
資料－２

農業農村整備事業に関する新たな

技術開発五ヵ年計画の策定について

平成１６年１２月１０日



目 次

Ⅰ．農業農村整備事業に関する

新たな技術開発五ヵ年計画の策定について １

Ⅱ．前回の技術開発五ヵ年計画の成果について ３

Ⅲ．新計画策定にかかる検討委員会等の名簿 ５

Ⅳ．新計画策定に向けてのスケジュール（案） ６

Ⅴ．新計画骨子（案）の概要 ７

（別添参考資料）

農業農村整備事業に関する技術開発五ヵ年計画（平成９年３月）



- 1 -

Ⅰ．農業農村整備事業に関する新たな技術開発五ヵ年計画の策定

について

１．趣旨

(1) 平成１５年１０月にこれからの農業農村整備の展開方向を示す新たな土
地改良長期計画が策定され、同年よりコスト構造改革プログラムも開始し

た。さらに平成１６年１月からは食料・農業・農村基本計画の変更に向け

た議論が進められるとともに、農林水産研究基本計画を新たに策定するた

めの議論も行われつつある。このため、土地改良長期計画の７つの施策目

標の達成に向けて、これらの農業農村整備と密接に関連した動きもふまえ

つつ、効率的かつ重点的に事業に取り組むことが課題となっている。

(2) 新たな土地改良長期計画などに示された施策目標に的確に対応するため
には、事業制度の改善や事業実施体制の充実等による対応とあわせ、事

業の計画、実施、管理等の基礎となる技術について、将来への展望や構

想の下で計画的、効率的に開発を進める必要がある。

このため、平成１６年度末を目途に農業農村整備事業に関する新たな

技術開発五ヵ年計画（以下「新計画」という）を策定する。

２．基本的な考え方

(1) 新計画に盛り込む技術開発の内容については、農業農村整備に関する未
来を見通した今後五年間の技術開発の目標となるとともに、その成果が国

民に理解され評価されるものになるよう努める。このため、新たな土地改

良長期計画の策定などを受けて網羅的に技術開発の内容を整理するととも

、 。に 主要な内容を中心に技術開発の目指す到達像をわかりやすく説明する

(2) 民間企業、研究機関、大学それぞれの特性を活かしつつ、連携して成果
、 。をあげるよう留意するとともに 開発された技術の導入と普及に努める

・農業工学研究所の新しい中期計画（平成１８年～）や大学での研究内

容等との調整

・官民連携新技術研究開発事業の拡充と一層の活用

・新技術導入推進農業農村整備事業の活用

３．留意点

(1) 前回五カ年計画の成果や前回計画と新計画とのつながりを踏まえる。
(2) 国民に理解され評価されるよう、また各種施策について説明責任を果た
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すよう求められていることを踏まえ、技術開発がどのような成果（社会

的な貢献）につながるかを意識して検討する。

(3) このため具体的な技術開発内容については、技術開発課題を明確にしつ
つ、その必要性、効率性、有効性などの観点から検討する。

(4) また、技術開発課題については、新たな土地改良長期計画の目標、食料
・農業・農村基本計画の変更にかかる検討内容などを踏まえつつ検討す

る。

４．策定手法

○新計画の内容についてとりまとめるため、学識経験者からなる検討委員

会及び専門委員会を設置し、その検討結果について技術小委員会で審

議をいただいた上で、農業農村整備部会に報告する。

○検討委員会での検討にあたっては、大学等の研究機関の他、建設及び施

設機械関係会社、技術コンサルタント会社などの民間企業、国及び県

を含む行政関係者から意見を求める。

５．日程

○平成１６年度末を目標に策定を進めることとする。具体的な日程案につ

いては、別紙（Ｐ６）のように考えている。



Ⅱ．前回の技術開発五ヵ年計画の成果について 

１．前回の技術開発五ヵ年計画の内容

 ○平成９年３月、かんがい排水審議会においては、農業農村整備事業をめぐる課題に
対応しつつ、２１世紀において求められる農業、農村の姿を実現するために必要な

農業農村整備事業に関する技術開発の方向、さらに技術開発を効率的かつ緊急に進

めるための条件の整備と新たな技術の導入・普及の促進のための施策についてとり

まとめ、平成８年度を初年度とする「農業農村整備事業に関する技術開発五ヵ年計

画」を策定した。

○同技術開発五ヵ年計画では、農業農村整備事業をめぐる主要な課題を整理した上で、

技術開発のメインテーマについて、分野共通のテーマを１つと分野別のテーマを４

つ設定し、各テーマごとに具体的な技術開発内容を示している。また、併せて技術

開発の促進策や開発された技術の活用について基本的な考え方を示している。

〔前回の技術開発五ヵ年計画の概要〕 

技術開発のメインテーマを設定 

○効率的、経済的な計画・設計・施工・管理に資する技術

○競争力の高い農業の実現に資する技術

○農村生活環境の整備に資する技術

○豊かな環境の保全に資する技術

○安心して暮らせる地域づくりに資する技術

それぞれのメインテーマについて、具体的な技術開発のテーマ、内容、開発イメージ等を策定

技術開発促進のための条件整備と技術開発成果の活用 

○民間部門と公共部門の役割と連携の強化

○情報の提供体制の整備

を検討した上で、五ヵ年計画の推進に向けて

○官民が連携した新技術開発や新技術導入を支援する事業制度の整備・活用

○新技術を踏まえた技術書の改定

などが重要であることを指摘

農業農村整備事業をめぐる主要な課題 

○事業の効率的、効果的実施

○ＵＲ対策等の着実な推進

○農村地域の生活環境の整備促進

○自然環境、生態系の保全

○農村地域の安全性の確保・向上
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２．成果の概要

  前回の五ヵ年計画策定以降の（１）メインテーマへの取組状況、（２）官民連携した
技術開発等の実績、（３）コスト縮減効果から成果をみると以下の通りとなっている。

（１）メインテーマへの取組状況

計画に示した技術開発の最小単位である開発イメージ（メインテーマを具体化・

細分化したもの）ごとに取組状況をみると、取組割合は全体で７３％となっている。

メインテーマ別にはやや違いがあり、イの「競争力の高い農業の実現に資する技

術」やオの「安心して暮らせる地域づくりに資する技術」などへの取組割合は８０％

以上となっているが、アの「効率的、経済的な計画・設計・施工・管理に資する技

術」についてはやや低く７０％を下回っている。

メインテーマへの取組割合（平成 9年度～平成 13年度）
メインテーマ 取組割合（取組数／開発イメージ数）

ア 効率的、経済的な計画・設計・施工・管理に資する技術

イ 競争力の高い農業の実現に資する技術

ウ 農村生活環境の整備に資する技術

エ 豊かな環境の保全に資する技術

オ 安心して暮らせる地域づくりに資する技術

３８／５７（６７％）

２３／２８（８２％）

１２／１６（７５％）

１６／２２（７３％）

８／１０（８０％）

全  体 ９７／１３３（７３％）

（２）官民連携した技術開発等の実績（平成９年度～平成１３年度）

   官民連携した技術開発等については、官民連携新技術研究開発事業や新技術導入
推進農業農村整備事業による成果がみられている。

ア 官民が連携した新技術開発 １４件

イ 新技術導入を支援する事業での導入技術 ４７件

ウ 新技術を踏まえた技術書の改訂 ２５件

（３）コスト縮減効果等

技術開発は、以上のほか公共工事コストの縮減（平成９年度～）の実行や土地改

良法の改正（平成１３年度）を踏まえた環境への配慮に貢献している。

農業農村整備事業等の工事コスト縮減効果（基準年：平成８年度）

年度 Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

コスト縮減率（％） ２.９ ５.4 １０.１ １０.７ １１.２ １２.９
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Ⅲ．新計画策定にかかる検討委員会等の名簿

（氏名は５０音順）新たな技術開発計画検討委員会

委員長 青山 咸康 京都大学教授（技術小委員会委員）

委員 赤江 剛夫 岡山大学教授

" 小前 隆美 (独)農業工学研究所企画調整部長

" 齋藤 正樹 クラウンエンジニアリング(株)社長

" 藤原 勇三 長野県土地改良事業団体連合会常務理事

（氏名は５０音順）新たな技術開発計画専門委員会

委員長 赤江 剛夫 岡山大学教授

委員 井上 京 北海道大学助教授

風水力事業本部システム事業統括システム技術室部長" 小山内 清潤 (株)荏原製作所

" 小泉 健 農林水産技術会議事務局研究開発企画官

" 小坂 順一 鹿島建設(株)技術研究所技術戦略室上席研究員

" 小林 宏康 (独)農業工学研究所研究企画科長

" 重岡 徹 (社)農村環境整備センター主任研究員

" 杉田 秀雄 (社)地域資源循環技術センター上席研究員

社会eソリューション事業所社会システム部計画第一課" 中田 雅宏 三菱電機(株)

" 日笠 裕弘 (財)日本農業土木総合研究所主任研究員

事務局 農村振興局整備部設計課、農業土木学会



（別紙）

Ⅳ．新計画策定に向けての日程（案）

平成16年 平成17年
備　考

8 9 10 11 12 1 2 3

関
連
施
策
等

新たな食料・農業・農村基本計画 ○中間論点整理 　　　　◎ 平成17年3月閣議決定予定
環境や地域資源を保全するための施策

農林水産研究基本目標
（平成1１年１１月技術会議策定） 　　　○次期計画骨子とりまとめ 　　　　◎ 農林水産研究基本計画として１７年春に技術会議にて決定予定

（独）農業工学研究所中期目標
（平成13年農工研策定）     ○次期計画骨格策定 食料・農業・農村基本計画の推進、

平成13～17年度の５カ年間、次期は平成18年度から

策
定
作
業
項
目

①技術開発の基本方針  　 骨子作成   　　　  案作成    　最終調整　 現行土地改良長期計画の施策目標（7テーマ）に効率
的な設計施工等を加え8テーマ（素案）

②技術開発の視点

③具体のテーマ 意見聴取等

　・前計画の未達成分等 実施機関とも要調整

　・行政 局・事業所及び都道府県からの意見聴取（９月中）

　・農工研 農工研で整理、次期計画できるだけ考慮

　・大学 アンケート等により意見聴取（９月中）

　・民間 アンケート等により意見聴取（９月中）

④推進に向けての支援策 　　　○省内示 　　　○ 平成17年度概算要求：官民連携新技術研究開発事業
（拡充要求中）

⑤食料・農業・農村
政策審議会

農業農村整備部会 　　　◎ 農業農村整備部会技術小委員会で審議し、同部会に
報告同上技術小委員会 10○        ○

検討委員会
　　　　22○ 　○

農業土木学会委託
　　　第１回 第2回

専門委員会
1 ○ 　　　○ 　　　　　○

第１回 第2回 第3回
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Ⅴ．新計画骨子（案）の概要

技術開発の視点と課題

①

○農地の利用集積
例：農地等の遠隔情報収集技術とその活用手法

○地域資源の保全管理
例：保全管理の新たな体制確立手法

②

○多様な農業に対応する農地の有効利用
例：連作を可能とする新たな農地整備手法

○中山間地域等の生産条件の改善
例：地域特性を増進させる農地整備技術

③

○既存ストックの有効利用
例：ＬＣＣを低減する補修・補強・改修技術

○安定的な用水供給機能
例：新材料等を活用した水利施設の整備技術

④

○農業農村の保全を通じた国土の保全
例：広域防災機能の増進技術

○農業災害の防止
例：土壌侵食・土砂流出防止やため池改修の技術

⑤

○有機性資源の適正な循環利用
例：集排汚泥等の再利用

○環境への負荷の少ない循環型社会の構築
例：自然エネルギーによる施設の管理手法

⑥

○環境創造型事業への転換
例：ビオトープ・ネットワーク整備手法

○豊かな田園自然環境の創造
例：多面的機能の経済的・定量的評価手法

⑦
○快適で魅力ある農村環境の形成
例：農村地域の景域・環境等計画策定手法
地域の個性が光るコミュニティの形成手法

⑧

○調査・設計
例：ＧＩＳ・情報通信等情報化技術

○管理
例：施設の簡易な点検・補修技術

具体的な技術開発

○土地改良長期計画の７つの
施策目標のもとでの事業推
進
○コスト構造改革プログラム
の推進

①意欲と能力のある経営体の
育成に資する技術
②総合的な食料供給基盤の強
化に資する技術
③安定的な用水供給基盤の強
化に資する技術、
④農業災害の防止と安全・安心
な地域社会の形成に資する
技術
⑤循環型社会の構築に資する
技術
⑥自然と農業生産が調和した
豊かな田園自然環境の創造
に資する技術
⑦個性ある美しいむらづくり
に資する技術
⑧効率的、経済的な計画・設
計・管理に資する技術

近年の施策課題

技術開発の基本方針

技術開発促進のための条件整備等

目指すべき成果

社会的な貢献

○水と土から創り出される食べ物を満足と信頼を
得られるものにする
○水と土が循環型社会において担うべき重要な役
割を果たす
○水と土から形作られる国土を誰にも快適で魅力
あるものにする

○農地と水の適切な整備等により効率的な農業経
営と担い手の育成
○農地と水の有効活用を図り、国民共有の財産と
して次世代に継承
○災害の的確な予測と農業・農村の災害防止
○水と土など地域資源の円滑な循環による自然と
農業生産の両立
○美しさと個性のある快適な農村環境の形成

○コスト構造改革プログ
ラムへの取組み
（Ｈ15.４）
○新たな土地改良長期計
画の策定
（Ｈ15.10）
○新たな食料・農業・農
村基本計画の策定
（Ｈ17.３を目途に議論）

計画策定の背景
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