令和２年 12 月 25 日
各位
日頃より、農林水産省における消費・安全行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、消費者の健康を保護し、安全な農畜水産物を安定的に供給していくためには、科学
的な根拠に基づいて行政施策を決定していくことが不可欠です。このため、農林水産省では、
科学的知見と行政施策・措置の間を橋渡しする科学である「レギュラトリーサインエンス」
を活用・推進してきたところであり、その充実・強化を図っております。
これに関連し、新規公募予定の研究課題等について御案内をさせていただきたく存じま
すので、関係者の皆様に広く情報提供いただけますと幸いです。

レギュラトリーサイエンスとは
科学的知見と、規制などの行政施策・措置との間を橋渡しする科学で以下の両方が含まれ
ます。
(ア)行政施策・措置の検討・判断に利用できる科学的知見を得るための研究（Regulatory
Research）
(イ)科学的知見に基づいて施策を決定する行政（Regulatory Affairs）

（１）研究課題の公募について
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委託事業として、令和３年
度に「安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進事
業」を実施する予定です。今後、本委託事業で令和３度から新規に実施する以下の研究に
ついて、令和２年度内に公募を開始する予定です。本事業に関する令和３年度予算概算決
定資料（別添）を送付しますので御参考としてください。
ア

課題解決型プロジェクト研究のうち人獣共通感染症対応プロジェクト
・

新たな人獣共通感染症の発生に備えた事前リスク評価
本課題では、家畜における流行状況が不明な感染症の家畜や環境における生態

の解明や家畜への病原性の解明やワクチン開発等に資する基盤研究を実施するこ
とで、新たな人獣共通感染症の発生に備え、事前にリスクを評価いただきます。
イ

短期課題解決型研究
本研究につきましては、毎年度試験研究課題を設定し、公募を行います。以下（２）
の「レギュラトリーサイエンス研究推進計画」別表に記した「今後必要な研究」か
ら、研究課題を設定する場合もありますので、御参考としてください。また、これ

までに実施した公募や試験研究課題の報告書等については、農林水産省の以下の
ウェブサイト（★）より御確認いただけますので御参考としていただけますと幸い
です。令和３年度公募予定事業の募集に関わる情報も同ウェブサイトに掲載され
る予定です。
また、公募の開始につきましては、農林水産省の以下のウェブサイト（★）のほか、メ
ールマガジン「農林水産本省調達情報メールマガジン（役務）」
（★★）によりお知らせし
ますので、同メールマガジンを御活用いただけますと幸いです。
（２）レギュラトリーサイエンス研究推進計画について
農林水産省では、レギュラトリーサインエンスの充実・強化を図るため、平成 27 年６
月、レギュラトリーサイエンス研究推進計画を策定しました。本推進計画では、農林水産
省が必要とするレギュラトリーサイエンスに属する研究を別表としてリスト化しており
ます。また、本別表については、国内外の情勢変化、研究の進捗状況等を踏まえて更新し
ており、現行の別表については、農林水産省の以下のウェブサイト（★★）より御確認い
ただけます。
研究者の皆様と具体的な研究の実行可能性や既知の知見について意見・情報の交換を
行い、研究者の皆様と連携して研究を推進していきたく存じますので、レギュラトリーサ
イエンスに属する研究について、御関心等ありましたら、是非、農林水産省消費・安全局
食品安全政策課食品安全科学室まで御連絡いただけますと幸いです。
関連ウェブサイト
★

レギュラトリーサイエンスに属する研究
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/index.html
（検索ワード「農林水産省」「レギュラトリーサイエンス」でも探すことができます）

★★

農林水産省メールマガジンの配信登録等について
https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
（検索ワード「農林水産省」「メールマガジン」でも探すことができます）

その他、レギュラトリーサイエンスについて御不明な点等ございましたら、お気軽に御連
絡いただけますと幸いです。

農林水産省消費・安全局
食品安全政策課食品安全科学室（串田・竹前）
TEL：03-3502-5722（ダイヤルイン）
FAX：03-3597-0329
EMAIL：aya_kushida210@maff.go.jp
nobuhiro_takemae700@maff.go.jp
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⌧ᅾᐇ୰䛾◊✲ㄢ㢟௨እ䛻䜒䚸᭷ᐖᏛ≀㉁ཬ䜃᭷ᐖᚤ⏕≀䛻䜘䜛㣗ရ䛾ởᰁ㜵Ṇ䚸ᾏእ䛷Ⓨ⏕䛧ᅜෆ㎰ᴗ䜈䛾⬣ጾ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ື᳜≀䛾
ධ䞉䜎䜣ᘏ㜵Ṇ䚸♫⛉ᏛⓗどⅬᑟධ䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ◊✲䛺䛹䚸⾜ᨻ⟇䛾Ỵᐃ䛻ᚲせ䛺ከ
ከ䛟䛾᪂䛯䛺◊✲ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䚹

ᄂᆮௐǛԼܤμȷѣౡཋ᧸၃ሁƷሊȷਜ਼ፗƴӒପƢǔƜƱƴǑǓŴܤμƳငᠾအ൦ငཋƷ
̓ܭܤዅƕӧᏡƱƳǓЈ̟ᡶƴǋᝡྂ

