
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 

現地実証研究公募研究課題 

 

（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、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。 

 

（２）公募研究課題の研究開発内容、目標等 

 ① 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（農業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

特定復興再生拠点区域への生産者の早期帰還を実現するためには、営農再開前に

土壌中の放射性物質濃度実態をの把握するとともに、長期の無人化によりリスクが

増大している加害動物の実態解明と対策が必要となっています。そこで、土壌中放

射性物質の分布や加害動物の行動実態の可視化を図る技術開発を行います。 

また、特定復興再生拠点区域の農地の除染が進められていますが、保全管理期間

中の雑草管理や農地の生産力低下が課題となっています。このため、省力的な保全

管理とともに生産力回復・向上を図る技術開発を行います。 

さらに、農地の放射性セシウムの移行リスク評価に基づく移行低減技術を開発し、

農作物の安全性を確保する技術開発を行います。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、農地における放射性物質の分布や加害動物の実態を把握し、

原発事故前の避難指示解除地域における概ねの収量水準を目標とした生産力の回

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） 

１００,０００千円 



 

〈留意事項〉  

・福島県内の特定復興再生拠点区域及び旧避難指示区域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、活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 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（農業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

福島県浜通り地域においては、避難指示の解除は徐々に進み、また農地も除染さ

れ保全管理されていますが、深刻な担い手不足などにより、農業生産に使われてい

ない農地が多く存在しています。そこで、大規模水田経営の営農再開を支援するた

め、ＩＣＴを活用した作業技術体系、子実用トウモロコシや水稲複数品種を用いた

高収量で安定的な水田輪作体系、データを活用した営農管理などを組み合わせた水

田輪作営農技術体系を確立します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、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） 

１００,０００千円 

 

〈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。 

 

 ③ 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（農業

分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

   福島県浜通り地域においては、避難指示の解除は徐々に進み、また農地も除染さ

れ保全管理されていますが、深刻な担い手不足などにより、農業生産に使われてい

ない農地が多く存在しています。そこで、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します。 

特に、キュウリの施設栽培では、雇用労力による作業に適した栽培技術や、夏季



の高温対策技術や炭酸ガス施用技術を確立するとともに、自動搬送ロボットを含め

た雇用管理システムを導入し、省力と高収益を両立させます。 

また近年国産品の需要の伸びが著しいコムギ栽培では、病害に強く、品質が安定

している品種を選定し、作業の省力化、生育診断に基づいた施肥管理の確立を行い、

収益性の高いコムギ生産を実証します。 

さらに営農再開地域等の露地野菜や畑作圃場において安定生産を阻害している

雑草に対し，栽培体系と雑草の組成、動態を解析し、輪作履歴に対応した診断ツー

ルと最適除草体系を確立・実証します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、開発した技術の導入により、収益もしくは物的労働生産性が

２割以上向上することを実証します。 

 

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） 

６８,３００千円 

 

〈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。 

・開発技術の導入条件（経営規模、保有労働力等）及び収益向上効果（経営収支）を

明らかにした経営モデルを作成してください。 

・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 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（水産業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

福島県における水産業の復興のためには、より効率的な漁業経営を実現し、漁業

資源を持続的かつ有効的に利用する必要があります。そこで、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します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、福島県内の海面、内水面における漁場環境、操業、漁業資源、

水揚げした魚介類の品質等の情報を網羅した操業支援システムを構築し、幅広い漁

業関係者が活用できる運用モデルを構築します。 

 

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） 

１１０,２００千円 

 

〈留意事項〉  

・福島県の避難指示等が解除された地域に研究を実施する実証地区を設定してくださ

い。 

・かご、さし網、内水面漁業についても対象としてください。 

・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、水産業関係団体及び

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。 

 

 ⑤ 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（水産業分野） 

ア 研究開発の具体的内容 

福島県漁業が産業として成立するためには、より効率的な漁業生産を可能とする

ため、種苗放流により資源の安定化・有効利用を図る必要がありますが、種苗生産

経費の高騰などで実現出来ていません。そこで、小型・軽量となり多くの魚種で利

用されている魚体装着型移動生態観測装置を用いて、種苗放流対象魚種の行動及び

海洋環境情報を収集するシステムを構築します。また、得られた行動や海洋環境の

情報をもとに、効果的な種苗放流手法を確立します。併せて、種苗放流の適地であ

る河口域の放射性物質の影響を評価します。 

 

イ 達成目標 (最終目標） 

令和７年度までに、ＩＣＴを活用し、福島県で実施される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を開発し、最適種苗放流手法

を確立します。また、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します。これらの技術により、放流対象種であるホシガ

レイ漁獲量が、震災前と同水準以上、令和２年度の２倍以上に増加することを実証

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） 

５６,０００千円 

 

〈留意事項〉  

・福島県内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、水産業関係団体及び

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 

①～⑤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現地実証研究」 
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、被災地の農林水産・食品

産業、及び農山漁村の復興の加速と

いう本事業の目的を踏まえたもの

で、農林水産技術会議事務局が示し

た研究開発の達成目標及び具体的内

容に合致しているか。 

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 

研究開発研究開発計画の目標は、数値等を用Ａ：高い       １０点 



計画 いた明確な設定で、被災地の復興の

観点から高い水準となっているか。 

Ｂ：やや高い      ７点 

Ｃ：やや低い       ５点 

Ｄ：低い         ０点 

 

研究開発計画の目標達成に向けて、

課題構成、手法、実施期間等は、被災

地の復興の動向等を勘案したもの

で、実効性の高い十分な内容になっ

ているか。 

Ａ：十分       １０点 

Ｂ：概ね十分      ７点 

Ｃ：不十分な項目が散見 ５点 

Ｄ：不十分       ０点 

 

最適化、体系化された技術を創出す

るために、研究開発計画内の個々の

技術は、効果的な組み合わせとなっ

ているか。 

Ａ：効果的      １０点 

Ｂ：概ね効果的     ７点 

Ｃ：やや効果的でない  ５点 

Ｄ：効果的でない    ０点 

研究・実証

地区の設定 

現地実証研究を行う上で、適切な研

究・実証地区を設定することとして

いるか。 

Ａ：適切       １０点 

Ｂ：概ね適切      ７点 

Ｃ：適切でない地域での実施が

散見         ５点 

Ｄ：不適切       ０点 

研究開発

体制 

提案の研究開発内容を遂行するため

の設備を有しているか。 

Ａ：十分有り     １０点 

Ｂ：研究に支障は生じない 

  ７点 

Ｃ：一部支障が生じる恐れあり 

          ５点 

Ｄ：不足        ０点 

 

参画する機関に、研究開発計画を遂

行する高い技術能力があるか。また、

研究機関、普及・実用化支援組織、生

産現場等の各役割分担が適切で、効

果的な連携体制を有しているか。 

Ａ：十分有り     １０点 

Ｂ：計画遂行に支障は生じない 

７点 

Ｃ：一部支障が生じる恐れあり 

５点 

Ｄ：不足        ０点 

実用化・事

業化、普及

に向けた

出口戦略 

創出される成果の被災地への普及に

向けた道筋は、目標、方法、体制、行

程等が妥当か。 

Ａ：妥当       １０点 

Ｂ：概ね妥当      ７点 

Ｃ：やや妥当性に欠ける ５点 

Ｄ：妥当でない     ０点 

研究開発

費 

提案内容の予算使途計画が効率的な

ものとなっているか。 

Ａ：効率的      １０点 

Ｂ：概ね効率的     ７点 

Ｃ：非効率的な事項が散見される 

            ５点 

Ｄ：効率的でない    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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