に策定される第３次食育推進基本計画に掲げられる食文化の継承

等を意識した食育の推進等の重点課題の解決に向け、取組を強化することが必要です。

政策目標
第３次食育推進基本計画の重点課題（食文化の継承等）に係る目標の達成

＜主な内容＞

１．「和食」の保護・継承事業 １０３（－）百万円
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を国民全体で保護・継承するため、「和

食」をテーマに次世代継承型の食育活動として、食習慣を変えることに抵抗感が少ない

層（幼少期、育児世代等）に、「和食」の普及活動を効果的に実施します。

また、メディア等と連携して「和食」の魅力等を効果的に発信することで、国民に食

生活の見直し等を促し、「和食」の継承を図ります。

委託費

委託先：民間団体等

２．地域食文化魅力再発見食育推進事業 １０９（－）百万円
郷土料理等の地域の食の魅力の再発見や地域における日本型食生活の普及等を促す

ため、生産者や食品企業等、地域の関係者が一体となって取り組む、地域における食

育活動を企画・調整する専門的人材の育成や、食育を通じて地域の食の普及を図る展

示会・交流会・調理体験等の実施を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：関係団体等で構成する協議会

＜各省との連携＞

○ 文部科学省 ・文化振興及び学校における食育の取組を通じて、「和食」の保護

・継承を連携して推進

お問い合わせ先：食料産業局食文化・市場開拓課（０３－３５０２－５５１６）

［平成28年度予算の概要］



機密性○情報 ○○限り
「和食」と地域食文化継承推進事業

「和
食
」の
次
世
代
へ
の
継
承
・地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進

和
食
資
源
等
を
フ
ル
活
用
し
た
地
方
創
生
と
国
産
農
林
水
産
物
の
需
要
拡
大

次世代継承型の食育活動として幼少期の子ども、育児
ママ等、食習慣を変えることに抵抗感が少ないライフス
テージにある者に対し、「和食」に慣れ親しみ、食生活
の和食化を促す集中的な「和食」の普及活動を実施。 メディア等と連携して和食の魅

力等を効果的に発信して、和
食の保護・継承に向けた国民
運動の機運の醸成を図る。

「和食」継承事業（委託事業） 「和食」情報発信事業
（委託事業）

平成２８年度事業

郷土料理や伝統野菜等の魅力の再発見や日本型食生活の実践を促すため、生
産者や地域の食品企業等を巻き込み、地域一体となった食育活動を支援する。

地域食文化魅力再発見食育推進事業（補助事業）

食生活、食習慣を変える手法の共有
地域の郷土料理、伝統野菜等の情報を効果的に配信 など

・展示会や交流会、食育推進リーダーの育成、農林漁業体験活動 など

連携

第３次食育推進基本計画を踏まえ、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を次世代に継承していくため
の取組及び地域の食文化の魅力の再発見や日本型食生活の実践を地域の消費者に促す取組等を支援

幼少期 青年期 壮年期 老年期

○ 食が多様化する中
で、家庭の食生活を
一過性ではなく、継続
的に和食化し、「和
食」を継承していくに
は、これまで以上に
食生活を形成・転換
するキッカケのある
「時期」にある人々を
ターゲットにする必要。

○ 第３次食育推進基
本計画に掲げられる
食文化の継承等の重
点課題の解決に向け
た取組を強化する必
要。

○ また、地域ごとに
特色のある食文化の
継承等に向け、地域
の関係者が一体と
なった食育活動を支
援する必要。

現状と課題

【食生活形成期】
・幼児が味覚の形成期に「和
食」に慣れ親しむことで和食好
きとなる。
・学校給食で和食を提供するこ
とで和食を食べる
食習慣が形成される。

【育児期】
子どもの健康への
影響を考え、食習
慣への関心が生ま
れる。

【平成28年度予算額 212（－）百万円】
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