
農業農村整備に関する技術開発計画

【参考資料】

別表１ 技術開発の事例

別表２ 技術開発の代表事例の目標





- 1 -

別表 １

技術開発の事例

技術開発の項目 技術開発の事例

（１）農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化

ア 農地の大区画化等と担い手への農地 ○実用化技術事例

集積に資する技術 ・衛星データと水田区画データを用いた水稲作付け状況

の判別手法

○事業化技術事例

・衛星データ及び10mメッシュの土地利用図を用いた土地

利用変化の把握手法

・地方公共団体、土地改良区等の職員が施設や農地の管

理、農村環境計画の策定等に使える水土里情報に対応

した３次元GIS

イ 戦略的作物等の生産拡大のための水 ○実用化技術事例

田の汎用化に資する技術 ・地下水位制御システムによる大豆、麦（転作を含む）

の地下かんがい技術

・下層土の物理特性と排水性の改善に寄与する有機資材

を暗渠疎水材とした土層改良工法

・地下水位制御システムによる水稲の節水かんがい技術

・水生生物による水田畦畔の漏水被害を抑制する技術

○事業化技術事例

・水田のかんがい水位を自動管理する低コストな地下水

位制御システム

・用水路と畦畔からの漏水で湿害が著しいほ場の簡易な

漏水防止と排水対策技術

ウ 農業経営基盤の強化のための畑地か ○実用化技術事例

んがい整備等の推進に資する技術 ・畑地かんがいを利用した風食防止のための散水量を簡

易に決定する試験方法

・下層土の物理特性と排水性の改善に寄与する有機資材

を暗渠疎水材とした土層改良工法（再掲）

○事業化技術事例

・植物を用いて農地土壌中のカドミウム等の重金属汚染

を低減する技術
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エ 基盤整備を契機とした担い手の育成 ○実用化技術事例

・確保に資する技術 ・テグスと防鳥網の組み合わせで果樹園へのカラス侵入

を抑える手法

・耐風・耐雪性に優れた温室の設計手法

○事業化技術事例

・温室の通年利用を可能とする数値流体シミュレーショ

ンを活用した換気設計手法

・農地の土壌情報をセンサネットワーク技術により遠隔

監視できるシステム

・ほ場からの土砂流出を抑制する草生帯設置手法

（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

ア 農業水利施設の戦略的な保全管理に ○実用化技術事例

資する技術 ・水路の水利システム全体の水利用機能の性能を可視化

した用排水系統図の作成手法

・通水状態の農業用水路トンネルやサイホンを無人で調

査・診断する手法

・農業水利システムの水利用機能診断ツールの開発

・管路更正工法の性能規定化における照査技術の開発

・水路補修材料の劣化予測に必要となる促進耐候性試験

時間の推定方法

・トンネル空洞への現場発泡硬質ウレタンフォーム充填

による機能回復技術の開発

・RC造農業水利施設のひび割れ劣化診断・補修システム

の開発

・トライボロジーを活用した農業用揚排水機の機能診断

技術の開発

○事業化技術事例

・農家や地域住民による小規模コンクリート水路の簡易

な点検、診断、補修マニュアル

・固定堰、ため池等の洪水吐の水膜振動に伴い発生する

騒音を低減する工法

・農業水利施設のストックマネジメントを支援するオン

サイト情報システムの研究開発

イ 耕作放棄地の発生防止と解消に資す ○実用化技術事例

る技術 ・生産者と消費者の連携を通じた都市住民参加による遊

休農地の再生手法

・集落連携による地域活性化に向けた棚田の再生計画作



- 3 -

成のためのワークショップ手法

・航空画像の活用による耕作放棄田の省力的把握手法

○事業化技術事例

・用水路と畦畔からの漏水で湿害が著しいほ場の簡易な

漏水防止と排水対策技術

・畑の排水を改善するためのほ場面傾斜化による表面排

水及び簡易排水溝による流末処理技術

（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

ア 農地や農業水利施設等の迅速な復旧 ○実用化技術事例

に資する技術 ・放射性物質で汚染された農地の空中ガンマ線スペクト

ロメータによるモニタリング技術

・設計条件を超える津波による越波に対して機能低下が

少ない海岸堤防の整備技術

・農業用水を用いた土壌攪拌により放射性物質に汚染さ

れた水田を除染する工法

・水稲の放射性セシウム汚染を回避するための農業用水

管理手法

・地盤沈下した農地において塩害被害を軽減する地下か

んがい技術

○事業化技術事例

・放射性物質に汚染された農地の効率的な除染技術

・津波被災農地の立地条件及び塩害の状況に応じた除塩

技術

・放射性物質で汚染された農地における反転耕による除

線技術

イ 先進的な農業の展開のための基盤整 ○実用化技術事例

備に資する技術 ・土地改良施設を利用した小水力発電の導入のための経

済性評価手法

・温室暖房システムにおけるヒートポンプ等の導入によ

るエネルギー削減可能量の評価手法

○事業化技術事例

・地方公共団体、土地改良区等の職員が施設や農地の管

理、環境計画等に使える水土里情報に対応した３次元G

IS（再掲）

・農業用ダムを利用した小水力発電ポテンシャルの評価

手法

・農村で自給可能な再生可能エネルギーの最適な組合せ
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を同定する手法

ウ 被災集落の復興整備に資する技術 ○実用化技術事例

・沿岸部の農地や農道を津波の減勢・遡上抑制に利用し

た地域計画手法

・津波被災地域の復興計画づくりを支援するための景観

シミュレーション等を活用した住民の合意形成手法

・津波被害からの早期復旧を可能とする水門・排水機場

の設計手法

○事業化技術事例

・農地海岸保全のための海岸堤防と消波工の更新時期の

推定手法

・地方公共団体、土地改良区等の職員が施設や農地の管

理、農村環境計画の策定等に使える水土里情報に対応

した３次元GIS（再掲）

（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の形

成

ア 農地防災対策の総合的な推進に資す ○実用化技術事例

る技術 ・大規模農地地すべりの危険変形域（ひずみ集中域）を

数値シミュレーションによって三次元的に推定する手

法

・コンクリートダムの温度、鉄筋応力、ひずみ等を遠隔

監視する埋設型のワイヤレスセンサ

・地すべり対策地区において地すべり移動量を精度良く

計測する技術

・地盤に発生した亀裂の範囲を地表から簡易に探査する

手法

・地すべり地域における精度の高い被圧地下水分布把握

技術及び間隙水圧計測技術の研究開発

・ベントナイト系遮水マットを用いたため池等農業水利

施設の遮水技術

○事業化技術事例

・地中レーダ等の活用によってため池堤体内の浸潤状態

を堤体表面から計測する技術

・地すべり防止施設の水抜き孔の流量をワイヤレスで遠

隔監視するシステム
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イ ハザードマップ等のソフト対策を組 ○実用化技術事例

み合わせた防災・減災対策の推進に ・中山間地の水田地帯における表層崩壊リスクを数値シ

資する技術 ミュレーション等により評価し地図上で表現する手法

・決壊被災額と改修費用額に着目したため池群の改修優

先順位付け手法

・地形条件や災害シナリオに基づく用水路からの溢水に

よる周辺地域の被害リスクを評価する手法

○事業化技術事例

・ため池の被災危険度や氾濫予測などの防災情報をリア

ルタイムで提供する情報配信システム

・地震や洪水による設計条件を超える外力に対しても急

速に崩壊しない耐破壊性の高い盛土の補強技術

ウ 土地改良施設の耐震強化や津波対策 ○実用化技術事例

に資する技術 ・ため池等の盛土斜面のせん断強度を原位置で簡便に計

測可能な試験技術

・地震時のコンクリート水路目地部の損傷防止と対策技

術

・農業用フィルダムにおける大規模地震時の液状化によ

る沈下リスクを評価する手法

・ため池の簡易耐震性能照査技術の開発

○事業化技術事例

・地震時におけるパイプラインの構造上の脆弱部である

曲管部の抜け出しを軽減する低コスト補強工法

・フィルダム堤体の間隙水圧、土圧等の物理値を１台で

計測・監視できるワイヤレスセンサ

（５）農地の整備、安定的な水利システムの維持等による農業・農村の多面的機能の発揮

ア 地域農業の変化に対応する用排水の ○実用化技術事例

リスク評価及び運用管理手法の開発 ・農業用排水を考慮した流域の水・栄養塩の循環を面的

に資する技術 に評価し、各種の水質改善対策の効果を評価できるシ

ミュレーション手法

・複数の物理探査手法を用いた島嶼部における淡水レン

ズ調査法

・ダム貯水池内の堆砂量を水文・気象データから推定す

る手法

○事業化技術事例

・流域の水循環を面的に評価できるシミュレーション手
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法

イ 地球温暖化の影響評価と対応に資す ○実用化技術事例

る技術 ・営農に伴い発生する作物残渣を炭化し、農地に施用し

た場合のCO2 削減効果を推定する手法

・気候変動が流域の農業用水の水利用に与える影響を定

量的に評価する手法

・水稲の適切な高温障害対策を用水の供給可能量を基に

選択する手法

・土層改良に伴い農地に貯留される炭素の定量化方法

○事業化技術事例

・水田の有する洪水防止機能を地域の用排水条件に応じ

て定量的に評価するためのシミュレーションモデル

・気象、農地、栽培等の条件に基づき土壌浸食量を面的

に推定できるGIS

（６）地域の主体性・協働力を活かした地域資源の適切な保全管理・整備

ア 地域が主体となった地域資源の保全 ○実用化技術事例

管理に資する技術 ・過疎化した地方自治体等における将来の人口・財政収

支等のシミュレーションに基づく地域資源の保全対策

の策定手法

・地域住民が水路の維持管理活動に参加する意識を地域

固有の要素から分析する手法

・農産物直売所を中心とした農村活性化対策の計画手法

○事業化技術事例

・地域住民が施設の点検・補修履歴情報や景観・生物生

息分布情報を利用した農地・水保全管理活動を容易に

進める情報共有システム

・GISを活用した農村計画策定支援システム

（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

ア 小水力発電など農業水利施設等を ○実用化技術事例

活用した再生可能エネルギーの導入 ・緩勾配水路における流水エネルギーを利用した効率の

促進に資する技術 高い発電水車

・土地改良施設を利用した小水力発電の導入のための経

済性評価手法（再掲）

・温室暖房システムにおけるヒートポンプ等の導入によ

るエネルギー削減可能量の評価手法（再掲）
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○事業化技術事例

・農業用ダムを利用した小水力発電ポテンシャルの評価

手法（再掲）

・農村で自給可能な再生可能エネルギーの最適な組合せ

を同定する手法（再掲）

イ 生態系や景観等の美しい農村環境の ○実用化技術事例

保全・創出に資する技術術 ・水田の生物分布状況のデータを用いた魚類の生息場を

推定する手法

・魚道内の流況に着目した階段式魚道の設計手法

・カエルの脱出対策を考慮した農業水路の設計手法

・棚田景観を構成する要素の解析による棚田景観の保全

計画策定手法

○事業化技術事例

・農村環境保全のために行われる地域活動を手助けする

ための活動指針の作成

・土壌シードバンクを利活用した自然再生及びミティゲ

ーション技術

ウ 農業集落排水施設や汚泥リサイクル ○実用化技術事例

施設等の整備に資する技術 ・バイオマス活用におけるライフサイクルを通じた経済

収支及びエネルギー収支を算出する手法

・低コストで小規模かつ高度処理を可能とする汚水処理

技術

○事業化技術事例

・メタン発酵施設で発生する消化液の農地還元とバイオ

ガスを車両燃料として利用のための施設設計手法


