
      「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題③【主な取組】：成長市場の創出，地域活性化，科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ  

SDGs達成のための科学技術イノベーション（STI for SDGs）の推進 

基盤となる技術・データ 

第４次産業革命のための人材育成 （※優先課題①にも該当） 

ナノテク・材料科学技術の基礎
的・基盤的な研究開発の推進 元素戦略プロジェクトの推進 

Society5.0の実現を支える情報基盤の整備 

総合基礎科学力の強みの活用 

日本唯一の自然科学の総合研究所としての基礎科学力の強みを活かし，理化学研究所は，環境負
荷の少ない素材・材料や革新的な農業生産技術の研究開発，感染症予防・対策研究の成果展開な
ど，世界を先導する取組を総合的に推進。 

我が国の資源制約を克服し，産業競争
力を強化するため，希少元素を用いない，
全く新しい代替材料を創製。 
 

産業競争力に直結する４つの材料領域
を特定し，トップレベルの研究者集団に
より，元素の機能の理論的解明から新材
料の創製，特性評価までを一体的に推
進する研究拠点を形成。 

「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」により，経済産業大臣が，ＩＴ・データを中心とし
た将来の成長が強く見込まれ，雇用創出に貢献する分野において，社会人が高度な専門性
を身に付けてキャリアアップを図る，専門的・実践的な教育訓練講座を認定。 

（31当初19億円） 

９ 

社会のあらゆる分野を支える基盤となるナノテクノロ
ジー・材料科学技術に関する取組を総合的に推進す
る。具体的には， 
 

• 物質・材料科学技術に関する我が国の中核的機
関である物質・材料研究機構において，物質・材料
科学技術の水準の向上と，社会的ニーズに応える
幅広い分野の革新を先導することを目指す。 

 

• Society5.0やSDGs等の未来社会を見据えたナノテ

クノロジー・材料分野の研究開発戦略を着実に推
進する。 

 

未来志向の社会づくり 

「i-Construction」（建設現場の生産性向上） 

「Connected Industries」の推進 

「Society 5.0」を実現するための産業のあり方として，人，技術，機械など様々なものが組

織や国を超えてデータを介して繋がり，新たな付加価値の創出と社会課題の解決を目指
すため，「Connected Industries」を推進。           （31当初190億円） 
 

具体的には，「自動走行・モビリティサービス」，「ものづくり・ロボティクス」，「バイオ・素
材」，「プラント・インフラ保安」，「スマートライフ」の５分野と重点取組分野として特定し，
政策資源の集中投入を図るとともに，横断的取組のための，特に強力に推進すべき施
策として，例えば以下の取組を推進。    
            
• 企業間の協調領域における 
 産業データ共有・利活用を 
 進めるためのＦ/Ｓ調査 

 

• ＡＩベンチャーと大手・中堅企業 
 のグローバル展開を 
 見据えた共同開発支援 

（2017年6月ドイツで開かれた国際情報通信技術見本市 
「CeBIT2017」における安倍総理スピーチ） 

・政府の計画・戦略へのSDGs反映 
・プラットフォームの在り方検討 
我が国の科学技術イノベーションを国際的に展開し，世界のSDGsの達成に貢献すべく，国内外のニーズとのマッチングを図るプ
ラットフォームの在り方を検討 

「知的財産推進計画2018」を踏まえ，外務省，経済産業省，環境省などの関係省庁と協力し，国内外の地域のニーズ（課題等）を

事業機会へと分析・整理した上で，シーズ（課題解決に資する技術等の知的資産等）を有する企業・大学等とのマッチングを促進
するビジネスモデルを構築するため，実証調査を実施。 

（2）ロードマップの策定 

（3）プラットフォームの構築 

「統合イノベーション戦略」（2018年6月閣議決定）にてSTI for SDGsの推進を明記，また統合イノベーション戦略推進会議の下に「STI for SDGsタスクフォース」を新設し，以下の取組を推進。 

「STI for SDGs ロードマップ」策定のための基本指針「Guiding Principles」を作成。国内外の関係機関におけるロードマップ策定を支援すると共に，
国の役割を明確にする。また，国・地域に根差したロードマップ策定の推進と，国際協力の強化を図る。 

（1）ロードマップの策定のためのGuiding Principles作成 

 STI for SDGsロードマップ策定のための国（政府）の主な役割 
① 多様なステークホルダーが策定するロードマップを取りまとめ，政策的な観点から進捗状況や課題点を把握 
② 国のSTI関連政策とSDGsゴールの関連付け 
③ 分野，機関間連携を促進すると共に，各ステークホルダーが議論し，共創，協働プロセスを実践する場を形成（プラットフォーム形成） 
④ 関係府省庁・機関における施策実施への支援 

Guiding Principlesに基づき，関係府省庁におけるSTI for SDGs関連施策をとりまとめ，SDGs達成に向けた「STI for SDGsロードマップ」を策定する。 
特に，基礎研究と社会変革を結びつけるための高い目標を掲げた「ムーンショット型研究開発」等，SDGs貢献に資する研究開発制度を含めた，  
包括的な「STI for SDGsロードマップ」の策定を進める。 

我が国の科学技術イノベーション等を国際的に展開し，世界のSDGsの達成に貢献すべく，国内外のニーズとのマッチングを図る「STI for 
SDGsプラットフォーム」の構築に向けた準備を進める。 
産学官や国際機関など，多様なステークホルダーに参画の呼びかけを行い，シーズ・ニーズ，成功事例等の情報収集を進めると共に，持続
的，効果的なプラットフォーム構築に向けた調査・分析，プロトタイプの開発を行う。    

 SDGs貢献に資する分野の例 
海洋，環境，農業，エネルギー，健康医療，等 

（4）政府計画・戦略への反映 今後SDGsに関連する政府の計画・戦略の策定・改訂に際しては，SDGs関連事項を「見える化」する。このため，関係府省庁の連携を強化する。 
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人口減少や高齢化が進む中，建設現場の生産
性の向上，働き方改革を進めるため調査・測量
から設計，施工，検査，維持管理・更新までの
全ての建設生産プロセスでＩＣＴや３Ｄデータ等
を活用する「i-Construction」を推進。 

• オープンデータ・イノベーション等による新技
術の開発・現場導入，ICT活用の拡大，施工
時期の平準化等の取組を推進 

（31当初33億円,30補正25億円） 

「京」と国内11機関のスパコンを高速ネットワークでつなぎ，国内外の多様な利用者ニーズに応える計
算環境（HPCI:革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）を構築し，その利用を推進する。
また，我が国が直面する社会的・科学的課題の解決に資するため，2021年～22年の運用開始を目標
にポスト「京」を開発し，世界最高水準の汎用性を持ったスパコンの実現を目指す。 

（31当初202億円，30補正209億円） 



    「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題③【主な取組】：成長市場の創出，地域活性化，科学技術イノべ－ション（続き） 

地方創生や未来志向の社会づくりを支える技術・基盤・制度 

 サイバー空間とフィジカル空間を結ぶネットワークの高度化・多様化に応
える社会インフラの構築につながるような，ＩＣＴ分野の研究開発・標準化を
推進。                     （31当初46億円，30補正8.2億円） 

人工知能/ビッグデータ/ＩｏＴ/ 
サイバーセキュリティ統合プロジェクト  

Society 5.0実現化研究拠点支援事業 

プロジェクト型「規制のサンドボックス」
制度の創設 

事業再編に係る会社法の特例措置等 

参加者や期間を限定すること等により，既存の規制にとら
われることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境
を整備することで，迅速な実証及び規制改革につながる
データの収集を可能にする。 

知恵・情報・技術・人材が高い水準でそろう大学等を対象
に，情報科学技術を核として様々な研究成果を統合しつ
つ，産業界・自治体・他の研究機関等と連携して社会実装
を目指す取組を支援。これらにより，Society 5.0の実証・課
題解決の先端中核拠点を創成。 

（31当初85億円） 

（31当初7.0億円） 

記載された額は，平成３０年度当初予算及び２９年度補正予算 

 統合イノベーション戦略推進会議の下に
新設された「SIT for SDGsタスクフォース」に
て，「統合イノベーション戦略」（２０１８年６
月閣議決定）に基づき，「SIT for SDGsロー
ドマップ」の策定，SDGｓマッチングプラット
フォームの検討等を推進。 
ＳＴＩの力を活用して，課題解決と成長の両
立を主導（STI for SDGs）。具体的には，ソ
サエティ５．０をはじめ，企業の海外展開を
後押しすることでＳＤＧｓ達成に貢献。 
 STI for SDGsロードマップの作成。 
 ＳＴＩフォーラムの開催を通じた国際社会
における議論の促進。 

携帯電話等のエリア整備 

「Society 5.0」を支えるＩＣＴ分野の研究開発の推進 

データの共有・連携のためのＩｏＴ投資の減税 

革新的ビッグデータ処理技術の導入推進 

金融デジタライゼーションの推進 

ＩＣＴスマートシティ整備の推進 

高度無線の環境整備推進 

近未来技術等の社会実装 

ＡＩ，ＩｏＴ，自動運転，ドローン等の近未来技術の実装による新しい地
方創生を目指し，自主的・主体的で先導的な最も優れた提案につい
て，各種交付金，補助金等の支援に加え，社会実装に向けた現地支
援体制（地域実装協議会）を構築する等，関係府省庁による総合的
な支援を行う。 

地域ＩｏＴ実装総合支援 

地方公共団体におけるAI・RPA等革新的ビッグデー
タ処理技術の導入を推進。    （30補正3.9億円） 
 

必要最小の空中線電力の中継局整備によりラジオ
の難聴を解消等し，電波の適正な利用を確保。 

民放ラジオの難聴解消支援 データ利活用型ICTスマートシティの構築を推進。                
                     （31当初2.2億円） 
 

５GやIoT等の高度無線環境の実現に向けて，高速・
大容量無線局の前提となる伝送路設備等を整備。  
                                               （31当初52億円） 

 地方の技術・基盤強化 

データの共有・連携を行う取組を認定する制度を創設し，こうした
取組に用いる設備等への投資に対する減税措置等の支援を実
施。また，事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要
請できる手続きを創設。 

次世代通信ネットワークシステムの構築 

デバイスの特性や状況に応じて情報通信量を削減して
ネットワーク負荷を低減する通信技術，小容量のバッテ
リーで数年から数十年単位で交換せずに長時間の動作
が可能なデバイス，情報セキュリティに配慮した暗号化
技術等を適切に活用。 

グローバルコミュニケーション計画 

「多言語音声翻訳技術」の対応言語等の拡大及び精度向
上に向けた研究開発や，社会実装のための取組を推進。 

超高速ネットワークの実現  

（31当初11億円）  

１０ 

中小企業の生産性向上のための設備投資の促進 

中小企業者が，市町村の認定を受けた導入計画に基づいて先端設備等を導入する際に固定資産税の
減免等の支援措置を講ずることで，地域の自主性のもとで，生産性向上のための設備投資を加速。 

FinTechにおけるイノベーションに向けたチャレンジを促
進するなど，「金融デジタライゼーション戦略」を推進する。                        
                       （31当初0.79億円） 

イノベーション創出等を目的とした事業再編の円滑化
のため，株式を対価とする事業再編等を認定し，会社
法や税制による支援措置等を講じる。 

光ネットワーク技術や，ＡＩを活用したネットワーク自動最適制御
技術等の研究開発を推進。 

ICT/IoTの実装を目指す地域を対象に，地方公共団体のICT/IoT実装に

関する計画策定への支援，実装事業への財政支援，地域情報化アド
バイザー派遣といった人的支援等を実施。（31当初4.8億円） 

不感エリアの解消等のため，携帯電話等の基地局
施設（鉄塔，無線設備等），伝送路施設（光ファイバ
等）などを整備。           （31当初32億円）  
 

人工知能，ビッグデータ，IoT，サイバーセキュリティについ
て，理化学研究所「革新知能統合研究センター（AIPセン

ター）」に世界最先端の研究者を糾合し，革新的な基盤技
術の研究開発を推進するとともに，関係府省等と連携する
ことで研究開発から社会実装までを一体的に実施。 

あわせて，科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事
業において，人工知能やビッグデータ等における若手研究
者の独創的な発想や，挑戦的な研究課題への支援を実施。 



 
 
 

茶，薬用作物等の地域特産作物について，産地の規模拡大
や担い手の育成などを強力に推進し，生産体制の強化や産
地の活性化を実現するため，低コスト化に向けた機械のリー
ス導入や栽培技術の確立等を支援。 

    「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題③【主な取組】：成長市場の創出，地域活性化，科学技術イノべ－ション（続き） 

地方におけるＳＤＧｓ推進 

• 将来のビジョンづくり 
• 体制づくり 
• 各種計画への反映 
• 関係者（ステークホルダー）との連携 
• 情報発信と成果の共有 
• ローカル指標の設定 

 地方創生分野における日本の「SDGsモデル」の構築に向け，
平成30年６月，「SDGs未来都市」として29都市を選定。特に先
導的な取組を「自治体SDGsモデル事業」として10事業選定。引
き続き「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」を選定。 
 多様なステークホルダー，特に民間企業と地方公共団体との
連携を促進すべく，地方創生SDGs官民連携プラットフォームに
おける取組を一層活発化。地域の社会的課題の解決に向けた民
間企業の参画，ＳＤＧｓを活用したビジネス連携の促進を図る。

（31当初5.4億円）                                                             

成功モデルの 
国内における水平展開， 
国外への情報発信 

政府一体となった         
支援体制の構築 

＜自治体によるＳＤＧｓ達成に向けた取組＞ 

地域金融機関による 
顧客との「共通価値の創造」の促進 

農山漁村の振興のための総合的支援 

 

地域の創意⼯夫による活動の計画づくりから農業者等を含
む地域住民の就業の場の確保，農⼭漁村における所得の
向上や雇⽤の増⼤に結びつける取組を総合的に支援し，
農⼭漁村の活性化を推進。 

地方を始めとする人材育成 

農山漁村を含む地域の活性化 

地域金融機関が，顧客のニーズに応じて有
益なアドバイスとファイナンスを提供し，顧客
の企業価値を向上させる。 
 

その結果として，金融機関自らの経営の持続
性・安定性を実現するといった，顧客との「共
通価値の創造」を促進する。 

（31当初98億円） 

（活動計画づくり） （農作物収穫体験） （農作物直売施設） 

2019年2月には，第１回地方創生ＳＤＧｓ国際フォーラムを開催し，

グローバルＳＤＧｓ都市ネットワーク形成を支援し，地方創生に向
けた日本の「ＳＤＧｓモデル」を国内外に発信する。                    

地方創生SDGs国際フォーラムの開催 

2019年1月に米シンクタンク・ブルッキングス研究所が立ち上げる
「ＳＤＧｓリーダーシップ都市連合」に，SDGsを積極的に推進して

いる地方自治体として，横浜市がニューヨーク，ロサンゼルス等
とともに参加。 

SDGsリーダーシップ都市連合への参加 

文化芸術創造拠点形成事業 

2020東京大会とその後を見据え，地方公共団体主体の文化

芸術事業を支援することにより，地方公共団体の文化事業の
企画・実施能力を全国規模で向上させるとともに，多様で特
色ある文化芸術の振興を図り，地域の活性化に寄与する。 
                          （31当初11億円） 

広域連携の推進 

集落ネットワーク圏の推進 

過疎対策の推進 

地域特産作物体制強化促進 

食の魅力発掘による消費拡大 
のための国民運動を推進 

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現や，地域
コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承に向けた
取組を総合的に支援。                                 （31当初440億円） 

中山間地農業ルネッサンス事業 

山村活性化支援 

山村活性化支援交付金により山村の持つ豊かな地域資源
の活用等を通じた，所得・雇用の増大を図る取組を支援。 

世界農業遺産・日本農業遺産の推進 

社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた，
伝統的な農林水産業（農林水産業システム）を営む地域を認定
する世界農業遺産・日本農業遺産の制度について，認知度を
向上するための取組を推進。 

過疎地域の自立・活性化に資するソフト事業や，基幹集落
における定住促進団地の造成，空き家を活用した定住促進
住宅の整備，廃校舎などの遊休施設を活用した地域振興
施設の整備等を支援。                               （31当初2.9億円） 
 

基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとす
る「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において，「くらし」を
支える多様な主体の包摂・連携による生活支援の取組や
「なりわい」を創出する活動を支援。（31当初4.0 億円） 
 

連携中枢都市圏の形成や，圏域内の都市機能等を戦略的
に確保する取組等を支援。（31当初2.0億円） 
 

農福連携 

（31当初14億円） 

（31当初1.7億円） 

和食文化の保護・継承 

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化を保護し，
次世代に継承していくための施策を実施。 （31当初0.7億円） 

雇用吸収力の大きい地域密着型企業の立ち上げ等を支
援。 （31当初10億円） 

地域経済循環の創造事業 
（ローカル10,000プロジェクト，分散型エネルギーインフラプロジェクト）  

資源管理に取り組む漁業者による新しい操業・生産体制への
転換等を促進するため，高性能漁船の導入等による収益性向
上の実証の取組を支援。 （31当初51億円，30補正50億円） 

漁業の構造改革のための総合対策 
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福祉農園，加工・販売施設等の整備による障害者や生活困窮者
等の受入，農業経営体の障害者受入をサポートする人材育成
等の取組等を支援。 

国，生産者，食品事業者，消費者が一体となって国産農林水産
物の消費拡大に取り組む「フード・アクション・ニッポン」を推進し，
国産農林水産物を活用した地域の魅力あふれる産品を表彰。 



    「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題③【主な取組】：成長市場の創出，地域活性化，科学技術イノべ－ション（続き） 

農業の成長産業化 

果樹農業好循環形成総合対策 

生産者の自主的な取組を基本とした果実需給安定生産対策， 

果樹産地の構造改善を推進するための果樹経営支援対策，
果実の需給に即した流通加工等の推進を図る果実流通加工
対策等を実施。 

新しい園芸産地づくりの推進 

水田地帯における水稲から園芸作物への転換による新たな 
園芸産地の育成や加工・業務用野菜の生産・供給の安定化 
に必要な作柄安定技術・体制の導入等の取組を支援。 

次世代国産花き産業の確立 

品目ごとの生産・需要状況等の特徴に応じて，花き産業関係
者が⼀体となった生産から流通・消費拡大に至る⼀貫した取
組を支援。 

次世代施設園芸の拡大 
GAP拡大の推進 

我が国農畜産業競争力の強化を図る観点から，国際水準
GAPの取組及び認証取得の拡大を図るために必要な取組を
総合的に支援。 

JAS規格・認証の戦略的活用 

事業者等からの申出に基づき，事業者や地域の創意工夫を
活かした多様な価値・特色のあるJASの制定・活用を推進。 

農山漁村の所得や雇用の増大を図るため，多様な異業種と
の連携強化による６次産業化の取組等を支援。 

農林水産業の６次産業化 

（31当初56億円，30 補正2.0億円） 

（31当初7.3億円） 

（31当初9.6億円） 

（31当初6.9億円） 

次世代施設園芸への転換に必要な技術（高度
環境制御技術や雇用管理技術）を習得するた
めに必要な実証や研修等を支援。 

有機農産物安定供給体制の構築 

世界的に市場拡大の続く有機農業に取り組む自治体のネット
ワーク構築と有機農業の面的拡大等を支援。 

（31当初1.0億円） 

水田活用の直接支払交付金 

水田活用の直接支払交付金により，麦，大豆，飼料用米等の
水田フル活用を図るための戦略作物の生産を支援。 

（31当初3215億円） 

人・農地プランづくりの推進 
 

地域の農業者，その組織する団体，地域振興を図るためのＮ
ＰＯ法人等と協力して，高齢化の進む農村地域の５年後，10

年後の農地利用についての将来ビジョンを地域主導で作って
いく運動を推進。 （31当初248億円） 

農林水産業・食品産業におけるイノベーション 

農林水産業・食品産業のイノベ－ション推進 

科学的データに基づく土づくりの導入普及 

農業者による土壌の科学的データに基づく土づくりを推進するた
め，産官学が連携したコンソーシアムの立ち上げ，土壌データの
集積を推進。 

「知」の集積と活用の場によるイノベーション創出 

農林水産分野に様々な分野の知識・技術等を結集（「知」の集
積と活用の場）し，革新的な技術を生み出して商品化・事業化に
つながる産学官連携研究を支援。 （31当初43億円） 

・農林水産業の競争力強化に向けて，農林漁業者等のニーズ
を踏まえ目標を明確にした研究開発を推進    （31当初31億円） 
・IoT，AI等の情報技術を活用して流通の効率化を推進 

持続可能な農業・食品産業に関する 
研究開発の推進 

農業・食品産業技術総合研究機構において，Society5.0農業・食

品版の実現に向け，スマート農業やスマート育種などイノベーショ
ン創出に向けた研究開発を推進。 

農林水産業におけるロボット技術の 
安全性確保に向けた検討 

農業機械の自動走行など生産性の飛躍的向上につながる，先
端ロボットの現場導入を実現するための取組を推進。 

民間事業者等の種苗開発を支える 
「スマート育種システム」の開発 

稲，麦類，大豆等の農作物を対象に，ゲノム情報や形質評価
情報等のビッグデータを整備し，新たな育種技術の開発・高度
化等を実施。また，民間事業者や地方公設試験場等が利用可
能な情報の提供体制を構築。 

（31当初1.0億円） 

スマート農林水産業の推進 

スマート林業構築推進 

ICT等の活用による先進的な取組や，その普及展開を推進。 

スマート水産業推進 

カイコに医薬品等の有用物資を効率的に生産させるための基盤技
術や，ICTを導入した新たな養蚕システムを開発。 

 （31当初2.2億円） 

新たな営農技術体系の検討 

産地が抱える課題解決のため，先端技術を組み入れた新た
な営農技術体系を検討する取組を支援  （31当初0.9億円） 

蚕業革命による新産業創出プロジェクト ＩＣＴの活用等により，効率的に操業データ等を収集する体
制の整備やデータ連携基盤の構築に向けた検討，漁場探
索技術の開発等を支援          （31当初5.1億円） 
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（31当初3.3億円） 

（31当初0.5億円） 

（長期多段栽培） 

「スマート農業」の技術開発・実証 

ロボット・AI・IoT等の先端技術を活用した

「スマート農業」の全国展開の加速化に資
する技術開発・実証等を推進。 
（31当初31億円，30補正62億円） 

（自動走行トラクタによる 
有人機・無人機の協調作業） 



・女性向け林業体験，女性林業者のネットワーク化， 
  女性林業者の参入・定着促進。 

農村⼥性 
リーダー 

漁業分野における新規就業者を確保・育成等（31当初8.0億円）  

漁業人材育成のための総合支援 

「緑の雇用」新規就業者の育成 

林業分野における新規就業者の確保・育成（31当初43億円） 

緑の青年の就業準備 

林業への就業前の青年に対する給付金の支給（31当初2.7億円） 

・海の宝！水産女子の元気プロジェクト 

安
定
的
な
農
業
の
推
進 

甘味資源作物生産者等支援安定化対策 

国内産糖と輸入糖にある内外コスト格差を調整するため
の交付金を支給。 

野菜生産・出荷の安定 

野菜の価格低落時等に生産者補給金等を交付。 

経営所得安定対策 

畑作物の直接支払交付金と収入減少影響緩和交付金
の支給。               （31 当初2739億円） 

中山間地域等への直接支払交付金 

条件不利地域での農業生産活動を継続して行う農業者
等を支援。                      （31当初263億円） 

農林水産業を担う人材育成 

農林水産分野の女性の活躍推進 

農業教育の充実 
（農業高校・大学校等における取組推進) 

次世代を担い，持続可能な生産をリードする人材を育成す
るため，農業高校・農業大学校等において，GAP等のSDGs
に資する取組を推進。 

農業分野における外国人との共生 

関係団体と連携し，農業分野において外国人と共生できる
社会の実現を推進。 

女性にとって魅力ある職業として農林水産業が選択され
ることを目指し，以下の取組を実施。 

・農業女子プロジェクト（農業女子メンバー 
  からＳＤＧｓ活動の提案を募り，プロジェク 
  トに参画している企業とコラボ。） 

農業の「働き方改革」の推進 

働きやすい職場づくりに取り組む農業経営者に対し，専門
家の派遣などを通じて，サポート。 

若手農業者と連携し，農業経営者が具体的な目標等の計
画を作成し，実践することを促進。      

・地域を牽引するリーダーとなり得る女 
  性農業者を育成するとともに，女性が 
  働きやすい職場づくりを推進。 

農
林
水
産
物
・食
品
の
安
全
性
の
向
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国産食品の安全性を向上させ，消費者の健康への悪影響を
未然に防止するため，食品等の有害化学物質・微生物の汚
染実態調査や汚染防止・低減対策の策定・普及等を実施。 
                          （31当初1.7億円） 

食品の安全性向上の推進 

畜産・水産・農業分野における薬剤耐性 
（ＡＭＲ）対策の推進 

畜産・水産・農業分野における薬剤耐性菌の発生を抑えるた
め，薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプランに基づいて，薬剤
耐性菌の監視・動向調査の強化，抗菌剤の使用機会の減少
に資するワクチンや代替薬等の開発・実用化の支援等を実施。 

有害化学物質・微生物のリスク管理技術の開発 

安全な生産資材の供給 

安全な農林水産物安定供給のための 
レギュラトリーサイエンス研究 

（31当初5.2億円） 

（31当初0.9億円） 

国際的な標準に整合した制度の下，最新の科学的な知見に
基づき生産資材の安全と品質を確保しつつ，安定的に供給。 

食品安全，動物衛生，植物防疫等の分野において法令・基
準・規則等の行政施策・措置の決定に必要な科学的知見を
得るための研究（レギュラトリーサイエンスに属する研究）を
実施。 

フードチェーンにおける有害化学物質・微生物の動態解明・
低減技術の開発を通じて，食品の安全性を向上させるため
の行政措置に活用される技術を開発。 

• 日本と途上国との国際科学技術協力の強化 
• 地球規模課題の解決と科学技術水準の向上につながる
新たな知見や技術の獲得，これらを通じたイノベーション
の創出 

• キャパシティ・ディベロップメント 

我が国の優れた科学技術とＯＤＡとの連携により，ＳＡＴＲＥＰ
Ｓを開発途上国と推進。（31当初21億円） 

ＴＩＣＡＤ６における総理のコミットメントを具体化したイニシア
ティブ。産業化と経済構造転換の促進，ディーセント・ワーク
と雇用の創出，競争力のあるイノベーティブな人材開発を基
本方針とし，2017年から10年間でカイゼンを通じたアフリカ産
業の振興を目指す。 

地球規模課題対応国際科学技術協力 
プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ） 

包括的な企業能力向上のための 
アフリカ・カイゼン・イニシアティブ 

•  日ＡＳＥＡＮ ＳＴＩ for SDGs ブリッジングイニシアティブの推進 

途上国の食料システム強化 

東南アジアにおけるコメの作柄把握 
途上国等における 

農業用水の持続可能な利用の推進 

国際会議での議論・情報発信及び途上国に適応する土地
改良技術の検討等を行う。 

（31当初14億円） 

途
上
国
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ASEAN諸国の主要作物であるコメの作柄情報を衛星による気

象情報と各国の農業統計担当組織からの情報を用いて取り
まとめ，各国と共有するとともに，G20のイニシャティブである
AMIS/GEOGLAMにその情報を提供。 

研修・セミナー等を通した人材育成により，途上国の経済成長
に貢献するとともに，フードバリューチェーン（生産から製造・
加工，流通，消費に至る各段階の付加価値をつなぐこと）の構
築を推進。 

（31当初3.3億円） 

国際農林水産業研究の推進 

・国際農林水産業研究センターの活動や国際農業研究協議グ
ループ（CGIAR）との連携を通じ，途上国における技術開発や地
球規模課題解決に向けた研究を推進。（CGIAR：31当初2.8億円） 

・ハイレベルでの合意事項等に基づき，研究課題を選定して，海
外の優れた研究成果を導入し，国際共同研究を推進                           

宇宙新興国の人材の育成・ 
将来インフラ及び産業化への貢献 

国連宇宙部や大学等との連携協力による超小型衛星放出プ
ログラムにより，宇宙新興国に衛星開発を通じた宇宙実証機
会を提供。宇宙新興国の人材育成，将来のインフラ構築や
産業化にも寄与。 

病害虫防除・家畜衛生の国・地域間の連携強化 

国際的な病害虫防除・家畜衛生の推進のため，国際機関
に日本の専門家を派遣する等の協力体制を確立し，国際
的な種子伝染性病害のまん延防止やアジア地域の越境性
家畜疾病対策の支援等を実施。 

（31当初1.5億円） 

１３ 


