
令和３年度農林水産分野の先端技術展開事業
のうち現地実証研究委託事業について

※本資料は、令和３年度予算政府案に基づくものであるため、事業の実施は予算成立が前提とな
ります。また、予算成立までの過程で公募要領等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、
御応募ください。

令和３年２月１５日（月曜日）

農林水産省農林水産技術会議事務局 研究推進課

※本資料は応募要領を基に主要な部分を整理したも
のです。詳細は、応募要領をご確認ください。
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農林水産分野の先端技術展開事業
【令和３年度予算概算決定額 ６７４（－）百万円】

＜対策のポイント＞
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します。

＜政策目標＞
先端技術を用いた被災地の農林水産業の復興・創生

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-6744-7043）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．先端技術の開発

○ 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．先端技術の現地実証

○ 特定復興再生拠点区域をはじめとした被災地域内に設けた現地実証地区にお

いて、新たな状況変化に起因する技術的課題を解決するための先端技術の現

地実証を実施します。

３．研究成果の社会実装促進

○ 実用化された技術体系の速やかな社会実装を図るため、被災地域内に設けた

社会実装拠点を核として、得られた研究成果の情報発信、技術研修、現場指

導等を行います。

国 民間団体等
委託

＜事業の流れ＞
先端技術を用いた被災地の

農林水産業の復興・創生を実現！

現地実証の実施

福島県・
公設試験場

国立研究開発法人・
大学・民間企業

生産者

技術シーズの実用化

被災地域に適した
技術の調整・改善

○先端技術の現地実証

＜これまでの実証成果の事例＞

○先端技術の開発
＜技術例＞➢ 水路管理のため

土砂上げを行う
ロボットの開発

➢ ドローンやAIによる
避難区域等の森
林資源利用シス
テムの開発

○研究成果の社会実装促進

➢ 特定復興再生拠点区域の円滑な営農
再開に向けた地力回復、放射性物質対
策等の技術実証

＜現地実証のテーマ例＞

➢ 試験操業や出荷制限の解除に向けた
漁場予測情報配信等のスマート水産業
システム開発と経営モデルの実証

➢ ナシのジョイントＶ字樹形による
早期成園化・省力化技術

➢ 肉用牛のエコー画像
と枝肉画像のAI解析
により生育途中で肉
質を推定する技術
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公募課題①※詳細については応募要領別紙１をご覧ください

栽培中断園地に栽培中断園地における果
樹の早期復旧に向けた実証研究おける果

樹の早期復旧に向けた実証研究

特定復興再生拠点区域等の円滑な営農再開に
向けた技術実証

広域エリアを対象とした大規模水田営農にお
ける生産基盤技術の確立

先端技術を活用した施設野菜・畑作物の省力高
収益栽培・出荷技術の確立

放射性物質の分布や加害動物の実態を把握し、
生産力の回復・向上を図るとともに、農作物
の安全性を確保する技術を開発、実証。

◆ R３年度予算額：100,000千円
◆ 実施期間：令和７年度まで
◆ 対象地域：福島県復興再生拠点区域及び

旧避難指示区域

農業者の帰還や新規参入者の促進を進めるた
め、施設野菜や畑作物を対象として、先端技
術を活用した省力的で収益性が高い栽培体系
を確立し経営モデルを実証。

水田輪作体系に飼料作物を導入し、開発技
術の導入やシステムの運用により、経営体
の収益が１割以上向上することを実証。

◆ R３年度予算額：100,000千円
◆ 実施期間：令和７年度まで
◆ 対象地域：福島県浜通り

◆ R３年度予算額：68,300千円
◆ 実施期間：令和７年度まで
◆ 対象地域：福島県浜通り
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公募課題②※詳細については応募要領別紙１をご覧ください

多様な漁業種類に対応した操業情報収集・配信
システムの構築

ＩＣＴインフラを用いた効果的な種苗放流
による資源の安定化

効果的な資源管理と水産業の発展を促進する
ため、福島県内における主要な漁場環境、操
業情報、品質情報を収集・配信する操業支援
システムを構築。

◆ R３年度予算額：110,200千円
◆ 実施期間：令和７年度まで
◆ 対象地域：福島県旧避難指示区域内

種苗放流により資源の安定化・有効利用を図る
ため、種苗放流対象種の行動や生息環境を把握
する技術や放流効果を把握する技術の開発、放
射性物質の影響を把握し、放流種苗生育場の安
全性と放流環境を評価する手法を開発。

※応募に当たっての留意事項について

① 提案書作成の際には、別紙１に記載の留意事項を確認し、記載されている
内容を網羅した提案をしてください。

② 別紙１に該当する１つの課題に対して、１つの提案をしてください。

◆ R３年度予算額：56,000千円
◆ 実施期間：令和７年度まで
◆ 対象地域：福島県内
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応募要件（研究代表機関）

本事業の実施にあたっては、研究機関、地方公共団体、農林漁業者（法人も含む）、民間
企業等からなるコンソーシアムで応募する必要があります。
また、コンソーシアム内には、研究を統括する「代表機関」を選定していただきます。

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、独立行政法人、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であるこ
と。なお、地方公共団体においては競争参加資格の提出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等措置要領に
基づく指名停止を受けていないこと。

④ 委託契約の締結に当たっては、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公募課題について、研究の企画・立案及び適切な進行管理
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を選定すること。5



コンソーシアムの応募要件

委託事業は直接採択方式であり、公募課題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、コンソーシアムが公募課題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、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、コンソーシアムの
代表機関から応募し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、グループに参加する全ての機関が
同意していること。

② コンソーシアムには、福島県又は浜通り１５市町村の地方公共団体が必ず参画し、コンソー
シアムの構成員となること（e-Radに登録し、研究計画の一部を担うこと）。

③ コンソーシアムと農林水産省が契約を締結するまでの間に、コンソーシアムとして、実施予
定の研究課題に関する規約を策定すること（規約方式）、コンソーシアム参加機関が相互に
実施予定の研究課題に関する協定書を交わすこと（協定書方式）又は共同研究契約を締結す
ること（共同研究方式）が確実であること。

④ 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。

⑤ 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（以下「共同研究機関等」とい
う。）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 6



普及・実用化支援組織及び農林漁業者の参画、研究・実証地区の設置

普及・実用化支援組織の参画について

研究成果を生産現場や産業界に迅速に導入・普及させる観点から、原則として、コン
ソーシアムに、都道府県普及指導センター、民間企業、協同組合等のいずれかの機関が参
画（協力機関としての参画は含まない）することとします。
なお、研究機関等に普及・実用化の活動を行う組織・部署を有している場合は、それを

「普及・実用化支援組織」として位置付けることができます。

農林漁業者の参画について

実証研究の円滑な推進及び研究成果が現場に確実に実装されるよう、コンソーシアムに
は、原則として、農林漁業者（法人も含む。）が参画（協力機関としての参画を含む。）
することとします。

本研究の実施に際し、生産現場等での現地実証を行う場合には、原則として、「研
究・実証地区」を予め設定し、実証研究を行うこととしてください。
なお、「研究・実証地区」については、応募する研究課題の別紙１において記載され

ている対象地域内に設定することとしてください

研究・実証地区の設置について
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公募・審査スケジュール（予定）

公募説明会

公募開始

公募終了

審査（書面、ヒアリング）

委託契約の締結

令和３年２月１日

令和３年２月15日

令和３年３月１日17時00分

令和３年３月中旬

令和３年４月以降
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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。

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。

○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、回線が混雑し、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 受付時間9:00～18:00
03-6631-0622 （直通） ※土曜日、日曜日、国民の祝日を除く

「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」による応募 ①

（１）応募方法
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○研究機関の登録申請手続き（応募までの事前準備）

○提案書の応募手続き

①
申
請
書
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

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

・部局コードの設定、所属研究機
関の基本情報の設定

・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。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！

「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」による応募②

農林水産技術会議事務局等

①農林水産技術会議事務局等HP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）

府省共通研究開発管理システム【e-Rad】

e-Radの状態：
「受理済」（または「配分機関処理」）

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。

e-Radの状態：配分機関処理中

（２）e-Radによる応募の流れ
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委託予定先の選定手順

• 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
ション用資料をご用意いただきます。
なお、プレゼンテーションの時間は、別途担当者よりご連絡いたします。

• 審査基準に基づき採点を行い、基本的に別紙１の研究課題ごとに最も優良な提
案を採択候補とします。

• 委託予定先に対して、必要に応じて研究実施に当たっての留意事項を付す場合
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。

11



審査基準

基礎基準

審査項目 点数

情報セキュリティ 必須

研究開発の趣旨 １０点

研究開発計画 ３０点

研究・実証地区の設定 １０点

研究開発体制 ２０点

実用化・事業化、普及
に向けた出口戦略

１０点

研究開発費 １０点

計 ９０点満点

加算基準

審査項目 点数

ワーク・ライフバラン
ス等の推進

５点

計 ５点満点

• 各審査項目をＡ（10点）、Ｂ（7点）、Ｃ（5点）、Ｄ（0点）の4段階で評価します。
• 審査の結果、基礎基準における採点の合計を審査に参加した委員数で割った点数に、

加算基準の点数を加算した点が最も大きい提案者の応募者を委託予定先とします。

12



委託予定先の決定等

不合理な重複及び過度の集中の排除

指名停止を受けた場合の取扱い

・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
載して頂きます。

・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。

・公募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）したコンソーシアムによる
応募については受け付けません。

・なお、公募期間終了後、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。

・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
品調達は認められません。 13



委託契約の締結

委託契約の締結

2年目以降の取扱い

• 審査により選定され、採択候補となった提案の研究代表機関（委託予定先）と国が直
接委託契約を締結します。

• 原則として各年度の委託費については、研究計画に基づく研究成果の評価等の結果を
踏まえ、予算の範囲内で年度毎に決定し、契約します。

• 委託予定先選定から委託契約締結までの間に、委託予定先の構成員等について、特段
の事情の変化があり研究の実施が困難と判断される場合には、当該委託予定先と委託
契約を締結しない、もしくは委託契約の締結先を変更する場合があります。

• ２年目以降については、原則として、今回の公募により決定した委託先が実施するも
のとし、契約は毎年度当初に改めて締結するものとします。

• ただし、（後述する）運営委員会における研究の進捗状況の点検の結果により、研究
の目標達成が著しく困難である等、研究の中止や縮小等が適当と判断された場合は、
次年度以降、委託経費の削減、参加研究機関の縮減、委託自体の中止等を行います。
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支援対象となる経費

直接経費

一般管理費

消費税相当額

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

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、雑務役費）

⑤ その他必要に応じて計上可能な経費

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

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

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。

15
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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

研究費の不正使用防止のための対応

研究活動の不正行為防止のための対応

• 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、当該ガイドライン
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。

• また、その実施状況について報告等を求めるとともに、必要に応じ、農林水産省による
現地調査を行う場合があります。

• 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、研究機関内の研究活動に関わる者を対象に、契
約締結時までに研究倫理教育を実施していただき、契約の際に「研究倫理教育の実施
に関する誓約書」を提出いただく必要があります（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）。

• 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
の捏造、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、研究活動の特
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。
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研究開発の運営管理等

• 農林水産技術会議事務局は、農業分野及び水産業分野のそれぞれに運営委員会を設置します。運
営委員会は、各研究課題の進行管理、関係各局との調整等を行う責任者である総括ＰＯを委員長
とし、事務局の職員その他総括ＰＯが認める者により構成します。

• 運営委員会では、推進方策の検討、実施期間全体及び開始２年度目以降の研究実施計画案の策定、
研究の進捗状況、成果の把握等を行います。なお、研究実施計画案の策定に当たっては、研究進
捗状況、評価結果等を踏まえて検討します。

• 研究課題ごとに、農業分野及び水産業分野の専門的知見等を有する専門ＰＯを配置して、研究課
題の進行管理を行います。なお、研究代表者には、総括ＰＯの指導のもと、専門ＰＯと調整を図
りながら、事業における他の研究代表者と連携体制を整備し、研究の進捗状況の整理、研究実施
計画案の作成等にご協力いただくことになります。

研究開発の運営管理

事業終了後の追跡調査

• 国は、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、事業終了後の追跡調査の際に必
要な資料の作成等をお願いいたします。
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情報管理の適正化

・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コンソーシアムで確保して
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。
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「データマネジメントに係る基本方針」の導入

公的資金により行われる研究開発（特にIoT、ビッグデータ、AI等関連）から生じるデータは、
データの性質や事業化の形態によっては、プロジェクト参加者以外の者も利活用できるように
することが我が国全体の利益を最大化する場合があることを十分考慮しつつ、適切なデータマ
ネジメントを行っていただく必要があります。そのため、本事業ではデータマネジメントに係
る基本方針（以下「データ方針」という。）を規定し、そのデータ方針に沿ったデータマネジ
メントプランを応募者の皆様に作成していただくこととします。

概要

運用方法

①応募者は各公募課題のデータ方針に従い、データマネジメント企画書（提案書様式７）を作
成・提出

②審査委員会においてデータマネジメント企画書を含め提案内容を審査

③審査委員会の指摘も踏まえて、応募者は研究開発データの取扱いについてプロジェクト参加者
の合意をはかった上で、契約締結時までにデータマネジメントプランを作成・提出

④研究期間中、受託者は毎年度、研究実績報告書と併せてデータマネジメントプランの実績を農
林水産省に報告
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研究成果の取扱い

・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。

・研究成果に係る知的財産権が得られた場合、日本版バイドール制度（産業技術力強化法）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すること、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。

研究成果の帰属

研究成果の管理

・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。

・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
た取り扱いや実施許諾等に係る方針（権利化等方針）を作成し、農林水産省に提出していただ
きます。

・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。

・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。 20



農業者等からデータを受領・保管する際の取り決めについて

農林水産省では、農業者等が保有するデータの利活用を促進するにあたり、知的財産である農業ノウハウを適
切に保護し、農業者等が安心してデータを提供できるよう、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイド
ライン～農業分野のデータ利活用促進とノウハウ保護のために～」（令和２年３月農林水産省。以下「農業
AI・データ契約ガイドライン」という。※）を策定しています。受託者は、本事業で実施する研究活動において
農業者等からデータを受領・保管する際には、AI・データ契約ガイドラインに準拠し取り決めておくべき事項に
ついて当該農業者等と合意を行っていただくことが必要になります。
※上記農業AI・データ契約ガイドラインについては、農林水産省HPを御覧ください。
なお、本ガイドラインは、農業以外の産業向けの「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」（令和元年12月 経済産業省）
と法的整合性を図りつつ、農業分野の特殊性を踏まえ、データ・成果物等の利用権限や管理方法等について契約のひな形や考え方
等を示しています。

対象課題

農業者等からデータを受領・保管する課題はデータの種類によらず全て対象になります。

① 農業者等からデータを受領・保管する前に、受託者は「AI・データ契約ガイドライン準拠チェックリスト」
（契約の際、事業実施要領でお示しします）に基づき農業者等に説明を行い、農業者等からデータの取扱いに
ついて同意を得る（署名をもらう）

② 受託者は毎年度、研究実績において、上記チェックリスト及び農業者等データ提供者の署名を農林水産省に
提出

※農業者等以外からデータを受領・保管する場合は準拠の必要はありませんが、農業AI・データ契約ガイドラインも参考に、データ
等の利用や適切な利益配分の他、農林漁業者等による事前の承諾無く目的外利用や第三者提供しないこと等について取り決める
ことを検討して下さい。 1

運用方法

対象課題

概要
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活用できる制度について

令和３年度農林水産分野の先端技術展開事業のうち現地実証研究は、「中小企業技術革新制
度（ＳＢＩＲ制度）」の対象に指定される予定です。
中小企業技術革新制度（SBIR）は令和３年４月１日より改正されます。
詳細につきましては、下記SBIR特設サイトでご案内いたします。
（https://sbir.smrj.go.jp/index.html）

令和３年度から福島イノベーション・コースト構想の推進に係る特例措置（新産業創出等推
進事業促進区域において新産業創出等推進事業を行う事業者が機械等を取得した場合の特別償
却等）が創設されます。（所得税・法人税）

詳細につきましては、下記財務省HPを御覧ください。

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian21.htm）

1

税制特例について

中小企業への支援について
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事業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

「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

概要

運用方法
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研究代表者（PI）の人件費の支出について

「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。

概要

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
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本事業に関する問い合わせ先

応募要領全般に関する問い合わせ

契約事務に関する問い合わせ

e-Radに関する問い合わせ

農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課先端技術実証班
担当者：豊井、宮垣、上田
ＴＥＬ：０３－６７４４－７０４３
ＦＡＸ：０３－３５９３－２２０９

農林水産省大臣官房予算課契約班
担当者：若山
ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２
ＦＡＸ：０３－６７３８－６１５８

e-Radヘルプデスク
ＴＥＬ：０５７０－０６６－８７７

または０３－６６３１－０６２２
e-Radポータルサイトの「ヘルプデスクへのお問い合わせ」
（http://www.e-rad.go.jp/contact/index.html） 25


