
- 1 - 
 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

令和３年度の事業報告（詳 細 版） 
 

 

Ⅰ 公益目的事業 

 

１ 農林水産・食品分野における試験研究及び技術開発に功績ある者の表彰 

  農林水産業及び食品産業の技術革新を通じて国民への食料の安定供給と地域社会の健全

な発展に寄与する観点から、試験研究に携わる研究者の意欲の増進と研究成果の普及を目的

として、農林水産・食品分野における試験研究及び技術開発に功績のある者を表彰した。 

 

１）第７７回農業技術功労者表彰 

   農業技術・経営の研究又は技術普及に顕著な功績を挙げた功労者（令和３年４月１日

時点において４０歳以上）を対象に、農業技術功労者の表彰を実施した。 

主  催：農林水産省及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

表彰の区分：農林水産技術会議会長賞 原則として６名以内 

公募期間：令和３年６月４日(金)～８月６日(金) 

選考委員会：令和３年９月１４日(火) 農林水産省農林水産技術会議委員室 

表彰式：令和３年１２月１０日（金）三会堂ビル９階石垣記念ホール 

受賞者（農林水産技術会議会長賞） 

黒毛和種子牛の適正飼育管理による肥育期間短縮と効率的肉牛経営の確立      

浅田 勉 氏（群馬県畜産試験場 研究調整官） 
中山間地域向け水稲直播栽培及び雑草イネ防除技術の体系化と普及  

  酒井 長雄 氏（長野県農業試験場 作物部長） 

日本なし自家和合性品種育成による安定生産技術の開発と普及 

  松本 辰也 氏（新潟県農業総合研究所 園芸研究センター 専門研究員） 

施設カーネーション切り花の安定・省力・多収生産技術の開発と普及 

  山中 正仁 氏（兵庫県立農林水産技術総合センター 北部農業技術センター 

 農業・加工流通部長） 

極良食味で炊飯米の外観が秀でた水稲品種「つや姫」の育成と普及 

結城 和博 氏（鶴岡市新規就農者研修受入協議会 シニアアドバイザー 

（元山形県農業総合研究センター 水田農業試験場長）） 

コガネムシ天敵微生物防除とネギべと病防除支援技術の開発 

横山 とも子 氏（千葉県農林総合研究センター 生物工学研究室長） 

 

２）第２２回民間部門農林水産研究開発功績者表彰事業 

  民間部門(農林漁業者を含む)における農林水産研究の優れた功績を表彰する第２２回

民間部門農林水産研究開発功績者表彰事業を実施した。 

主  催：農林水産省及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

表彰の対象者：民間部門で、農林水産分野の研究開発に顕著な功績・功労のあった個人又
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は団体(生産現場に密着して、創意工夫により新品種の育成、新栽培法の創出

等、優れた技術開発の成果をあげた生産者を含む) 

表彰の区分：農林水産大臣賞、農林水産技術会議会長賞、(公社)農林水産・食品産業技術

振興協会会長賞 

公募期間：令和３年４月１４日(水)～６月３０日(水)  

選考委員会：令和３年９月２１日(火) 農林水産省農林水産技術会議委員室 

表彰式：令和３年１１月２５日（木） 

アグリビジネス創出フェアにおいて，受賞者紹介及び受賞代表者による記念講演 

   【農林水産大臣賞 受賞者】  

ジャガイモシストセンチュウ対策としての抵抗性加工用トマトの開発*） 

松下 航 氏、山岡 浩一 氏（カゴメ株式会社） 

【農林水産技術会議会長賞 民間企業部門 受賞者】 

林木の増殖に寄与する自動充実種子選別装置の開発 

岩倉 宗弘 氏（九州計測器株式会社） 

電動リモコン草刈機の開発 

戸田 勉 氏、甲地 重春 氏（株式会社ササキコーポレーション） 

種無しピーマン「タネなっぴー」の開発と普及*） 

伊藤 智司 氏（横浜植木株式会社） 

【公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会会長賞 受賞者】 

ミツバチの代替ポリネーターとしてのヒロズキンバエの利用*） 

佐藤 卓也 氏（株式会社ジャパンマゴットカンパニー）  

水産流通現場で迅速、簡便に水産物の脂質含量等を測定する機器の開発  

岡部 修一 氏、長尾 武好 氏、三田尾 健司 氏（大和製衡株式会社） 

（＊印の受賞者には園芸試験場百周年を記念して設けられた「園芸研究功労賞」が併せ 

てJATAFF会長から授与） 

 

３）第１７回若手農林水産研究者表彰事業 

優れた功績をあげた若手研究者又は将来の技術革新等につながる優れた研究業績をあ

げた若手研究者（令和３年４月１日時点において４０歳未満）を対象に実施した。 

   主催：農林水産省 

   協賛：公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

   表彰の区分：農林水産技術会議会長賞 ５件以内 

公募期間：令和３年４月１４日(水)～６月３０日(水)  

選考委員会：令和３年９月７日(火) 農林水産省農林水産技術会議委員室 

表彰式：令和３年１１月２５日（木） 

アグリビジネス創出フェアにおいて，受賞者紹介及び受賞代表者による記念講演 

受賞者（農林水産技術会議会長賞） 

病原糸状菌と植物の感染・防御戦略に関する分子生物学的研究 

  入枝 泰樹 氏(信州大学学術研究院(農学系)) 

鳥獣被害強度の変動パターンの解明と施策応用に関する研究 
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  幸田 良介 氏((地独)大阪府立環境農林水産総合研究所) 

光合成の動態解明に基づくイチゴの精密環境調節技術の開発 

  日髙 功太 氏(農研機構 九州沖縄農業研究センター) 

ナスのゲノム基盤情報の整備と有用な遺伝資源の育種への応用 

  宮武 宏治 氏(農研機構 野菜花き研究部門) 

自動運転田植機と植付機構の電動化に関する研究 

  山田 祐一 氏(農研機構 農業機械研究部門 兼 農業ロボティクス研究センター) 

 

４）農事功績者表彰事業候補者の推薦 

公益社団法人大日本農会から６月１日付で推薦依頼があり、当協会のこれまでの顕彰者

から、農業技術開発に顕著な功績をあげ、その技術が地域農業の振興・発展に極めて大き

な貢献をしたと認められる近藤 直氏と後藤 幸輝氏の２名を推薦したところ、緑白綬有功

章の受章が決定された。 
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２ 農林水産・食品分野におけるイノベーション促進のための支援 

  試験研究機関における研究成果等を全国的に収集し発信するとともに、研究成果の普及・

実用化過程における問題点や課題を明らかにすることで、試験研究機関において開発された

研究成果が農林水産業や食品産業の現場で活用され、産業化に結び付くことを目的として以

下の事業を実施した。 

 

１）情報の提供・普及 

（１）講演会、セミナー等の開催 

例年、定時総会後に記念講演会を開催しているところであるが、本年度は、新型コロ

ナウイルス発生が未だ収束していない状況を踏まえ、昨年度に引き続き多人数の参加と

なる記念講演会は取り止めとした。 

また、例年、複数回開催している技術情報交流セミナーについては、新型コロナウイ

ルス発生に伴い、下記テーマの開催のみにとどめた。 

   ・技術情報交流セミナー（三会堂ビル会議室で開催、オンライン併用） 

第５５４回 １２月８日（水）「国産間伐材等を活用したカンナ削りの木のストロー」 

株式会社アキュラホーム SDGs推進室長 西口 彩乃 氏 

 

（２）機関誌の発行、情報のホームページ等での公開 

  ア 機関誌｢JATAFFジャーナル｣の発行（毎月１日に 1,700部） 

－特集記事－ 

４月号 第 16回若手農林水産研究者表彰受賞者の業績 

５月号 ゲノム編集の国民理解醸成に向けた取り組み 

６月号 食のフロンティアとパラダイムシフト 

７月号 若手研究者の育成に向けて 

８月号 社会と技術の関わりを科学する 

９月号 人と動物の共生に向けて 

10月号 最近の農林水産研究成果トピックス 

11月号 産業化が進む花きの新品種開発 

12月号 森と木の可能性を科学する 

１月号 地域が誇る農の逸品 2022 

２月号 スマート農業技術の現地実証と社会実装  

３月号 第 22回民間部門農林水産研究開発功績者表彰受賞者の業績 

イ メールマガジン｢JATAFFニュース｣の配信 

    ２１２号～２３３号を配信した。 

ウ 「グリーンレポート」作成事業（全農からの委託） 

全農が発行する月間情報誌「グリーンレポート」に、公設農業関係試験研究機関等に

おける最新の研究成果情報を収集し、営農に寄与する新技術に関する紹介原稿を提供し

た。 

  エ JATAFFホームページからの情報発信 

JATAFFホームページ上で各種の最新情報を掲載するとともに、会員のページに農林水



- 5 - 
 

産・食品分野の研究資金等に関する公募情報を週 1回の割合で掲載した。 

ホームページの運営ではコンテンツの充実を図った。ページビュー（閲覧ページ数）

は年間約 538万件、延べ訪問数は約 147万であった。検索エンジンからのクローラが近

年非常に増加していることもあり、単純な比較は困難であるものの、延べ訪問数・ペー

ジビューともに減少傾向である。訪問先はシンポジウムや相談会などのイベント申し込

みページや各種研究会のページが上位にくることが増えており、協会の活動そのものへ

の関心が高まっているとみられる。読み物のページなども、虫などを中心に広く関心を

集めている。 

 

（３）「植物品種保護戦略フォーラム」の活動 

植物品種育成者権の保護とその活用の促進に寄与するために「植物品種保護戦略フォ

ーラム」（会員：145組織・個人）の事務局を担い、植物品種育成者権侵害対策や活用に

関する活動として、品種保護制度と知的財産、種苗産業に関する施策、植物遺伝資源な

どをテーマとした講演会の開催、メーリングリストを通じたフォーラム関係者への情報

提供等に取り組んだ。 

   ・企画委員会 ６月２９日（火）１３：００～１３：４５ オンライン開催 

   ・総会    ６月２９日（火）１４：３０～１５：００ オンライン開催 

   ・講演会   ６月２９日（火）１５：１０～１７：１０ オンライン開催 ８１名 

           （１）改正種苗法について 

           （２）UPOVの最近の状況 

   ・調査報告会「海外市場及び侵害リスクに関する調査報告会」 

（植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムと共催） 

     主要果樹 １０月１日（金）１５：００～１６：３０ オンライン開催 ８８名 

     イチゴ  １０月４日（月）１５：００～１６：００ オンライン開催 １０２名 

 

 （４）「新品種産業化研究会（JSIP）」の活動  

「新品種産業化研究会」の事務局として、地域経済の活性化につながる植物新品種の

産業化を促進するため、法人１５機関、個人３３名が参加する同研究会において、関連

情報の交換や共同研究の推進等を図った。 

また、サツマイモ新品種の利活用を図る「すいおう分科会」及びこめ油生産好適イネ

品種などの利活用を図る「油糧米分科会」を、分科会活動として運営した。 

・総会・講演会      ６月１６日(水)   １３：００～１６：００ オンライン開催 

・セミナー         １１月２４日(水) １０：３０～１２：３０ 

東京ビッグサイト青海展示棟セミナールームＣ 

アグリビジネス創出フェア２０２１の一環として、セミナー

「品種として商業栽培にいたるまで ～品種開発の長い道のり

とターニングポイント～」をＨｙｂｒｉｄ開催 

〇油糧米分科会 

・分科会総会        ６月１６日(水)   １０：００～１１：３０ オンライン開催 

・分科会情報交換会  １０月２１日(木) １４：００～１５：３０ オンライン開催 
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２）新産業の創出、研究開発・成果の普及のための調査・支援 

（１）農林水産・食品分野の知的財産情報の集積と発信（植物品種の保護、開発等に関する

調査研究） 

ア 東アジア植物品種保護戦略フォーラムの運営 

東アジア各国の品種保護制度の整備・充実を支援し、その国際調和を図るための活動

を実施した。 

・８月３１日（火）１３：００～１８：００ 第１４回年次会合（日本が主催しオンライン開催） 

・９月１日（水） １４：００～１８：００ 国際セミナー（同上） 

・１月１８日（火）～１９日（水）ＤＵＳ基礎講座（同上） 

・２月１４日（月）～１５日（水）ＤＵＳ専門講座（同上） 

 

イ 気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事業 

遺伝資源保有国と遺伝資源の取得・利用に関する枠組みを構築することにより、今後の

遺伝資源の導入促進に資するための本事業のうち、東南アジア地域での植物遺伝資源調査

と遺伝資源導入のための交渉を分担して取り組んだ (事業の実施主体であるアイ・シー・

ネット(株)からの再委託)。 

・第１回検討会 ７月２１日（水）１４：００～１６：００ オンライン開催 

・第２回検討会 １２月１７日（金）１０：００～１１：５３ オンライン開催 

・ベトナムからの作物種子（カボチャとニガウリ）の輸入（１０月２０日） 

・第３回検討会 ２月１０日（木）１０：００～１１：２０ Zoomによるオンライン会議 

・ベトナムからの作物種子（トウガラシ）の輸入（２月１６日） 

・インドネシアとの本年度事業推進に係るWeb会議２月２４日（木）１５：３０～１７：３０ 

・ベトナムとの本年度事業推進に係るWeb会議 ３月４日（金）１５：３０～１７：３０ 

 

ウ 植物品種等海外流出防止緊急対策事業 

海外において品種登録出願を行うことが我が国農産物の輸出力強化につながるものに

ついて、海外出願に係る経費の支援を行った。植物品種等海外流出防止総合対策事業と合

わせて２００品種の登録が完了し、延べ３５７品種９９１の支援を継続しているほか、海

外育成者権侵害対策を行った。 

また、簡易な許諾方法のモデル構築への支援、流通種子データベースの構築、品種保護

制度における DNA判定技術の高度化に取り組んだ。 

(一社)日本種苗協会、(一社)日本果樹種苗協会、全国食用きのこ種菌協会、農研機構種

苗管理センターとのコンソーシアムで運営した。 

 

エ 植物品種等海外流出防止総合対策事業 

i) 国内外における総合的な植物品種保護対策を実施するため、海外出願促進対策のほか、

海外育成者権侵害対策、種苗資源の保護、植物品種保護制度の運用改善を行った。 

ii) 海外において植物品種の育成者権の保護の取組を進めるため、品種登録の迅速化(審

査基準案の作成：インゲンマメ、チモシー、エンバク、テンサイ、カンキツ類、ヒロケレ

ウス ウンダツス種、サクラ）、多数の商業品種を識別可能なマーカーセットの構築と実証、
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トマト種の遺伝子マーカーを活用した品種識別の検証、種子伝染性病害の検査法の実用化、

種苗産業動向調査等を行った。 

 (一社)日本種苗協会、(一社)日本果樹種苗協会、全国食用きのこ種菌協会、農研機構種

苗管理センターとのコンソーシアムで運営した。 

 

オ 農業知的財産保護・活用支援事業 

  海外における農業知的財産の保護・活用を支援するため、農業知的財産管理支援機関

として、海外での育成者権の取得及び保護・侵害対策の支援、海外の市場規模及び侵害リ

スクの実態把握、海外機関の調査、農業分野の技術的知見の流出防止対策、相談窓口の設

置等を行った。 

(一社)日本種苗協会、(一社)日本果樹種苗協会、全国食用きのこ種菌協会、農研機構種

苗管理センターとのコンソーシアムで運営した。 

 

（２）農林水産・食品分野における実用化技術の普及状況に関する調査 

 ア 農林水産分野の先端技術展開事業における開発、実証研究及び社会実装の進行管理調

査等に係る業務委託事業 

福島イノベーション・コースト構想に基づき、ICT 等の先端技術を用いた農林水産業

の復興・創生を目的とした農林水産分野の先端技術展開事業において実施される研究開

発課題４、現地実証課題５及び社会実装課題２の進行管理、調査取りまとめ等に関する

業務を、２３名の主担当及び副担当の専門ＰＯを配置して実施した。 

なお、対象課題数の農業・林業・水産業別の内訳は以下のとおり。 

    研究開発課題：農業３、林業１ 

現地実証課題：農業３、水産２ 

社会実装課題：農業１、水産１ 

    また、専門ＰＯは原則として各課題について主担当と副担当の２名体制とし、このう

ち、社会実装の課題については研究成果の社会実装を促進するため１名は普及経験者を

充てた。委託者の承認を得た上で、協会の非常勤専門協力員として委嘱した。 

専門ＰＯの主な業務は以下のとおり。 

・研究動向等の調査・情報収集・提供 

・研究課題の進捗状況の管理と報告  

・総括ＰＯ等農林水産省担当官及び専門ＰＯ管理者等との緊密な連絡調整 

 

 イ 基礎的研究業務追跡調査委託業務 

農研機構生研支援センター等が行う業務のうち、以下の事業で実施した１９７の研究

課題について、研究事業終了後一定期間を経過した時点における社会実装の達成状況、

科学技術的、社会経済的あるいは学術的な具体的成果及び波及効果並びに社会実装の成

否に関する要因等を把握・分析するため、研究代表者等へのアンケート調査及び面接調

査等の業務を行った。 

調査種類別の対象課題数は以下のとおり。 

① アンケート調査            １９７課題 
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○ 生研支援センター実施事業 

・イノベーション創出強化研究推進事業 

令和元年度終了課題（２年後調査） ３７ 課題 

・「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業（知の集積と活用の場に 

よる研究開発モデル事業、異分野融合発展研究） 

令和元年度終了課題（２年後調査） ５課題 

・革新的技術開発・緊急展開事業（地域戦略プロジェクト、経営体強化プロジェ 

クト、人工知能未来農業創造プロジェクト） 

令和元年度終了課題（２年後調査） ３４ 課題 

平成３０年度終了課題（３年後調査）７８ 課題 

○ 農林水産省実施事業 

・農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

平成２８年度終了課題（５年後調査） ４３課題 

② 面接調査（オンライン）                  ３１課題 

③ ステークホルダー（技術の受け手）調査 （オンライン）   ３課題 

 

 ウ スマート農業実証プロ事業の運営・進行管理支援事業等 

農研機構が令和元年度から実施しているスマート農業実証プロ事業において、令和２

年度に採択された５５課題の進行管理・グループウェアの運用、専門ＰＯの管理、諸会

議の開催支援、コンソーシアムに対する経理指導、アウトリーチ活動のためのイベント

開催支援、研究成果の情報発信等の業務を行った。 

新たに令和３年度に採択された同事業の３１課題について、グループウェアの運用及

び経理調査支援業務を行った。また、令和３年度のスマート農業加速化実証プロ事業(ロ

ーカル５Ｇ)及び令和４年度のスマート農業産地形成実証については審査採択支援業務

を実施した。 

 

 エ 新しい機械化・省力化技術の雑豆生産への適用可能性調査事業 

雑豆生産は、担い手問題、労働力不足などを背景に、機械化・省力化技術の導入が課

題となっている。このため、最新の機械化・省力化技術等の活用状況や開発状況を把握

し、雑豆生産現場に導入可能な技術を見い出し、新しい機械化・省力化技術の雑豆生産

への適用可能性を検討するために関連する調査等を行った。 

 

（３）地域における産学連携、新産業創出のための支援 

( ｢知｣の集積による産学連携支援事業 ) 

農林水産・食品産業の成長産業化を通じて、国民が真に豊かさを実感できる社会を構築す

るため、農林水産･食品分野と様々な分野の連携により、革新的な研究成果を生み出し、これ

らをスピード感を持って商品化･事業化に導くため、平成２８年度に｢知｣の集積と活用の場と

いう産学連携研究の仕組みが立ち上がっている。 

この仕組みの中で、当協会は地域産学連携コンソーシアムの代表機関として､全国に配置し

た高度な専門知識を有するコーディネーター（ＣＤ）を駆使し、民間企業等が行う商品化･
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事業化に向けた研究開発や農林水産･食品分野と様々な分野が連携した研究開発の促進を図

った。 

また、先端技術フェア、先端技術ワークショップといった分野別フォーラムや、地域にお

けるセミナー開催を通じ、研究開発シーズや商品化･事業化ニーズの収集･提供等を行うとと

もに、各地域での技術交流展示会の開催により、研究開発の成果が商品化･事業化に結び付く

よう取組みを行った。 

・連絡調整会議等 

第１回連絡調整会議 ７月５日(水)   １４：００～１７：３０ 

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

第２回連絡調整会議 ２月２８日(月) １４：００～１６：００ 

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

 ・事業化可能性調査 … 本年度、１２件を案件登録 

第１回募集 ７月１日(木)～７月２０日(火)      ： 案件登録３件 

第２回募集 ８月６日(金)～８月３０日(月)      ： 案件登録３件 

第３回募集 ９月１３日(月)～１０月４日(月)    ： 案件登録１件 

第４回募集 １０月１５日(金)～１１月５日(金)  ： 案件登録１件 

第５回募集 １１月１９日(金)～１２月１０日(金)： 案件登録４件 

・産学連携支援コーディネーターによる個別相談会（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

第１回 ６月３０日(水)～７月１日(木)        三会堂ビル２Ａ会議室他 

｢知｣の集積と活用の場産学官連携協議会総会の開催時期と連動 

第２回 １１月１日(月)～２日(火)         三会堂ビル２Ｓ会議室他 

｢知｣の集積と活用の場ポスターセッションの開催時期と連動 

第３回 １月１８日(火)、１９日(水)、２７日(木) 三会堂ビル２Ａ会議室他 

・Ｂｉｏ Ｊａｐａｎ ２０２１ １０月１３日(水)～１５日(金) パシフィコ横浜     ブース展示 

・アグリビジネス創出フェア２０２１ １１月２４日(水)～２６日(金) 

東京ビッグサイト 青海展示棟（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

出展者選定、ブース展示、コーディネーターによる個別相談やマッチングサポート

ツアー実施ほか 

・アグリビジネス創出フェア２０２１in Hokkaido １１月１１日(木)～１２日(金) 

サッポロファクトリー（Ｈｙｂｒｉｄ開催）                     ブース展示 

・アグリ技術シーズセミナー in 北陸            １２月１７日(金) 

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ金沢駅西口（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

・アグリ技術シーズセミナー in 沖縄              ２月１７日(木) 

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 

・アグリビジネス創出フェア２０２１in 東海 

１月２０日(木)～２月２１日(月) オンライン開催        ブース展示 

１月２１日(金)            ＡＰ名古屋（Ｈｙｂｒｉｄ開催）   セミナー 

・分野別フォーラムの開催 

  分野別フォーラムの具体的な個別課題として「先端技術フェア」と「先端技術ワーク

ショップ」を設定した。 
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  先端技術フェアについては、先端技術の農業分野への活用をテーマとする展示会「ス

マート農業を目指す先端技術フェア」をリアルとオンラインでそれぞれ１回ずつ開催し

た。前者のリアルフェアについては令和３年１１月１１日(木)～１２日(金)に岡山市の

岡山コンベンションセンターを会場として、５４出展者、６６小間の規模で開催した。

来場者数は１１月１１日：268 名、１１月１２日(金)：250 名、合計：518 名であった。

後者のオンラインフェアについては令和４年 1月７日～３月６日に公開した(出展規模:

６２社)。 

  先端技術ワークショップについては、「みどりの食料システム戦略を踏まえた農業 MOT

戦略の中山間地域モデル」をテーマとして、令和３年１０月２２日にライブ配信方式で

ワークショップを開催した(「農業ＭＯＴプラットフォーム」と共催、最大接続数:４０

件)。 
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３ 農林水産・食品分野における試験研究、技術開発を振興するための助成及び先端

産業技術の開発 

地域の実態に即した技術開発に対する助成や革新的な技術開発を通じて、農林水産業・食

品産業における技術革新を目指した事業を実施した。 

 

１）研究の助成 

協会が運営する「新稲作研究会」事業として、我が国の土地利用型農業の活性化及び需

要に応じた農業生産の拡大・環境保全に資するため、低コスト稲作、水田高度利用、野菜

果樹作等の機械化一貫栽培体系の確立と普及を目的とした試験及び現地実証展示圃事業を、

試験研究機関及び普及機関に委託して実施した（実施課題：３３）。 

① 令和３年度委員会等の開催 

・第１回委員会 ７月８日（木） 三会堂ビル会議室（Ｗｅｂ会議併催） 

・５０周年記念事業に係る実行委員会 １１月１７日（水） Ｗｅｂ会議 

  ・第２回委員会及び実施課題審査選考委員会 １１月２４日（水）三会堂ビル会議室（Ｗｅｂ会

議併催） 

② 令和３年度委託試験・現地実証展示圃の委託課題 

 実施課題：３３課題（うち継続１３、新規２０） 

③ 令和４年度委託試験・現地実証展示圃設置等の課題募集 

募集期間：７月１６日(金)～９月３０日(木) 

  応募件数：４９課題（うち継続１９、新規３０） 

  採択内定数：３４課題 (うち継続１９、新規１５） 

④ 中間検討会等の開催 

検討課題：水稲の移植栽培における低コスト、省力、収量・品質高位標準化技術の確立 

開催日等：８月２７日(金)  三会堂ビル９階石垣記念ホール（Ｗｅｂ会議併催） 

⑤ 新稲作研究会５０周年記念事業及び令和３年度成績検討会の実施 

３月３日(木) ９：３０～１６：５０、メルパルク東京（Ｗｅｂ会議併催） 

    午前中は、５０周年記念行事として記念式典・講演会を開催し、午後は令和３年度実

施課題について、５分科会で委託試験・現地実証展示圃成績の発表・検討を行った。ま

た、「新稲作研究会５０周年記念誌」を発行し、関係者等に広く配布を行った。 

 

２）農林水産・食品産業技術研究の支援事業等の事務局活動 

（１）バイオテクノロジーに関する国民理解の増進と技術動向等の調査研究(戦略的イノベ

ーション創造プログラム(ＳＩＰ第２期)) 

  ＮＢＴ実用化戦略会議の事務局等を担当したＳＩＰ第１期に引き続き、平成３０年度に

スタートしたＳＩＰ第２期において、「データ駆動型育種」推進基盤技術の確立とその活

用による作物開発」にコンソーシアムの一員として参画し、ゲノム編集等最新のバイオテ

クノロジーに関する国民の理解増進に向けて、情報発信用ウェブサイト「バイオステーシ

ョン」の制作、情報発信部会の運営等に取り組んだ。 

・令和３年度第１回推進会議・兼第１回情報発信部会（オンライン開催）  

７月３０日（金）９：００～１２：３０  
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・令和３年度第２回情報発信部会（ＷＥＢ会議）９月１３日（月）９：００～１２：００ 

・令和３年度 SIPピアレビュー（ＷＥＢ会議）１０月１３日（水）９：１５～１２：００ 

・ゲノム編集講演会「ゲノム編集食品の開発の現状と展望」（オンライン開催） 

２月２１日(月) １５：００～１７：１０ 

・令和３年度第２回推進会議・兼第３回情報発信部会（オンライン開催）  

３月９日（水）１０：００～１６：００ 

   

（２）「｢知｣の集積と活用の場」等 研究開発プラットフォーム 

ア 次世代育種技術研究開発プラットフォーム 

   管理運営機関；JATAFF、プロデューサー；藤本理事長 

遺伝資源問題、育種技術の発展に伴う知財や規制、社会実装の問題等について情報交

換、議論を行い、遺伝資源の有効活用、ゲノム編集を始めとする次世代育種技術等を利

用した新品種開発とその社会実装を図るためのビジネスモデルを作成し、それを実現す

るために必要な技術課題等についての研究課題の企画提案に向けて活動を行った。

JATAFFは、法人６３機関が参加する同プラットフォームにおいて、管理運営機関として

情報発信や会費管理等を担当した。 

・｢知｣の集積と活用の場 第 1回新事業創出会議 

５月２１日(金) １４：３０～１６：３０（Ｈｙｂｒｉｄ開催） 参加 

・｢知｣の集積と活用の場産学官連携協議会総会 

６月３０日(水) １４：３０～１６：３０（オンライン開催） 参加 

・｢知｣の集積と活用の場 第２回新事業創出会議 

９月１５日(水) １５：００～１７：００（オンライン開催） 参加 

・｢知｣の集積と活用の場産学官連携協議臨時会総会 

１０月４日(月) １４：００～１４：３０（オンライン開催） 参加 

・｢知｣の集積と活用の場ポスターセッション イイノホール  Ｈｙｂｒｉｄ開催 

１１月１日(月) １３：００～１７：００  リアル開催 ポスター展示 

１１月１日(月) ～１４日(日) オンライン開催 ポスター展示 

・令和３年度第 1回勉強会「AIを用いた遺伝子解析と栽培技術の開発」 

１月２１日(月) １５：００～１６：３０（オンライン開催）  

・令和３年度第２回勉強会「ゲノム編集食品の開発の現状と展望」 

２月２１日(月) １５：００～１７：１０（オンライン開催） 

・令和３年度第３回勉強会「ゲノム編集を用いたウイルス抵抗性トマトの作出」 

３月２５日(金) １５：００～１６：００（オンライン開催） 

・令和３年度総会 ３月２５日(金) １６：００～１７：００（オンライン開催） 
 

イ 農林水産・食品産業ファインバブル研究開発プラットフォーム（ＦＢＰＡＦ） 

   管理運営機関；ファインバブル産業会（ＦＢＩＡ） 

プロデューサー；佐藤龍太郎（ＪＡＴＡＦＦ産学連携事業部長） 

ＦＢＰＡＦの中核的役割を果たし、ファインバブルを用いた農林水産・食品水産・

食品産業支援機能（生長促進、洗浄・殺菌、除染、機能獲得等）の研究開発において

他分野とのマッチングを図るなどの活動を推進した。 
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・第１０回会員交流会 １０月１９日(火) １３：００～１５：００ 

  ＦＢＩＡ会議室  Ｈｙｂｒｉｄ開催 

・｢知｣の集積と活用の場ポスターセッション イイノホール  Ｈｙｂｒｉｄ開催 

１１月１日(月) １３：００～１７：００ リアル開催 ポスター展示 

１１月１日(月) ～１４日(日)    オンライン開催 ポスター展示 

 

ウ Society5.0の実現に向けたデータ駆動型ソリューション研究開発プラットフォーム 

    管理運営機関：農研機構 プロデューサー：田中健一（農研機構総括執行役） 

全都道府県の農業関係公設試験研究場所（農業場所長会）、農研機構、１４の大学及び

１の事業会社で構成され、農業・食品分野における Society5.0の実現に資する種々の研

究コンソーシアムの設立に向けた活動を行う研究開発プラットフォームの事務局を担当

した。 

   ・５月２０日     第１回プロデューサー会議（ＷＥＢ開催） 

   ・６月１８日     研究開発プラットフォーム 令和３年度総会（ＷＥＢ開催） 

   ・１１月１８日    第２回プロデューサー会議（ＷＥＢ開催） 

   ・２月２日      第３回プロデューサー会議（メール開催） 

 

エ 農業ＭＯＴプラットフォーム 

管理運営機関：JATAFF 

農業者の創意工夫を活かした生産現場発の技術イノベーションを促進するため、農業

者、研究機関、企業等によるプラットフォームを構築している。会員の学びを促進する

とともに、生産コストの飛躍的低減等に資する技術の社会実装を促進するため、産学連

携の下、課題の掘り起こしとともに、具体的なプロジェクトを実施した。 

・現場実証研究プロジェクトが１件スタート 

・Facebookを活用した会員限定の「MOT-Agri」サイトの運営 

・４月７日（水）グローバルファーミング・セミナー オンライン開催 ２９名参加 

・７月８日（木）知的財産の勉強会（１） オンライン開催 ２０名参加 

・８月６日（金）～７日（土）農業 MOTセミナーのための現地調査（福島県只見地域） 

・８月１９日（木）知的財産の勉強会（２） オンライン開催 ２５名参加 

・１０月２２日（金）農業 MOTセミナー オンライン開催 ４０名参加 

「中山間地域におけるみどりの食料システム戦略を取り込んだ農業 MOT戦略」 

・１月１３日（木）農業 MOTセミナー リアル＋オンライン開催 約７０名参加 

「土壌と肥料」の最適化を考える 

・２月１４日（月）農業 MOTセミナー リアル＋オンライン開催 約１００名参加 

「２０１２密苗誕生から２０２２ そして未来への可能性」 

   

オ 「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム 

管理運営機関：ＪＡＴＡＦＦ 

会長：藤本 潔（ＪＡＴＡＦＦ理事長） 

プロデューサー：尾関 秀樹(ＪＡＴＡＦＦ専務理事) 

スマート農業に関する情報交換、異分野の組織・人材交流、新たなビジネスモデル
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の検討等を通じて、スマート農業関連サービス産業の創出に向けた活動を行った。 

・第４回会議 

５月１９日(水) １０：００～１１：３０       オンライン開催       ４７名出席 

・｢知｣の集積と活用の場 第 1回新事業創出会議 

５月２１日(金) １４：３０～１６：３０ 

虎ノ門グローバルスクエア（Ｈｙｂｒｉｄ開催）… セミナーにて発表 

｢スマート農業新サービス創出｣プラットフォームの取組紹介 ＰＦ事務局 佐藤 

・第５回会議 

７月２９日(木) １０：００～１１：３０      オンライン開催        ３９名出席 

・第１回セミナー 

８月２５日(水) １０：００～１１：３０         オンライン開催          ４４名出席 

・第６回会議 

９月３０日(木) １０：００～１１：３０       オンライン開催         ４４名出席 

・｢知｣の集積と活用の場ポスターセッション イイノホール  Ｈｙｂｒｉｄ開催 

１１月１日(月) １３：００～１７：００     リアル開催        ポスター展示 

１１月１日(月) ～１４日(日)               オンライン開催    ポスター展示 

・第７回会議/現地見学会 

１２月２３日(木) １３：３０～１６：３０ 都農林総合研究センター ４８名出席 

・第８回会議 

３月２９日(火)   １０：００～１１：３０     オンライン開催 

 

（３） 研究開発事業の研究管理運営機関 

ア バイオ資源循環のための化学・バイオ生産技術開発事業 

（戦略的イノベーション創造プログラム(ＳＩＰ第２期)、R３～R４(２年間)） 

  九州大学が研究代表機関となり、３４機関で構成される「バイオ資源循環コンソーシア

ム」に研究管理運営機関として参画した。 

 

イ 農研機構農業機械研究部門「農業機械技術クラスター事業」 

  次の６課題について、農研機構農業機械研究部門、公設試、民間企業等がコンソーシア

ムを設立し、ＪＡＴＡＦＦが管理運営機関として参画した。 

 ・「カウシグナルのスコア化・判定システムの開発」R元～R３（３年間） 

 ・「越冬ハクサイ頭部結束機の開発」R元～R３（３年間） 

 ・「セル成型苗を利用したホウレンソウ移植栽培技術の開発」R元～R３（３年間） 

 ・「豚舎洗浄ロボットの実用化研究」R元～R４（４年間） 

・「りんご黒星病発生低減のための落葉収集機の開発」R２～R３（２年間） 

・「イヤコーン収穫スナッパヘッドの現地適応化」R２～R４（３年間） 

 

３）農林水産先端技術研究所の活動 

令和４年４月に農研機構から、令和３年度の利用状況についての報告を受けるとともに寄

付目的に沿って利用されていること及び寄付財産の現況等を確認し、公益財団法人全国競

馬・畜産振興会へ報告した。 
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Ⅱ その他の事業 

 

1 農林水産技術同友会等への協力 

 １）農林水産技術同友会事務局 

幹事会：11月 30日開催（大日本農会会議室） 

      支部長会議・役員会・総会：書面開催 

   同友会報：70及び 71号発行 

   同友会メールマガジン：76～101号 

２）全国農業関係場所長会事務局 

    第１回役員会      ５月２０日(木) ＷＥＢ開催 

    令和３年度総会・表彰式 ６月１８日(金) ＷＥＢ開催 

   第２回役員会     １１月１８日(木) ＷＥＢ開催 

 

２ 民間育成品種等の公的機関での評価試験委託 

会員企業からの要請に基づき、会員企業が育成した品種の評価試験を関係試験研究機関に

委託して実施した(１６県、延べ１１０件で実施)。 

 

３ 専門部会活動 

「安全性・品質保証部会」を通じて、会員活動の充実と関係官庁、関係業界との情報交換、

さらには会員参加による効果的な事業運営を図った。 

・第１回幹事会 ４月２３日(金) １０：００～１１：３０ オンライン会議 

・第１回部会講演会 ７月８日(木) １５：００～１６：３０ オンライン開催 接続数５６ID 

  「食物アレルギーの対応と経口免疫療法の現状」 

          国立病院機構相模原病院 臨床研究センター長 海老澤 元宏 氏 

・第２回部会講演会 ９月２日(木) １５：００～１６：３０ オンライン開催 接続数９７ID 

  「新しい生活様式下の遠隔監査を核とする新たな食品安全管理の試み」 

   第一部 制度設計と体制整備：イオングループ 品質管理部 部長 青木 英紀 氏 

   第二部 調査実務の実際：イオングループ(株)生活品質科学研究所 井上 由和 氏 

・第３回部会講演会 ２月２１日(月) １５：００～１７：１０ オンライン開催   接続数１５３ID 

  「ゲノム編集食品の開発の現状と展望」 

        Ⅰ サナテックシード(株) 竹下 心平 取締役社長 

        Ⅱ 千葉大学環境健康フィールド科学センター 笠井 美恵子特 任教授 

        Ⅲ 農研機構 企画戦略本部新技術対策課 高原 学 ELSIチーム長 

     ※ SIPデータ駆動型作物開発コンソーシアムおよび次世代育種技術研究開発 

      プラットフォームと共催 

また、新たに、「糖質・澱粉技術部会」、「食と健康部会」等の設置に向けて、部会活動の

運営形態・活動内容等の検討、当該分野のアカデミア有識者との意見交換、会員企業の部会

活動に対するニーズの把握等に取り組み、「糖質・澱粉技術部会」については７月２７日に

第１回部会設立準備検討委員会、１０月２１日に第２回同委員会を開催した。 
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４ 政策提言 

 農林水産省から意見募集があった「農林水産省知的財産戦略 2025（案）」について４月１３

日に関係会員の意見も踏まえて JATAFFとしての意見を提出した。 
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Ⅲ 総務関係 

 

１ 総会 

  令和３年度定時総会 ６月１４日(木) １３：３０～１３：５０ 三会堂ビル９階石垣記念ホール 

 

２ 理事会 

  令和３年度第１回理事会 ５月１８日(火) １３：３０～１５：００ 

三会堂ビル２階 Ａ会議室 

  令和３年度第２回理事会 １１月１日(月) １３：３０～１５：００ 

 三会堂ビル２階 Ａ会議室 

令和３年度第３回理事会 ３月１７日(木) １３：３０～１５：１０ 

 三会堂ビル２階 Ａ会議室 

 

３ 事業監査 

  ５月１３日(木) １０：００～１２：００ JATAFF会議室 

令和２年度事業についての監事監査 

 

４ 運営委員会 

   本年度の開催はなし。 


