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薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業［新規］

【４００百万円の内数】

対策のポイント

数十種類にも及ぶ薬用作物について、地域ごとのほ場条件にあわせた栽培技

術等の最適化を図るため、産地固有の課題解決に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞

・漢方製剤・生薬の原料となる薬用作物は、８割以上を中国からの輸入に依存しています

が、漢方薬メーカーからの要望もあり、国内需要の拡大が見込まれ、また耕作放棄地の

活用や中山間地域の活性化につながる作物として国内生産への関心が高まっています。

・薬用作物は、一定の品質をクリアするための栽培技術の確立など生産上の課題への対応

が必要なことから、厚生労働省や研究機関と連携して生産体制を整備することが求めら

れています。

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、国内生産量を平成28

年度までに１.５倍に拡大（平成22年度比）

＜主な内容＞

薬用作物等産地確立支援

薬用作物の産地形成に向けて、以下の取組を支援します。

（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）安定した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

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

〔お問い合わせ先：生産局地域作物課 （０３－６７４４－２１１７）〕

［平成26年度予算の概要］
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特用林産物振興・新需要創出事業（新規）
【２５，０００（０）千円】

事業のポイント
放射性物質被害地域における生産の継続を図るとともに、新たな需要の創

出のための流通構造の改善などの取組に対して支援を行います。

＜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32年度：49万トン) に向けた生産量の増加が必要です。

主要10品目の生産量 380千ｔ(H13)→469千ｔ(H23）
・竹材の消費量、生産量ともに減少傾向で、手入れ不足の竹林の増加や竹の造林地への

侵入が問題となっており、竹林の利用拡大が重要となっています。
竹材の生産量 1,860千束(H13)→1,181千束(H23)

・きのこ類及び山菜類で173市町村に対し、国の出荷制限等の指示が出ています（平成2

5年８月31日現在）。

政策目標

国産きのこ類の生産量447千トン（平成20年）

→472千トン（平成27年）

＜内容＞

１．安全なきのこ原木安定供給体制構築支援
きのこ原木等の安定供給体制構築に向け、原木需給情報の収集・分析、コーディ

ネーターによるマッチング等を支援します。

２．新需要創出品目別支援
竹材、薬草類など品目別に異なる課題に対応した流通構造の改善に向けた取組を

支援します。

＜補助率＞

定額、１／２

＜事業実施主体＞

民間団体

＜事業実施期間＞

平成２６年度～３０年度（５年間）

［担当課：林野庁経営課］

［平成26年度予算の概要］
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２．産学官協力と食習慣・健康の関
連性の調査結果を活用した取組
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医福食農連携推進環境整備事業［新規］
【４３５（－）百万円】

対策のポイント
食と健康に係る学術的・科学的知見の集積を進め、医福食農連携としての

制度的な枠組みを構築していくための環境を整備します。

＜背景／課題＞
・日本食は、日本の長寿社会の実現に貢献していると考えられますが、その科学的メカ

ニズムが十分に解明されていないため、日本食の健康への効果がフードチェーンの産
業化に活かされていない現状にあります。

・日本食の健康への影響を分析し、食産業の市場規模の拡大を図るためには、様々な学
問分野、産業分野の関係者が緊密に連携して取り組む必要があります。

・一方、超高齢社会に伴い、介護食品について潜在的なニーズへの対応が喫緊の課題と
なっている中で、介護食品についての様々な情報が不足している状況にあります。

・このため、介護食品を広く普及させる活動や、介護食品を利用する方のニーズに即し
た介護食メニューの開発や提供サービスの方法を構築することが求められています。

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞
１．医福食農連携コンソーシアム整備等支援 ４０５（－）百万円

医学、農学等の関係者や食品産業事業者等が医福食農連携に関するコンソーシアム
を形成するなどし、以下のような取組を行う場合に支援します。
(1) 実際の食事を想定した食品の機能性成分の分析
(2) 既に健康長寿を達成している人等のこれまでの食習慣や、この食習慣が健康に及

ぼす影響の地域別・年代別の調査の実施
(3) (1)及び(2)の結果等を集約したデータベースの構築及び関係者が連携したバリュ

ーチェーンのモデル的取組の推進

補助率：定額、１/２以内
事業実施主体：民間団体（任意協議会等）

２．介護食品普及支援 ３０（－）百万円
介護食品を広く国民に普及させるためのシンポジウムの開催や、地域の関係者が連

携した介護食品の提供システムの構築等に向けた取組を支援します。

補助率：定額、１/２以内
事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１の事業

食料産業局食品小売サービス課外食産業室（０３－３５０２－８２６７）
２の事業

食料産業局食品製造卸売課 （０３－６７４４－２２４９）

［平成26年度予算の概要］
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３． 介護食品・機能性の高い食品等の
開発・生産・販売に関する取組
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○ 医福食農連携推進環境整備事業のうち

介護食品普及支援[新規]

【３０(０）百万円】

対策のポイント

介護食品の認知度の向上に向けたシンポジウムの開催や、関係者が連携し

て利用者のニーズに即した介護食品を提供するための取組を行う実証事業に

ついて支援します。

＜背景／課題＞

・超高齢社会に伴い、介護食品について潜在的なニーズへの対応が喫緊の課題となって

いる中で、介護食品についての様々な情報が不足している状況にある。

・このため、介護食品を広く普及させる活動や、介護食品を利用する方のニーズに即し

た介護食メニューの開発や提供サービスの方法を構築するための取組が必要です。

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(平成22年度)→３兆円(27年度）→10兆円（32年度））

＜主な内容＞

１．介護食品の認知度向上に向けた取組 １５（０）百万円

介護食品を広く国民に普及させるため、学識経験者等によるシンポジウムを開催

し、介護食品の認知度向上に向けた取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地域の関係者が連携した配食サービス等の食支援の取組 １５（０）百万円

地域の食品事業者と栄養士や医師及び地方自治体などが連携した、介護食品の

利用者等のニーズに即した商品開発や配食サービス等を行う実証事業に対し支援

します。

補助率：１／２

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卸売課 （０３－６７４４－２２４９（直））〕

［平成26年度予算の概要］
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４．社会福祉法人等の農業生産を
通じた活動の促進に向けた取組
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「農」と福祉の連携プロジェクト

対策のポイント
高齢者・障害者のための福祉農園の全国展開を加速。

＜背景／課題＞

・福祉分野においては、農業・園芸活動を通じて得られる心身のリハビリテ－ション効

果や、共同作業による社会参加促進効果が改めて評価されています。また、高齢者の

健康づくりや、障害者の就労訓練・雇用の場として、農作業を取り入れたいと考える

福祉施設が増加しています。

・このようなニ－ズに応えるため、厚生労働省と連携して、高齢者や障害者を対象とし

た福祉農園の整備を推進するとともに、福祉分野における「農」への取組を支援しま

す。

政策目標
平成30年までに、福祉農園の利用者数を新たに１万人拡大

＜主な内容＞

１．福祉農園等の整備（ハード）
・高齢者の生きがい及び障害者の就労･雇用を目的とする福祉農園等の開設･整備

２．研修会の開催や人材派遣（ソフト）
・福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催、福祉施設への農業専門家の派遣等を

支援

都市農村共生・対流総合対策交付金 ２，１００（１,９５０）百万円の内数

補助率：定額（上限800万円等）、1/2等

事業実施主体：地域協議会、ＮＰＯ、農業法人等

「農」のある暮らしづくり交付金 ５８０（５５０）百万円の内数

補助率（推進対策）：定額（上限400万円）

（整備対策）：1/2 （上限なし）

実施主体：ＮＰＯ、特例子会社、社会福祉法人等

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金６，５４０（６,２３３）百万円の内数

補助率：定額（定額、1/2等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体等

＜各省との連携＞

○ 厚生労働省：活動の拠点となる福祉施設の整備、農家等との福祉施設の連携を支援

お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課(０３－３５０１－３７２９)

農村振興局農村整備官 (０３－３５０１－０８１４)

［平成26年度予算の概要］
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都市農村共生・対流総合対策交付金
【２，１００（１，９５０）百万円】

対策のポイント
福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流等を推進する

ため、重点対策として各省連携プロジェクトを実施します。

＜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、地域コミュニティの活力が低下

し、地域経済が低迷する一方､消費者・都市住民においては、付加価値の高い観光､教
育､福祉等へのニー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、集落が市町村、ＮＰＯ等多様な主体と連携する集落連合体による農山漁村
のもつ豊かな自然や「食」を活用した地域の手づくり活動を支援して、都市と農村の
共生・対流を総合的に推進し、地域の活性化を図る必要があります。

・子どもの農山漁村宿泊体験や福祉農園の開設、空き家･廃校を活用した滞在型交流農
園の整備等、福祉･教育･観光等と連携した取組については、関係省庁と連携して重点
的に支援する必要があります。

政策目標
全国500地域において、都市と農村の共生・対流を通じた所得・雇用の増大

を実現（平成25～29年度）

＜事業メニュー＞
１．集落連携推進対策：農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を福祉･教育･観光等に活用

する地域の手づくり活動を支援。
２．人材活用対策：地域外の人材や意欲ある都市の若者の長期的な受け入れを支援。
３．施設等整備対策：活動拠点施設の確保のため､空き家･廃校等の補修等を支援。
４．広域ネットワーク推進対策：地域を越えた人材の活用、優良事例の情報受発信等

を支援。

補 助 率：1,2,4の事業 定額(１地区当たり上限800万円、250万円 等)
3の事業 1/2以内(１地区当たり上限2,000万円 等)

事業実施主体：1,2,4の事業 地域協議会、農業法人、ＮＰＯ 等
3の事業 地域協議会、地域協議会の構成員(市町村等) 等

【各省連携プロジェクト】
○子ども農山漁村交流プロジェクト

小学５年生を中心とした農山漁村での宿泊による自然体験や農林漁業体験等を推進
するため、農山漁村における宿泊体験施設・教育農園、受入体制の整備等を支援

総務省 ：送り手・受入側の地方自治体への特別交付税措置等
文部科学省：送り手側(学校)への宿泊体験活動支援等

○「農」と福祉の連携プロジェクト
高齢者や障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着に向け、福祉農園の開設・整備、

福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催、農業専門家の派遣等を支援
厚生労働省：活動の拠点となる福祉施設の整備、農家等と福祉施設の連携を支援

○空き家・廃校活用交流プロジェクト
農山漁村の空き家、廃校等の地域資源を、田舎暮らし希望者の受け皿や多機能な施

設等として活用。また、滞在型交流農園等の整備や農地等の掘り起こし、あっせん等
を推進。

総務省 ：過疎地域の活性化への取組支援
文部科学省：廃校に係る情報提供等
国土交通省：集落地域の「小さな拠点」形成のためのプランづくり

既存公共施設を活用したワンストップサ－ビス施設の整備
厚生労働省：廃校等を活用した高齢者関係施設、児童福祉施設等の整備
経済産業省：商店街空き店舗への店舗誘致等を支援

お問い合わせ先：
農村振興局都市農村交流課 (０３－３５０２－５９４６）
農村振興局中山間地域振興課 (０３－３５０２－６００５）

［平成26年度予算の概要］
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「農」のある暮らしづくり交付金
【５８０（５５０）百万円】

対策のポイント
交流農園・福祉農園の整備などを通じて都市農業の振興を図るため、国土

交通省、厚生労働省との連携の下、２つの重点プロジェクトを実施します。

＜背景／課題＞
・社会の高齢化・成熟化が進み、国民の意識が多様化する中、都市で暮らす人々の中で

は「農」のある暮らしを楽しみたいとの要望が拡大しています。また、高齢者や障害
者の介護・福祉等を目的とした福祉農園に対するニーズも高まっています。

・このような要請に応えるため、関係省庁と連携して、交流農園等の整備や福祉農園の
拡大・定着を進めていく必要があります。

政策目標
都市的地域における市民農園の区画数の拡大
（15万区画（平成23年度）→20万区画（平成29年度））

＜事業メニュー＞
１．「農」のある暮らしづくり推進対策

都市の住民が「農」と触れあう機会を増やしていくため、住民、ＮＰＯ、農業者
等が取り組む多様な活動や付随する簡易な施設の整備を支援

２．「農」のある暮らしづくり整備対策
①市民が多様な目的で「農」と関わるための施設（交流農園、福祉農園、教育農

園等）、②地元産農産物の生産・加工・流通を促進するための施設、③「農」の持
つ公益的機能を維持増進するための施設等について、その整備に要する経費を支援

３．「農」のある暮らしづくり支援対策
「農」を楽しめる暮らしづくりを全国で推進するため、専門家の派遣、講習会の

開催、都市農業に関係する情報の整備等の活動を支援

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：農園開設予定者、ＮＰＯ、特例子会社、社会福祉法人

農業者・農業法人、市町村、民間団体等

【各省連携プロジェクト】
○「農」を楽しめるまちづくりプロジェクト

｢農｣のある暮らしを楽しみたいという都市住民のニーズに応え、円卓会議等での住
民参加による計画策定と、当該計画に基づく交流農園、農産物直売所等の整備を支援

国土交通省：生産緑地の買取りによる農業公園の整備を支援
都市機能の集約に伴う郊外部での建物除去費用を支援

（除去後、農林水産省の支援により市民農園を整備）

○「農」と福祉の連携プロジェクト
高齢者や障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着に向け、福祉農園の開設・整備、

福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催、農業専門家の派遣等を支援
厚生労働省：活動の拠点となる福祉施設の整備、農家等と福祉施設の連携を支援

お問い合わせ先：
農村振興局都市農村交流課 (０３－３５０２－００３３）

［平成26年度予算の概要］
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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【６，５４０（６，２３３）百万円】

（25年度補正予算 １，５００百万円）

対策のポイント
○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
性化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的な取組を支援します。

○重点対策として、各省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・対流等を推進します。

＜背景／課題＞
・農山漁村の活性化を推進するためには、農林漁業者等のニーズを踏まえて、地域の創

意工夫と主体的な取組によるきめ細やかな条件整備への支援が必要であり、また、農
山漁村・農林漁業の有する多面的機能を活用し、地域間の交流を推進することが必要
です。

・地域コミュニティ・集落を再生し、美しく活力ある農山漁村の構築を図るため、福祉
・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流を推進することが必要です。

・特に、中山間地域等では、地域の６次産業化への新たな取組の活動基盤の強化が不可
欠であることから、廃校等の一層の活用と既存施設の再編等を組合せ、暮らしやすく
使い勝手のよい多機能な集落拠点づくりを支援する必要があります。

政策目標
全国250市町村において、定住、交流に資する農山漁村の活性化に向けた新

たな取組を創出（平成24～28年度）

＜事業メニュー＞
１．生産基盤及び施設の整備：定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生

産基盤及び施設の整備等を支援します。
２．定 住 環 境 の 整 備：定住等を促進するための集落における生活環境施設の

整備を支援します。
３．地 域 間 交 流 等 の 促 進：地域間交流の拠点となる施設等の整備を支援します。

補助率：定額（定額、１／２等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体 等

【各省連携プロジェクト】
○子ども農山漁村交流プロジェクト

小学５年生を中心とした農山漁村での宿泊による自然体験や農林漁業体験等を推進
するため、受入側の宿泊体験施設・教育農園等の充実・整備

総 務 省：送り手・受入側の地方自治体への特別交付税措置等
文部科学省：送り手側（学校）への宿泊体験活動支援等

○「農」と福祉の連携プロジェクト
高齢者や障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着に向けて、高齢者の生きがい等

を目的とする農園等の整備
厚生労働省：活動の拠点となる福祉施設の整備、農家等と福祉施設の連携を

支援

○空き家・廃校活用交流プロジェクト
農山漁村の空き家、廃校等の地域資源を活用し、田舎暮らし希望者の受け皿や多機

能な施設等として住みよい環境づくりを推進するため、廃校等の地域資源の活用と散
在する既存施設の再編等を組み合わせた多機能な集落拠点強化施設等の整備

総 務 省：過疎地域の活性化への取組支援
文部科学省：廃校に係る情報提供等
国土交通省：集落地域の「小さな拠点」形成のためのプランづくり

既存公共施設を活用したワンストップサービス施設の整備
厚生労働省：廃校等を活用した高齢者関係施設、児童福祉施設等の整備

（関連対策）
・美しい村づくりのための土地利用や地域コミュニティの再生について調査を実施

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官 (０３－３５０１－０８１４）］

［平成26年度予算の概要］
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５．その他の取組
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[平成 26 年度予算の概要] 

日本食・食文化魅力発信プロジェクト[新規] 
【２，６５８（－）百万円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景／課題＞       

 ・平成 32 年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や和食のユネスコ無形文化遺産

登録が決まったこと等を受け、世界各国の日本に対する注目度は高まってきています。 

 ・このような機会を捉え、日本食・食文化の魅力を国内に発信することを通じて、国民が

和食の素晴らしさを再認識するとともに、増えつつある訪日外国人旅行者等に対し和食

の深い魅力を広く伝えることにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋げることが

重要です。 

 ・また、併せて、海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産物

・食品の輸出拡大にも資することとなります。 

 ・このため、国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において日

本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水産物・食品の

消費拡大に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な内容＞ 

１．日本食・食文化普及推進総合対策            １，１４０（－）百万円 

 （１）日本食・食文化の世界的普及プロジェクト 

① 海外向けプロジェクト 

 料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発による日本産食材の活

用促進、海外主要都市での日本食文化週間の実施、海外ジャーナリスト等を活

用した日本食・食文化の魅力発信等の取組を行います。 

② 国内向けプロジェクト 

 国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係

るセミナー・シンポジウムの開催、日本食・食文化を普及するためのイベント

の実施等の取組を行います。 

委託費  

委託先：民間団体等  

 

＜各省との連携＞ 

○ 外務省  ・外務省所管の JICA が主催する国内外の研修等において、我が国の農林

水産物・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日本食・

食文化を普及する人材を育成。 

 国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において日本

食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水産物・食

品の消費拡大に向けた取組を推進します。 

対策のポイント 

 ○農林水産物・食品の輸出額を拡大 

  （4,497億円（平成24年）→１兆円水準（平成32年）） 

 ○国産農林水産物・食品の消費を拡大 

  （平成25年度から平成29年度までに売上向上率10％向上） 

政策目標 
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 （２）日本食・食文化の普及支援事業 

海外の料理学校における日本食講座の開設、海外主要都市での日本食レストラン

ウィークの実施、海外の外食事業者団体等が主催する見本市への出展等の取組を支

援します。 

補助率：定額  

事業実施主体：民間団体等  

 

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業           １，５１８（－）百万円 

（１）地域の農林水産物の活用促進 

  ① 食のモデル地域の育成 

  地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため、「食

のモデル地域」における商品開発、販路開拓、人材育成等を支援します。 

  ② 地域の取組の全国展開 

  食のモデル地域等での消費拡大の動きを全国的に拡大するため、商談会の開催や

消費拡大促進フェア等の取組を支援します。 

  ③ 学校給食における地場食材の利用拡大 

  現場の創意工夫を生かし、学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生

産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援します。 

 

補助率：定額、１／２   

事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等  

 

＜各省との連携＞ 

 ○ 文部科学省  ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食

での地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行

い、成果を普及。 

 

（２）全国レベルでの国産農林水産物・食品の消費拡大 

  ① 全国的な消費拡大のためのイベントを実施 

  生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、我が国の農林水産業・食品産業、農山

漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施します。 

  ② 食料自給率向上に向けた取組 

  食料自給率の向上のため、異業種（医療・福祉、観光等）とも連携しつつ国産

農林水産物の消費拡大を図る取組を推進します。 

 

委託費  

委託先：民間団体等  

 

 

お問い合わせ先：          

１、２（２）①について 食料産業局食品小売サービス課外食産業室 

                       （０３－６７４４－０４８１） 

２(１)①、②について 生産局穀物課       （０３－３５０２－７９５０） 

２(１)③について  食料産業局産業連携課    （０３－６７４４－１７７９） 

２(２)②について 大臣官房食料安全保障課   （０３－６７４４－２３５２） 
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需要フロンティア拡大のための研究開発
（委託プロジェクト研究）

【６２６(５６１）百万円】

対策のポイント
国産農林水産物の需要拡大に資する技術開発を行います。

＜背景／課題＞

・我が国の農林水産物については、海外市場のニーズに合致する品種や栽培法の選定を

行うことが、輸出拡大を目指す上で重要です。

・輸出戦略の重要品目であるブリ類については、通年出荷体制の構築と病害虫対策等を

通じた低コスト化が大きな課題となっています。

・高齢化や健康志向の高まりにより需要の増大が見込まれる医薬品や医療用素材への農

畜産物の活用により、新しい需要の創出が期待されています。

政策目標
○国産農林水産物について、1,000億円程度の新たな需要を創出（平成32年度）

＜主な内容＞

１．国産農産物の多様な品質の非破壊評価技術の開発
海外市場のニーズに合致する品種や栽培方法の選定、国内外の市場における国産

農産物の訴求ポイントの明確化等に資するため、光学的評価技術など、国産農産物

の多様な品質（食味、食感、香り等）を生産現場において非破壊で迅速に評価する

ことを可能とする技術を開発します。

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
養殖ブリ類の安定的な通年出荷体制の確立と生産コストの削減に資するため、ブ

リの人工種苗を、通常の天然養殖用種苗を使用するよりも早期に低コストで安定的

に生産する技術と、ゲノム情報等を活用してブリ類の病害虫耐性品種等を短期間で

育種する技術を開発します。

３．医薬品作物、医療用素材等の開発
開発が進められているスギ花粉症治療薬となるコメや、カイコ・家畜由来の原料

を用いた医療用素材等について、動物やヒトでの安全性・有効性の評価試験等を実

施します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１、３の事業 農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎・基盤）

（０３－３５０２－７４３５）

２の事業 農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）

（０３－６７４４－２２１６）

［平成26年度予算の概要］
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需要フロンティア拡大のための研究開発

・人工種苗を通常の天然養殖
用種苗を使用するよりも早期に
低コストで安定的に生産する技
術の開発
・ゲノム情報を活用して病害虫

耐性品種等を短期間で育種す
る技術の開発

国産農林水産物の需要を、2020年までに1,000億円程度拡大

成果を現場に適用
（平成２９年度以降）

スギ花粉症治療米、小口径
絹人工血管等の有効性・安
全性の確認

医薬品・医療機器としての
承認取得

（平成３２年度以降）

国産農産物の多様な品質の
非破壊評価技術の開発

養殖ブリ類の低コスト・
安定生産技術の開発

農畜産物の機能を活用した
医薬品作物、医療用素材等

の開発

絹人工血管（白色部分）が
移植後徐々に生体成分に

置き換わる

移植後2週間 移植後12週間

小口径絹人工血管

利用する基盤技術の例
（励起蛍光マトリックス）

病害虫に強い品種をゲノムを利用し
短期間で育成

→生産コストの低減

・我が国の農林水産物については、海外市場のニーズに合致する品種や栽培法の選定を行うこ
とが、輸出拡大を目指す上で重要

・輸出戦略の重要品目であるブリ類については、通年出荷体制の構築と病害虫対策等を通じた
低コスト化が大きな課題

・高齢化や健康志向の高まりにより需要の増大が見込まれる医薬品や医療用素材への農畜産
物の活用により、新しい需要の創出が期待されている

背景・現状

国産農産物の多様な品質を詳
細に把握することを通じて、海外
市場のニーズに合致する品種や
栽培方法を選定するための技術
の開発

成果を現場に適用
（平成３０年度以降）
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攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業
【 】１０，０００百万円

対策のポイント
の英知を結集して、革新的な技術体系を確立するための実証研究や民間産学

活力を生かした技術開発等を行い、消費者等のニーズに応えます。

＜背景／課題＞

攻めの農林水産業を実現するため、 消費者ニーズに立脚し、輸出拡大をも視野に入・ ①

新品種や新技術による強みのある農畜産物づくり、②大規模経営での省力・低コれた

スト生産体系の確立、③民間の技術力やＩＣＴ・ロボット技術等異分野の先端技術の

活用などにより、 です。従来の限界を打破する生産体系への転換を進めることが急務

民間・大学・独法などのオールジャパンの英知を結集 革新的な技術・このため、 して、

体系を確立するための実証研究 民間活力を用いて革新的な技術の早期実を行うほか、

や医学、理学、工学などの するための技用化 異分野の研究成果を農林水産分野に活用

消費者等のニーズに応えた農林水産物の生産等を支援します。術開発を緊急に行い、

政策目標
○大幅なコスト低減等による農林水産業経営の収益増大（平成26年度）

○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26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26年度）

＜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）産学の英知を結集し、 実際様々な先端技術を基に革新的な技術体系を組み立て、

実証研究をの生産現場で、米の低コスト生産や畜産の省力化・効率化等を実現する

します。支援

（２）その際には、 大学等の協力消費者や実需者のニーズに立脚したものとなるよう、

を得て、 。マーケティングや経営分析研究を併せて行います

２．民間企業の活力や異分野の革新的な技術を活かした技術開発

消費者、生産者等の多様なニーズをしっかり把握 民間企業の持つ活力した上で、

医学、理学、工学など 生産現場等に早期に展や 異分野にある技術シーズを活用し、

。開が見込まれる します新たな資材や機能性の高い食品等の開発・実用化研究を支援

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（

［お問い合わせ先：

農林水産技術会議事務局研究推進課 （０３－３５０２－７４３７ ］）

［平成25年度補正予算の概要］
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攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 

全国に配置したコーディネーター 

超多収生産体系を確立 

無人（耕起） 
有人（施肥） 

【大規模経営向け無人＋有人の協調作業による 
 作業効率向上等】 

攻めの農林水産業の展開、農林水産・食品産業の成長産業化 

【かんきつの気象データに基づいたきめ細かい水分調
整等による品質向上等】 

  
 消費者ニーズや輸出需要などに応える強みのある農林水産物の生産を実現する

ため、高品質で競争力のある農林水産物を低コストで生産する新たな技術体系の

確立を進める。 

 また、消費者ニーズに即した体系とするよう、併せてマーケティングや経営分析な

どの研究を行う。 

産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立 

潅水制御装置 

  点滴で潅水する 
  チューブ 

被
覆
資
材 

水源 

畜産の省力・生産性向上実証拠点 

【酪農の閉鎖型畜舎による生産性向上等】 

従来型（開放型）                    閉鎖型 

ＩＣＴ、ロボット技術を
活用し、健康状態 
に応じた給餌、搾乳
等精密な飼養管理 

果樹の品質・生産性向上実証拠点 

  【てんさいの収穫作業委託による大幅な省力化等】 

地域作物の省力生産実証拠点 

直播栽培の導入 

   飼料用米専用品種を 
導入し、単収１トンを実現 

センサーを活用した 
高度な温度管理 

超大型収穫作業機に対応した収穫期
調整等効率的な運用体系の確立 

大規模経営体 

 
（事業化促進研究 課題例） 
・米ゲルを利用したアレルゲンフリー食品等消費者の求める食品の開発 
・自立走行水田除草機等、農家の求める軽労化機器の 
 開発 
 
（異分野融合研究 課題例）          
・理学・工学との連携によるウィルスに抵抗性を有する種苗生産技術 

民間企業の活力や異分野の革新的な技術を活かした技術開発 

収穫作業受託組織 

米の低コスト生産実証拠点 

消費者の求める高品質な 
牛乳を安定的に生産 

実需者の求める高品質な 
  米を低コストで安定的に生産 

実需者の求める低コストで安定的に 
砂糖原料を生産する体制を整備 

消費者の求める糖度の高い果実を生産 
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１．消費者ニーズや輸出需要に応える強みのある農林水産物の生産を 
実現するための実証研究を進めます 

○ 民間や大学などが、消費者が求める農林水産物や 
   輸出需要に対応した農林水産物について、 
   市場調査・研究などを行います。 
 

○ 消費者の視点を踏まえ、安全でおいしい農林水産物を 
   低コストで生産できるような経営モデルを確立します。 
 

○ 輸出拡大に向けて、高品質で競争力のある農林水産物 
   を生産･流通できるシステムを構築します。 

消費者に喜ばれる農産物を 
販売して収入が増えた！ 

作る喜び食べる楽しみあふれる農林水産物づくりを実現します 

新しい時代に向けて、みんながワクワク、 
夢のある農林水産業を目指します 

 

～消費者が求める農林水産物の開発・提供～ 

 

 

 

２．消費者目線に立った新しい製品開発のための研究などを進めます 

 

 

３．研究機関、大学、民間等の自由な発想に基づいて、消費者の求める 
新品種の開発などを進めます 

消費者の求める品種開発の促進 
 

平成２６年度より育種枠を設定し、消費者等のニーズや輸出需要に 
対応した新たな品種の開発を促進します。 

（例えば、「スカイベリー」のような消費者に喜ばれる地域ブランドの開発を支援します） 

○ 全国に配置したコーディネーターが民間のニーズを把握します。 
 

○ 例えば、民間企業や大学が、健康に役立つなどのニーズに応えて行う食品開発などを支援します。       

○ 研究機関、大学、民間等が行う、農産物の品質を向上する技術や低コストで生産できる技術の 
   開発などを支援します。 

安くて美味しいものが 
いいな 

世界一安全な日本の 
農産物が食べたいな 

農林水産省農林水産技術会議事務局 
 

31



民間活力を活かした研究の推進［新規］
【１，１１３（－）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・食品分野においては、研究投資が他産業に比べ低調であり、革新的な技術
の創出やその事業化が遅れ、産業技術力の強化につながっていない状況です。

・このため、消費者ニーズに従い、民間企業等の事業化を促進するための研究開発や遺
伝子工学、医療、ＩＴ、ロボット工学等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促進が必要です。

・これらの研究開発を支援するためには、農林水産業の生産現場や民間の技術開発ニー
ズを把握する高度な知見を有したコーディネーターの配置が必要です。

政策目標
○事業化促進研究において、平成30年度までに実施課題の90％以上で事業化
○異分野融合共同研究において、平成30年度までに実施課題の80％以上で事
業化が有望な研究成果を創出

＜主な内容＞
１．革新的技術創造促進事業 １，０００（－）百万円

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、

民間企業等の事業化に向けた研究開発を支援します。

（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

様なニーズ等のうち、医療や工学などの異分野と連携して研究開発を行うことが
効果的な課題について、異分野の産学との共同研究を支援します。

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

２．事業化を加速する産学連携支援事業 １１３（－）百万円
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、上記１の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します。

委託費
委託先：民間団体等

＜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、医

農、理農、農工、薬農などの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26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  

民間活力を活かした研究の推進 

 
 

・ 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 

民間活力を活かした研究の実施 

希少価値の
ある薬用作物
を安定的につ
くりたいな 

【想定される研究課題（例）】 
・ アレルゲンタンパク質を含まない農産物加工技術の開発 
・ 薬用作物を効率的に栽培する生産システムの開発 

 
 
・ アレルギーの人でも食べられる農産物の加工品の提供 
・ 良質な薬用作物の生産拡大、通年安定供給 

  

農林水産・食品分野の成長産業化 

アレルギーの
ある人も食べ
られる食品を
提供したいな 

全国に配置したコーディネーター 
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