
令和３年度 農林水産分野の先端技術展開事業 応募要領 

別紙１ 

令和３年度農林水産分野の先端技術展開事業のうち 

研究開発公募研究課題 

 

（１）事業概要 

東日本大震災により、我が国の農林水産業及び食品産業は甚大な被害を受けました。

特に、東京電力福島第一原子力発電所事故によって大きな打撃を受けた福島県、中で

も浜通り地域等の産業復興については、福島イノベーション・コースト構想に基づき、

ＩＣＴやロボット技術などを活用して農林水産分野の先端技術の開発を行うととも

に、状況変化等に起因して新たに現場が直面している課題の解消に資する現地実証や

社会実装に向けた取組を推進する必要があります。 

本事業では、被災地の農林水産業の復興を強力に推進するため、ＩＣＴやロボット

技術などを活用した農林水産分野の先端技術を開発します。 

 

（２）公募研究課題の研究開発内容、目標等 

 ① 稲作の大規模化・省力化に向けた農業用水利施設管理省力化ロボットの開発（農

業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

避難に伴う営農中断が長期間に及んだため、そうした地域の農業用水路には土砂

がたまり、営農再開の時に水を流せない状況となっています。そこで、福島県浜通

り地域における農家の農地保全管理労力低減化を図るため、現在主に人力で行われ

ている土砂上げ等の水路管理作業の省力化を可能とする技術体系を確立します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和５年度までに、水路管理作業労力を２割以上低減するロボットを開発します。 

 

ウ 研究実施期間（予定） 

令和３年度～令和５年度（３年間） 

 

エ 令和３年度の予算額(予定) 

３５,０００千円 

 

〈留意事項〉  

・福島県内（浜通り地域が望ましい）に研究を実施する実証地区を設定してください。 

・開発した技術については、利用マニュアルを作成してください。 

・コンソーシアムに参画する研究者及びその分担内容は、真に達成目標の実現に資す

るものに限ることとし、それぞれがどのように目標の達成に貢献するのか、提案書

の中で記述してください。 



・生産現場の意見を十分に反映した技術とするため、研究グループに「農林漁業者等」、

「普及・実用化支援組織」を加えることとし、当該普及・実用化支援組織は本技術

の普及に努めてください。 

・コンソーシアムに求める要件における「農林漁業者等」には、農業関係団体及び福

島県の公設試験場（地方独立行政法人を含む）を含めることとします。 

・研究実施期間終了後の開発システム・利用マニュアル等の普及又は市販化に向けた

取組へと円滑に繋がるよう、研究グループには民間企業の参画が望ましく、研究期

間内に開発システム・開発技術の実証を行ってください。 

・実証試験において、実施規模、場所、体制について明記してください。また、気候

や土壌等の条件の異なる複数の実証試験地で技術の実証を行ってください。 

・実証技術のマニュアル等は、生産者等が活用しやすいものとなるよう、十分に留意

してください。 

・本事業で実証する技術等については公知化してください。 

・提案書において、開発するシステムを導入する施設の規模や対象品目及び開発シス

テムの導入・維持管理コストを明記してください。また、開発技術の普及に向けた

方策を明記してください。 

・本課題では、別紙２のとおりデータ方針を定めておりますので、データ方針に基づ

きデータマネジメントプラン企画書を作成してください。 

 

② 見える化技術を活用した土壌肥沃度のばらつき改善技術の開発（農業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

避難指示区域等の農地では、表土剥ぎ及び客土による除染が実施されたため、肥

沃な表層土が除去され、多くの地域では山砂等の砂質土壌が客土されています。こ

のような農地では、ほ場内の土壌肥沃度のバラツキが生じ、農作物の生産への影響

が懸念されます。そこで、除染後の農地において、土壌肥沃度を可視化できるトラ

クター装着型ロボットを改良し、土壌肥沃度を可視化するとともに、高機能堆肥の

改良と新たな可変散布機の開発により、効果的かつ効率的に土壌肥沃度のバラツキ

を改善する技術を確立します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和５年度までに、高機能堆肥に対応し、「見える化」技術を活用した、土壌肥

沃度のバラツキ改善ロボットを１種類以上開発します。 

 

ウ 研究実施期間（予定） 

令和３年度～令和５年度（３年間） 

 

エ 令和３年度の予算額（予定） 

３５,０００千円 

 

〈留意事項〉  



・福島県内の避難指示が解除された区域などに実証地区を設置してください。 

・開発した技術については、利用マニュアルを作成してください。 

・コンソーシアムに参画する研究者及びその分担内容は、真に達成目標の実現に資す

るものに限ることとし、それぞれがどのように目標の達成に貢献するのか、提案書

の中で記述してください。 

・生産現場の意見を十分に反映した技術とするため、研究グループに「農林漁業者等」、

「普及・実用化支援組織」を加えることとし、当該普及・実用化支援組織は本技術

の普及に努めてください。 

・コンソーシアムに求める要件における「農林漁業者等」には、農業関係団体及び福

島県の公設試験場（地方独立行政法人を含む）を含めることとします。 

・研究実施期間終了後の開発システム・利用マニュアル等の普及又は市販化に向けた

取組へと円滑に繋がるよう、研究グループには民間企業の参画が望ましく、研究期

間内に開発システム・開発技術の実証を行ってください。 

・実証試験において、実施規模、場所、体制について明記してください。また、気候

や土壌等の条件の異なる複数の実証試験地で技術の実証を行ってください。 

・実証技術のマニュアル等は、生産者等が活用しやすいものとなるよう、十分に留意

してください。 

・本事業で実証する技術等については公知化してください。 

・提案書において、開発するシステムを導入する施設の規模や対象品目及び開発シス

テムの導入・維持管理コストを明記してください。また、開発技術の普及に向けた

方策を明記してください。 

・本課題では、別紙２のとおりデータ方針を定めておりますので、データ方針に基づ

きデータマネジメントプラン企画書を作成してください。 

 

③ ＩＣＴ技術・放牧を活用した肉用繁殖雌牛管理技術の効率化システムの開発（農

業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

原発事故で失われた肉用牛繁殖基盤の再生に向け、ＩＣＴを活用した放牧による

省力・効率的な飼養管理システムが必要となっています。しかし、山間部の放牧地

では通信が困難な場合があり、また、除染済みの放牧地であっても、速やかに営農、

放牧が再開できない相双地域等では、雨水流入や野生動物の掘り起こし等により、

放射性物質濃度が再度高くなっている場合も想定されます。そこで、携帯電波の届

かない地域や起伏の多い放牧地においてもＩＣＴを活用することができ、かつ放射

性物質濃度の高い場所への牛の接近防止やそこでの牧草等摂食制限を可能するシ

ステムを開発します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、山間部の未利用農地等の活用促進に向け、生産物の安全性の

担保及び生産者が安心して放牧できる環境を整備するため、下記のＡ～Ｃの技術を

開発・実証するとともに、ＩＣＴを活用した放牧により、労働時間を 1割削減しま



す。 

Ａ 牛の移動により放牧地の放射性物質の分布を把握するシステムを開発します。 

Ｂ Ａと放牧中の牛の行動履歴と組み合わせ、放射性物質の取込み量を予測します。

Ｃ Ａと行動制御を組み合わせ、放射性物質濃度の高い場所での摂食制限を実証し 

ます。 

 

ウ 研究実施期間（予定） 

令和３年度～令和７年度（５年間） 

 

エ 令和３年度の予算額（予定） 

３５,０００千円 

 

〈留意事項〉  

・福島県内（浜通り地域が望ましい）に研究を実施する実証地区を設定してください。 

・開発した技術については、利用マニュアルを作成してください。 

・コンソーシアムに参画する研究者及びその分担内容は、真に達成目標の実現に資す

るものに限ることとし、それぞれがどのように目標の達成に貢献するのか、提案書

の中で記述してください。 

・生産現場の意見を十分に反映した技術とするため、研究グループに「農林漁業者等」、

「普及・実用化支援組織」を加えることとし、当該普及・実用化支援組織は本技術

の普及に努めてください。 

・コンソーシアムに求める要件における「農林漁業者等」には、農業関係団体及び福

島県の公設試験場（地方独立行政法人を含む）を含めることとします。 

・研究実施期間終了後の開発システム・利用マニュアル等の普及又は市販化に向けた

取組へと円滑に繋がるよう、研究グループには民間企業の参画が望ましく、研究期

間内に開発システム・開発技術の実証を行ってください。 

・実証試験において、実施規模、場所、体制について明記してください。また、気候

や土壌等の条件の異なる複数の実証試験地で技術の実証を行ってください。 

・実証技術のマニュアル等は、生産者等が活用しやすいものとなるよう、十分に留意

してください。 

・本事業で実証する技術等については公知化してください。 

・提案書において、開発するシステムを導入する施設の規模や対象品目及び開発シス

テムの導入・維持管理コストを明記してください。また、開発技術の普及に向けた

方策を明記してください。 

・本課題では、別紙２のとおりデータ方針を定めておりますので、データ方針に基づ

きデータマネジメントプラン企画書を作成してください。 

 

④ ３Ｄスキャナ等搭載ドローンと深層学習を活用した帰還困難区域等の森林資源

利用システムの開発（林業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 



林業の再生には森林調査が必要ですが、浜通り地域の森林は広大で、かつ比較的

放射線量の高い区域が含まれることから、人力による調査には限界があります。そ

こで、３Ｄスキャナおよび放射線量測定機器を搭載したドローンによる森林情報デ

ータの取得システム、および取得したデータの深層学習を活用した解析システム等

を開発し、現地踏査を安全にかつ大幅に負担を軽減させる新たな森林資源利用シス

テムを構築します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和５年度までに、対象森林の詳細な線量と地形マップ、及び主要造林樹種別材

積等、林業作業員の被曝リスクの軽減と適切な施業提案に必要な森林資源情報を把

握するシステムを開発します。 

 

ウ 研究実施期間（予定） 

令和３年度～令和５年度（３年間） 

 

エ 令和３年度の予算額（予定） 

２７,０００千円 

 

〈留意事項〉  

・福島県の避難指示等が解除された地域の森林に研究を実施する実証地区を設けてく

ださい。 

・３Ｄスキャナ等搭載ドローンの操作、及び取得データの解析システムのそれぞれに

ついて、利用マニュアルを作成してください。 

・コンソーシアムに参画する研究者及びその分担内容は、真に達成目標の実現に資す

るものに限ることとし、それぞれがどのように目標の達成に貢献するのか、提案書

の中で記述してください。 

・生産現場の意見を十分に反映した技術とするため、研究グループに「農林漁業者等」、

「普及・実用化支援組織」を加えることとし、当該普及・実用化支援組織は本技術

の普及に努めてください。 

・コンソーシアムに求める要件における「農林漁業者等」には、林業関係団体及び福

島県の公設試験場（地方独立行政法人を含む）を含めることとします。 

・研究実施期間終了後の開発システム・利用マニュアル等の普及又は市販化に向けた

取組へと円滑に繋がるよう、研究グループには民間企業の参画が望ましく、研究期

間内に開発システム・開発技術の実証を行ってください。 

・実証試験において、実施規模、場所、体制について明記してください。また、気候

や土壌等の条件の異なる複数の実証試験地で技術の実証を行ってください。 

・実証技術のマニュアル等は、生産者等が活用しやすいものとなるよう、十分に留意

してください。 

・本事業で実証する技術等については公知化してください。 

・提案書において、開発するシステムを導入する施設の規模や対象品目及び開発シス



テムの導入・維持管理コストを明記してください。また、開発技術の普及に向けた

方策を明記してください。 

・本課題では、別紙２のとおりデータ方針を定めておりますので、データ方針に基づ

きデータマネジメントプラン企画書を作成してください。 

 

（３）委託件数 

①～④の公募研究課題ごとにそれぞれ原則１件とします。 

   

（４）問合せ先 

上記の内容に関する問合せは、応募の締切りまでの間、下記において受け付けます。 

なお、審査経過、他の提案者に関する事項、応募に当たり特定の者にのみ有利とな

る事項等にはお答えできません。また、これら以外の問合せについては、質問者が特

定される情報等を伏せた上で、質問及び回答の内容を事務局のホームページにて公開

させていただきますので、御承知おきください。 

 

記 

 

○ 公募研究課題について 

農林水産技術会議事務局 研究推進課 担当者 豊井、宮垣、上田 

ＴＥＬ：０３－６７４４－７０４３ 

ＦＡＸ：０３－３５９３－２２０９ 

 

○ 契約事務について 

大臣官房予算課契約班 担当者 若山 

ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 

ＦＡＸ：０３－６７３８－６１５８ 

 

  



別 表 
 

「令和３年度農林水産分野の先端技術展開事業のうち研究開発」 
の公募に係る審査基準 

 
（１）基礎基準 
審査項目 審 査 基 準 ・ 配 点 

情 報 セ キ

ュリティ 

・契約の履行に必要な情報を取り扱

うにふさわしい者であるか。 

・契約の履行に必要若しくは有用な、

又は背景となる経歴、知見、資格、語

学（母語及び外国語能力）、文化的背

景（国籍等）、業績等を有しているか。 

・他の手持ち業務等との関係におい

て、契約の履行に必要な業務所要に

対応できる態勢にあるか。 

・契約を履行する一環として収集、整

理、作成等した一切の情報が、農林水

産省が保護を要さないと確認するま

では保護すべき情報として取り扱わ

れることを保障する履行体制を有し

ているか。 

・農林水産省の同意を得て指定した

取扱者以外の者に取り扱わせないこ

とを保障する履行体制を有している

か。 

・契約締結後に、農林水産省が書面に

より個別に許可した場合を除き、親

会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブ

ランド・ライセンサー、フランチャイ

ザー、コンサルタントその他指導、監

督、業務支援、助言、監査等を行う者

を含む一切の者に対して伝達又は漏

えいされないことを保障する履行体

制を有しているか。 

必須 

研 究 開 発

の趣旨 

提案内容は、事業の趣旨に合致した

ものとなっているか。 

Ａ：合致       １０点 

Ｂ：概ね合致      ７点 

Ｃ：合致しない点が散見 ５点 

Ｄ：合致していない    ０点 

対象地域 

が抱える 

問題の解 

提案する研究開発の実施により得ら

れる成果の内容が、福島県浜通り地

域等が抱える問題の解決に貢献する

Ａ：貢献       １０点 

Ｂ：概ね貢献      ７点 

Ｃ：貢献しない項目が散見 



決への貢 

献 

か。 ５点 

Ｄ：貢献しない         ０点 

先導性又 

は新規性、 

優位性 

提案する研究内容に先導性、新規性

又は優位性があるか. 

 

Ａ：先導性等がある  １０点 

Ｂ：概ね先導性等がある ７点 

Ｃ：先導性等がない項目が散見 

 ５点 

Ｄ：先導性等がない   ０点 

試験研究 

計画の妥 

当性 

適切な研究内容、推進方向、研究実施

期間となっているか。 

Ａ：適切       １０点 

Ｂ：概ね適切      ７点 

Ｃ：適切でない点が散見 ５点 

Ｄ：不適切       ０点 

研究開発費 

 

研究計画の内容に対して必要経費の

積算が効率的かつ適正なものとなっ

ているか。 

Ａ：適切       １０点 

Ｂ：概ね適切      ７点 

Ｃ：適切でない点が散見 ５点 

Ｄ：不適切       ０点 

研 究 実 施

体 制 の 妥

当性 

試験研究目標の達成に向けて具体的

かつ十分な研究実施体制を有してい

るか。 

Ａ：充足       １０点 

Ｂ：概ね充足      ７点 

Ｃ：一部不足している  ５点 

Ｄ：不足        ０点 

完成度の 

高いシー 

ズの保有 

事業化に向けて完成度の高い技術シ

ーズを有しているか。 

Ａ：充足       １５点 

Ｂ：概ね充足     １０点 

Ｃ：一部不足している  ７点 

Ｄ：不足        ０点 

研究成果 

の波及効 

果 

開発されたロボットの活用に 

について普及（幅広い地域への 

波及）が期待できるか。 

Ａ：期待できる    １５点 

Ｂ：概ね期待できる  １０点 

Ｃ：期待できない項目が散見 

 ７点 

Ｄ：期待できない    ０点 

   

   

（２）加算基準  

加算項目 
加算基準・配点 

以下に該当する場合、平均点に加算を行う。 

ワーク・

ライフバ

ランス等

の推進 

ワーク・ライフバランスを推進する

企業として、右記（（１）～（３））の

法令に基づく認定を受けているか。 

（１）女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（以下

「女性活躍推進法」という。）に

基づく認定 

・プラチナえるぼし ５点 ※１ 

・えるぼし３段階目 ４点 ※２ 

・えるぼし２段階目 ３点 ※２ 



・えるぼし１段階目 ２点 ※２ 

・行動計画         １点 ※３ 

 

※１ 女性活躍推進法第 12 条

の規定に基づく認定 

※２ 女性活躍推進法第９条の

規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係

る基準は満たすこと。 

※３ 常時雇用する労働者の数

が 300 人以下の事業者に限る

（計画期間が満了していない行

動計画を策定している場合の

み）。 

 

（２）次世代育成支援対策推進

法に基づく認定 

・プラチナくるみん認定企業 

４点 

・くるみん認定企業（新基準） 

３点※４ 

・くるみん認定企業（旧基準） 

２点※５ 

 

※４ 次世代育成支援対策推進

法施行規則等の一部を改正する

省令（平成 29 年厚生労働省令

第 31 号）による改正後の認定

基準に基づく認定 

※５ 次世代育成支援対策推進

法施行規則等の一部を改正する

省令による改正前の認定基準又

は同令附則第２条第３項の規定

による経過措置に基づく認定 

 

（３）青少年の雇用の推進等に

関する法律に基づく認定 

・ユースエール認定   ４点 

 

※６ 各研究機関等が（１）～



（３）のうち複数の認定に該当

する場合は、最も高い点数によ

り加点を行う（最高５点）。また、

研究グループ（コンソーシアム）

で応募した場合は、代表者及び

その構成員の中で複数の認定等

に該当する場合は、最も高い点

数により加点を行う。 

※７ 各研究機関等が（１）～

（３）のどれにも該当しない場

合は０点とする。 
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