
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（農林⽔産省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

環境負荷低減に資する「みどりの⾷料システム戦略」の実現に向けた政策の推進

継続 80.3 34.7

化学農薬・化学肥料の使⽤量低減と⾼い⽣産性を両⽴する新
品種・技術の開発、環境負荷低減と⽣産性の両⽴に資するス
マート農業技術やペレット堆肥の活⽤促進のための技術の開
発・実証、データに基づく⼟づくり等の環境整備を⼀体的に
推進

研究者
農林⽔産技術会議事
務局研究企画課

継続 22.0 1.6
持続可能な⾷料システムの構築やカーボンニュートラル社会
の実現に向け、困難だが実現すれば⼤きなインパクトが期待
される社会課題について中⻑期にわたる研究開発を実施

研究者
農林⽔産技術会議事
務局研究推進課

継続 52.6 39.7

農林⽔産・⾷品分野に様々な分野の知識・技術等を結集して
商品化・事業化につなげる産学官連携研究やスタートアップ
等が⾏う新技術、フードテック等の研究開発から事業化まで
を総合的に⽀援

研究者
農林⽔産技術会議事
務局研究推進課

スマート農林⽔産業、ｅＭＡＦＦ等によるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

継続 39.4 14.0

ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等先端技術の実装を加速するため、
スマート農業技術の開発・改良・産地⽀援、地域での技術指
導をサポートする取組の⽀援、農業教育機関の学⽣や農業者
等に対する教育・研修等を推進

研究者
農林⽔産技術会議事
務局研究推進課

新規 31.5 ー

林業機械の⾃動化・遠隔操作化や⽊質系新素材の開発・実
証、森林資源情報のデジタル化、ＩＣＴ等を活⽤した⽣産管
理の効率化、地域⼀体となってデジタル技術をフル活⽤する
戦略拠点の構築等を⽀援

ー
林野庁研究指導課、
計画課、整備課、経
営企画課

スマート農林⽔産
業の推進

みどりの⾷料システム戦略実現技術開
発・実証事業

ムーンショット型農林⽔産研究開発事
業

「知」の集積と活⽤の場によるイノ
ベーションの創出

スマート農業の総合推進対策

林業デジタル・イノベーション総合対
策

みどりの⾷料シス
テム戦略の実現に
資する研究開発・
実証プロジェクト
の推進
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38 環境負荷低減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた政策の推進

＜対策のポイント＞
環境負荷低減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、持続的な食料システムの構築を目指す地域の取組を支援する交付金等の活用ととも

に、資材・エネルギーの調達から生産、流通、消費までの各段階の取組とイノベーションを推進します。

＜政策目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げたKPI（重要業績評価指標）の達成［令和12年度及び32年度まで］

＜事業の全体像＞

持続可能な農山漁村の整備
農業生産基盤の整備、農業水利施設の省エネ化等の推進
森林吸収量の確保・強化や国土強靱化に資する森林整備・治山対策の推進
拠点漁港における省エネ対策や藻場・干潟の保全・創造

みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業【80億円】
- 化学農薬・化学肥料の使用量低減と高い生産性を両立する新品種・技術の開発
- スマート農業技術やペレット堆肥の活用技術の実証等 等

みどりの食料システム戦略推進総合対策【30億円】
環境負荷低減と持続的発展に向けたモデル地区の創出（交付金）

- 土壌診断や堆肥等の国内資源の活用による化学肥料の低減、病害虫の総合防除、栽培暦の見直し
等の栽培技術と先端技術等を取り入れたグリーンな栽培体系への転換、消費者の理解醸成に向けた取組

- 有機農業の団地化や学校給食での利用、販路拡大
- バイオマス地産地消対策
- 環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸産地の育成
グリーンな栽培体系の普及、有機農業の推進（民間団体等）

- 技術の確立普及、生分解性マルチの導入促進、有機農業の技術指導の強化 等
農畜産業における持続可能性の確保

環境保全型農業直接支払交付金【28億円】
強い農業づくり総合支援交付金【164億円の内数】、農地利用効率化等支援交付金【25億円の内数】

- 化学農薬や化学肥料の低減、CO2ゼロエミッション化等の推進に必要な機械、施設の整備
農業支援サービス事業育成対策【３億円の内数】
環境負荷軽減型持続的生産支援事業【71億円】、畜産生産力・生産体制強化対策事業【15億円の内数】

- 酪農家や肉用牛農家が行うGHGの削減等の取組、水田を活用した自給飼料の生産拡大等の取組支援
畜産高品質堆肥生産流通促進支援事業【１億円】
- 高品質堆肥の生産や広域流通等の推進のための理解醸成及び生産技術の普及等 等

食品産業における持続可能性の確保
持続可能な食品産業への転換促進事業【３億円】
新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業【２億円】

- 持続可能な食品産業に向けた知見の共有や調査、実証を実施
食品等流通持続化モデル総合対策事業【３億円】

- デジタル化・データ連携によるサプライチェーン・モデルの構築の支援等
食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進【２億円】 等

関係者の行動変容を促す環境づくり
フードサプライチェーンの環境配慮見える化推進事業【６億円の内数】
ニッポンフードシフト総合推進事業【２億円】

- 国民の理解醸成のための情報発信
持続可能な食を支える食育の推進【１億円の内数、36億円の内数】
自然系クレジット創出推進事業【６億円の内数】
- 自然由来の温室効果ガスの排出削減等を目的としたプロジェクト形成を推進 等

林業・水産業における持続可能性の確保
森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策等【155億円、32億円の内数】
- エリートツリー等の苗木の安定供給等の推進
- 間伐・再造林の推進や木材加工流通施設の整備
- 国民参加の森林づくりや木材利用の促進に向けた国民運動の推進
漁業構造改革総合対策事業【100億円】、養殖業成長産業化推進事業【４億円】

- 不漁・脱炭素に対応した多目的漁船等の導入実証支援
- 養殖における餌、種苗等、漁場に関する技術開発・調査支援
漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業【１億円】 等革新的な技術・生産体系の研究開発の推進

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出【53億円】
- 様々な分野の知識・技術等を結集して行う産学官連携研究を支援
ムーンショット型農林水産研究開発事業【22億円】

- 持続的な食料システムの構築に向け、中長期的な研究開発を実施
みどりの食料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進事業【１億円】

- 我が国の有望技術をアジアモンスーン地域で応用するための共同研究を実施 等
［お問い合わせ先］
大臣官房みどりの食料システム戦略グループ（03-6744-7186）
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39 みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業
【令和５年度予算概算要求額 8,029（3,466）百万円】

＜対策のポイント＞
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立の実現に向け、スマート農業における優れた技術の横展開のための導入実証等を推進するとともに、品種
開発の加速化、環境負荷低減等、みどりの食料システム戦略実現に資する研究開発など国主導で実施すべき重要な分野の研究開発等を推進します。

＜事業目標＞
○ 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］
○ 重要課題に対応する技術を開発し、農林漁業者等がその開発された技術を実践［令和９年度まで］

＜事業の全体像＞

２．農林水産研究の推進 4,087（2,062）百万円
① 研究開発

農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、国主導で実施すべき重要な分野
について、戦略的な研究開発を推進します。

② 環境整備
研究開発と成果の社会実装を効果的に行えるよう、最新の研究開発動向の調
査やアウトリーチ活動の展開等の環境整備を行います。

農林漁業者等のニーズを踏まえ、早期普
及を視野に入れた、みどりの食料システム
戦略の実現に資する研究開発等を推進

知財マネジメント強化

（例）

みどりの品種開発研究

育種ビッグデータの充実・活用により化学
肥料・農薬を低減する品種開発を加速化

目標達成先導研究

高いインパクトが期待される一方で、実現
可能性に検証が必要な課題について、プロ
ジェクト化に向けた先行研究を推進

知財マネジメント強化
研究成果の効果的な社会実装に向けた
知財相談対応、専門家派遣等を実施

専門家による相談対応や
専門家の派遣を実施

知的財産
標準化

［お問い合わせ先］（１について）農林水産技術会議事務局 研究推進課（03-3502-7462）（２について）研究企画課（03-3501-4609）

現場ニーズ対応型研究等
（みどり戦略への貢献等）

・子実用とうもろこしを導入した化学肥料低投
入型のブロックローテーション体系の構築

・国産天敵製剤の開発等、有機栽培に対応し
た病害虫対策技術の構築

ハダニ
カブリダニ

ハダニを捕食するカブリダニ

１．スマート農業の総合推進対策 3,942（1,404）百万円
① スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証

スマート農業の社会実装を加速化するため、必要な技術の開発やデータを活用し
た現場実証等を行います。

② スマート農業普及のための環境整備
スマート農業を普及させるための環境整備を行います。

遠隔監視による自動走行
の安全技術等の検証

安全性確保策
の検討

自動走行農機 有識者委員会

農林水産データ管理・活用基盤強化 データ駆動型農業の実践・展開支援 スマートグリーンハウス先駆的開拓推進

農林水産業におけるロボット技術
安全性確保策検討

データ駆動型土づくり推進 スマート農業教育推進

データ連携に向けた
環境整備

スマート農機

営農管理ソフト

オープンAPI

データ活用の
体制づくりを支援

産地によるデータ駆
動型農業の実践

環境モニタリング
装置等

我が国の優れた
施設園芸の技術

スマート農業技術
の進展

施設園芸の
先駆的開拓

AIによる土壌診断
技術の開発

改善効果の検証

環境保全型スマート農業技術等の実証

次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化

スマート農業産地モデル実証

ペレット堆肥の製造・物流を
最適化するシステムの構築、
帰り荷となる敷料の探索、
現地実証 受発注や物

流の最適化

農業副産物

受注 発注

生産力向上と持続性の高いレベルでの
両立や、海外依存度の高い農業資材の
効率利用等に資するスマート農業技術
の開発・改良・実用化

環境負荷低減効果・資材低減
効果が期待される先進的なス
マート農業技術を実証

持続性

生産力向上

経営体の枠を超えた産地内で
のシェアリングや作業集約による
生産性向上やコスト低減等を
実証

両 立

ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証

土壌診断の実施

物流の最適化ペレット堆肥

スマート農業拠点校
の設置

現役農業者・教員
向けの研修会の開催等

海外・異分野動向調査海外・異分野動向調査

海外・異分野の研究動向について
市場性やグローバルベンチマーク等
を含む調査を実施

研究開発
動向 等

市場性 グローバル
ベンチマーク

みどりの食料システム戦略実現
のためのアウトリーチ活動の展開

戦略実現に不可欠な先端技術の社会
実装に向けて、専門家と国民・関係業界
とのサイエンスコミュニケーション等を実施

戦略実現に
不可欠な先
端技術

・ ゲノム編集技術
・ 生物農薬防除技術
・ 牛メタン発生抑制技術 等

専門家による
アウトリーチ活動3 / 7



40 ムーンショット型農林水産研究開発事業
【令和５年度予算概算要求額 2,200（160）百万円】

＜対策のポイント＞
総合科学技術・イノベーション会議等が決定したムーンショット目標５「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのな
い持続的な食料供給産業を創出」の実現に向け、研究開発プロジェクトを実施します。

＜事業目標＞
○ 産業創造や社会変革を実現する研究成果の創出 ［2050年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を
対象とした目標を設定し、その実現に向けた様々な研究アイデアを
国内外から結集し、研究開発を推進するため、科学技術振興機構、
新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本医療研究開発機構と
ともに生物系特定産業技術研究支援センターに基金を設置し、中
長期にわたる研究開発を弾力的かつ安定的に実施します。

本事業では、ムーンショット目標５の実現に向け、新たな社会情勢
を踏まえた政策課題（食料安全保障の強化）も踏まえ、グリーン及
びバイオ分野等の研究開発プロジェクトの充実化・加速化を図ります。

＜事業の流れ＞

国

［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）

〇食料供給の拡大と地球環境保全を両立
する食料生産システムの開発
・作物デザインによる環境に強靱な作物の開発
・土壌微生物機能の解明と活用
・細胞培養による食料生産
・化学農薬に依存しない害虫防除
・牛からのメタン削減と生産性向上の両立
〇食品ロス・ゼロを目指す食料消費システム
・食品残渣等を利用した昆虫の食料化と飼料化
・3D-AIシェフマシンによるパーソナライズド食品の製造
・未利用生物資源を活用した未来型食品の開発

【食料安全保障に対応するための技術開発】（例）
・肥料原料の海外依存低減にむけた未利用資源の活用
・植物の未利用機能を活用した肥効能力の向上

【実施プロジェクト概要】

ムーンショット目標５
「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供
給産業を創出」

ムーンショット目標の実現に向けたプロジェクトの充実化・加速化

食料安全保障の強化
みどりの食料システム戦略、
2050年カーボンニュートラルの実現生物系特定産業技術

研究支援センター

委託交付（定額）

※公設試・大学を含む

民間団体等※
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41 「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出
【令和５年度予算概算要求額 5,263（3,968）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 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．「知」の集積による産学連携推進

『「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の商品化・事業化、海外展開を促進するマッチングイベントの
開催、バイオエコノミーの推進に資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。

２．オープンイノベーション研究・実用化推進事業
国の重要政策の推進や現場課題の解決に資するイノベーションを創出し、社会実

装を加速するため、産学官が連携して取り組む基礎研究や実用化研究を支援しま
す。

３．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、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。加えて、スタートアップの初期需要創出のため、
テストマーケティング等を支援します。

＜事業の流れ＞

［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

研究開発プラットフォーム

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

物理学

社会科学

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 オープンイノベーション
研究・実用化推進事業

スタートアップへの
総合的支援

研究コンソーシアム

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

商品化・事業化に
つながる革新的な
研究開発を実施

化学

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
（２、３の事業）

（１の事業）
委託
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【令和５年度予算概算要求額 3,942（1,404）百万円】

＜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、必要な技術開発・実証やスマート農業普及のための環境整備等について総合的に取り組みます。

＜事業目標＞
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．スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証

スマート農業の社会実装を加速化するため、必要な技術の開発やデータを活用した
現場実証等を行います。

① スマート農業産地モデル実証
② 環境保全型スマート農業技術等の実証
③ 次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化
④ ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証

２．スマート農業普及のための環境整備
スマート農業を普及させるための環境整備を行います。
① 農林水産データ管理・活用基盤強化
② データ駆動型農業の実践・展開支援事業
③ スマートグリーンハウス先駆的開拓推進
④ 農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討
⑤ データ駆動型土づくり推進
⑥ スマート農業教育推進

＜事業の流れ＞

国

（国研）農業・食品産業技術総合
研究機構

交付（定額）

定額

委託

定額

定額

民間
団体等

委託

（１の事業）

民間団体等

民間団体等

全国協議会

都道府県

（２⑥の事業）

（２①③④の事業、２②の事業の一部）

（２⑤の事業）

定額、1/2
協議会 （２②の事業の一部）

技
術
開
発
・
実
証

実
装
・
普
及
に
向
け
た
環
境
整
備

１．スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証

スマート農業の社会実装・実践

２．スマート農業普及のための環境整備

⑤ AIによる土壌診断
技術の開発

土壌診断の実施

④

遠隔監視による自動走行
の安全技術等の検証

安全性確保策
の検討

自動走行農機 有識者委員会

①
スマート農機

営農管理ソフト

データ連携に向けた
環境整備

オープンAPI

②② データ活用の
体制づくりを支援

産地による
データ駆動型
農業の実践

環境モニタリング
装置等

③
我が国の優れた
施設園芸の技術

スマート農業技術
の進展

施設園芸の
先駆的開拓

①スマート農業産地モデル実証 ②環境保全型スマート農業技術等の実証

④ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証

経営体の枠を超えた産
地内でのシェアリングや作
業集約による生産性向
上やコスト低減等を実証

ペレット堆肥の製造・物流
を最適化するシステムの構
築、帰り荷となる敷料の探
索、現地実証 受発注や物流の

最適化

農業副産物ペレット堆肥 物流の最適化

受注
発注

③次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化
生産力向上と持続性の高いレベルで
の両立や、海外依存度の高い農業
資材の効率利用等に資するスマート
農業技術の開発・改良・実用化

環境負荷低減効果・資材低減
効果が期待される先進的なス
マート農業技術を実証 両 立

持続性

生産力向上

改善効果の検証

⑥
スマート農業拠点校

の設置
現役農業者・教員

向けの研修会の開催等

［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）

45 スマート農業の総合推進対策
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．林業イノベーション推進対策
① 林業イノベーションハブ構築事業 50（－）百万円
イノベーションの推進に向けた支援プラットフォーム構築等を実施します。
② 林業への異分野の技術等の導入促進事業 40（－）百万円
異分野技術の導入によるスタートアップを支援します。
③ 戦略的技術開発・実証事業 450（－）百万円
林業機械の自動化、木質系新素材等の開発・実証を支援します。
④ 低コスト再造林対策 550（－）百万円
一貫作業等による造林作業の低コスト化を支援します。
２．森林資源デジタル化推進対策
① 森林資源デジタル管理推進対策 863（－）百万円
レーザ計測等による森林資源情報のデジタル化等を支援します。
② 森林情報オープン化推進対策 15（－）百万円
森林資源情報等のオープン化に向けた最適手法の検討を実施します。
③ 林野火災発生リスク評価対策 ５（－）百万円
林野火災発生危険度予測システムの構築と普及方策の検討を実施します。
④ 国有林林業イノベーション技術構築事業 11（－）百万円
国有林の森林資源データの精度向上と高度な利活用を推進します。
３．ICT技術活用促進対策
① ICT技術活用促進事業 40（－）百万円
標準仕様に準拠したICT生産管理ソフトの導入等を支援します。
② 木材生産高度技術者育成対策 129（－）百万円
ICT等先進技術を活用する技術者や現場技能者の育成等を実施します。
４．デジタル林業戦略拠点構築推進事業 1,000（－）百万円
地域一体で林業活動にデジタル技術をフル活用する取組を支援します。

＜対策のポイント＞
林業機械の自動化・遠隔操作化や木質系新素材等の開発・実証、森林資源情報のデジタル化の推進、ICT等を活用した生産管理の効率化、地域一

体となってデジタル技術をフル活用し収益性の高い林業を実践する「デジタル林業戦略拠点」の構築に取り組みます。
＜事業目標＞
○ 自動化等の機能を持った高性能林業機械等の実用化（８件［令和７年度まで］）
○ デジタル技術を地域全体でフル活用する取組が普及（デジタル林業戦略拠点が１つ以上ある都道府県数25［令和12年度まで］）

林業イノベーション推進対策

林業機械の自動化等
に向けた開発・実証

セルロース
リグニン等

工業用素材に利用

木の成分を活用した
新素材の開発・実証

［お問い合わせ先］
（１①②③、２③、３、４の事業）
（２①②の事業）
（１④の事業）
（２④の事業）

林野庁研究指導課（03-3501-5025）
計画課 （03-6744-2339）
整備課 （03-3502-8065）
経営企画課（03-6744-2321）

【令和５年度予算概算要求額 3,153（－）百万円】

森林資源デジタル化推進対策 ICT技術活用促進対策
○ICT等を活用した生産管理の効率化等

デジタル林業戦略
拠点構築推進事業

○林業イノベーションハブセンター
（森ハブ）

ドローン搭載型航空機

地上設置型

○デジタル林業の
基盤を整備

○自動化機械、新素材等の開発・実証

施業提案ソフト、
日報管理ソフト、
木材検収ソフトの
導入等

地域コンソーシアム 出材コーディネーター

アプリ等の開発事業
の部分代行

林業サービス事業体
機械メーカー

森林資源情報
の提供

都道府県・市町村

森林組合Ａ

金融機関

経営・金融の
アドバイス大学・研究機関

人材育成の
アドバイス

製材・合板工場

（異分野人材の参画） 県森連等

原木運送会社

森林組合Ｂ 林業事業体

○「デジタル林業戦
略拠点」の構築

レーザ計測での資源
情報の把握

森林調査、伐採・流
通、再造林等へのデ
ジタル活用、通信技
術活用等

コーディネーター
派遣

異分野の技術探索、産学
官の知見者による先進技
術方策の検討、イノベー
ションエコシステム組成に向
けたコーディネーター派遣等

＜事業の流れ＞

市町村 民間団体等
（１①③、２②③、３②、４の事業）

（１④、２①の事業の一部）

国

定額、1/2
定額、1/2

定額 定額

定額、1/2 都道府県
民間団体等

都道府県

地域コンソーシアム
民間団体等 ※国有林においては、直轄で実施

（１②の事業）

林業経営体等

民間団体等

（１④、２①の事業の一部、３①の事業）

委託、定額

70 林業デジタル・イノベーション総合対策
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