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Ⅰ．事業概要について ～趣旨～

♦「月面等における長期滞在を支える高度資源循環型食料供給シス
テムの開発」戦略プロジェクトは、内閣府が主導する「宇宙開発利
用加速化戦略プログラム（スターダストプログラム）」の一環とし
て、関係省庁の連携や産学の多様なプレーヤーの参画の下で技術開
発に取り組んでいくものであります。

♦長期的ビジョンの下に我が国の研究勢力を結集して総合的・体系
的に推進すべき課題であることから、農林水産省自らが企画立案し、
年度ごとの進行管理を行うことによって重点的に実施することとし
ます。

趣旨

本事業は内閣府宇宙政策委員会基本政策部会衛星開発・実証小委員会にて、令和３年７月５
日付けで選定されております。
（参考URL)
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/02-jissyou/jissyou-dai8/gijisidai.html
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月面等における長期滞在を支える高度資源循環型食料供給システムの開発

背景・必要性

○農林水産省「新・食料産業の創造に向けた宇宙食の開発・実用化促進事業」の調
査・実証との連携を図ること。

○事業の進捗や海外の動向などをふまえ、事業の絞り込みを含め、不断の見直しを
進めること

○有人活動の経験、ノウハウを持つJAXAの協力を得つつ、開発を進めること。
〇月面での宇宙科学活動での利用も見据え、宇宙科学の専門家を参画の下、そ

のニーズを踏まえたプロジェクト運営を進めること

留意点

各省の役割

事業の内容

主担当庁：農林水産省
連携省庁：文部科学省
（事業期間５年程度）令和３年度配分額：農林水産省 ３.1億円

○人類が月面等に長期滞在をし、探査や開発などの持続的な活動を行う
上で、食料関連技術はその基盤となる重要な要素である。

○従来の宇宙食は、地球上で加工・製造し、完成品として持ち込んでいた
が、長期間の宇宙活動を支えるためには、月や火星等での食料供給シ
ステムの構築が必要。

○宇宙空間では、作物の成長に必要な水や空気、栄養素が供給されない
ことから、月面等における施設内で、地球から持ち込む資源を最大限に
循環再生し、再利用しながら自律的・効率的に食料を生産するシステム
の構築が必要。

○また、長期間にわたる閉鎖空間での集団生活においては、心身や人間
関係等の問題が顕在化しやすいため、持続的に心身の健康や健全な
人間関係を維持できるようなQOLを確保できる食システムを提供するこ
とが必要。

○このような宇宙での現地生産型食料供給システムは、他国では構築され
ておらず、我が国が国際的なイニシアティブを発揮できる分野であり、こ
れまでの地上における最新の研究成果を結集し、発展・統合していくこ
とで、新たなイノベーション、宇宙ビジネスの創出が図られるとともに、地
上の課題解決にも貢献。

○ 農林水産省：全体プロジェクトに係る管理、とりまとめ
○ 文部科学省：専門的知見の提供及び技術的助言

○月や火星での長期滞在を可能とする、QOLを重視した高度資源循環型食
料供給システムを構築する。

①高等植物や微細藻類、培養肉などの高効率食料生産技術並びに生物及
び物理化学的アプローチによる高効率な有機物等の資源再生技術を組
み合わせた、高度資源循環型食料供給システムを開発する。

②閉鎖隔離環境における心身や人間関係等に関するリスクの軽減を目的と
して、各種センシング技術等を用いたQOLの計測機能及びQOLの維持・向
上のための食ソリューション機能を有するQOLマネジメントシステムを開発
する。

③①及び②のシステム統合実証や①に係る宇宙空間での実験を行うため、

地上における月面基地模擬施設や宇宙実験モジュール等の共創型実証
基盤の構築に向けた設計等を実施する。

月面における食料生産のイメージ極小閉鎖空間における食事イメージ
（心身の健康維持に必要なQOL提供）

Ⅰ．事業概要について
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Ⅰ．事業概要について ～課題内容説明～

月面基地における設置を想定した最適環境制御、自動化作業装置等
を装備し、最大限の生産能力を発揮する農作物の閉鎖型栽培技術、
微細藻類の人工培養、培養肉などを用いた高効率な食料生産技術、
及び生物処理や物理化学処理を用いて有機性廃棄物等を処理する高
効率な資源再生機能を併せ持つ高度資源循環型の食料供給システム
を開発します。

課題①

将来的に構築が想定される月面基地と同等規模の閉鎖的空間にお
いて、４人以上が必要とするほぼ全ての栄養素を持続的に確保す
ることが可能かつ生じた有機性廃棄物等を再生資源として利用可
能な高度資源循環型の食料供給システム（装置及び運用ノウハ
ウ）を開発します。

目標
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Ⅰ．事業概要について

閉鎖隔離環境における活用を前提としたQOL評価の指標を策定し、
これに基づいたセンシング技術等及びQOLを維持・向上させるた
めの食の利用に関する最適化、各種ソリューション技術を開発し、
これらを併せ持つQOLマネジメントシステムを開発します。

課題②

将来的に構築が想定される月面基地と同等規模の閉鎖的空間にお
いて、QOL評価モデルをベースとした４人以上のQOLを維持・向
上することを可能とするQOLマネジメントシステムを開発します。

目標

Ⅰ．事業概要について ～課題内容説明～
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Ⅰ．事業概要について

課題①及び②のシステム統合実証や①に係る宇宙空間での
実験を行うため、地上における月面基地模擬施設や宇宙実
験モジュールなどの共創型実証基盤の構築に向けた設計等
を実施いたします。

課題③

課題①及び②を統合したシステムを実証するための月面
基地模擬施設及び宇宙実験モジュールを設計します。

目標

Ⅰ．事業概要について ～課題内容説明～
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委託契約の締結

研究の実施

審査（書面、ヒアリング）

募集開始

説明会

募集終了

９月10日（金）

令和３年９月６日（月）

10月上中旬～

契約締結後、速やかに

事務手続きの準備ができ次第、順次締結

９月30日（木）17:00

募集・審査スケジュールⅠ．事業概要について ～募集・審査スケジュール～
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事業のスキーム

① 国が実施すべき重要な研究課題を決定し、公募。
② 研究開発を実施したい者は、研究グループ
（以下、 コンソーシアムという。）を形成。
③ コンソーシアムは、研究計画を策定し、応募。
④ 国は審査会を開催し、採択課題を決定。
⑤ 研究開発の実施。進行管理、研究計画案の策定等

を行うために運営委員会を設置し、 国が運営管理
。

① 研究開発の目的
② 研究開発の達成目標
③ 研究開発の内容
④ 成果の実用化・事業化、普及に向けた出口戦略
⑤ 研究開発の年次計画

等

事業実施主体

プロジェクトの大まかな流れ 研究実施計画書に定める事項（例）

Ⅱ.事業スキームについて

民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、
国立研究開発法人、大学、地方公共団体、
NPO 法人、協同組合等の法人格を有する研究
機関等普及組織等で構成するコンソーシアム。

研究実施期間

・原則５年以内。

※研究の進捗状況の点検により、研究 の目標
達成が困難である等の判断がなされた際は、
研究計画を中止する場合がある。詳細は、
P.19を 参照。

Ⅱ．事業スキームについて ～概要説明～
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コンソーシアムは、構成員の中から「研究代表機関」 を選定していただきます。
また、研究代表機関は、次の要件を満たす必要があります。

①民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公共団体、ＮＰ
Ｏ法人、協同組合等の法人格を有する研究機関等であること。

②平成３１・３２・３３年度又は令和１・２・３年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資
格）の「役務の提供等（調査・研究）」の区分の有資格者であること。

なお、地方公共団体においては、資格審査申請の必要はありません。

③農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名
停止を受けている期間中でないこと。

④委託契約の締結に当たって、農林水産省から提示する委託契約書に合意できること。

⑤原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。

⑥応募者が受託しようとする実証研究等について、研究の企画・立案及び進行管理を行う能力・
体制を有すること。

⑦当該研究の実施計画の企画立案、実施、成果管理等を総括する代表者（「研究開発責任者」）
を選定すること。

7
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○ 委託事業は直接採択方式であり、原則として、研究の一部又は全部を受託者が他の研究機関等に再委託
することはできません。

○このため、コンソーシアムが研究を受託しようとする場合には、次の要件を満たすとともに、コンソー シ
アムに参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、応募は研究代表機関から行っていた だ
く必要があります。

①コンソーシアムを組織して共同研究を行うことについて、コンソーシアムに参画するすべての研究機
関等が合意していること。

② 国と契約を締結するまでの間に、次のいずれかの方式によりコンソーシアムを設立することが確実で
あること。

a.実施予定の研究計画に関する規約を策定すること（規約方式）
b.研究グループ参加機関が相互に実施予定の研究計画に関する協定書を交わすこと（協定書方式）
c.共同研究契約を締結すること（共同研究方式）

③コンソーシアムとして契約を締結する必要があるため、契約締結前に「随意契約登録者名簿登録申請
書」を提出すること。

④コンソーシアムの代表機関以外のコンソーシアム参加機関（「共同研究機関等」）は、以下の能力・
体制を有していること。
a.当該研究の遂行に当たり、適切な管理運営を行う能力・体制
b.研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制

8
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提案書は郵送や直接の持ち込み、メール等では一切受け付けません。

（１）応募方法

応募する際には、応募要領に従い、提案書を日本語で作成してください。
作成した提案書は、「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」で受け付
けます。

○e-Radの使用にあたっては、事前に「研究機関の登録」及び「研究者の登録」（個

人の場合は「研究者の登録」だけ）が必要となります。登録手続きに２週間程度を
要する場合がありますので、余裕をもって手続きを行ってください。

○応募締切期限直前は、応募が殺到し、e-Radシステムがつながりにくくなる可能性が
ありますので、余裕をもって、応募書類のe-Radへの応募登録を行ってください。

情報提供サイト：e-Radポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）

e-Radの操作方法に関する問い合わせ先：
e-Radヘルプデスク

TEL：0570-066-877 （ナビダイヤル）
03-6631-0622 （直通）

受付時間 9:00～18:00
※土曜日、日曜日、国民の祝日を除く
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○提案書の応募手続き

ダ ①
ウ 申
ン 請
ロ 書ー
ド の

文部科学省
③ログインID・パス ワ
ードをメールで通知

④
ロ
グ
イ
ン

・事務分担者を置く場合、e-

Radで事務分担者を登録、事務
分担者に初回ログイン認証コー
ドをメールで通知

・各所属している研究者を登録

ログイン後、以下の情報
を登録する必要がありま
す。
・部局コードの設定、所属研究
機関の基本情報の設定

研究機関（研究代表機関）

府省共通研究開発管理システム
【e-Rad】

②申請書
の郵送

２週間程度か
かります！

※e-Rad番号は
共同研究機関
も必要です！

①HPから応募書類等をダウン
ロード

②e-Radシステムに必要事項を入力
し、応募書類をアップロード

③事務代表者が必ず締め切り時間まで

に「承認」の処理

研究機関
（研究代表機関の研究代表者）

e-Radの状態：
「受理済」 関処理」）（または「配分機

農林水産技術会議事務局
が受理した状態

締切日までに、e-Radの状態が「配分機関処理中」の状態になっている必要があります。

締切直前は回線
が混みます！

よく忘れます！

応募書類は、アッ
プロードした後、
e-Radにて処理状

況が確認できます。

府省共通研究開発管理システム【e-Rad】

e-Radの状態：配分機関処理中

（２）e-Radによる応募の流れ
○研究機関の登録申請手続き（応募までの事前準備）

新事業・食品産業部
食品製造課
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選定方法
・委託予定先の選定は、外部専門家（大学、企業などの研究者等）等で組織する審査委員会にお

いて、審査基準に基づいて行った後、採択候補となる提案を決定します。

・審査に当たっては、原則としてヒアリングを実施しますので、プレゼンテーション資料をご用
意いただきます。

・審査基準に基づき採点を行い、最も優良な提案を採択候補とします。

・なお、委託予定先に対し、必要に応じて、研究実施に当たっての留意事項（提案書の一部の内
容の変更等）を付す場合があります。留意事項の全部又は一部が実行できないと農林水産省が
判断したときは、委託予定先としないことがあります。

審査基準

12

審査項目 点数 審査項目 点数
研究開発の趣旨 10点
研究開発計画 30点
研究開発体制 20点
研究開発経費 10点
情報管理実施体制 10点
技術の普及可能性 10点

計 90点満点

基礎的基準 加算基準

ワーク・ライ
フバランス等

の推進
5点

基礎的基準は、各震災項目をA～Dの４段階で評価

Ⅲ．委託予定先の選定方法と審査基準について
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研究実績報告書等

・研究代表者は、毎年度末及び研究終了時に研究実績報告書をとりまとめ、国に提出する
とともに、研究終了時から５年間は成果の活用状況を国に報告していただきます。報告
内容については一部、 又は全部をHPに公開します。

・また、研究代表者は、受託研究に係る費用の使用実績を取りまとめた委託事業実績報告
書を、委託期間中、年度毎に国が指示する時期までに提出していただきます。

研究成果の公表

・受託者は、公表することとなった成果について、事業方針や知的財産権に注意しつつ、
国内外の 学会、マスコミ等に広く公表し、成果の公開・普及に努めてください。

・なお、本研究課題に係る活動又は成果を公表する場合には、事前にその概要を国に報告
してください。

13

Ⅳ．研究成果の取り扱いについて ～公表～



・さらに、受託者が研究進行管理のために開催する研究推進会議等において、知的財産マネジメント
に関して知見を有する者（民間企業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学ＴＬＯ、参
画機関の知的財産部局や技術移転部局等）の助言を得ながら、知的財産マネジメントを進めていた
だきます。 13

研究成果に係る知的財産権の帰属

・本事業は委託事業であることから、研究成果に係る知的財産権が得られた場合、一義的に国に帰属
します。

・ただし、日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１７条）等に基づき、受託者が一定事項の
遵守を約すること（確認書の提出）を条件に、国は受託者から当該知的財産権を譲り受けないこと
とする予定です。

・なお、国に提出された著作物等を成果の普及等に活用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利
については、国に許諾していただきます。

研究成果の管理

・コンソーシアムは、研究１年目に本事業における知的財産に関する基本的な合意事項（秘密保持、
知的財産権の帰属の基本的考え方、知的財産権の自己実施や実施許諾に係る基本的な考え方等）を
検討し、構成員間における合意文書（知財合意書）を作成し、農林水産省へ提出していただきます。

・また、本事業において得られる研究成果の権利化、秘匿化、論文公表等による公知化、標準化とい
った取扱いや実施許諾等に係る方針（権利化等方針）を作成し、農林水産省へ提出していただきま
す。
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Ⅳ．研究成果の取り扱いについて ～帰属・管理～



Ⅰ．事業概要について
Ⅱ．事業スキームについて
Ⅲ．委託予定先の選定方法と審査基準について
Ⅳ．研究成果とデータの取扱いについて
Ⅴ．研究課題の評価等について
Ⅵ．契約関係について



18
・公募要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、研究開発を実施した場合には、研

究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。

研究課題の評価
・国は、「宇宙開発利用加速化戦略プログラムに関する基本方針」（令和３年１月29日内閣府宇宙

政策員会決定）に基づき、宇宙政策委員会基本政策部会に置かれる衛星開発・実証小委員会にお
いて、研究課題の評価を実施します。

・また、評価専門委員会による評価のほか、運営委員会においても研究の進捗状況の点検を実施し
ます。

・評価結果は、研究計画の見直し又は中止、予算の配分等に反映されます。
・研究代表者は、研究課題の評価に必要な資料の作成等に協力をお願いします。

研究終了後の追跡調査
・国は、「農林水産省における研究開発評価に関する指針」（平成２８年３月２２日付け農林水産

技術会議決定）に基づき、研究により得られた成果の追跡調査を実施します。
・追跡調査は、得られた研究成果の普及・活用状況について、成果の公表からおおむね２年、５年

更に必要に応じて１０年経過時に、実施する予定としています。
・受託者には、調査に必要な資料の作成等をお願いいたします。

動物実験等に関する対応
・「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（平成１８年

６月１日付け農林水産技術会議事務局長通知）に定められた動物種を用いて動物実験等を実施す
る場合は、当該基本指針及び当該基本指針に示されている関係法令等に基づき、適正に動物実験
等を実施していただく必要があります。

法令・指針等に関する対応
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Ⅴ．研究課題の評価等について



Ⅰ．事業概要について
Ⅱ．事業スキームについて
Ⅲ．委託予定先の選定方法と審査基準について
Ⅳ．研究成果とデータの取扱いについて
Ⅴ．研究課題の評価等について
Ⅵ．契約関係について



研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要とする
経費

直接経費

① 人件費
② 謝金
③ 旅費
④ 試験研究費（機械・備品費、消耗品費、印刷製

本費、 借料及び損料、光熱水料、燃料費、会
議費、賃金、 雑役務費）

⑤ その他必要に応じて計上可能な経費

一般管理費
直接経費以外で本事業に必要な経費
原則として、上記④試験研究費の１５％以内 ※

※ 研究代表者の申請に応じ、最大３０％までの一般管
理経費の計上を認めます。（その分の直接経費が減額
されます）

消費税等相当額

上記「直接経費」及び「一般管理費」のうち、不課税取
引、非課税及び免税取引に係る経費を除く経費の１０％

機械・備品費について 重要︕

本事業の研究課題で使用するもので、耐用
年数１年以上かつ取得価格が１０万円以上の
物品とします。
ただし、購入する場合と比較してレンタル

やファイナンスリース、オペレーティング
リースで委託研究経費が抑えられる場合は、
経済性の観点から最適な方法を選択してくだ
さい。なお、ファイナンスリースの場合は、
リース契約期間を法定耐用年数以上、毎月均
等支払とし、委託研究期間を超えるリース期
間の支払いについては自費での対応となりま
す。

また、受託者（コンソーシアムを構成する
全機関をいう。）が委託契約に基づき「購入
した機器類等の物品」の所有権は、委託研究
の実施期間中、受託者に帰属します。

受託者には、委託研究の実施期間中、善良
なる管理者の注意をもってこれらの機器類等
の物品を管理していただきます。

委託事業終了後の所有権は国に帰属するこ
ととなりますが、その後の継続利用について
は、別途、国からお知らせします。
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Ⅵ．契約関係について ～委託対象経費～



概要
「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動

等に関する実施方針」（令和２年２月12 日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）※
に基づき、本事業において雇用する若手研究者について、所属研究機関からの承認が得られた場合
には、本事業から人件費を支出しつつ、本事業に従事するエフォートの一部を、プロジェクトの推
進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当する
ことを可能とします。
※関係府省連絡会申し合わせについては、

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdfを御覧ください。

運用方法

①制度を適用する前に、所属機関における承認等についてあらかじめ研究機関において制度の実施
方法等を規定

②制度を活用した場合は、毎年度、委託事業実績報告書において活用実績を報告（研究機関の当該
制度に係る規程や申請書等の書類の提出を求めます）

20

17

Ⅵ．契約関係について ～プロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等について～



概要
「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイ

アウト制度の導入）について」（令和２年10月９ 日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合
わせ）※１に基づき、研究プロジェクトに専念できる時間を拡充するために、研究開発責任者代表
者（以下「PI」という。） 本人の希望により、その者が所属研究機関において担っている業務のう
ち、研究以外の業務※２の代行に係る経費（以下「バイアウト経費」という。）を支出することが
可能となります。
※１ 関係府省連絡会申し合わせについては、

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/buyout_seido.pdfを御覧ください。
※２ 所属研究機関の研究者が行う業務として位置付けられた、①研究活動、②組織の管理運営事務を除く、研
究者が行う必要がある教育活動等及びそれに付随する事務等の業務が対象となる（例：教育活動（授業等の実
施・準備、学生への指導等）、社会貢献活動（診療活動、研究成果普及活動等） 等）。

運用方法

①制度を適用する前に、所属機関における承認等についてあらかじめ研究機関において当該制度に
関する仕組みを構築

②応募時提案書の経費概算見積書の該当する細目区分の内訳欄にバイアウト経費の金額を記載。

③制度を活用した場合は、毎年度、会計実績報告書において活用実績を報告（研究機関の当該制度
に係る仕組みの規程やその規程に係る書類の提出を求めます）

18

Ⅵ．契約関係について ～研究以外の業務の代行に係る経費（バイアウト経費）の支出について～



①制度を適用する前に、所属機関における承認等についてあらかじめ研究機関において制度の実施
方法等を規定

②当該制度に係る体制整備状況（申し合わせ別添様式１）及び活用方針（申し合わせ別添様式２）
を応募書類とともに提出

③審査委員会において、当該経費の妥当性を確認

④受託者は、毎年度、会計実績報告書とともに、確保した財源の活用実績の報告書（申し合わせ別
添様式３）を提出

概要
「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について」（令和２年10月９日

競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）※に基づき、研究活動に従事するエフォートに
応じ、PI本人の希望により、直接経費から人件費を支出することを可能とします。これにより研究
機関は、PIの人件費として支出していた財源を、PI自身の処遇改善や、多様かつ優秀な人材の確保
等を通じた機関の研究力強化に資する取組等に活用することができます。
※関係府省連絡会申し合わせについては、

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/pi_jinkenhi.pdfを御覧ください。

運用方法

19

Ⅵ．契約関係について ～研究開発責任者（PI）の人件費の支出について～



不合理な重複及び過度の集中の排除

・本事業の応募の際には、現在参画しているプロジェクト等（他省庁を含む他の委託事業及び
競争的資金）の状況（研究計画名、実施期間など）を提案書に記載していただきます。

・これら提案書及び他省庁からの情報等により、不合理な重複及び過度の集中が認められた場
合には、審査対象からの除外、採択の決定の取消し又は経費の削減を行うことがあります。

指名停止を受けた場合の取扱い

・応募受付期間中に談合等によって農林水産省から指名停止措置を受けている研究機関等が参画（
協力機関としての参画は含まない）した研究グループ（コンソーシアム）による応募につい
て、措置対象地域で研究を実施する内容の応募は受け付けません。

・なお、応募受付期間終了後、採択までの間に指名停止措置を受けた場合は、不採択とします。

・また、採択後の研究の実施に当たっては、指名停止措置を受けている企業等からの物品調達
等も認められません。

20

Ⅵ．契約関係について ～不合理な重複等の排除～



研究費の不正使用防止のための対応

・本事業で実施する研究活動には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
（実施基準）」が適用されますので、各研究機関等においては、管理・監査ガイドラインに沿
って、研究費の適正な執行・管理体制の整備等を行っていただく必要があります。

研究活動の不正行為防止のための対応

・各研究機関においては、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイ
ドライン」に基づいて、研究倫理教育責任者を設置するなど、不正行為を未然に防止する体制
を整備するとともに、契約締結時までに研究活動に関わる者を対象として農林水産省が作成し
た研究委託事業に係る事務手続説明動画の視聴及び研究機関内の研究倫理教育を実施していた
だき、契約の際に『研究倫理に関する誓約書』を提出する必要があります（研究倫理教育を実
施していない研究機関は本事業に参加することはできません）。

・また、研究活動の特定不正行為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等のね
つ造、改ざん及び盗用）に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告
発があった場合の調査委員会の設置及び調査の実施等、研究活動における特定不正行為に対し、
適切に対応していただく必要があります。

2421

Ⅵ．契約関係について ～研究費の不正使用防止及び研究活動の不正行為防止のための対応～



・近年、グローバル化や情報化等が急速に進展する中で、情報管理体制が不十分な場合
には、秘匿性の高い情報が国内外を問わず漏えいし、重大な影響を及ぼす危険性があり
ます。

・本事業においては、契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（農林水産省の所掌事
務に係る情報であって公になっていないもののうち、農林水産省職員以外の者への漏
えいが農林水産業の振興や 所掌事務の遂行等に支障を与えるおそれがあるため、特に
受託者における情報管理の徹底を図る情報。）を適切に取り扱うための情報管理実施
体制を研究グループで確保していただくこととなりま す。

・具体的には、今年度の提案書において、情報管理の実施体制や情報管理責任者の経歴
書等を記載いただくこととなります。

22

Ⅵ．契約関係について ～情報管理の適正化～



本事業に関する問合せ先

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室
担当者：大熊、新保

代表：03-3502-8111（内線4163）
ダイヤルイン：03-6738-6166

※ なお、応募に関する情報は、以下のホームページに掲載します。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/uchushoku.html
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