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はじめに

○ 平成１５年４月、従来の公共工事コスト縮減対策の見直しが行われ、事業の全

ての過程をコストの観点から見直すコスト構造改革プログラムへの取組が開始さ

れた。また、同年１０月には、農業農村整備事業の今後の展開方向を示す新たな

土地改良長期計画が策定された。

○ さらに、平成１６年度末に向けて、新たな食料・農業・農村基本計画の策定が

進められてきた。今後の農業農村整備事業の推進にあたっては、食料・農業・農

村基本計画の見直し内容を踏まえつつ、新たな土地改良長期計画に示された７つ

の施策目標の達成に向けて効率的かつ重点的に事業に取り組んでいくことが課題

となっている。

○ これらの計画に示されている施策課題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

基礎となる技術的基盤について、将来への展望や構想の下で、計画的、効率的に

開発を進めることが必要である。

○ このため、本計画は、土地改良長期計画等において示された施策課題に対応し

つつ、計画等に描かれた農業農村の姿の実現に資するよう、今後の農業農村整備

事業の実施に必要な技術開発の方向や技術開発を効率的かつ緊急に進めるための

条件整備等について、平成１６年度を初年度とする五ヵ年計画としてとりまとめ

たものである。

○ また、本計画においては、農業農村整備事業の分野における技術開発の方向性

をできるだけ具体的に示すことにより、産学官における研究者、技術者が共通の

認識を持ち、より効率的な技術開発が促進されることを期待している。
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１．農業農村整備事業の分野における技術開発の基本方針

（１）技術開発による社会的な貢献と目指すべき成果

農業農村整備事業における技術開発は、農業農村の振興に係る各施策の展開と

密接に連携しつつ技術面から課題解決に取り組むとともに、新たな技術開発によ

って農業農村整備事業の未来を切り拓くという重要な責務を担っている。このた

め、本計画については、研究者、技術者の目標あるいは道しるべとなることが大

切であるとともに、本計画に掲げた技術開発の成果が広く国民に還元され、実感

されることが重要である。

ア 技術開発による社会的な貢献

人類の生存基盤は、古来から水と土を基礎とした農耕や牧畜を通じて形成さ

れてきた。

農耕は水と土に条件付けられて各地域で多様な形態をとり、生産性を向上さ

せることにより人類の増加を支えるとともに、文明の発祥や文化の形成に大き

く寄与してきた。

このような生存基盤を健全に維持していくためには、自然界における循環に

深く関わりをもつ水と土を健全に維持していくことが不可欠である。先人達は

知識と技術を駆使し、自然界の循環を尊重しつつ、食料生産基盤の形成をはじ

め水と土がもつ多様な機能を発揮させ、都市と農村との共生関係を保持してき

た。

生産活動の拡大にあわせて、このような努力を未来に向けて受け継いでいく

必要性は高まりつつある。こうした中で、農業農村整備事業は、農地や農業用

水の適正な整備と保全管理等を通じて、水と土がもつ機能が健全に発揮される

よう実施されることから、担うべき役割も大きく、事業に関する技術開発にあ

たっては、次のような社会的な貢献を目指して進めることが重要である。

○水と土から創出される食べ物をその生み出される場と過程も含めて人々から満

足と信頼を得られるものにする

○水と土が生産・自然・エネルギーと密接に関連する中で、担うべき重要な役割

を果たし、地球環境にやさしい循環型社会をつくる

○水と土を基礎として造られ国民の生産と生活の場となっている国土を、誰にと

っても快適で魅力あるものとして次の世代に継承する

イ 技術開発の目指すべき成果

農業農村整備事業は、農業生産及び農村の生活環境に係る基盤の整備を通じて

農業農村の振興を図り、食料の安定的な供給や農業の多面的機能の発揮に寄与す

るものである。

今後の事業展開にあたっては、農業の持続的発展と農村の振興など、食料・農

業・農村基本法の基本理念を踏まえ、新たな土地改良長期計画に示された「いの
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ち 「循環 「共生」の３つの視点から事業の効率的かつ重点的な実施に取り組」、 」、

んでいくことが求められている。このため、事業に関する技術開発は、次のよう

な具体的な成果の実現を目指して進めるものとする。

○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に資する

○農地と水の有効利用を図り、国民共有の財産として次世代に継承する

○災害を防ぎ安全・安心なくらしを実現する

○農地と水に係わる地域資源の円滑な循環により自然と農業生産を調和させる

○美しさと個性のある快適な農村環境を形成する

（２）農業農村整備事業における近年の施策課題

平成１５年１０月に策定された土地改良長期計画においては、国民・消費者

の食料・農業・農村に対する要請・期待に応えていくためには、食料・農業・

農村基本法の理念を国民・消費者に対してサービスを提供していく観点からと

らえ 「いのち 「循環 「共生」の視点に立ち、次の７つの施策目標のもと、 」、 」、

で環境との調和に配慮しつつ計画的かつ総合的に事業を進める必要があるとし

ている。

○意欲と能力のある経営体の育成

○総合的な食料供給基盤の強化

○安定的な用水供給機能等の確保

○農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献

○循環型社会の構築に向けた取組

○自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造

○個性ある美しいむらづくり

また、平成１５年度からは 「効率性の向上 「設計等の最適化 「調達の、 」、 」、

最適化 「地域特性の重視 「透明性の向上」の５つの視点で、事業の調査・」、 」、

計画段階から管理に至る全ての過程をコストの観点から例外なく見直す「農業

農村整備事業等コスト構造改革プログラム」に取り組んでいるところである。

さらに、平成１７年３月に策定された新たな食料・農業・農村基本計画にお

いては、農地・農業用水等の資源を、食料の安定供給や多面的機能の発揮の基

盤となる社会共通資本として位置付けており、こうした資源について、過疎化

・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、その適切な保全管理

が困難となっていることから、地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民

も含めた多様な主体の参画を得て適切な保全管理活動を促進することが重要で

あるとしている。
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（３）技術開発の基本方針

本計画においては、前述の技術開発の目指すべき成果及び農業農村整備事業に

おける近年の施策課題に対応するため、土地改良長期計画及び新たな食料・農業

・農村基本計画を踏まえた７つの施策課題にこれら全てに共通するコスト構造改

革を加えた以下の８つを技術開発の基本方針として設定する。

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安定的な用水供給機能等の確保に資する技術

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及び地域資源の適切な保

全管理に資する技術

⑦個性ある美しいむらづくりに資する技術

⑧効率的、効果的な計画・設計・施工・管理に資する技術
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２．施策課題と技術開発の視点

（１）意欲と能力のある経営体の育成に資する技術

農地の整備による生産性の向上と意欲と能力のある経営体への農地の利用集積

を進めることにより経営規模を拡大するほか、農業用用排水施設の整備による農

業経営基盤の強化を進め、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を

担う農業構造の実現を図ることが課題である。

（技術開発の視点）

上記の課題を踏まえた技術開発の視点と具体例を以下に示す。

①農地基盤に係る遠隔情報収集技術

・高齢化等で刻々と変化する水田等の生産基盤の整備・利用状況の把握手法と

して、ＧＩＳ、衛星データ等の活用により迅速かつ的確に情報収集を行う技

術の開発など

②農地の利用集積の推進方策に係る技術

・今後の農家経営形態及び維持管理組織について、平坦農業地域、中山間地域

等地域の特性を踏まえた予測手法及び対応手法の開発など

（２）総合的な食料供給基盤の強化に資する技術

農地の有効利用、中山間地域等における不利な生産条件の改善による耕作放棄

の発生防止、自給飼料の効率的な生産利用による畜産経営の安定化、良質な農産

物の域内・外への輸送の効率化などに資する農用地及び農業用道路の整備等を実

施することにより、農産物の安定的な供給に資することが課題である。

（技術開発の視点）

①新たな農地整備技術

・田畑輪換に対応し、畑作時には田面を傾斜化することにより高品質・高生産

を可能とする田面均平技術など精度の高い整備技術の開発

・水田の水位調整システムの高度化により、田畑輪換に対応し、立地条件及び

栽培作物に最適な地下水位調節技術の開発など

②地域特性に配慮した整備技術

・棚田保全のための地形条件に応じた簡易な整備など中山間地域に適合した、

省力、低コストの整備・保全・管理技術の開発など

③農業生産物の流通・情報システムの構築技術

・優良農業生産物の市場評価の分析解明とその活用手法及び情報発信手法の開

発など

（３）安定的な用水供給機能等の確保に資する技術

土地改良区等による適切な管理や必要な更新等を通じて農業用用排水施設の既

存ストックを有効活用するとともに、畑地における農業用用排水施設の整備を行
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うことなどにより、安定的な用水供給機能及び排水条件の確保を図り、良質な農

産物の安定供給及び農業用水の健全な循環を通じた親水空間の形成などに資する

ことが課題である。

（技術開発の視点）

①農業用用排水施設等を適切かつ効果的に補修・更新するための機能診断技術

・土・コンクリート構造物、施設機械等の劣化状況について、非破壊検査によ

り的確に機能を診断する技術の開発など

②農業用用排水施設等のライフサイクルコストを低減する補修・補強技術

・低コストで施工性及び耐久性に優れた水路構造物等の補修・補強工法に、高

靭性セメント複合材料等を用いる工法の開発など

③新材料、新工法を活用した農業用用排水施設の整備技術

・頭首工の整備において、排砂機能を確保しつつ、低コスト化、省力化及び景

観保全にも優れた洪水吐ゲートの開発など

④水資源の有効利用促進のための水利調整と用水再編に資する技術

・米政策改革等に伴う水利用の変化に柔軟に対応し、水管理情報の有効活用を

図ることが出来る農業用水管理システムやソフトウエアの開発など、

⑤安心・安全な食料供給と環境負荷の軽減に資する水質保全技術

・水質浄化技術として、植生、微生物等による自然浄化機能を効率的・効果的

に活用する技術の開発など

（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

農業災害を防止することにより農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併

せて農用地の保全を通じて国土の保全並びに地域住民の生命・財産及び生活環境

の安全の確保に資することが課題である。

特に、近年、想定を上回る集中豪雨の頻発や大規模地震の発生が見られている

こと等にも対応し、災害に強く、安全で安心な地域づくりに貢献するため、ため

池改修や地すべり対策等の整備部門と情報収集・提供体制等ソフト部門との連携

を図り、広域的な農地防災対策を推進することが重要である。

（技術開発の視点）

①農地の土壌侵食・土砂流出・地すべり防止技術

・地すべり地域等における正確な状況把握のため、省力型３次元電気探査法及

びハザードマップ化手法の開発など

②農業災害の効率的・効果的な復旧技術

・ため池の改修において、洪水の一時的な越流に耐えられるため池設計・施工

技術の開発など

③広域防災機能の増進、災害予測及び情報提供に資する技術

・水田の貯留機能に着目した排水システムの開発及び同機能が最大限に発揮で

きる管理運用技術の開発
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・中山間地域等農村地域のハザードマップの作成や情報提供などのソフト対策

による総合的な減災システムの高度化技術の開発など

④農地や住民の生命・生活を災害から守るための施設の安全性向上技術

・ため池等土構造物の破壊・崩壊過程の詳細なメカニズムの解明により、施設

の安全性の一層の向上を図る整備技術の開発など

（５）循環型社会の構築に資する技術

農業生産基盤の整備と併せ、農業用用排水の水質の汚濁防止を図る農業集落排

水施設の普及に伴い発生する農業集落排水汚泥や、家畜排せつ物等の有機性資源

の適正な循環的利用を行うための施設整備等を行うことにより、農業の特質を活

かした環境への負荷の少ない循環型社会の構築に資することが課題である。

（技術開発の視点）

①農業集落排水汚泥や家畜排せつ物等農村地域で発生する廃棄物の再利用と水質

浄化技術

・耕種農家の需要に対応した家畜排せつ物や農業集落排水汚泥等の再利用を促

進させる技術の開発

・農地の窒素循環・蓄積システムの解明により水田と畑の組み合わせによる地

形連鎖を利用した窒素浄化技術の開発など

②循環型社会を構築するための循環容量・社会システム・地域管理に資する技術

・バイオマス資源利用において、低コスト・低環境負荷・高変換効率型で、地

域特性に応じ価値の高い順に可能な限り繰り返し利用する技術と地域循環モ

デルの開発など

③自然エネルギーを利用した農業用用排水施設の管理技術

・エネルギー効率の高い自然エネルギー維持管理施設の開発など

（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及び地域資源の適切な

保全管理に資する技術

農村地域において住民参加による地域の合意形成を図りつつ、土地改良事業の

環境創造型事業への転換を進めることにより、自然と農業生産が調和した豊かな

田園自然環境を創造することが課題である。

また、農業の生産基盤であるとともに、食料の安定供給や多面的機能の発揮に

不可欠な社会共通資本である農地・農業用水等の地域資源について、農村の構造

変化や農業構造改革の進展に対応し、地域を基本としつつ保全管理を適切に行う

ことが課題である。

（技術開発の視点）

①地域資源の保全管理技術

・資源や農村環境の保全に係わる地域の多様な実態の解明により、保全管理の

活動指針の策定や地域の実情に対応した効率的・効果的な資源保全手法等の
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開発など

②農業・農村の有する多面的機能の定量的・経済的評価技術

・洪水緩和・水資源涵養等農業・農村の有する多面的機能について、地域特性

を踏まえ地域別に経済的評価を測定する手法を高度化する技術の開発など

③ビオトープ・ネットワークの形成技術

・魚類等の生息行動特性の解明と水理シミュレーションモデルにより、魚類等

が水田・水路間で移動が可能となる管理省力型で低コストな整備技術の開発

など

④自然環境、生態系保全、生物多様性に配慮・貢献する技術

・生態系や生物多様性に配慮・貢献し豊かな自然環境の場として提供するた

め、ため池等土地改良施設の再編整備技術の開発など

（７）個性ある美しいむらづくりに資する技術

農業生産基盤の整備と併せて農村生活環境施設の整備を実施することなどによ

り、農業の持続的な発展を核として、地域の特性を活かした美しい景観を備え豊

かな田園自然環境に囲まれた快適で魅力ある農村環境を形成し、農村の総合的な

振興を図ることが課題である。

（技術開発の視点）

①村づくりの計画技術及び合意形成技術

・地域固有の農山漁村景観の形成に資する景観要素の配置と管理状況等を三次

元画像シミュレーションにより定量的に評価する手法の開発

・住民の参画により、農村の持つ景観・環境・歴史等の地域資源を活かす村づ

くり計画手法の開発など

②個性ある村づくりに資する技術

・都市と農村の交流の拠点施設となる農産物直売所や体験交流型施設等の整備

・運営方法について、タイプ別モデルの開発など

（８）効率的、効果的な計画・設計・施工・管理に資する技術

平成１５年度より推進している「農業農村整備事業等コスト構造改革プログラ

」 、 。ム は 農業農村整備事業等の全ての事業プロセスを例外なく見直すものである

同プログラムでは、その見直しの視点として 「効率性の向上 「設計等の最適、 」、

化 「調達の最適化 「地域特性の重視 「透明性の向上」の５つを掲げ、設計」、 」、 」、

基準類の性能規定化の推進など弾力的な計画・設計の促進、民間企業の技術提案

を求める入札契約方式の積極的な活用、ライフサイクルコストを低減する技術開

、 、発の推進 新技術・新工法の積極的な導入などの施策を推進することとしており

これらを踏まえた技術開発が必要である。

（技術開発の視点）

①効率的、効果的な調査・設計に資する技術
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事業を実施するにあたって従来の効率性のみならず、対象となる施設の必要

性、緊急性、地域特性など総合的な評価を行い計画・設計するよう一層の取組

が必要である。

、 、・性能設計に向けた設計手法の試行と拡大への対応技術 施設の性能照査技術

施設の機能診断技術、地域全体を総合的に評価できる流出・排水水理解析モ

デルの構築、計画作成支援のためのＧＩＳ・情報通信・リモートセンシング

等情報化技術、複雑性地盤等の挙動解明技術、費用対効果の評価技術などの

開発

②効率的、効果的な施工に資する技術

施策成果の達成に向けて、より効率的で効果的な施工方法となるよう留意す

るとともに、コスト縮減の一層の取組が必要である。

・生態系や環境に配慮した新材料・新工法、軟弱地盤等難条件下における施工

技術、現地発生土・コンクリート廃材等のリサイクル技術などの開発

③効率的、効果的な管理に資する技術

地域資源の保全管理に資するとともに、省力、省コスト化等持続性を考慮し

た取組が必要である。

・ライフサイクルコストを低減する維持管理技術、施設の簡易な点検・補修技

術、施設の効率的な監視・管理技術、地域資源の保全管理技術などの開発
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３．具体的な技術開発

２．の施策課題と技術開発の視点を踏まえつつ、今後の農業農村整備事業を一

層効率的に推進するために必要となる技術開発の方向について、８つの技術開発

の基本方針ごとに総計２６の視点から検討した「具体的な技術開発」を別紙に示

す。

４．五カ年計画の推進に向けて

（１）技術開発促進のための条件整備

３．に掲げた具体的な技術開発については、着実かつ緊急に開発に取り組み、

実用普及化を進めることにより、農業農村整備事業に求められている課題に対応

していく必要がある。

このため、以下のとおり技術開発を促進し、開発された技術を活用する体制を

整備することとする。

ア 試験研究機関、大学、民間企業の役割と連携の強化

農業農村整備事業に関する技術開発については、独立行政法人などの試験研

究機関、大学、民間企業がその担い手となっている。

、 、これらの技術開発の担い手は それぞれ得意とする分野や内容を持っており

それぞれの特長を生かしていくことが、新技術の開発を効率的・効果的に進め

、 。るとともに 現場において十分に活用されていくことにつながると考えられる

また、技術開発を進めるに当たっては、試験研究機関、大学、民間企業が相

互に補完し合って、さらに技術開発力を高めていけるように、連携・協力して

取り組んでいくことが重要と考えられ、円滑に連携・協力が実現できる環境を

整えることが必要である。

イ 農業工学以外の学術分野との連携の強化

、 、前述の技術開発の基本方針で述べたように 農業農村整備事業の展開方向は

自然と共生する環境創造型事業への転換を進めつつ、農地や農業用用排水等の

農業生産基盤の整備等を実施するとともに、農業生産と田園自然環境の基礎と

なっている農業用水の健全な循環を維持・増進し、地域の特性を活かした美し

い景観に囲まれた快適な生活環境の形成などの総合的な取組を推進することと

している。

このため技術開発については、地域環境の保全・創造を重視する観点から、

農学、生態学、環境学及び生命科学を中心に、人文科学、社会科学等も含めた

総合環境学分野との連携を強化することが必要である。
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ウ 情報の提供体制の整備

ある目的を持った技術開発を効率的・効果的に進めるためには、技術開発に

携わる者に対してその分野の技術開発の課題や成果などのイメージを明らかに

したものを示し、目標とも道しるべともなるようにすることが大切である。

本計画はこうした考え方を踏まえて作成されたものであり、農業農村整備事

業に関する技術開発の直接の担い手である試験研究機関、大学、民間企業の研

究者、技術者はもとより、農業農村整備事業に関わる人々に適切に内容を伝え

られるよう、電子媒体をはじめ、さまざまな手段を通じて情報を提供していく

ことが必要である。また、農業農村整備事業を進めていくためには、それがど

のように役立つのかが広く理解されることが必要であるが、技術開発について

もどのような成果を生み社会に貢献しようとしているのかを示すべきである。

さらに、試験研究機関、大学、民間企業が連携・協力して取り組んでいくた

めには、それぞれがどのような技術開発に関心があるか、どのような技術・研

究者・技術者・施設・資金を持っているかなどの情報を知り、相互に共有する

必要がある。農業農村整備事業に関する技術開発を進める観点からは、行政に

とってもこのような橋渡しをすることは有益であり、積極的に取り組むべきと

考えられる。具体的には、試験研究機関、大学、民間企業から前述の事項につ

いての情報を提供してもらうとともに相互にそうした情報を閲覧し、共同研究

開発のパートナーを容易に見出せるような仕組みをつくることが必要である。

エ 技術開発を促進するための制度の整備・活用

現場における事業費の低コスト化、管理コストの低減等に資する技術の開発

を目的として、試験研究機関と民間企業が連携して行う技術開発に対する助成

制度を既に設けており、着実に成果をあげつつある。

今後、同制度の実施等を通じて官民の連携をより発展させて効率的・効果的

に技術開発を進めるためには、共同開発に参画する関係機関の対象範囲を拡大

し、多様な研究体制による取り組みについて、検討すべきである。

また、助成の対象とする技術開発のテーマの選考について、学識研究者など

から構成される第三者委員会において審査する仕組みを今年度から導入してい

るところであり、今後とも一層、透明性や客観性の確保に努める必要がある。

オ 事業実施現場における導入、普及の促進

農業農村整備事業においては、公共事業としての性格及び受益者への説明責

任等から、実績の少ない技術については導入に慎重にならざるを得ない状況に

ある。

しかしながら、技術開発の成果は最終的に現場において採用されてはじめて

その効果が現れるものであることから、新たな技術についての導入、普及に積

極的に取組むことが求められる。

このため、新技術を積極的に導入し、その効果の実証を通じて新技術の活用

と普及を図ることを目的とした支援措置を既に講じており、これを今後さらに
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積極的に活用するとともに、実証地区での機能監視の徹底やより一層の普及を

図るための技術指針等の策定を行い、国、県、民間企業等へ情報提供を行うほ

、 。か 新技術の積極的導入に係る現場技術者の意識高揚を図ることも必要である

カ 土地改良事業計画設計基準等の機動的改定

、 、開発された技術を広く普及させ 事業の一層の効率化を進める必要があるが

そのためには、開発された技術情報を、その評価も含めて広く公表し活用を促

すことが重要である。

新技術の導入、普及を促進するためには、当該技術を土地改良事業計画設計

基準等の技術基準類にすみやかに反映させることが重要であると考えられる。

土地改良事業計画設計基準については、これまで農業を取り巻く状況の変化へ

の対応や各種関連技術との整合を図る必要がある場合に改定されており、近年

では概ね５年毎に改定が行われている。

このようなことから、開発され広く普及が見込まれる新技術について同設計

基準等の改定時に積極的に掲載していくとともに、改定までの間については実

施地区事例集や技術指針等として整理し、迅速な効果発現に努めることが必要

である。

（２）技術者の意識の高揚

技術開発による効果の発現を促進するにあたっては、新技術を活用する現場技

術者の技術力の向上と新技術を積極的に活用していく意識の高揚を図ることが重

要な課題である。

このため、農業農村整備事業に携わる若年技術者等を対象に、新技術導入に関

する技術発表会等への参画や関係技術情報誌への投稿などの機会を大いに創出

し、自らの技術の研鑚と技術者としての意識の高揚が図られるような環境の整備

を進めることが必要である。

（３）五カ年計画のフォローアップ

、 、農業農村整備事業をめぐっては 長期にわたって変わらない課題がある一方で

時々刻々変容していく課題もある。技術開発に期待される内容についてもこうし

た中で変化していくのは当然であり、また、関連する技術分野の進歩・発展によ

っても影響を受けることから、技術開発については長期的に取り組む一方で、こ

うした変化に柔軟に応えていくことも重要である。

このため、技術開発の進捗状況や開発された技術の検証をしつつ、新たに必要

となる技術の追加など、必要に応じて計画の見直しを実施することとする。



別紙

技術開発の視点 技術開発のイメージ 備考

①農地基盤に係る遠隔情報収集技術
GIS、衛星データ等を活用した水田等の生産基盤の整備・利用状況をより迅速
かつ的確に把握する技術の開発

1

デジタルオルソ画像等を用いた農地、農道、水路等の整備・管理状況等の遠隔
測量技術の開発

2

②農地の利用集積の推進方策に係る技術
平坦農業地域及び中山間地域等地域特性を踏まえた、今後の農家経営形態、維
持管理組織の予測手法及び対応手法の開発

3

個人または団体が農地を利用集積する具体的手法の確立 4

集団経営や法人化の可能性を探る農地利用実態調査手法の確立 5

①新たな農地整備技術
立地条件と大規模輪作営農に応じ高品質・高生産を可能にする精度の高い農地
整備技術の開発

6

水田の水位調整システムの高度化により、田畑輪換に対応した地下水位調節技
術の開発

7

田畑共用利用のための農業水利系の計画手法の確立 8

新人工材料による土壌改良材を用いて保水力、保肥力を高めて高品質・高生産
性栽培農業を実現する技術の開発

9

②地域特性に配慮した整備技術
日照、降雨などの地域の自然条件を高度に利用するほ場の配置・区画等の整備
技術の開発

10

農業施設における低コスト環境制御技術（室温上昇抑制換気や冷房等）の開発 11

棚田保全のための地形条件に応じた簡易な整備など中山間地域に適合した省
力、低コストの整備・保全・管理技術の開発

12

③農業生産物の流通・情報システムの
　構築技術

青果物の予冷、冷蔵において、大気放射冷却等の自然冷熱を集蓄積して活用す
る技術の開発

13

優良農業生産物の市場評価の分析解明とその活用手法及び情報発信手法の開発 14

水利機能をはじめとする性能に着目した稼動施設の現況機能診断技術の開発 15

土・コンクリート構造物、施設機械等の劣化状況を非破壊検査により診断する
技術の開発

16

パイプラインの漏水と異常箇所の早期発見技術の開発 17

②農業用用排水施設等のライフサイクル
  コストを低減する補修・補強技術

表層概査手法による農業水路等のコンクリート構造物の構造性能及び補修・補
強材の耐久性能の照査技術の開発

18

強化プラスチック複合管等を用いた管水路や水路トンネルの改修工法の開発 19

高靭性セメント複合材料（繊維補強セメント複合材料）を用いた水路構造物等
の補修・補強工法の開発

20

パネル材等の新材料を用いた老朽化水路の内張補修工法の開発 21

樹脂等の新材料を用いたコンクリート補修工法の開発 22

柔構造底樋によるため池改修工法の開発 23

広域集水型雨水地下貯水槽の開発 24

排砂機能を確保つつ、低コスト化・省力化及び景観保全にも優れた洪水吐ゲー
トの開発

25

構造物・基礎地盤監視のための光ファイバによるハイブリッドセンシングシス
テムの開発

26

地形や用地の制約条件に柔軟に対応できる低コストな配管工法と流量制御技術
の開発

27

①農業用用排水施設等を適切かつ効果的
  に補修・更新するための機能診断技術

具体的な技術開発

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．安定的な用水供給機能等の確保に資する技術

③新材料、新工法を活用した農業用
  用排水施設の整備技術

13



技術開発の視点 技術開発のイメージ 備考

④水資源の有効利用促進のための水利
  調整と用水再編に資する技術

渇水時等における用水管理の意思決定過程をモデル化し、需要と供給の調整等
の配分モデルを開発

28

水田地域における田畑輪換利用のための用水再編手法の確立 29

米政策改革等に伴う水利用の変化に柔軟に対応できる農業用水管理システムや
ソフトウエアの開発

30

地球温暖化が河川流況や出水時期に及ぼす影響予測とそれを組み入れた水利用
システムの開発

31

⑤安心・安全な食料供給と環境負荷の
  軽減に資する水質保全技術

閉鎖性水域の水理・水質解析モデルを開発し、富栄養化現象の解明と各種浄化
技術の評価手法の開発

32

農地の自然浄化機能の定量的評価に基づく農業用用排水施設の管理など循環型
水資源活用法の開発

33

低コスト小規模農業集落排水処理施設の改良改善技術の開発 34

植生、微生物等自然浄化機能を活用した効率的・効果的水質浄化技術の開発 35

機械・電気的技術の導入によるコンパクトかつ効率的な水質浄化技術の開発 36

地域特性に応じた水質浄化システム計画の改善など高度化手法の開発 37

①農地の土壌侵食・土砂流出・地すべり
  防止技術

地すべり地域等における省力型３次元電気探査法及び探査結果のハザードマッ
プ化手法の開発

38

３次元解析などによる大規模地すべりのシミュレーション手法の確立 39

水抜き工等の地滑り防止施設の機能低下要因を究明し、適正な維持管理を可能
とする新たな対策技術の開発

40

畑地傾斜地における排水路の溢水制御による侵食防止技術と低コスト化水路の
開発

41

干潟や湿原の土砂堆積による排水不良や流れの阻害を低減する新たな技術の開
発

42

水田・畑におけるカドミウム等の重金属の効果的な除去や無毒化技術の開発 43

②農業災害の効率的・効果的な復旧技術 二次災害を防止する農業用貯水施設の復旧工法技術の開発 44

農地及び農業用施設の災害復旧工法技術の開発 45

洪水の一時的な越流に耐えられるため池設計・構築技術の開発 46

復旧資材の搬入等農村地域のアクセス確保方法を即時に判断する復旧支援計画
策定システムの開発

47

③広域防災機能の増進、災害予測及び
  情報提供に資する技術

水田の貯留機能を活用した排水システムの開発及び同機能を最大限に発揮する
ための管理運用技術の開発

48

想定最大地震および最大豪雨に対応できるため池等の耐震・耐豪雨設計手法の
開発

49

農村地域に適したソフト対策（ハザードマップ作成、情報伝達技術等）を中心
とした総合的な減災システムの高度化技術の確立

50

データ通信による地すべり関連データの遠隔監視技術及び危険情報の送受信シ
ステムの開発

51

④農地や住民の生命・生活を災害から
  守るための施設の安全性向上技術

豪雨、地震等による農業用施設の被害メカニズムの解明と危険度評価手法の開
発

52

ため池等土構造物の破壊・崩壊過程の詳細メカニズムの解明とこれを踏まえた
築造技術の開発

53

景観や生態系に配慮した農業用施設・農地海岸保全施設による強風・塩害・高
潮対策技術の開発

54

４．災害を防ぎ安全・安心な暮らしを実現する技術
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技術開発の視点 技術開発のイメージ 備考

耕種農家の需要に対応した家畜排せつ物や農業集落排水汚泥等の再利用促進技
術の開発

55

窒素循環・蓄積システムの解明及び水田と畑の組み合わせによる地形連鎖を利
用した窒素浄化技術の開発

56

バイオマス発電等による家畜排泄物の有効利用技術の開発 57

再資源炭等の水質浄化材や土層改良材としての利用技術の開発 58

農村地域資源の循環容量、環境容量の評価手法の開発 59

生活廃水、農業用水の循環利用に伴う流域水質予測手法の開発 60

地域特性に応じた低コスト・低環境負荷・高変換効率型のバイオマス多段階利
用技術と地域循環モデルの開発

61

性能・ライフサイクル等の視点をふまえて、経済性評価・環境影響評価を考慮
したバイオマス利活用計画策定手法の開発

62

循環型農村地域社会の継続性を確保する集落活動等の社会システム構築手法の
開発

63

重金属等に対する安全性を確保するための資源化及び再利用判定基準の開発 64

エネルギー効率の高い自然エネルギー維持管理施設の開発 65

ため池や耕作放棄地等の資源を有効活用し、自然エネルギーを生み出す技術の
開発

66

①地域資源の保全管理技術
資源や農村環境の保全に係わる地域の多様な実態を分析し、保全管理の活動指
針の策定や手法の開発

67

NPO法人による里山、棚田、伝承文化等の地域資源の維持や休耕田を活用した
農村環境の管理を想定した協働管理システムモデルの開発

68

水土里ネット等による地域管理機能、特に中山間地域における水・国土の保全
管理機能の評価手法の開発

69

集落機能の低下が用水管理へ及ぼす影響とこれによる生活環境への影響の解明
と対策手法の開発

70

②農業・農村の有する多面的機能の定量
  的・経済的評価技術

洪水緩和・水資源涵養など農業農村の有する多面的機能を地域特性別に解明し
経済的に評価する手法の高度化技術の開発

71

農村の生物多様性・生態系保全機能・水質浄化機能・景観・教育機能等の機能
を経済的に評価する手法の確立

72

農村地域における水の多面的役割を地域をつくる基本的要素として評価し、地
域づくりに役立てていく手法を構築する技術の開発

73

農業農村整備における事業特性に対応した環境影響評価指標の抽出手法の開発
及びそのモニタリング手法の高度化技術の開発

74

③ビオトープ・ネットワークの形成
  技術

水田を中心としたビオトープ・ネットワーク形成のための環境モニタリング及
び生態系調査の改善・高度化技術の開発

75

遺伝子鑑定等新技術を用いた水田水路系生態ネットワークの連携等の定量的評
価手法及び対策技術の開発

76

魚類等の生息行動特性の解析と水田・水路間の移動を確保する管理省力型で低
コストな整備技術の開発

77

④自然環境、生態系保全、生物多様性に
　配慮・貢献する技術

ため池など土地改良施設を生態系や生物多様性を保全する豊かな自然環境の場と
して再編整備する技術の開発

78

休耕田や耕作放棄地を活用した湿地生態系の復元や生物多様性を確保する手法の
開発

79

湿地の持つ生態系保全や水質浄化機能を改善・増進するための生態系監視・管
理技術の開発

80

生態系等に配慮した頭首工魚道等の設計技術の開発、特に水量の減少や下流水
位低下に対処可能な設計技術の開発

81

②循環型社会を構築するための循環容
  量、社会システム、地域管理に資する
　技術

①農業集落排水汚泥や家畜排せつ物等
  農村地域で発生する廃棄物の再利用
  と水質浄化技術

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及び地域資源の適切な保全管理に資する技術

③自然エネルギーを利用した農業用
  用排水施設の管理技術
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技術開発の視点 技術開発のイメージ 備考

①村づくりの計画技術及び合意形成技術
地域固有の農山漁村景観の形成に資する景観要素の配置と管理状況等を三次元
画像シミュレーションにより定量的に評価する手法の開発

82

農村の持つ景観、環境、歴史などの地域資源を活かす住民参加型村づくり計画手法
の開発

83

農業・農村の社会的資源と人文的資源及び情報システム等を活用した都市・農
村交流手法及び混住化社会における合意形成手法を開発

84

市町村の広域合併に対応した農村コミュニティ再編要件の解明と対応技術の開
発

85

②個性ある村づくりに資する技術
耕作放棄地や休耕田を活用した農業体験施設の整備による体験型農業観光展開
手法の開発

86

農産物直売所や体験交流施設等のタイプ別拠点施設の整備・運営モデルの開発 87

伝統的農業土木技術と資産の評価手法と活用技術の開発 88

性能設計に向けた設計手法の試行と拡大への対応技術の開発 89

施設の性能照査技術の開発 90

施設の機能診断技術の開発 91

地域全体を総合的に評価できる流出、排水水理解析モデルの開発 92

計画作成支援のためのＧＩＳ、情報通信、リモートセンシング等情報化技術の
開発

93

複雑性地盤等の挙動解明技術の開発 94

費用対効果の評価技術の開発 95

②効率的・効果的な施工に資する技術 生態系や環境に配慮した新技術・新工法の開発 96

軟弱地盤等の難条件下における施工技術の開発 97

現地発生土、コンクリート廃材などのリサイクル技術の開発 98

その他低コストで効率的な施工技術の開発 99

③効率的、効果的な管理に資する技術 ライフサイクルコストを低減する維持管理技術の開発 100

施設の簡易な点検・補修技術の開発 101

施設の効率的な監視・管理技術の開発 102

地域資源の保全管理技術の開発 103

①効率的・効果的な調査・設計に資する
　技術

８．効率的、効果的な計画・設計・施工・管理に資する技術

７．個性ある美しい村づくりに資する技術
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