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１．技術開発計画の概要等

（１）技術開発計画の概要

土地改良法

土地改良長期計画

技術開発の展開方向

技術開発の推進

農林水産研究基本計画

食料・農業・農村基本法

食料・農業・農村基本計画森林・林業基本計画 水産基本計画

森林・林業基本法 水産基本法

農林水産研究基本計画は、将来の我が国経済社会、地球
規模の食料・環境問題等の情勢の変化を踏まえて、10年程

度を見通して取り組むべき研究開発の重点目標及び推進施
策を定めたもの。

試験研究機関（農研機構農村工学
研究部門等）の研究活動

大学の
研究活動

民間企業
の技術開発

都道府県
の技術開発

共通認識

事業における普及の推進

農業農村整備に関する技術開発計画

○ 農業農村整備に関する技術開発計画（以下、「技術開発計画」という。）は、土地改良長期計画の政策目標

の達成に向けて、実用性に富み、社会に貢献し得る技術開発を推進する観点から、生産基盤の整備等を通

じた農村の振興に必要な技術開発の展開方向を取りまとめ。

○ 技術開発計画の策定により、関係者間で技術開発の共通認識を図り、大学、試験研究機関及び民間企業

等における技術開発や事業における普及等を促進。
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（２）技術開発計画の経緯

○ 技術開発計画は平成９年に最初の計画を策定して以降、平成１７年、平成２１年の改定を経て、平成２５
年に現行の計画（計画期間は平成２５年から２９年までの５ヶ年）を策定。

○ 今般、土地改良長期計画が１年前倒しで改定されたことを受け、新たな技術開発計画の検討に着手。

平成９年３月
技術開発計画 策定

平成１５年１０月
土地改良長期計画策定

【目 標】

① 農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

② 農地・水等の生産資源の適切な保全管理と有効利用による食料供給力の確保

③ 被災地域の災害に強い新たな食料供給基地としての再生・復興

④ ハード・ソフト一体となった総合的な災害対策の推進による災害に強い農村社会の形成

⑤ 農地の整備、安定的な水利システムの維持や農村環境の保全等による農業・農村の
多面的機能の発揮

⑥ 地域の主体性・協働力を生かした地域資源の適切な保全管理・整備

⑦ 小水力発電等の自立・分散型エネルギーシステムへの移行と美しい農村環境の
再生・創造

２

平成１７年３月
技術開発計画 策定

平成２１年４月
技術開発計画 策定

平成２４年３月
土地改良長期計画策定

平成２０年１２月
土地改良長期計画策定

平成２５年４月 技術開発計画 策定
（現 行 計 画）

平成２８年８月
土地改良長期計画策定

新たな技術開発計画の検討に着手



（３）新たな「技術開発計画」の策定に向けた検討方針

３

③ 技術開発のニーズ及びシーズの状況

② 現行の「技術開発計画」の進捗状況

① 新たな「土地改良長期計画」の政策目標に
照らした技術課題

新たな「技術開発計画」の検討の流れ

新たな「土地改良長期計画」（H28.8）

農林水産研究基本計画（H27.3）

国土強靱化基本計画（H26.6）

インフラ長寿命化計画

食料・農業・農村基本計画（H27.3）

その他の基本計画等

気候変動の影響への適応計画
（H27.11）

基本計画（H25.11）

行動計画（H26.8）

関連する計画

等

○ 検討に当たっては、① 新たな「土地改良長期計画」等の関連する計画、② 現行の技術開発計画の進

捗状況（技術開発・普及の状況)、③ 技術開発のニーズ及びシーズの状況 などを整理。

○ これらを踏まえ、これからの技術開発の目標や方向性を明確化した新たな「技術開発計画」を策定。

※現行計画の技術開発分野ごとに個別技術開発の進捗・活用
状況と今後の課題等を整理

※技術利用者（行政、団体）と技術開発の担い手（研究機関、
大学、民間企業）に対しアンケート調査を実施し整理

土地改良長期計画に掲げられた政策目標の達成に資
するべく、今後5年間で取り組むべき技術開発の推進方
向について、利用者のニーズ、技術開発のシーズを踏
まえ取りまとめ。



○ 新たな技術開発計画は、目標・取組方針などからなる「技術開発の基本方針」、政策目標ごとの

「技術開発の実施方針」等から構成。

① 技術開発の重点化とハード･ソフトの適切な組合せ

② 地域特性に応じた技術開発

③ 産学官の連携

④ 開発技術の活用

⑤ 人材の育成と品質確保

⑥ 継続的なフォローアップ

（６つの政策目標ごとの技術開発の実施方針を記載）

２．技術開発の基本方針

被災地域の営農再開に向けた技術開発等を推進。

土地改良長期計画に位置付けられた６つの政策目標を達成する
ため、政策課題の解決に直結し、事業のストック効果の最大化に資
する技術の開発・普及を推進。

４

政策課題Ⅰ

豊かで競争力ある

農業

政策課題Ⅱ

美しく活力ある農村

政策課題 Ⅲ

強くてしなやかな

農業・農村

政策目標１ 産地収益力の向上

政策目標２ 担い手の体質強化

政策目標３ 農村協働力と美しい農村の再生・創造

政策目標４ 快適で豊かな資源循環型社会の構築

政策目標５ 老朽化や災害リスクに対応した農
業水利施設の戦略的な保全管理と
機能強化

政策目標６ 災害に対する地域の防災･減災力の
強化

（１）目 標

政策目標の実現に向けて効果的・効率的に技術
開発を進めるため、以下の取組を推進。

［新たな技術開発計画（骨子）（案）の概要］

２．新たな技術開発計画（案）

１．はじめに

４．あとがき

計画期間：平成２９年度から３３年度までの５年間

（２）技術開発の推進に向けた取組方針

（３）東日本大震災からの復旧・復興への対応

３．技術開発の実施方針



５

ハード対策の技術 ソフト対策の技術

重点化とハード・ソフトの適切な組合せ

○ 技術開発計画に即したテーマを設定して実用新技術開発プロ
ジェクトを公募し、民間企業等が試験研究機関と連携して技術開
発を実施。

大学
又は

独立行政
法人

二以上の民間企業等

民
間
企
業
Ａ

民
間
企
業
Ｂ

民
間
企
業
Ｃ

新技術研究開発組合

事業実施主体

試験研究機関

※ 農林水産省が、プロジェクトの経費の１／２等を補助

共同研究

官民連携新技術研究開発事業

（１）技術開発の基本方針（技術開発の推進に向けた取組方針）

○ 政策目標の達成に大きな効果が期待される課題に特に重点をおいて技術開発を推進。

○ ハード対策に係る技術のみならず、ソフト対策に係る技術を適切に組み合わせつつ、技術の開発・普及を効果的

に推進。

○ ＩＣＴの発展に伴うＩｏＴ、ロボット、人工知能等の新たな科学技術の進展を踏まえ、ＩＣＴを最大限に活用した技術開

発を推進。

○ 官民連携新技術研究開発事業、戦略的イノベーション創造プログラム、プロジェクト研究等を活用し、本計画に即

した技術開発を効果的に推進。

① 技術開発の重点化とハード・ソフトの適切な組合せ

（N/mm2）

引張

圧縮

【ひび割れ発生位置】

水路トンネルの変状や背面空洞分布
から構造の安全性を簡易に評価する
技術

既存の水路トンネルの構造物を活か
した効率的な補修・補強対策

（例）農業水利施設のライフサイクルコストの低減



③ 産学官連携

技術を利用するユーザーへの
新技術情報の提供

○ 農業・農村の姿が地域により多様であることを踏まえ、地域の特性を最大限に活かし
た整備方法と、その整備方法に見合った最適な技術を適用。

○ また、既に実用化している技術の現地適用上の課題やコストの問題を解決し、より広
範な地域への導入を図るため、気候、地形、地質、区画規模等の現場条件に応じた適

応性を検証し、必要な改良を推進。

【 組 織 構 成 】

北陸農政局
信濃川水系土地改良調

査管理事務所

（一社）新潟県
農業土木技術協会

新潟大学

農村工学研究部門

新潟県農地部

地方における連携（農業農村工学北陸コンソーシアム）

○ 産学官連携による農

業農村工学技術の普及

・高度化等を目的として、

学術講演会、施設機能

診断研修等を開催。

６

寒冷地における非破壊試験に
よる凍害劣化診断手法の開発

② 地域特性に応じた技術開発

○ 技術開発の担い手（試験研究機関、大学及び民間企業等）は、農業・農村の現場で起きている事象やニーズを
的確に把握しつつ、現場に有用な技術開発を行う必要。

○ 新たな技術の情報をユーザーに提供することによって現場での活用を促進し、現場活用から得られた情報を更
に蓄積し技術を改良するによって普及の拡大に繋げていくサイクルを構築することが重要。

○ （公社）農業農村工学会の研究部会・講演会、地域ブロック単位での交流会・研修会、関係機関による共同研究
等の積極的な活用・実施を通じて、関係者の情報共有・連携を促進し、新たな技術シーズの醸成、ニーズに即し
た技術の開発、現場における実証・普及を推進。



④ 開発技術の活用

⑤ 人材の育成と品質確保

新技術・新工法の説明会 簡易な補修技術の
現地講習

○ 新技術の普及促進に向け、開発技術の現場適用結果等の信頼性を確保し、
その情報を関係者間で共有する取組を促進。

○ 新技術の導入に先進的に取り組む事業現場について継続的なモニタリング
を行い、技術開発から現場導入のプロセスや現場適用後の検証等に係る情
報の横展開を推進。

○ 開発技術の現場への普及を積極的に推進するとともに、国の計画設計基準
等の技術図書への反映による技術の標準化を推進。

○ 海外でも適用可能な技術については、技術・研究協力や国際交流などを通
じて、海外への情報発信や技術の移転・普及を推進。

技術開発の成果情報

○ 産学官が連携し、交流、研修、技術図書の普及、新技術導入等によ
る品質確保等を通じて、実践的な技術力を有する人材の育成を推進。

○ また、地域の課題を的確に捉え、技術開発の進展に対応して地域
への的確な技術的サポートができる技術者の育成を推進。

７

⑥ 継続的なフォローアップ

連 携
○ 農村振興局、農研機構農村工学研究部門、農業農村工学会等の関
係機関が連携し、技術開発・普及の進捗等に関する情報をとりまとめ、
定期的に情報提供を実施。

技術開発・普及の情報をとりまとめ、
定期的な情報提供を実施

【行政】
農村振興局

【関係機関】

農研機構農村工学
研究部門等



計測システム
の機器構成

８

これまでの開発技術例（津波被災地域）

○ 津波被災地域においては、農地に係るがれき・ヘドロの除去、除塩、畦畔の復旧や排水機場等の農業水利施設に係る復
旧が着実に進捗。原子力災害被災地域においては、農地除染の技術実証や放射性物質対策が必要なため池の対策に係
る技術マニュアルの取りまとめ等の取組を実施。

○ 引き続き、原子力災害被災地域での営農再開に向けて、除染後農地等の省力的な維持管理手法等の技術開発を推進。

これまでの開発技術例（原子力災害被災地域）

塩水化した地下水を逆浸透膜装置に通して、かんがい用水として利用する技
術を開発

（１）技術開発の基本方針（東日本大震災からの復旧・復興への対応）

○ 逆浸透膜装置による地下水の除塩技術

○ 電磁波を用いた土壌EC推定技術

土壌ＥＣ（電気伝導度）の標準的な測定方法（水浸出法）に比べ、電磁波セン
サーを用いた簡便な調査方法を開発

○ 水による物理的除染に適した土壌攪拌・泥水回収装置

放射性セシウムが細粒土に多く吸着される特性を踏まえ、放射性物質を含んだ微
細土砂を含む泥水を効率的に回収する装置を開発

○ ため池底質のガンマ線の概況調査に適したリアルタイム
計測システム

ため池の底質表層の放射性セシウムから放出されるガンマ線の計測結果とボートの
軌跡をリアルタイムで表示する計測システムを開発

砂濾器

揚水ポンプ

貯水タンク

逆浸透膜用送
水ポンプ

逆浸透膜装置

濃度の高い水溶液に
圧力を加えると、水分
子は逆浸透膜を浸透
するが、塩類などの不
純物は通過しにくい

高さ調整可能な回収装置を代
かき用トラクタ後部に取り付け、
走行しながら泥水を回収

背景に任意で深浅図
や航空写真を表示す
ることが可能

※イメージ

Ｈ２０（浸透）

継続的な監視により、塩類
上昇の状況や除塩効果を
確認することが可能



６の政策目標 １２の施策

　１　産地収益力の向上
　ア　農業生産の拡大・多様化による収益の増大に資する技術
　イ　６次産業化等による雇用と所得の創出に資する技術

　２　担い手の体質強化

　ア　農地の大区画化等や省力化技術の導入による生産コストの削減
　　に資する技術
　イ　担い手への農地の集積・集約化の加速化に資する技術
　ウ　農業経営の法人化の促進に資する技術

　３　農村協働力と美しい農村
　　の再生・創造

　ア　農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制の強化に資する技術
　イ　美しい農村環境の創造を通じた地域づくりに資する技術

　４　快適で豊かな資源循環型
　　社会の構築

　ア　農村の生活基盤の効率的な保全管理に資する技術
　イ　小水力発電の導入等の再生可能エネルギーの拡大に資する技術

　５　老朽化や災害リスクに
　　対応した農業水利施設の
　　戦略的な保全管理と機能強化

　ア　農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減に資する技術
　イ　農業水利施設の機能強化による災害リスクの軽減に資する技術

　６　災害に対する地域の
　　防災・減災力の強化

　ア　農村協働力を活かした防災・減災力の強化に資する技術

施策ごとに

を明示。

○ 土地改良長期計画における６つの「政策目標」に対応した１２の「施策」ごとに、必要な技術開発の実施方針を明示。

○ 政策目標の達成に大きな効果が期待される課題に特に重点をおいて技術開発を推進する観点から、特に重点化すべき技

術開発を「重点化する技術開発」として明示。

○ 政策目標の達成に向けては、農業農村整備分野の技術に限らず、営農、法人経営、食品加工、流通等の関連分野に係る

新たな技術を現場に積極的に取り入れていく観点から、関連分野の技術開発の事例を「関連技術事例」として併記。

（２）技術開発の実施方針

技術開発の実施方針の構成

９

【重点化する技術開発】

【関連技術事例】

技術開発の実施方針



①産地収益力の向上

ア 農業生産の拡大・多様化による収益の増大に資する技術
・ 産地の収益力を高めるため、水田の汎用化・畑地化に係る簡易で効率的な整備技術、畑地における効率的な水管理を
可能とするかんがい技術の開発を推進するとともに、園芸栽培における熱エネルギーの活用促進、生育環境の制御機能
の向上、農業用ハウスの耐災害性の向上等に係る技術開発を推進。

イ ６次産業化等による雇用と所得の創出に資する技術
・ 地域特有の営農体系に対応できるフレキシブルな農業用水の送水システム、生産物の品質コントロールに対応できる
配水システム、効率的な農業経営に資するエネルギー変換システム等に関する技術開発を推進。

技術開発の事例

○ かんきつ樹園地におけるマルドリかんがいシステム
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電源や水源が安定的に得られない傾斜地ほ場における小規模独立型かんがいシステムを開発

・土砂流入抑制対策を講じた雨水再利用対策
・太陽光発電等による送水圧力を確保した揚水システム
・ＩＣＴを活用したかん水・施肥の自動制御・管理手法

等を開発

センシングデータを基に土壌タイプ
や生育ステージごとの最適な水分状
態に制御する手法を構築

土壌タイプや生育ステージに応じた
最適な水分状態管理を行う必要

土壌タイプ 生育ステージ

簡易で長寿命な暗渠排水整備技術の開発

センシング技術の活用等による農地の土壌・
水分特性や栽培体系に応じた畑地の水管理
技術の開発

電源や水源が乏しい傾斜地ほ場等における
省エネルギー型かんがいシステム技術の開
発

重点化する技術開発

○ センシング技術を利用した地下水位制御システムによる自動給排水技術

土壌水分状態をセンシング技術により把握し、土壌タイプや生育ステージ毎に最適な水分状態を保つよう、
地下水位制御システムにより自動給排水しコントロールする技術を開発

傾斜地樹園地においては、
・水量不足
・パイプラインへの送水圧力不足
・雨水の濁り等による水質劣化 等が課題

土壌水分状態を簡易に把握
するセンシング技術を地下
水位制御システムに付加



②担い手の体質強化

ア 農地の大区画化等や省力化技術の導入による生産コストの削減に資する技術
・ ＩＣＴを導入し、農地の用排水状況等を常時監視し、用排水管理等を遠隔操作・自動制御する新たな農業水利システムや、
広域な地域全体で水資源を効率的に制御する技術の開発を推進。

・ また、畦畔除去、農道拡幅、暗渠排水整備等の低コスト整備技術、末端の管理（草刈、泥上等）を省力化する整備技術、
農作業中の事故を防止する整備技術の開発を推進。

・ 除草ロボットや農業機械の自動操舵システム等の省力化技術も活用。

イ 担い手への農地の集積・集約化の加速化に資する技術
・ 農地・農業用水等の情報を調査・収集し、担い手等に分かりやすく提供する技術の開発を推進。

ウ 農業経営の法人化の促進に資する技術 （ア、イに同じ）
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サーバー

クラウド

・情報閲覧
・遠隔操作基地局

ほ場データ

地区気象データ

無線通信

携帯電話通信

落水口給水口 無線通信

監視・制御システムの開発による
公平で効率的な水配分の実現

ドローン等を活用した農地・施設情報の広域
収集・可視化及び利活用技術の開発

農地情報等を用いた広域的な農地整備計
画策定手法と効率的な農地利用調整手法
の開発

広域な地域全体で水資源を効率的に制御す
る水利システムの開発

ＩＣＴを導入して作物の生育状況や農地の用
排水状況等を常時監視し、農地の用排水管
理等を遠隔操作・自動化する水利システム
技術の開発

重点化する技術開発

ほ場水管理にＩＣＴ技術を導入し、気象条件、ほ場状態、作物生育状況等に応じて水管理を遠隔操作・自動制御
する技術を開発

ＩＣＴ技術等を活用し、末端バルブから揚水ポンプまでの用水ブロックを監視・自動制御するシステムを開発

ほ場の使用水量を
監視し、使用水量
に応じて揚水ポンプ
の流量と支線・末端
バルブの開度を制
御するシステムの
開発

○ ICT技術を活用したほ場レベルの水管理技術

○ ほ場レベルと広域レベルをつなぐ水管理の監視・制御システム

スマートフォン等を用いてサーバー内
情報を閲覧、遠隔操作
（クラウド経由）

技術開発の事例



③農村協働力と美しい農村の再生・創造

ア 農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制の強化に資する技術
・ 農村地域の資源・景観等の調査・評価・管理に係る技術、農業水利施設等のストック効果の最大化に資する農村協働
力を活かした施設の保全管理技術の開発を推進。

・ 鳥獣被害防止技術及び捕獲・駆除技術等の関連技術も活用。

イ 美しい農村環境の創造を通じた地域づくりに資する技術
・ 水域における水質等の環境への影響評価・水質保全技術、地域の農業者等が利用できる簡易な生態系の保全・再生
技術等、環境への負荷や影響の回避・低減、環境の保全・再生・創造に係る技術の開発を推進。
・ 生態系の保全・再生等に向けて、優先して施設を修復すべき箇所の抽出技術、簡便で分かりやすい環境の指標化に
関する技術の開発を推進。
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多面的機能支払交付金等を活用する活動組
織・農業者等による水域環境の省力的な管
理手法の開発

中山間地域等の地下水資源の安定利用に
資する地下水の動態分析及び利活用技術
の開発

自然環境の恵みを積極的に活かした整備技
術の開発

酪農地帯における水環境の評価及び保全対
策技術の開発

地域の農業者等が利用できる簡易な生態系
の保全・再生技術や修復指標の開発

重点化する技術開発

生態系保全・再生等の取組において、優先して修復すべき箇所の抽出技術、簡便で分かりやすい環境指標化及
び修復技術を開発

生息する魚類の
種数、総個体数な
どの指標に基づき
魚類の住みやす
さをスコア化

調査地点別のスコア結果 修復すべき箇所の指標に基づく
効率的な生態系の修復技術を
開発

資源保全組織の環境保全活動
に利活用

水路形状がスコア評価
に与える影響等を分析

技術開発の事例

○ 生態系の効率的な修復のための簡便で分かりやすい環境指標化技術

土地改良区や資源保全組織に蓄積された農業水利施設の維持管理手法や地域資源の保全活動の取組に関
する有益な知見・情報を、ＧＩＳ上で共有・利用するシステムを開発

情報の抽出

農業水利施設の維持管理・
保全活動の取組の知見・情報

施設の保全活動等に活
かすべき情報・技術の

見える化

○ 施設の保全管理手法の共有による管理の効率化技術

多様な人材の参画、取組
の効率化・広域化を促進

地域資源の保全管理
体制の強化



シート型
熱交換器 

水熱源 
ヒートポンプ 

(HP) 冷房 

暖房 

暖房時は水中より採熱 

冷房時は水中へ排熱 

P 

水理実験施設と循環 

④快適で豊かな資源循環型社会の構築

ア 農村の生活基盤の効率的な保全管理に資する技術
・ 農道・農業集落排水施設の機能診断や老朽化対策に係る技術、地域の特性に応じた農業集落排水施設の再編統合に
関する計画技術等の開発を推進。

イ 小水力発電の導入等の再生可能エネルギーの拡大に資する技術
・ 水路の小落差エネルギー、パイプラインの圧力水頭、頭首工の落差等を活用した低コストの小水力発電技術の開発を
推進。

・ また、集落排水汚泥や他の地域資源等の効率的なエネルギー化技術、農業水利施設等から得られる電気・熱エネルギー
を地域の農業生産・生活基盤に活用する技術の開発を推進。
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農業集落排水施設の再編統合計画策定技術
の開発

農道・農業集落排水施設の長寿命化技術
の開発

低落差・高効率な小水力発電技術の開発

農業水利施設や園芸施設等における太陽
光・熱エネルギー利活用技術の開発

農業集落排水施設の低コスト管理技術の
開発

重点化する技術開発

排水処理過程で発生する硫化水素ガスによる施設の腐食を防ぐ長寿命化技術を開発

硫化水素ガスによる施設の腐食劣化

換気設備の設置・改造、
気化性防腐剤の添加等
による対策技術を開発

汚水計量槽 動力制御盤

老朽化施設の増加に伴い
計画的な更新整備が必要

電気機械設備の劣化要因
の分析・対策技術の開発
が課題

技術開発の事例

農業用水路やため池等の流水・貯留水を熱源として、農業用ハウス等の環境調節を可能とするヒートポンプ
システムを開発

○ 農業集落排水施設の長寿命化技術

○ 農業水利施設の流水を利用した熱エネルギー利活用システム

農業用水路中にシート型熱交
換器を設置し、用水から採熱地球温暖化の防止、施設の

維持管理費用の節減等の観
点から、地域資源を活用した
再生可能エネルギーの導入
を推進する必要

資源の効率的なエネルギー
化が課題

農業施設等に冷温熱を効
率的に供給する技術を開発

シート型熱交換器



農業水利施設等の劣化予測技術の開発

漏水・劣化状態の把握

⑤老朽化や災害リスクに対応した農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化

ア 農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減に資する技術開発
・ トンネル、パイプライン、開水路、ポンプ場等を対象とした、非破壊センサー、ドローン等による診断・状態監視技術や
劣化予測技術の開発を推進するとともに、管水路を対象とした、漏水探査技術やモニタリング技術、破損等に対するリスク
評価技術の開発を推進。

・ また、水利施設の長寿命化を図るための新材料導入による補修・補強技術、管水路の更新・補修技術、農家が施工で
きる簡易な水路補修技術の開発を推進。

・ 加えて、農業用ダムの堆砂管理・除去に関する技術開発を推進。

管水路内の無人探査により、漏水位置、劣化状態を把握し、補修・改修の必要性を判定する技術を開発
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新材料の導入による補修・補強技術の開発

農業用ダムの堆砂の予測・管理技術

農業水利施設等の不可視・難アクセス部に
係る監視・点検・診断手法の開発

重点化する技術開発

流水音や管内画像により漏水位置を検知し施
設管理者に知らせる技術、管体の劣化程度を
診断する技術を開発

技術開発の事例

突発的な故障・事故を未然に防ぐため、施
設の状態を監視し、劣化状態を把握する
ことで故障リスクを回避する技術が必要

ポンプ設備の維持管理において定期的に
実施する分解点検は、多額の費用と期間
中の運転停止を要し地域、管理者に負担

ポンプの振動・潤滑油等の状態を遠隔で常時監視し、分解点検することなく異常兆候等を把握する技術を開発

管水路における予期せぬ
漏水・破裂の発生

管水路事故の未然
防止に向けてリスク
を精度高く評価する
ことが課題

○ 管水路の状態監視・機能診断技術

潤滑油等の
汚染状態診断

潤滑油等の
劣化状態診断

機器の
摩耗状態診断

潤滑油等を用いて設備を分解すること
なく劣化状態を診断する技術を開発

ポンプから
潤滑油等を
採取・分析

これらの技術を
応用し、遠隔か
らポンプの状態
を監視する技
術を開発

○ 用排水機場ポンプ設備の状態監視・機能診断技術



強震動時に生じる堤体の挙動・
損傷は、堤体材料の特性や貯
水位条件等により異なる
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遠心載荷模型実験により堤体の変
位やひずみの進行状況を分析

湛水中のフィルダム堤
体における精度の高い
耐震性評価技術を開発

津波発生装置による内陸部浸水被害
の模擬発生

津波発生装置

背後地の排水路や農道等
の農業用施設を適正に配
置することによる浸水被害
軽減化技術を開発

イ 農業水利施設の機能強化による災害リスクの軽減に資する技術
・ 強震動時を想定したため池や農業用ダムの合理的な耐震性評価・耐震対策技術、水利施設の耐震対策技術の開発を
推進するとともに、気候変動に伴う洪水・渇水リスクの増大や巨大津波の発生等のリスクを踏まえた防災減災対策技術の
開発を推進。

パイプラインの耐震対策技術の開発

強震動に対する基幹的農業水利施設の耐震
性評価・対策技術の開発

農地・農業用施設の浸水被害軽減手法の
開発

重点化する技術開発

強震動時の堤体及び湛水の実際の挙動を分析することにより、より実態に即したフィルダム堤体の耐震性評価
技術を開発

低平農地における津波、高潮及び洪水による浸水被害軽減技術を開発

○ フィルダムにおける強震動時の耐震性評価技術

○ 低平農地における浸水被害軽減技術

技術開発の事例

農業用ダムの堆砂の予測・管理技術 （再掲）

被害発生状況の分析

※地域減災のイメージ

遠心力を載荷し、模型で実際の
大きさの構造物の挙動を再現



⑥災害に対する地域の防災・減災力の強化

ア 農村協働力を活かした防災・減災力の強化に資する技術
・ 豪雨、地震時におけるため池等の農業水利施設等の情報をリアルタイムで監視・収集し、施設等の危険度、周辺地域
の被害予測を即座に情報提供する仕組み・技術の開発を推進。

・ また、水田や農業水利施設の持つ貯留機能を活かした洪水対策技術、ため池群を活用した下流域の防災・減災技術、
農村地域の豪雨等の災害時における安定した排水管理技術、渇水に強い農業水利施設の管理技術等、既存の土地改
良施設等を活かして低コストで地域の防災・減災機能を高める技術の開発を推進。

・ 加えて、実効性の高いＢＣＰ策定手法の開発等、地域住民自らの取組により農村地域の防災力を高める手法の開発
を推進。

土石流

道路

ため池

溢水や氾濫
の範囲

避難所

学校
ため池

被害情報状況図 関係者への
情報提供

ため池管理者等に
即座に情報を提供

情報の分析

気象庁からの豪雨
情報や、関係機関
からの地震、防災
情報を基に、下流
域の被害予測等を
リアルタイムで実施
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豪雨時等における施設の排水管理技術の
開発

沿岸部における海岸堤防や排水路等の防災
機能評価技術の開発

地震・豪雨時等におけるため池等の危険
度評価・情報提供を瞬時に行う技術の開発

農村地域の自主防災力を強化することによる
農村地域の防災・減災手法の開発

重点化する技術開発

豪雨・地震時において、ため池の損傷危険度予測と下流域の被害予測をリアルタイムで行い、避難対策や排
水対策などの被害防止情報を関係機関や地域住民等に提供する「ため池防災情報提供システム」を開発

土地改良区が維持管理する施設の被災経歴等などの有益な知見（暗黙知）を次世代に継承するため、ＧＩＳ上
で諸情報を共有・利用するシステムを開発

○ ため池の防災情報提供システム

○ 土地改良区が有する施設の被災経歴等の見える化

貯水位低下措置等の
事前対策を誘導

暗黙知の抽出

特定の者に蓄積された「暗黙知」

技術開発の事例

関係者が共有する
「情報の見える化」

『地域の防災・
減災力の強化』



３．策定スケジュール

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会において審議の後、平成２８年度内に同部会に報告。

○ 審議結果を踏まえ、新たな技術開発計画を策定。

○ 平成２７年度 １月29日 農業農村振興整備部会 （技術小委員会へ付託）

２月29日 第１回技術小委員会 （検討の進め方）

○ 平成２８年度 ７月12日 技術小委員会現地調査

10月31日 技術小委員会 （計画案提示）

２月頃 技術小委員会 （取りまとめ）

年度内 農業農村振興整備部会 （報告）

※２回目の審議後に、農林水産省のホームページ等を通じ、パブリック・コメントを実施予定。

○ 平成２９年度 審議結果を踏まえ、新たな技術開発計画を策定
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