
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農薬、肥料、飼料及び動物用医薬品に関する安全確保対策の実施

① 農薬使用者や蜜蜂への影響評価等、農薬の安全性に関する評価の充実に必要

な調査・試験を行います。

② 肥料の生産工程管理推進のための技術研修等を実施します。

③ 飼料中の有害物質の含有実態調査、畜産物への残留・移行試験、BSE飼料規

制のためのと畜残さの利用実態調査等を行います。

④ 動物用医薬品の使用基準や残留基準値の設定・見直し等に必要な調査・残留

試験等を行います。

２．薬剤耐性菌の監視・動向調査の強化、抗菌剤の慎重な使用に関する研修の

実施

① 動物用医薬品等として抗菌剤が使用されている家畜、養殖水産動物、愛玩動物

における薬剤耐性菌の監視・動向調査を行います。また、畜産環境を通じた薬剤耐

性菌の影響を把握するため、畜産農場周辺においての抗菌剤や薬剤耐性発現の

調査を実施します。

② 抗菌剤の慎重使用の取組を推進するための普及啓発、薬剤感受性試験の技術

研修等を行います。

・ 使用基準の設定等に必要な調査・試験
･･･１

・ 動物分野の薬剤耐性の動向調査
･･･２

・ 抗菌剤の慎重使用の取組を推進するための
普及・研修･･･２

生産資材安全確保対策事業委託費
【令和３年度予算概算決定額 263 （264）百万円】

＜対策のポイント＞
生産資材の安全確保に向けた科学データの収集分析、リスク管理措置の基礎となる試験法の開発等を推進します。

＜政策目標＞
国際的な標準に整合した制度の下、最新の科学的な知見に基づき、生産資材の安全と品質を確保し、安定的に供給

［お問い合わせ先］消費・安全局畜水産安全管理課（03-6744-2104）
消費・安全局農産安全管理課 （03-3591-6585）国 民間団体等

委託
＜事業の流れ＞

動物用医薬品

・ 有害物質（かび毒、残留農薬、重金属等）
の含有実態調査、残留・移行試験･･･１

・ BSE飼料規制のためのと畜残さの利用実態
調査･･･１

飼 料

家畜を用いた動物試験
の実施

汚染実態調査の実施

国際的な考え方に基づいて、科学的に基準値を設定
薬剤耐性の動向調査

抗菌剤の慎重
使用の推進

・ 農薬使用者や蜜蜂への影響評価等、農薬の
安全性に関する評価の充実に必要な調査・
試験の実施･･･１

蜜蜂への影響評価に
関する新たなデータ

農薬使用者への
影響評価に関する

新たなデータ

最新の科学的な
知見・技術の進展
に対応した評価の

充実・改善

農 薬

肥料の自主的な品質管理に向けた取組み支援

• セミナーによる分析技術習得促進

• 優良表示等による品質管理の取組の普及・啓発
・・・１

分析実習セミナーの開催

肥 料

安全な
生産資材の
安定的な

供給
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動物用医薬品対策事業
【令和３年度予算概算決定額 65（65）百万円】

＜対策のポイント＞
有効・安全な動物用医薬品等の迅速承認、市場規模が小さい家畜や薬剤耐性対策に必要な動物用医薬品等の開発等を推進します。

＜政策目標＞
動物用医薬品の迅速な承認審査の推進、家畜の疾病の発生予防や防疫体制の構築及び薬剤耐性対策に必要な動物用医薬品等の安定供給

［お問い合わせ先］消費・安全局畜水産安全管理課（03-3502-8701）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進

動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準への我が国の実態の反映及び

当該基準の新興国への普及啓発活動を推進します。

２．新技術を活用した動物用医薬品等の開発や基準等の作成

新技術を活用した動物用医薬品等の承認申請に必要な試験方法の基準の作成

及び承認申請に必要な有効性等を確認する試験などの開発費を支援します。

３．希少疾病等用動物用医薬品の実用化の促進

市場規模が小さい家畜用の医薬品等の開発を促進するため、承認申請に必要な

有効性等を確認する試験などの開発費を支援します。

４．薬剤耐性菌リスク低減のための動物用ワクチン等の実用化の促進

抗菌剤の使用機会を減少させるため、感染症を予防するワクチンや免疫賦活剤、

抗菌剤の代替となる薬剤や試薬及び飼料添加物等の開発費を支援します。

国 民間団体等

定額
＜事業の流れ＞

メーカー

販売するために必要な試験

申請

国

承認申請に必要な試験費を支援
（例）
・新技術を活用したワクチン
・希少疾病やミツバチ、養殖魚用の医薬品等
・抗菌剤の使用機会減少に資するワクチン、
免疫賦活剤等

動物用医薬品は市場規模が小さく（人用
医薬品の1/100程度）、実用化が見込め
るものであっても、開発費の負担がネック

期待される効果

◇新薬の開発・審査の迅速化を推進
◇安全で有効な医薬品等を早期に現場で応用
◇薬剤耐性対策の推進

課題

品質

有効性安全性

承認
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（検疫現場）

【令和３年度予算概算決定額 1,179（1,208）百万円】

＜対策のポイント＞
〇 病害虫の我が国への侵入・まん延を防止するため、植物検疫の充実強化を図ります。
〇 我が国の農産物の輸出拡大に資するべく輸出検査体制の整備や輸出解禁の迅速化のためのデータ蓄積等を行います。

＜事業目標＞
〇 農産物の病害虫の侵入・まん延防止
〇 我が国の農産物の輸出拡大と円滑・安定的な輸出

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

重要な病害虫の国境を越えての侵入・まん延を防止するため、水際での植物の輸出入
検疫に取り組むとともに、以下の充実強化を行います。

１．輸出先国との協議の加速化のための検疫処理の国際基準化事業費
かんきつ類やりんごに寄生する我が国発生の重要病害虫について、大規模殺虫・殺
菌試験等を行いデータを蓄積することにより、国産農産物の輸出に有利な検疫処
理の国際基準化を後押しします。

２．PRA実施の推進事業費
PRA実施において、ロボティック・プロセス・オートメーションを活用することにより情

報収集及びデータ整理の業務改善・改革を行い、担当者の人的リソースを情報の分
析業務へ集中し、分析能力及び労働生産性を引き上げます。

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課 （03-3502-5976）

データベース

職員が行っていた情報収集・データ整理を
ロボティック・プロセス・オートメーションで実施

国外Webサイト

大規模殺虫・殺菌試験等の実施

植物防疫所の検疫事業費

殺虫処理装置 収穫後の果実の殺菌処理

データ蓄積

国際基準化

情報収集・データ整理の業務の効率化
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．海外における育成者権の取得支援等

① 海外出願経費の支援

② 海外育成者権侵害対策

③ 種苗資源の保護

種苗生産の維持が困難である伝統野菜等の優良品種の種苗資源を保存する

取組及び特性や遺伝子情報の評価等、遺伝資源保存活動の取組を支援します。

④ 植物品種保護制度の運用改善

⑤ 簡易な許諾方法のモデルの構築

簡易な許諾方法や新たな契約方法（サブスクリプション等）、一括許諾管理団

体による包括的な許諾等のモデル的な取組を支援します。

⑥ 流通種子データベースの構築

登録品種から一般品種までを含め、農業者が商品名等から容易に品種特性、

価格情報、登録品種の利用条件（許諾条件、指定地域等）が比較できる

データベースの整備を支援します。

⑦ 品種登録制度におけるDNA判定技術の高度化

品種登録審査や侵害立証において遺伝子情報を活用する取組を支援します。

２．育成者権保護のための環境整備

海外における品種保護に必要となる技術的課題の解決や東アジアにおける品種保
護制度の整備等育成者権保護の環境整備に資する取組を実施します。

植物品種等海外流出防止総合対策事業

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え

事業の定量的な目標を１行程度で記載（体言止め）

＜対策のポイント＞
我が国優良品種の海外への流出･無断増殖を防止するため、品種登録出願（育成者権取得）や侵害対応等に係る経費を支援するとともに、登録品種の

簡易な許諾方法のモデル構築などを支援します。

＜事業目標＞
輸出重点品目の海外での１品種あたりの平均品種登録国数（２か国［令和９年度まで］）

［お問い合わせ先］食料産業局知的財産課（03-6738-6443）

育
成
者
権
者

海外出願
支援申請

出願経費支援
（定額、1/2）

海外で権利
侵害発生

侵害対応経費
支援（2/3）

植
物
品
種
等
海
外
流
出
防
止
対
策

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム(

事
業
実
施
主
体
）

①

②

③

⑤

⑦

・伝統野菜等の種苗資源
の保存

・遺伝資源保存活動

登録審査

侵害立証

DNA
判定

一括許諾プラットフォーム
いちごＡ

ぶどうＳ

リンゴＣ

育成者権
管理委託

支払

農業者Ⅰ

農業者Ⅱ

農業者Ⅹ

…

許諾契約
の集約
・許諾期間
・許諾料金
・地域限定
・自家増殖

許諾契約に
基づき増殖

許諾契約に
基づき販売
農業者への
営農指導

支払

オンライン
販売

⑥ 植物品種流通・利用条件
検索データベース(仮)

商品名、商標名、品種名等から

容易に情報検索が可能

【例】・育成者権や商標権の情報

・品種の特性情報

・利用条件や許諾の情報 等

＜事業の流れ＞

国

育成者権者
コンソーシアム

委託

民間団体等

定額、2/3以内、
1/2以内

定額、2/3以内、
1/2以内

（２の事業）

民間団体等
定額、1/2以内

（１③～⑦の事業）

（１①②の事業）

我が国の優良品

種の海外への流

出・無断栽培を

防止することによ

り、海外市場で

海外産と競合し

ない環境を確保

して、輸出促進に

貢献

品種の特性・利用条
件等の情報を収集

農業者・農業者団体
が検索し、作付ける

品種を選択

【令和３年度予算概算決定額 176（137）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 432百万円）

※ １①、⑤、⑥、⑦の事業については、令和２年度第３次補正予算を含む。 -35-



地理的表示保護・活用総合推進事業
（令和２年度第3次補正予算額 79百万円）

＜対策のポイント＞
地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用促進や輸出拡大のため、ＧＩ登録申請から登録後のフォローアップまでの一貫したサポート体制の構築、販路拡大
等のための活動を支援するとともに、国内及び相互保護対象国におけるＧＩ侵害に対する監視強化の取組を支援します。

＜事業目標＞
地理的表示産品の国内登録数の拡大（200産品［令和11年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地理的表示保護コンソーシアム運営事業

① ＧＩ申請相談・フォローアップ体制整備
ＧＩの申請を支援する窓口（ＧＩサポートデスク）を設置します。

また、海外でのＧＩ申請・登録やＧＩ名称の不正使用への対応を支援します。

② 登録生産者団体支援
ＧＩ産品の紹介や販路拡大等のための取組を支援します。

２．地理的表示保護執行強化・情報発信委託事業

① 地理的表示保護・監視事業
国内外におけるＧＩ産品の模倣品やＧＩ名称を監視します。

② ＧＩ産品情報発信事業
国内外の事業者及び消費者に向けて、ＧＩ産品の魅力を多言語で発信します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］食料産業局知的財産課（03-6738-6317）

国 ＧＩ生産者団体等

委託

定額、1/2
（１①の事業の一部）

（２の事業）民間団体等

民間団体等
定額、1/2

定額
民間団体等 （１①の事業の一部、１②の事業）

ＧＩ申請相談（1①）

情
報
発
信

(

２
②)

地
域
産
品
を
GI
登
録

ＧＩ産品の模倣品等の監視
（２①）

国内外でのＧＩ保護・侵害対策
（1①）

不正使用
発覚！農林水産知的財産保護コンソーシアム

・ＧＩ不正使用の監視
・模倣品調査

申請から登録後までの一貫したサポート体制の構築、販路拡大等

国内外でのＧＩ侵害対策を通じた我が国食料産業のグローバル化を促進

国内外でのＧＩ保護のため、
・ＧＩの海外への申請等を支援
・ＧＩ侵害対策に必要な経費等を支援

ＨＰで国内外に日本の
ＧＩ産品の魅力を発信

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

に
よ
る
一
体
的
支
援

（
１
②
）

ＧＩ登録生産者団体支援
・輸出業者、加工業者とのマッチング
・百貨店などでの棚の確保、催事などの
販売支援

・ブランディング相談、各種セミナー開催
・登録後のマーケティング支援 等

ＧＩ保護制度活用支援窓口
（ＧＩサポートデスク）の設置

説明会
アドバイス

【令和３年度予算概算決定額 130（－）百万円】
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．海外における育成者権の取得に向けた情報提供
農業知的財産管理支援機関が一元的に海外の知的財産権として保護する必

要がある優良な植物新品種について、海外の市場規模や侵害リスク情報等を収集
し、品種開発者やグローバル産地に提供します。

２．海外における優良品種の侵害対策の強化に向けた情報提供
農業知的財産管理支援機関が一元的に海外の侵害状況を監視・把握し、品

種開発者やグローバル産地に情報提供するとともに、効果的な侵害対策を助言しま
す。

３．農業知的財産に関する相談窓口の設置
農業知的財産管理支援機関に「知的財産相談窓口」を設置し、一元的に農業

分野での特許・商標の取得及び活用に向けた情報を品種開発者やグローバル産地
に提供します。

４．農業分野の技術的知見の流出防止対策
農業知的財産管理支援機関が農業分野の特殊性を踏まえた営業秘密等を保

護するための指針を策定します。

農業知的財産保護・活用支援事業
【令和３年度予算概算決定額 81（78）百万円】

＜対策のポイント＞
農業知的財産管理支援機関が一元的に品種開発者やグローバル産地が連携した海外の育成者権の取得に向けた市場規模や侵害リスク情報の収集や侵

害状況の監視・把握、農業分野での特許・商標の取得及び活用に向けた情報提供を行うとともに、農業分野の特殊性を踏まえた営業秘密等を保護するため

の指針を策定します。

＜事業目標＞

海外における権利行使数の増加（200件［令和10年度まで］）

日本

品種登録

農業知的財産管理支援機関

無断栽培された農
産物が輸出されず
有利販売を実現

日本からの輸出

・無断栽培に対して
一元的な情報収集

・実効性のある侵害対応
を実現

国

＜事業の流れ＞

農業知的財産
管理支援機関

定額

［お問い合わせ先］食料産業局知的財産課（03-6738-6443）-37-



アジアにおける野菜育種素材の活用・導入支援事業
【令和３年度予算概算決定額 15（－）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

［お問い合わせ先］（１）大臣官房新興地域グループ （03-3502-5913）
（２）食料産業局知的財産課 （03-6738-6444）

＜対策のポイント＞
世界蔬菜センター（WorldVeg）とアジア諸国の研究機関が共同で行う、同センターが保有する野菜の品種・系統の評価・活用、及び途上国における種子の

生産技術の向上に対し支援することにより、アジア途上国の農業所得の向上を図るとともに、我が国種苗産業の国際競争力を高めます。

＜政策目標＞
○ 耐病性等の特性を持つ育種素材20系統以上が新品種開発に活用 [令和５年度まで]
○ 我が国の種苗産業の国際競争力を高め、アジア諸国における事業展開を支援 [令和５年度まで]

国
世界蔬菜センター
（WorldVeg）

拠出金

＜事業の流れ＞

100%

アジアにおける野菜育種素材の活用・導入支援

○ アジア地域では、食の多様化や深刻化する気候変動に対応した、生産性の高

い野菜品種の開発・導入の必要性が高まっています。一方、我が国種苗産業の

国際競争力を高めるには、有望な市場であるアジア地域をターゲットとした品種開

発・海外展開が重要であり、有望な育種素材をいち早く取得し育種に活用する官

民一体の取組が必要です。

○ このため、世界蔬菜センター（WorldVeg）が各国研究機関と連携し、保有

する野菜品種・系統の拡充や、アジア諸国のニーズに合う品種を評価・選択を行う

ことにより、優良な野菜品種・系統のアジア諸国への導入や、我が国種苗会社の

育種素材としての活用を支援します。あわせて、新型コロナウイルス感染症の蔓延

を踏まえ、人の移動が困難な非常時においても、現地で適切な種子の生産・検査

を継続し、種子の安定供給につながるよう、途上国における種子の生産技術の向

上を図り、アジア途上国の農業所得の向上を支援します。

保有品種・系統の拡充、

特性評価

WorldVeg 共同研究

専門家派遣
技術支援
種子の提供

特性情報
育種素材提供

日本

連携

遺伝資源の導入・保存
育種開発への活用、

種子の増殖

栽培試験、育種素材の探索、

研修の開催

アジア諸国（研究機関）

大学・

ジーンバンク（農研機構）種苗会社
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．UPOV制度のベネフィットの周知・啓発

○ UPOV条約に即した植物品種保護制度の導入の社会経済的インパクトを把握

するとともに、各国のハイレベル等にUPOV制度のベネフィットを周知・啓発します。

２．UPOV条約に即した法整備の支援

○ UPOV事務局の法令専門家による各国の法令協議、各国担当官向けのワーク

ショップ等を実施します。

３．地域内における審査の協力

○ UPOV加盟国間の出願・審査手順の調和のための取組や、審査の地域内協力

の枠組みづくりを支援します。

［お問い合わせ先］（１）大臣官房新興地域グループ （03-3502-5913）
（２）食料産業局知的財産課 （03-6738-6444）

アジアにおける植物品種保護制度整備支援事業 【令和３年度予算概算決定額 38（40）百万円】

＜対策のポイント＞
アジア各国の「植物の新品種の保護に関する国際条約」（UPOV条約）に基づいた植物品種保護制度の整備のため、UPOV制度のベネフィットの周知・啓発、

法整備支援、地域内の審査協力の取組を支援します。

＜政策目標＞
今後10年間でアセアン加盟国10か国の過半がUPOV加盟 [2027年まで]

国
植物新品種保護国際同盟

（UPOV）

拠出金

＜事業の流れ＞

100%

→国際水準で新品種が保護される環境が整備される
〇アセアン各国：品種開発が進み農業が発展する
〇我が国：日本の新品種が海外で保護される

〇 東アジア各国のUPOV
加盟状況（2020年12月）

※ ミャンマー、ブルネイではUPOV条約
に即した国内法が整備された。

UPOV91年条約加盟

UPOV78年条約加盟

UPOV非加盟

UPOV制度のベネフィットの周知・啓発

UPOV
制度の
理解向上

UPOV条約に即した法整備の支援

法制度・
実施体制
の整備

地域内での審査の相互
協力、体制強化

審査手続
の調和・
負担軽減

アセアン諸国のUPOV加盟
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「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出

【令和３年度予算概算決定額 4,151（4,094）百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションを促進するため、農林水産省が開設した『「知」の集積と活用の場』において、様々な分野の多様な知識・

技術等の連携を図ります。

＜事業目標＞
○ 基礎研究ステージ及び応用研究ステージにおける実施課題の70％以上において、革新的な技術成果や実用化につながる技術成果を創出
○ 開発研究ステージにおける実施課題（海外で実証試験を実施するものを除く）の80％以上において、商品化・事業化が有望な研究成果を創出
○ 開発研究ステージにおける海外での実証試験を実施する課題のうち、60%以上において海外での普及性、発展可能性のあるモデル事例を創出

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．イノベーション創出強化研究推進事業（提案公募型研究事業）
『「知」の集積と活用の場』からの提案など、異分野のアイデア・技術等を農林水

産分野に導入し、革新的な技術・商品・サービスを生み出す研究を支援します。
更に、海外市場のニーズに対応する実証試験を実施した上で、海外展開のモデル
事例の構築を支援します。

※ 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームからの提案には優遇措置あり

２．スタートアップへの総合的支援
新たな日本版ＳＢＩＲ制度を活用し、サービス事業体の創出や新たな技術開

発・事業化を担うスタートアップを切れ目なく支援します。また、若手研究者等によ
る「創発的研究」の取組を支援します。

３．「知」の集積による産学連携推進事業
『「知」の集積と活用の場』における協議会の運営、研究開発プラットフォームから生

み出された研究成果を海外へ展開するためのセミナー等の開催、バイオエコノミーを
推進するプロデューサー人材への支援等、イノベーションの創出に向けた取組を支
援します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

生物系特定産業技術
研究支援センター

民間団体等

交付（定額） 委託

委託

（１、２の事業）

（３の事業）

［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）

「知」の集積と活用の場
農林水産・食品分野に様々な分野のアイデア・技術等を導入した

産学官連携研究を促進するオープンイノベーションの場

イノベーション創出に向けた
研究開発の推進

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

多様な主体の「知」の集積と活用の場から、イノベーションを創造します。

産学官連携
協議会

農林水産・
食品産業を
成長産業へ。

新たな商品化・
事業化を通じて

生命科学

医学

情報工学

流通工学

機械工学

化学

物理学

社会科学 多様な会員が集まり
交流や意見交換を

実施

プロデューサーを中心とし、
新産業創出のための
研究戦略等を策定

「知」の集積と活用の場づくりの推進

商品化・事業化につながる
革新的な研究開発を実施

スタートアップによる
新たなビジネスの創出

「知」の集積による産学連携推進事業
イノベーション創出

強化研究推進事業
スタートアップへの

総合的支援
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スマート農業総合推進対策事業
【令和３年度予算概算決定額 1,359（1,500）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 6,200百万円の内数）

＜対策のポイント＞
スマート農業の社会実装を加速するため、先端技術の現場への導入・実証や、地域での戦略づくり、科学的データに基づく土づくり、教育の推進、農業デー

タ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）の活用促進等の環境整備の取組を支援します。

＜政策目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業加速化実証プロジェクト
先端技術を活用したスマート農業技術を生産現場に導入し、テーマに基づく現場
実証や情報提供・経営分析等を実施します。

２．スマート農業普及のための環境整備

① 農林水産データ管理・活用基盤強化
農業データの連携・共有やＷＡＧＲＩ活用促進のための環境整備を支援します。

② 農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討
ロボット農機の現場導入に向けた、安全性確保のルールづくり等を支援します。

③ 次世代につなぐ営農体系確立支援
新たな営農体系の戦略づくり､データ駆動型農業の実践･展開を支援します。

④ データ駆動型土づくり推進
科学的データに基づく土づくりのため土壌診断データベースの構築等を支援します。

⑤ スマート農業教育推進
農業大学校等の授業で活用できる教育コンテンツ提供等を実施します。

⑥ スマートグリーンハウス先駆的開拓推進
国内外を問わず、スマート技術も駆使した施設園芸の先駆的開拓を支援します。

＜事業の流れ＞

国

（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構 民間団体等

交付（定額） 委託
（１の事業）

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7462）

定額、1/2

民間団体等
委託

民間団体等

民間団体等
定額

都道府県

定額

（２⑤の事業）

（２①②③⑥の事業）

（２④の事業）
定額、1/2

協議会 （２③の事業）

産地の戦略・体制づくり

農業者

普及組織

その他関係機関自治体

民間企業

技
術
開
発
・
実
証

実
装
・
普
及
に
向
け
た
環
境
整
備

スマート農業加速化実証プロジェクト

農業データの活用促進ロボット技術の安全性確保

安全性確保
ガイドライン

リスクアセスメントの実施 ガイドライン等へ反映

科学的データに基づく土づくりの推進

土壌診断の実施と
データベース構築生物性評価の検証

スマート農業教育の推進
共通カリキュラム作成

迅速な生育センシング

農機

営農管理ソフト

データ連携に向けた
環境整備

AI解析による可変防除
ローカル5Gを活用した

遠隔営農指導

WAGRI

スマート農業の社会実装・実践

AI

スマートグリーンハウス先駆的開拓推進

-41-



浜の活力再生・成長促進交付金
【令和３年度予算概算決定額 2,655（2,004）百万円】

（参考：令和２年度第３次補正予算額（水産業競争力強化緊急事業のうち施設整備事業） 4,500百万円）

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、密漁防止

対策、浜と企業の連携推進、水産業のスマート化の推進等の取組を支援します。

＜事業目標＞
浜の活力再生プランを策定した漁村地域における漁業所得向上（10％以上［取組開始年度から５年後まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業
浜プランの着実な推進を図るため、漁村女性の経営能力の向上や女性を中心と
したグループによる実践的な取組、漁業等への参入を希望する企業等と漁村地域
とのマッチング等を支援します。

２．水産業強化支援事業
漁業所得の向上を図るため、共同利用施設の整備、コスト削減・作業の軽労化な

ど水産業のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備、産地市場の統
廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去、漁村交流人口の増加に
向けた施設の整備やプラン策定地域における密漁防止対策等について支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

民間団体等

事業実施主体

1/2、4/10、1/3等交付

（１の事業）

（２の事業）

交付（定額,1/2）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2391）

１．浜の活力再生プラン推進等支援事業

・地域自ら策定する「浜の活力再生のための行動計画」
・漁業所得10%以上向上させることが目標

浜の活力再生プラン（浜プラン）

課題 検討 プラン作成 実践

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

２．水産業強化支援事業

＜ハード事業＞
・漁業収益力や水産物流機能の強化のための共同利用施設等の整備を支援
・産地市場の電子化や生産コストの削減、作業の軽労化等に必要な施設・機器の整備を支援
・産地市場の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去を支援
・種苗放流、環境整備等水産資源の増大のための施設の整備を支援
・漁港漁場の機能高度化、漁業地域の防災減災等に必要な整備を支援
・漁村交流人口の増加に向けた施設の整備を支援（令和３年度から）

＜ソフト事業＞
・漁場の利用調整、密漁防止対策、境界水域における操業の管理徹底等を支援
・内水面の調査指導、生産履歴の記録等の取組を支援
・地域資源の活用推進、災害の未然防止、被害の拡大防止、ハザードマップ作成等を支援

荷さばき施設 種苗生産施設 津波避難タワー鮮度保持施設 荷受け情報の電子化
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水産基盤整備事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 72,607（71,133）百万円】
（参考：令和２年度第３次補正予算額 28,000百万円）

＜対策のポイント＞
国民に安心で高品質な水産物を安定的に供給し、また、水産業の成長産業化を実現していくため、産地市場統合や養殖適地の確保など水産改革と連動
した漁港や漁場の整備を推進します。併せて、災害に強い漁業地域の実現に向けて、漁港施設の地震・津波・台風対策や長寿命化対策等を推進します。

＜事業目標＞
○ 水産物の品質向上や出荷安定（流通拠点漁港での水産物取扱量の50％について新たに品質向上等を実現［令和３年度まで］）
○ 災害発生時の水産業早期回復体制の構築（30％の流通拠点漁港において実現［令和３年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産物の流通効率化や生産性向上のための基盤強化対策

① 水産物の流通効率化に向けて、拠点となる漁港等における水産物の集出荷
機能の集約・強化や衛生管理対策などの流通機能強化対策を推進します。

② 養殖業等の水産物生産の中核的な地区において、養殖適地の確保や効率的な
生産環境の構築などの生産機能強化対策を推進します。

③ 水産資源の回復を図るため、海洋環境の変動を踏まえ、海域全体の生産力の底
上げを目指した広域的な水産環境整備を推進します。

④ 上記に併せ、生産・流通活動の効率化を図るため、漁港・市場における情報通信
施設の整備や漁場観測施設の設置を推進します。

２．災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策、既存ストック
の有効活用等

① 大規模地震・津波や激甚化する台風・低気圧災害に対応するため、岸壁等
漁港施設の強化対策を推進します。

② 漁港施設の長寿命化対策と併せて、既存ストックの増養殖場への有効活用を推
進し、施設の維持管理・更新費の増大の抑制を図ります。

③ 漁村における漁業集落排水施設等の生活インフラの整備を推進します。

＜事業の流れ＞

国
水産業協同組合

地方公共団体
1/2等

[お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

耐震強化岸壁等の施設
の地震・津波対策

台風・低気圧災害に備
えた漁港施設の耐浪化
の推進

漁港施設の計画的な長寿命化対策

集出荷機能集約・強化と衛生管
理に対応した岸壁と荷さばき所の
一体整備

大規模養殖の展開を可能にする
静穏水域等の造成

資源管理と連携した広域的な
水産環境の整備

漁港ストックの有効活用漁港施設の防災・減災対策

流通・生産機能の強化対策 水産資源の回復対策

老朽化対策
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