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平 成 ２ ３ 年 ８ 月
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１．普及事業のあり方検討の経緯

事業仕分けの指摘（参考１）を契機として、国と都道府県（以下、県という。）の役割分担を含め、

時代の要請に即した普及事業のあり方を検討し、抜本的な見直しを行うため、農林水産省に「普

及事業のあり方検討会」（座長：篠原副大臣）を設置し、検討を行った。

普及事業のあり方検討会において、農林漁業者、地方自治体、関係団体、ほか外部有識者等

から意見を伺い、協同事業としての普及事業の意義、普及事業が直面する主要な課題と今後の

対応方向を検証し、その改善方策をまとめた。

１

＜検討経過＞

平成２３年１月２６日 第１回 普及事業のあり方検討会

２月 ９日・２２日、３月１１日 農業ワーキングチーム

２月２３日、３月 ３日 林業ワーキングチーム

２月１８日、３月 ９日、５月１９日 水産業ワーキングチーム

４月２６日 農・林・水合同ワーキングチーム

６月 ６日 第２回 普及事業のあり方検討会



２．普及事業の現状

○厳しい財政事情等により、普及指導員数やその活動費が減少。

○普及事業に求められる技術や課題が高度化・複雑化するなか、普及指導員の負担は増加傾向。

○ 普及指導センター数の減 （カ所）

出典：普及事業の組織及び運営に関する調査

○普及指導員の年齢構成の偏り

～30歳 31～40歳 41～50歳 51歳～

H16 12.5% 33.2% 29.4% 24.9%

H18 9.5% 30.5% 34.8% 25.1%

H20 5.4% 27.4% 41.0% 26.2%

出典：普及指導員の活動実態調査

出典：普及指導員の活動実態調査

○普及指導員の１人１か月当たりの活動時間 （時間/月）

○普及指導員１人当たりの農業者に対する研修・講習会
等の開催回数 （回）

○普及指導員が個別指導した新規就農者数 （人）

○普及関係事業費（交付金＋県費）の減 （百万円）

出典：普及指導員の活動実態調査

出典：協同農業普及事業関係資料
（Ｈ22は年度当初のモニタリング調査数値）

普及活動における負担は増加傾向

H16 H18 H20 H22

全国 447（100） 395（88.4） 387（86.6） 369（82.6）

H16 H18 H20 H22

全国 74,648 （100） 67,894 （91.0） 61,956 （83.0） 58,620 （78.5）

H16 H18 H20

全国 151.1（100） 152.5（100.9） 155.5（102.9）

H16 H18 H20

全国 25.4（100） 26.1（102.8） 25.8（101.6）

H16 H18 H20

全国 13,283（100） 13,343（100.5） 14,722（110.8）

○普及職員数の減 （人）

出典：普及事業の組織及び運営に関する調査
（Ｈ22は年度当初のモニタリング調査数値）

H16 H18 H20 H22

全国 9,332（100） 8,633（92.5） 8,084（86.6） 7,755（83.1）

出典：普及指導員の活動実態調査

○普及指導員が指導した農業法人数 （法人）

H16 H18 H20

全国 8,743（100） 9,606（109.9） 11,858（135.6）

※各表の括弧内はH16 に対する割合（％）

普及指導員の数や活動費等が低下傾向

求められる技術や課題が高度化・複雑化

○多様なニーズに対応した技術の指導
○６次産業化・経営力高度化の支援
○広域鳥獣害被害への対応

出典：普及事業の組織及び運営に関する調査
（Ｈ22は年度当初のモニタリング調査数値）

農業分野の状況
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３．普及事業の今日的意義

（１） 普及事業は、地域に精通した普及指導員が直接農林漁業者に接し、技術を核として、新し

い技術・知識の普及や農林漁業者・地域の実情に応じた様々な課題の解決、地域のコーディネー

トを行い、農林漁業者の持続的な生産活動をサポートすることにより、農林漁業の持続的発展と

農山漁村の振興を図ろうとする、農政推進に資する最も基本的な手法の一つである。

これは、食料・木材の安定供給や環境と調和した食料生産の推進、地球温暖化対策における

森林吸収量の目標の達成などの国家的な農林水産政策の推進に必要不可欠。

（２） 今後とも、食料の安定供給は言うまでもなく、食料自給率の向上、担い手の育成・確保、森

林・林業再生プランの推進、水産資源の管理、食品の安全性確保など、現場の生産活動と密接

不可分な喫緊の政策課題が数多くあり、農林漁業者の生産活動を支えながら、政策課題に対応

していく普及事業の取り組みが益々重要。

（３） 今般の東日本大震災では、迅速に地域の被害状況を把握し、被災農林漁業者の経営相談

や除塩等の復旧技術の導入、関係団体の調整を牽引するなど重要な役割（参考２）。今後の復興

に向けた取組においても、自然調和型産業を核とする活力ある産業の育成や地域農林水産業の

再生に普及事業が一翼を担うとともに、その知見の全国的な共有を通じ、日本の農林水産業の再

生につなげていくことが期待。

３



○今後とも国と県が協力して取り組むべき政策課題があるなか、以下の理由により、国の交付金は必要不可欠。

①重要な普及事業の基盤を国として支持

②国と県の協同性を確実に担保し、国の政策推進を含めた協同事業の実効性を確保

※交付金がなくなると、県が力を入れる課題への取組のみの対応になり、協同事業が形骸化する恐れ

４．国と県の協同事業の必要性

４

（国と県が協力して取り組むべき政策課題の例）

国政に沿った戦略作物の導入促進（飼料用作物・米粉米等）、新しい生産手法の導入促進（6次産業化、生産工程管理、

総合的病害虫管理、低コスト木材生産技術）、水産資源の管理・漁場環境の改善促進、広域的課題への対応技術の導入

促進（鳥獣被害、地球温暖化、花粉症対策等）など

（１） 食料の安定供給、食品の安全性確保等の国の責務を果たしつつ、農林水産業の持続的発展を促進す

るには、農林漁業者に対する全国一定水準の技術的・政策的サポートが不可欠。そのため、国は、普及事業

による全国的なサポートの仕組みを構築することが必要。

（２） 普及事業の実施に必要な専門家を継続的に養成し、地域や県政とのつながりを保ちつつ一定規模の

安定的な組織活動として維持するには、県に普及職員を設置することが最適。

（３） このため、国は農業改良助長法等に国と県の協同事業として普及事業の枠組みを定め（参考３）、国と

県で方針を共有し、役割と経費を分担しながら、協同で普及事業を推進。

（４） 農林水産業をめぐる環境が厳しさを増す中、国と県が協力して取り組むべき政策課題は多く、それらを

地域の実情に応じた形で現場に迅速に浸透させることが求められており、国と現場の普及組織との一層の

連携強化が不可欠。

協同事業の必要性

国の交付金の必要性



○普及事業における国と県の基本的な役割分担等を整理する必要。
○国は、国が強力に推進すべき全国的課題について重点的に関与・支援し、迅速かつ効果的に推進。

地域特産物の開発・普及

地域ブランド産地の育成

普 及 事 業国 県

役

割

主
要
な
取
組
課
題
例

①普及制度の発展
・全国的な水準の確保
・情報システム等による全国的な情報共有、県間の広域

連携の推進
・普及制度の維持・改善

②国政推進への活用
・国政推進に必要な普及事業の推進（運営指針等）
・普及現場の情報を踏まえた国政の推進
・県に対する技術的課題等への指導・助言

①普及事業の運営
・農林漁業者に対する技術等の普及指導
・普及指導員、普及指導センター、県農大の設置・運営

②県政の実施
・国の運営指針と県政をすり合わせた実施方針の策定
・実施方針に基づく普及指導計画の策定
・普及活動に係る国との連絡調整

普及組織の機能の改善・強化

６次産業化

食品の安全性向上

先進的な農林漁業者への支援
意欲ある多様な担い手の育成・確保

定着までの普及促進を要する政策
・生産工程管理 ・森林施業の集約化
・持続型農業、労働安全 等

広域的課題対応
・大規模災害 ・地球温暖化
・鳥獣・クラゲ被害
・花粉症対策 等

森林吸収源対策

国産材安定供給

流域の適切な森林整備・保全

食料・木材自給率の向上
・戦略作物の導入促進 等

水産資源管理・漁場環境改善

国と県の役割分担等の明確化

県が力を入れて推進すべき課題国が強力に推進すべき全国的課題

５



普及事業を支える国の交付金予算について、国民に対する説明責任を果たすため、国と県の役割分担と普及

事業の強化の方向に対応した交付金額の算出及び配分の仕組みに見直す必要。

厳しい財政事情等により、普及指導員数やその活動費が減少するなか、農林漁業者の多様なニーズや新たな

課題に対して、限られた資源の制約の下で普及事業が効果的・効率的に対応できるようにするため、上記の連

携強化とともに、新たな人材登用や普及指導の高度化を図る必要。

農林漁業者の技術的ニーズの高度化や、複雑かつ多様な政策課題への対応、意欲ある多様な担い手の迅速

な育成等が求められるなか、農林漁業者・地域の技術・経営の高度化等を加速化するため、普及・研究・教育・

行政の連携を強化し、新規参入から地域の中核的担い手等に至るまで、各段階に応じて必要となる技術・経営

支援や地域の合意形成等の支援を総合的に推進する必要。

５．普及事業の課題と対応方向

６

（２） 普及・研究・教育・行政の連携強化

（４） 国の支出改革

（３） 普及事業の機能強化

○普及事業の効果的・効率的な推進に必要な課題と対応方向を以下に示す。

農林水産業の再生に向けて、攻めの担い手や農林漁業の成長産業化を実現するため、新たな取組にチャレン

ジする先進的な農林漁業者や経営改善を加速化しようとする農林漁業者に対し、彼らの求める高度な技術や経

営ノウハウ等に関する適時・適切な相談対応や総合的な支援を行う体制を新たに構築する必要。

（１） 先進的な農林漁業者への相談・支援体制の強化



○攻めの担い手の実現に向けて、新たな取組にチャレンジする先進的な農林漁業者や経営改善を加速化しようとする農林漁業者
に対し、彼らの求める高度な技術や経営ノウハウ等に関する適時・適切な相談対応や総合的な支援を行う体制が必要。

○そのため、高度かつ専門的な個別相談・支援を行う部門等を各県に整備し、そこに先進的な農林漁業者への相談対応等を担う
「農（林・水産）業革新支援専門員」（仮称）を設置して、高度かつ専門的な相談等に対する総合的な支援体制を強化。

６．先進的な農林漁業者への相談・支援体制の強化

７

◆先進農家等からの高度かつ専門的な個別相談への対応

◆各専門担当が連携し、関係機関と協力して先進農家等を
総合的に支援

◆他県の相談センターとネットワークを構築し、県域を越え
た広域連携を推進

連携

相談
指導
支援

高度・専門的
な相談

重要政策・高度専門分野

総合的な
支援

◆経営の発展、ニーズに応じた普及指導、人材育成
◆気象に応じた適期作業の指導等

普及
指導員

普及
指導員

普及
指導員

個別相談・支援部門
（チャレンジャー相談センター（仮称））

担い手
担当

普及
指導員

指導・支援
組織高度化

普及指導センター

農業革新支援専門員
（仮称・新設）

案件に応じた
相談

新規参入 定着段階 発展段階 先進・中核

農 業 者

６次化
担当

生産技術
担当

行政

研究
機関

大学

温暖化
担当

農業分野の例



○農林水産業の再生に向けて、農林漁業者の高度な技術的ニーズや複雑かつ多様な政策課題への対応力を強化し、農林漁業
者等の技術・経営の高度化を加速化することが必要。

○そのため、普及・研究・教育・行政の連携を強化し、新規参入から地域の中核的担い手等に至るまで、各段階に必要となる技
術・経営支援や地域の合意形成等の支援を総合的に推進。

７．普及・研究・教育・行政の連携強化

地域の農林漁業者・関係者に対する総合的支援の強化

就業・定着支援 経営発展・拡大支援 中核的担い手形成支援

６次産業化
温暖化対策

自給率向上

行 政 研究機関

技術改良
課題解決

高度・先進
技術導入

実践的
技術・知識

経営力
高度化定着支援

重点政策
支援

教 育

民間団体
(ＪＡ等)

政策推進の
加速化

独法・公設試
大学・民間等

国・県
市町村

県農業大学校・新たな

農業経営者育成教育等

農林漁業者・地域の
高度化、合意形成等
を加速化

新規参入者拡大

基礎的
技術・知識

高
度
な
技
術
力
・経
営
力
を
持
つ
農
林
漁
業
者
を
核
と
し
た

農
林
水
産
業
の
再
生

８

普 及 指 導 員

連携体制の強化
（農（林・水産）業革新支援専門員(新設))

ニーズに即した
研究開発・普及の

加速化

教育水準の
向上



研究と普及の連携強化

◆試験研究機関との連携・
調整

◆技術に関する普及指導員
への指導、調整

行政と普及の連携強化

◆国・他県等との連携・調整

◆政策課題の取組に関する
普及指導員への指導、調整

教育と普及の連携強化

◆教育機関、国等との連
携・調整

◆担い手育成等に関する普
及指導員への指導、調整

普及指導の高度化

◆普及方法の改良、国等と
の研修調整

◆普及方法に関する普及指
導員への指導

◆普及指導活動

◆独法・公設試等が行う研究の企画段階から参画し現場

ニーズを研究課題へ的確に反映

◆独法・公設試等の研究成果（新技術200X等）の現場への

普及の促進（普及指導計画への反映、新技術と既存技術を

組み合わせた技術の体系化等）

◆農業者との調整による新技術の現場実証の促進

◆現地課題を踏まえた国の重点政策の普及事業への反映
の促進
◆重点政策を踏まえた県内の技術的課題と普及活動の総括
◆国の重点政策担当部局とのコンタクトポイントとして連携を
推進
◆現場課題から必要な政策ニーズ等の国への提案

◆最新の技術開発や政策の動向、現場情報等を踏まえた実

践的カリキュラムの作成支援

◆講師として実践的な講義や実習の実施。全国から教育課

題に適した講師や事例の紹介

◆農業者の経営段階に応じた総合的な技術・経営支援の促

進

◆政策課題や現場ニーズに応じた普及指導員の体系的・継

続的な資質向上に向けた研修体系の企画・運営

◆効率的な普及方法の開発

◆市町村、ＪＡ等の農林漁業指導担当者との連携の企画調

整

農業分野の例

業務分野 設置分野イメージ 業務内容

◆農（林・水産）業革新支援専門員の業務イメージ
○先進的な農林漁業者への相談や総合的支援を行うと同時に、普及指導員を総括・指導し、各機関と普及組織との連携
に中心的に役割を担う普及指導員を、新たに｢農（林・水産）業革新支援専門員」として配置。

◆土地利用型作物

◆園芸（野菜・果樹・花

き）

◆畜産

◆病害虫

◆６次産業化

◆生産工程管理・労働

安全

◆広域災害・鳥獣被害

対策

◆持続型農業

◆地球温暖化対策

◆担い手育成・経営高

度化

◆
都
道
府
県
単
位
で
は
解
決
が
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な
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題
の
解
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◆
人
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他県との広
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と
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し
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先進農業者
への相談・

支援

横断的業務
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８．普及事業の機能強化（１）新たな人材登用
○農業の６次産業化等の国が強力に推進すべき新たな政策課題に対する普及事業の対応力の強化が必要。
○全国知事会からも民間の専門家等を普及指導員として任用する構造改革特区提案が提出。

○このため、構造改革特区においてこれらの分野の専門家（若干名に限る）を普及指導員に任用可能にする新たな人材
登用の仕組みを導入（具体的な要件等は今後検討）。

１０

【登用条件】
構造改革特区で以下の条件の下で任用を可能とする。
①農林水産大臣が指定する資格を有し、かつ、その資格に関する２年以上の実務経験を有している者であること。
②農業の現場における課題を解決するのに必要な能力を有している者であること。
③任用者数は若干名とすること。
【想定される資格と業務】
＜中小企業診断士＞ 産直施設等の店舗設計のアドバイス、販売方法を含む商品開発のアドバイス等
＜管理栄養士＞ 給食との連携推進、栄養面での商品開発のアドバイス等

【農業改良助長法 第９条】
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格

した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されること
ができない。

【政令で定める資格（農業改良助長法施行令 第３条より）】
大学で農業等の課程を卒業し、かつ、以下の業務に従事した期間が、最近15年のう

ち12年以上に達する者であること。
・大学、県の試験研究機関等における農業等に関する試験研究の業務
・大学、県の試験研究機関等における農業等の教育に関する業務
・普及指導員（旧改良普及員、旧専門技術員を含む）としての業務

現行の普及指導員任用資格

新たな人材登用の仕組み（案）

【現行制度の問題点】
農業の６次産業化や農商工連携、知的財産権の保

護・活用等に対応できる幅広い人材を普及指導員とし
て任用できない。

※構造改革特区制度
地方公共団体、民間企業等からの規制緩和の提案に基づ
く特例措置について、特定の地域で既存の法令の枠を超え
て実施することができる制度。

全国知事会からの構造改革特区提案

【解決策・効果】
任用資格要件設定権限の一部を都道府県条例

に委任することで、経営やマーケティング、食品衛
生等のスペシャリストを普及指導員として任用可能

実施状況・効果を評価して全国展開を検討



普及事業の機能強化（２）普及指導の高度化
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動費の推移（農業）

普及指導員数（農業） 活動費（農業）

○ 高度化・効率化を図るための具体的な取組内容○ 課題

普及指導員の数や活動費が減

少する中、農林漁業・農山漁村

の６次産業化等の新たな課題へ

の対応が求められており、限ら

れた資源で最大の成果を上げる

ことが必要。

普及指導員数、
活動費共に
年々減少

（人） （百万円）
◆市町村・JA等の指導担当者への研修等を通じた
基礎的な指導力の向上
◆地域の実情に応じた指導分担の強化

地域全体の農林漁業の指導力の
強化と、適切な役割分担による効
率的な指導体制の確保

◆普及指導対象を意欲的な担い手や、集団に重点化
◆普及指導手法をグループ指導等へ重点化
◆ＩＴ活用等による普及指導の効率化

地域の農林漁業の担い手を効率的
に育成するなど、限られた普及資
源による成果を最大化

①普及指導の重点化

②市町村・ＪＡ等の農林漁業指導担当者との連携強化

◆普及指導員の体系的・継続的な資質向上の取組
強化（ＣＰＤ（継続研鑽）制度の導入の検討や、人事
交流・研修の強化）
◆普及指導員の表彰・認定制度の導入を検討

普及指導員の資質・能力の継続的
な向上

③普及指導員の資質向上の促進
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○普及指導員の数や活動費が減少する中、限られた資源で最大の成果を上げることが必要。

○そのため、普及指導の方法や進め方をこれまで以上に改善・工夫するとともに、関係団体等と連携を深め、適切な協
力と分担により普及指導の効率化を図り、農林漁業者への直接指導を強化。

○普及指導員の体系的・継続的な資質向上の取組を強化する仕組みの導入（ＣＰＤ（継続研鑽）制度）を検討。



９．国の支出改革（１）普及事業交付金予算の算出の考え方

○普及事業を支える国の交付金予算について、国民に対する説明責任を果たすため、算出根拠の明確化が必要。

○国と県の役割分担と普及事業の強化の方向を踏まえ、国が推進すべき課題や普及事業の規模等に対応して予算額を
算出する方式の導入を検討。

国の予算措置は、使途に都道府県の高い自主性・裁量性を

認めた交付金方式を維持しつつ、国と都道府県の役割分担と

普及事業の強化の方向を踏まえ、国が推進すべき課題や普及

事業の規模等を反映する予算額の算出方法を検討。

◆国が支出する普及事業費は、補助金時代は積算があった

が、交付金化され、その後税源移譲が行われた結果、現在は

交付金の予算総枠だけが決まり、金額を算出する基準がない

状態。

◆普及事業交付金は、事業効率をあげるために県の裁量をか

なり高めた使途を認めているので、使途に対応して積み上げる

ことはできない。

国の交付金予算の現状

見直しの方向性

【事業仕分けにおける指摘】

◆金額の根拠について明確な説明がされてい
ない

◆普及指導員の減少に伴って削減するべき

指摘と対応

【２３年度予算の対応】

◆大臣折衝の上、普及事業のあり方を抜本的
に見直した上で平成２４年度予算要求を行うこ
とを条件に計上を認められた
◆２３年度の交付金額は、１８年度からの普及
職員の減少率と同じ比率で減額
（農業：約１０％、林業：約１５％、水産業：約
８％）

【算出方法の例】

普及交付金予算額 ＝ 標準単価 × 普及職員数
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普及事業交付金の配分の現状

見直しの方向性

交付金配分の課題

法律、政令等に基づき、
◆農業分野では、農業人口、耕地面積、市町村数
◆林業分野では、林業人口、民有林面積、市町村数
◆水産業分野では、漁業経営体数、海岸線長、沿海市町村数
に応じて配分。

農業人口に
応じて配分
＜４割＞

耕地面積
に応じて配
分＜２割＞

市町村数
に応じて配
分＜２割＞

＜現行（農業分野の場合）＞

その他
＜２割＞

事業実施の緊急性に応じて配分（用いる指標）
①農畜作物災害被害量 ②重点指導対象者数
③普及指導員数 ④農業資源開発

◆一方で、都道府県ごとの「普及指導員１人当たりの交付金額」を
比較すると大きなばらつきがあり、普及事業の規模を十分に反映し
ていない可能性。

ことから、普及事業の安定
的な運営支援という点で
は合理的であり、今後も一
定割合の維持は必要。

（千円） 上位５県 下位５県

全都道府県平均 497

普及指導員１人当たりの協同農業普
及事業交付金額（Ｈ２２）

普及職員の設置数等が普及事業の規模を反映するものであり、普及職員（農（林・水産）業革新支援専門員を含む）の
設置数等による配分額への影響を可能な限り拡大。

＜見直し案の一例（農業分野の場合）＞
※交付基準は、
政令等で定めており、
政令等の改正が必要

農業人口に
応じて配分
＜３割＞

市町村数に
応じて配分
＜１割＞

耕地面積に
応じて配分
＜２割＞

その他＜４割＞

普及職員数
＜３割＞

その他
＜１割＞

普及職員の確保状況を配分に反映

国の支出改革（２）普及事業交付金の配分の考え方
○交付金予算の県への配分に際して、普及事業の規模を反映する普及職員数の影響度を拡大することが必要。

○普及職員（農（林・水産）業革新支援専門員を含む）の設置状況を配分指標に活用した交付金の配分方式を検討。
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◆農業人口等の指標は、
①客観的
②全都道府県に適用可能
③年による大きな変動がない



（参考１）事業仕分けの結果とその後の経緯

（１） 事業仕分け（第３弾）の評価結果（平成22年11月17日）

「来年度の予算計上を見送り、抜本的に見直すこと」

＜とりまとめコメント（抜粋）＞

評価者からは、国が交付する合理的な説明が分からなかった、都道府県で十分にやっていくことが可

能ではないか、普及指導員の減少に伴って削減すべきではないか、金額の根拠について明確な説明が

なされていないのではないか、というコメントがあった。

結論としては普及指導の重要性については認められるが、その人件費や活動費についての国の支出

のあり方に問題がある。よって、以上を踏まえ、本WG の結論としては、「予算計上を見送り、抜本的に見

直すこと」としたい。

（２）その後の経緯

平成２３年度予算に関する大臣折衝結果（平成22年12月17日）

（玄葉国家戦略担当大臣、野田財務大臣、鹿野農林水産大臣合意）

協同農業普及事業交付金等については、今後、農林水産省として普及事業の役割について検証し、

国と地方の役割分担を含め普及事業のあり方について検討をした上で抜本的見直しを行い、24年度の

予算要求を行うことを条件に、38億円の範囲内で予算計上を認める。
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○現場巡回による被災状況の情報収集、漁協等と連携した漁業地区ごとの経営再開に向けた意向調査を実施。
○被災した漁業者等の経営再建をサポートするため、水産業経営再建等相談窓口を出先機関等に設置。
○津波により従来地域から養殖用種苗（カキ、ワカメ等）が入手困難となったことを受け、他地域からの種苗入手方法について指導。
○漁業種類ごとの共同経営モデルづくりに向けた漁業者との話し合いを実施。
○水産物消費対策として、漁業者が消費者に安全性をＰＲする取組（地元水産物セール）を指導。
○国が行う復旧・復興施策について、漁業者への説明や支援事業を活用する際の指導・助言を普及指導員が実施。

（参考２）東日本大震災への対応

＜東日本大震災農業生産対策交付金＞ （３４１億円の内数）
○早期の営農再開に向けて、普及指導センター等が行う、被災農地における被害調査・土壌等の分析や、被災農業者に対する営農相談・

指導活動に必要な機械費、リース料、消耗品費、賃金等について、１／２以内で支援。

○市、ＪＡ、農業委員会、土地改良区等と連携し、避難所を含めた農業者の被害状況把握や営農意向調査、被災農地の塩分濃度測定、除塩
対策等を実施。

○災害からの復旧・復興に係る営農技術等対策マニュアルや農業者向けのＱ＆Ａを作成。
○被災した農業者の経営再建をサポートするため、農業経営再建等相談窓口を出先機関に設置。

○原子力災害への対応として、農産物のモニタリング検査のための試料等のサンプリング、地域の実情に合った農業技術情報の配布、栽培
指導会や巡回指導を通じた生産者への技術指導、週末・祝日も含めた生産者からの電話相談への対応等を実施。

【国の支援】
○全国的な情報共有と連携体制の構築に国が関与 （情報システムにおける電子会議室の設置や国から県への技術指導通知等により、

情報共有を促進）
○普及指導センターに国の職員を配置。（宮城県亘理農業改良普及センターに担当者が常駐。現地において国、県、普及指導センター、

市町村、ＪＡ等と連携し、復旧・復興に向けた取組を促進）

○被災県における普及事業による対応状況

○今後の復興に向けた取組においても、６次産業化の推進や先進的な農業地域の形成等、自然調和型産業を核とする活力ある産業の育成や
地域農林水産業の再生に普及事業が一翼を担うとともに、その知見の全国的な共有を通じ、日本の農林水産業の再生につなげることが期待。

○今後の復興における普及事業への期待

○農林水産省における１次補正予算での支援措置

○仮設住宅資材となる木材の円滑な供給体制を整備するため、川上側の関係者間の調整を実施。
○林業部門の電話相談窓口を設置し、経営再建、林業雇用等の相談を受け付け。
○国が行う復旧・復興施策について、林業・木材関係者等への説明や支援事業を活用する際の指導・助言を普及指導員が実施。

農
業
分
野

水
産
業
分
野

林
業
分
野
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○助成の目的（法第6条第1項）
政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有

効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助
長するため、都道府県に対し協同農業普及事業交付金を交付する。

○普及指導員（法第8条第1項、第2項）

・都道府県は、協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。
・普及指導員は、試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門
の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。巡回指導、相談、農場展示、
講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の
改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。

農業改良助長法

（参考３）法令等で規定されている普及事業の役割
その他の法令等における普及指導員

に期待されている役割の例

第9条 技術開発等の促進
国及び地方公共団体は、有機農業に関する技

術の研究開発及びその成果の普及を促進する
ため、研究施設の整備、研究開発の成果に関す
る普及指導及び情報の提供その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第18条 国等の施策
国及び地方公共団体は、農林漁業者等による

農林漁業及び関連事業の総合化を促進するた
め、（略） 研究開発の推進及びその成果の普及
その他の必要な施策を総合的に推進するよう努
めるものとする。（第47条にも「技術の普及促進」
の用例あり。）

国及び都道府県は、効果的な捕獲技術及び防
除技術並びに生息数推計手法等の研究開発を
推進するとともに、これら研究成 果を活用した被
害防止対策マニュアルの作成や普及指導員の
活用等により、被害防止技術の迅速かつ適切な
普及を推進する。

有機農業推進法（Ｈ18）

鳥獣被害防止特措法(H19) 基本方針

６次産業化法（Ｈ22）
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○林業普及指導員（法第187条第1項、第2項）

・都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもって充てる。
・普及指導員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。森林
所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
森林の施業に関する指導を行うこと。

○国庫の補助（法第195条第1項）

・国は、都道府県に対し、次に掲げる事業（林業普及指導事業）について、交付金を交付する。
・林業普及指導員を置くこと。林業普及指導員が第１８７条第２項に規定する事務を行うこと。

森林法

○技術の開発及び普及（法第27条）
国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、（中略）地域の特性に応

じた水産に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

水産基本法

○交付金の交付（水産関係地方公共団体交付金等交付要綱（抜粋））
農林水産大臣は、沿岸漁業等の振興を図るため都道府県が行う水産業改良普及事業に要する経費に対し、都道府

県に交付金を交付する。
○事業の内容等（水産関係地方公共団体交付金等実施要領（抜粋））
・任用資格を有する者を水産業普及指導員として設置すること。
・普及指導員は、試験研究機関と密接な連携を保ち専門技術等に関する事項について調査を行うこと、漁
業者に接触して技術及び知識の普及指導に当たること

【戦略２】 （１）農林漁業の高付加価値化

④独法、大学、民間、都道府県等の総力を結集
し、農林漁業の成長産業化に必要な先進的な技
術の開発・実用化・普及を戦略的に推進。

我が国の食と農林漁業の再生のための

中間提言（Ｈ23）



【担い手の育成・確保】

◇新規就業者の受入等における地域の
合意形成づくり

◇漁家への経営改善指導、各種水産施
策の活用

○市町村・漁協等と連携した新規就業者の受入体制整備により、Ｕターン・Ｉターン者等の経営開始を支援。漁業生産
力確保、漁村地域の活性化に寄与
○意欲ある漁業者への普及指導により、漁業士等の漁村地域における有能な人材を育成

○各種水産施策を活用しながら、漁業者による経営改善の取組の開始から軌道に乗るまでをきめ細やかにバック
アップ

【消費者ニーズに応じた生産】

◇養殖生産、漁獲物の鮮度保持・衛生
管理等の適切な指導

◇漁業者による高付加価値化・消費拡
大等の取組支援

○養殖生産での投薬指導、漁獲物流通での適切な鮮度管理・衛生的処理等の指導により、消費者ニーズに対応した
生産体制を確保
○漁獲物の高鮮度化や加工による高付加価値化の取組を支援し、漁業者の収入を増大
○漁業者と共に地産地消・魚食普及等の取組を実施、消費拡大の機会を増大

（参考４）普及事業による近年の主要な取組例

【食料自給率の向上、担い手の育成・確
保】

◇麦・大豆・飼料用米・米粉米等の生産
拡大、品質向上支援

◇認定農業者等の担い手に対する高度
な技術・知識の普及指導による技術革新
の支援

○小畦立て播種技術の普及指導により、水田大豆の単収を大幅に向上

○新品種・新技術の導入や排水対策の改善指導により麦の品質・収量を向上（例：ニシノカオリ・ふくさやか、ファイ
バースノウ等）
○新規参入者に対してゼロからの技術指導と地域への溶け込み支援により、地域に根ざした農業法人を育成
○技術・経営が未熟な青年農業者への濃密指導により、栽培に係る総合的な課題解決能力を向上

○農村女性の意識改革を進め、家族経営協定を普及。加工技術や商品開発の指導を行い、多くの女性起業グルー
プを育成

【環境調和と食の安全確保】

◇環境と調和した農業生産に関する技
術・知識の普及指導

◇農業者による食の安全・安心の確保
に向けた取組支援

○持続性の高い農業生産方式の導入促進（例：エコファーマーの育成）

○土着天敵を効率的に確保する仕組みづくり等により、新しい病害虫の防除法を確立・普及（地域に適合したＩＰＭの
推進）

○ＧＡＰ管理マニュアルの策定指導や植物の硝酸体窒素測定方法の指導等により、農産物の品質確保による経営改
善を誘導

農
業

【地域全体での森林整備の促進・木材利
用の推進】

◇地球温暖化防止のための吸収源対策
としての森林整備
◇地域材の利用推進

○森林施業の団地化・集約化に向けて森林所有者等の合意形成を図り、利用間伐を推進することにより、京都議定
書の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた森林吸収源対策を推進

○川上から川下までの林業、木材産業、建築業等の幅広い関係者の合意形成を図り、地域材を用いた住宅の販売
の取組を支援

【担い手の育成・確保】

◇林業経営者及びその後継者を対象と
した最新の林業技術の移転や経営手法
の指導

○林業経営意欲が低下している森林所有者に対して、低コスト林業経営の技術指導を行い、地域の集約化リーダー
として育成。

○小中学生及び高校生を対象に、学校林等を活動の場として森林学習や林業体験実習等を行い、森林・林業の新た
な担い手づくりに貢献

林
業

水
産
業

１７

国が運営指針に定めた
政策推進の課題

普及事業による主要な取組例
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