
５．目指すべき姿の実現に向けた取組事項 （１）重点取組事項

②技術開発を促進するための仕組みづくり

○ 技術開発の研究者だけではなく、地域の多様な関係者

が一体となって現場実証の実例を増やし、開発意欲を醸成。

○ 取組内容

 事業現場で取り組む新技術の実証計画を登録する
仕組みを構築

 現場技術者の業務効率化、開発された技術を共有
できるシステム等の検討

【従来】

試験研究機関

研究開発

事業現場

条件が適合する
技術を採択

【実証計画の登録制度導入】

試験研究機関

詳細な現場条件を
前提とした研究開発

事業現場

現場において実証可能な
技術を積極的に登録

成果のフォロー

アップにより、

全国的な普及

を促進

◆事業現場からの実証計画の登録

○ 国、地方公共団体、土地改良区等の技術者や若手
研究者の減少。
→幅広い分野・世代から現場及び研究開発を支える
人材を確保し、育成する必要。
○ 取組内容

 農業農村工学系の高等学校や大学からの参画
促進

 デジタル技術を含む農業農村工学以外の分野
の技術者及び研究者との交流等推進

 農業農村工学の技術者に対する研修の充実等

③幅広い技術者及び研究者の確保と育成

◆大学・大学院からの参画促進例

国

・
県
等

民
間
会
社

農
業
農
村
工
学
系
大
学
・
大
学
院

１．技術課題の検討依頼 （業務委託等＝研究費）

教員が現場から研究課題を発掘

学生、院生が農業農村工学の意義や地域課題への貢献を実感

２．日常的に技術相談が出来る関係を構築

３．インターンシップの受入枠拡大

４．十分なスキルを持つ高度人材を積極的に採用・確保 10

現場から研究・教育への支援



11５．目指すべき姿の実現に向けた取組事項 （２）留意すべき事項

①気候変動、カーボンニュートラル、SDGｓなど地球規模の課題への対応

SDGｓ
SDGｓの実現に向けて、自然資本及び環境に立脚した農業・農村

が果たす役割は大きい。

○ 取組内容

➢食料の安定供給及び農業の持続的発展（SDGｓ目標2に貢献）

➢農業・農村における再生可能エネルギーの導入（目標7）

➢気候変動への適応力強化（目標13） ➢農業用水の効率的な利用（目標6）

➢生態系サービスの視点からの評価・保全手法の検討（目標15）

気候変動

気候変動の影響が様々な面で現れており、これらの影響を緩和し

適応していくための対策が必要。

○ 取組内容

➢ため池の防災・減災対策、排水機場、排水路等の整備による農地の湛水防止、

災害時の施設被災状況の可視化・共有等のソフト対策に資する技術開発

※流域治水の視点に留意

➢農業水利施設等のICTを活用した計画的・効率的な補修・機能強化

ため池の外来種駆除

◆再生可能エネルギーシステムの例

農業水利システムでの
小水力発電

安定的採熱と
ヒートポンプ利活用

◆生態系の保全活動

カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出を抑制する脱炭素の取組の推進が必要。

○ 取組内容

➢地域資源を活用した小規模発電や熱供給等に係る技術開発、農業水利施設の

建築物における木材利用の推進

◆ため池防災支援システム

営農型太陽光発電 バイオガス発電
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５．目指すべき姿の実現に向けた取組事項 （２）留意すべき事項

③産学官の現場レベルからの連携

○ 取組内容

 地域の農業者、技術者：課題の抽出、技術
の導入・改良の提案

 大学や企業の研究者：新たな技術の組合せ、
試行、実証

○ 現場技術者から研究者への受託研究、共同研究

など多様な接点を活用。

○ 国は官民連携新技術研究開発事業等を活用して

支援。

⑤ユニバーサルデザインの推進

⑥継続的なフォローアップと評価の実施

○ 本技術開発計画の実効性を高めるため、

技術開発・普及の状況のフォローアップ、情報共有、

計画の達成度の評価に取り組む。

○ 誰でも働きやすく暮らしやすい農業・農村の創造

に向けて、取組を一層推進。

○ 取組内容

 農林水産省：自ら定める基準類に新技術を
速やかに反映するための仕組みを検討

 研究者、事業現場等：安価な既存技術の組
合せによる低コスト化、農業者に応じたユー

ザーインターフェースの開発

④社会実装に向けた取組の強化

②幅広い分野・世代の人材への広報

○ 取組内容 将来の農村を担っていく幅広い分野・

世代の人材を巻き込む。

 動画コンテンツ、SNS等を用い
た農業・農村の魅力発信

 国、地方自治体、地域の土地改
良区、技術者、研究者等が連携

して必要な技術情報を発信 農業農村工学会
LINEポスター（R2.7月）

PDCAサイクルによる
継続的な技術開発



13６．技術開発の実施内容 （１）政策課題１：生産基盤の強化による農業の成長産業化

政策目標２ 高収益作物への転換、産地形成を通じた産
地収益力の強化

政策目標１ 担い手への農地の集積・集約化、スマート農
業の推進による生産コスト削減を通じた農業
競争力の強化

政策課題１ 生産基盤の強化による農業の
成長産業化 ～ 産業政策の視点 ～

○条件不利地へのスマート農業導入の可能性の検証や基
盤整備に資する技術

土地改良長期計画

◆自動走行農機等の導入に対応した基盤整備

基地局

誤差補正情報

位置情報

自動走行農機

RTK-GNSS基地局により、
高精度の自動走行を実現

ターン農道の設置

有機栽培での小型除草ロ
ボットによる機械除草

AIによる除草支援
（スマート除草技術）

スマート除草ロボットによる
雑草識別、農薬の選択

有機栽培における
雑草手取の労働力不足

生産圃場における
雑草の多様化

生産の効率化達成

AIを活用した無人草刈機等による除草

【スマート農業の実現に資する基盤整備技術】

○農業基盤整備の効率化・低コスト化に資する技術
（例：農地及び農業水利施設の３次元データを活用した測量・設計及

び情報化施工、簡易で低コストの排水改良）

○ほ場の効率的な水管理技術
（例：ほ場‐広域連携型水管理システム、ICTを備えたほ場の自動給
水機・給水栓の改良・普及、渇水被害を自動的に回避するリア
ルタイム水制御）

○スマート農業導入に適した農業基盤整備に資する技術
（例：自動走行農機に適した形状のほ場、ほ場周縁、進入路の計画・

整備手法）

重点化する技術開発テーマ

【効率的な営農を支える基盤整備技術】

除草の自動化を可能とする畦畔・ほ場周
縁の基盤整備の推進

○ICTを活用した環境負荷低減や低投入型の農業の実践
に資する技術
（例：生育環境の監視、制御、保全技術）

○水田の汎用化・畑地化に資する整備技術
（例：簡易で効率的な暗渠排水の整備）

○畑地、樹園地のかんがい設備等の改良・普及
（例：傾斜地における低コストかつ省エネルギーの点滴かんがいシス

テムの開発）

【農業の高収益化に資する基盤整備技術】



14

６．技術開発の実施内容 （２）政策課題２：多様な人が住み続けられる農村の振興

政策目標３ 所得と雇用機会の確保、農村に人が住み続
けるための条件整備、農村を支える新たな
動きや活力の創出

◆ 鳥獣害防止技術

◆情報通信環境整備

政策課題２ 多様な人が住み続けられる農村の振興
～ 地域政策の視点 ～

土地改良長期計画

熱媒入口

0.9m

5.6m

ポリエチレン
ヘッダーパイプ

ポリエチレン
ヘッダーパイプ

熱媒出口

φ6mmポリエチレン細管 : 117本

長さ

高さ

これまで購入電力に依存し
てきたハウス等農業施設の
冷暖房等のランニングコスト
を削減。

水路に設置できるシート状熱交換器

◆農業用水のエネルギー活用

通電性を向上させた電気柵システムの開発
鳥獣わなセンサー

排水機場

ファームポンド
P

給水栓・
落水口

分水ゲート

光ファイバ

水位・流量
パイプライン

鳥獣わな
センサー

頭首工

ため池ため池

P

無線
基地局

無線
基地局

農道橋
公衆無線
LAN

公衆無線
LAN

排水路

ハウス
環境計測

揚水機場

農作業体験施設

林間広場施設

※ 無線基地局は地域の実状を踏まえて適切な
通信規格（LPWA、BWA、Wi-Fi等）を選定

直売所直売所

自動走行農機
（VRS利用）集 落

集落排水

無線
基地局 無線

基地局

排水機場の
監視・制御

○効率的な鳥獣害防止技術（例： ICTを活用した鳥獣用わな）

○農業・農村における再生可能エネルギーの生産、普及
（例：開水路に設置できる高効率な小水力発電用水車、 農業用水

路の熱利用）

○農村自立型エネルギーシステムの開発

○木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術や優
れた建築用木材の普及推進

○生態系サービスの保全・活用に資する技術
（例：水路に生息する生物種の自動判別技術や簡易な個体数解

析プログラム、生物種データベースの整備）

○農業集落排水施設における平常時・非常時を通じたエ
ネルギーの最適利用の実現に資する技術

○橋りょう、トンネル等の農道施設の点検・診断のコスト
削減、省力化に資する技術

技会「農林水産研究推進事業現場ニーズ対応型研究」PR版より

【農村における脱炭素の推進に資する技術】

【農村の生活インフラの保全管理に資する技術】

【農村環境の保全技術】

重点化する技術開発テーマ

○土地利用の最適化や荒廃農地の発生防止・解消に
資する技術
（例：景観作物の栽培や放牧等の粗放的農地利用）



６．技術開発の実施内容 （３）政策課題３：農業・農村の強靱化 15

政策課題３ 農業・農村の強靱化
～ 両政策を支える視点 ～

政策目標５ ICTなどの新技術を活用した農業水利施設
の戦略的保全管理と柔軟な水管理の推進

政策目標４ 頻発化・激甚化する災害に対応した排水施
設整備・ため池対策や流域治水の取組等に
よる農業・農村の強靱化

土地改良長期計画

○データ駆動型ライフサイクルマネジメント技術
（例：農業水利施設の３次元モデルのデータベースの構築）

○デジタル技術を活用した農地及び農業水利施設の維
持管理の省力化技術
（例：ドローンを活用した３次元データ取得等による現況把握や遠

隔点検、地域の施設群のストック最適化）

○農業水利施設の劣化診断・劣化予測の技術
（例： AIによるひび割れ等の自動検出、３次元点群データによるた

め池の変状解析）

○農業水利システム全体の水制御に関する技術
（例：衛星データを用いた広域的な水利用の動向把握）

ダム放流操作

事前放流（イメージ）

◆農業用ダムの事前放流

○ため池の防災・減災対策に資する技術
（例：ため池改修のデジタルプラットフォームの開発）

○農地・農業水利施設の耐震化及び津波対策に資する
技術
（例：液状化を防止するための土の締固め管理、津波減衰に効果

的な農地や用排水路の配置）

○流域治水に資する技術
（例：農業用ダムの事前放流の効果検証、必要水位低下量の簡易

判定、営農と両立した田んぼダムの活用手法等検証、施設の
安全性・緊急性を自動判断するシステムの開発）

○地域防災力向上に資するソフト対策
（例：災害対応計画、防災マップ作成手法）

重点化する技術開発テーマ

【激甚化する災害への対応技術】

【農業水利施設の戦略的保全管理技術】

◆水田の活用(田んぼダム)

堰板

下流域の湛水被害
リスクを低減

◆ AIを活用した機能診断の効率化

現状 将来予測

画像診断技術を
活用し、写真か
らAIが施設の
機能診断を実施

AI

・軽微な変状が
見られる。
・10年後に変状が
顕著になる見込み
がある。

流域治水

じん

じん

じん
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昨今の情勢を踏まえた留意事項

６．参考 昨今の情勢を踏まえた留意事項への対応

○ 以前の技術小委で提示した留意事項を、技術開発計画の目指すべき姿の実現に向けた取組事項等に

反映し、関連する技術開発を進めていく。

○農業農村整備の現場における技術ニーズ
• ICTの活用、エネルギー等地域資源の活用など、
現場においてニーズが高いものの対応する技術
シーズが不足している分野

○ ＩＣＴ、デジタル化等の新技術を活用した技術
の開発・普及

• 昨今急速に発展してきたＩＣＴ、デジタル化等の新技
術を、農業農村整備においても積極的に活用

○農村地域が有する多様な資源の保全と活用
• 農村の持つ多種多様、有形無形の地域資源を、
持続可能な形で最大限活用

○持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点を考慮
• SDGsに対する国内外の関心の高まりを踏まえ、自
然資本及び環境に立脚する農業・農村においても
考慮する必要

○気候変動リスク等への対応強化
• 気候変動の影響は様々な面で現れており、その影
響を受けやすい農業・農村としても対応を強化

技術開発計画（案）抜粋

気候変動、カーボンニュートラル、SDGｓなど
地球規模の課題への対応

産学官の現場レベルからの連携

技術開発を促進するための仕組みづくり

スマート農業推進のための基盤整備

• 国及び地方公共団体の技術者が現場のニーズの把握、新技術の導
入等を実施

• スマート農業の土台となるほ場とその周縁、情報基盤等に関する技
術開発

• 地域資源の情報を含むオープンデータプラットフォームの整備

• 産学官が相互に連携し技術開発を行う体制を整備

• 気候変動の影響の緩和・適応のための技術開発
• カーボンニュートラルの実現に資する技術開発
• SDGｓの各目標の達成に貢献する技術開発

４ 目指すべき姿の実現に向けた取組事項

計

画

に

反

映


