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新制度下における望ましい普及体制の在り方に関する考え方

平 成 １６ 年 ７ 月
新制度下における望ましい普及体制の在り方に関する研究会

主要検討事項 共 通 認 識 今後の普及体制の方向性等

○普及事業は、普及職員が直接現場で農業者に接して、試験研究 ○食の安全・安心に向けた取組、環境保全型農業の推進、国際Ⅰ 基 本 目 的
機関等と農業者との橋渡し役となり、試験研究機関・大学等で 化の進展に対応した競争力ある担い手の育成・確保、米政策
開発された技術を現場にあった形で組み立て、あるいは、現場 の抜本改革に対応した売れる米作りと需要に応じた麦、大豆
で開発された技術に科学的裏付けを与え、普遍性のある技術に 等の他作物の振興等今日的な政策課題に対応して、高度かつ
組み立てて、地域に応じた農業に関する技術を農業者に普及す 地域に応じた多様な技術・知識を的確に農業現場に伝えると
ることや、関係機関・地域リーダー等との連携の下に地域農業 ともに、地域におけるコーディネート機能の発揮による農業
のマネージメントを行うことを通じて、担い手の育成と地域農 ・農村の活性化を図っていくため、普及事業の強化が必要。
業の発展に資することを目的とする。

○高度な技術を有する専門家集団である普及職員の能力と普及
事業の強みを十二分に活かせる高度かつ効率的な体制を目指
す。

Ⅱ 基 本 認 識
１ 普及職員という「人」が支える普及事業

○普及事業は、普及職員が農業者との信頼関係を構築しつつ、 ○普及職員の活動が生かされる体制。
直接農業者に接して行う活動を基本。

○限られた人的資源の下、最も効果的・効率的に普及事業を
○普及職員数が減少するなか 事業の重点化 効率化が不可欠 展開できる体制。、 、 。

２ 技術力で農業者に貢献する普及事業

○普及事業は、試験研究機関と農業者の橋渡し役となり、試験 ○現場のニーズを試験研究等に反映でき、試験研究の成果等
研究機関等で開発された技術を現場にあった形で普及するこ を農業者に迅速・的確に普及できる体制。
とが基本的役割。

○技術の専門家集団としての力を発揮できる体制。
○普及事業は、担い手の高度で多様なニーズに十分対応してい
くことが必要。

○普及職員の資質向上が常に図られ、高度な技術の普及にも
十分対応できる体制。
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３ コーディネート力で地域農業に貢献する普及事業

○地域の関係機関の力を結集して、担い手を中心とした地域農 ○技術に関する専門的知識だけでなく地域の実態に幅広い知
業に対する総合的な支援体制を構築する必要。 見を併せ持つ普及職員が、その公的立場を活かしつつ、関

係機関や地域リーダー等に働きかけ、新技術、知識の効果
○このためには、専門的技術に加え、農業・農村に関する情報 的な浸透等を図り、さらには、関係機関や地域リーダーを
量の大きさや問題の構造的な把握能力、地域農業振興等に関 取りまとめ、その先導役として地域農業全体のマネージメ
する企画力、関係者との調整能力等を有する普及職員がその ントを行っていける体制。
機能を十分発揮する必要。

４ 現場主義に基づく普及事業

○普及職員は、直接農業者に接して、技術に関する実地の指導 ○現場で常に農業者に接することができる体制、現場活動時
や経営指導等を通じ、農業者の技術導入や経営改善を支援。 間が確保できる体制。

○重点化・高度化していく中で、情報ネット等も活用した新
○普及事業は、活動領域が拡散し成果が見えにくくなっている しい普及活動方法の開発・展開。
との指摘に対して、基本的な役割を明確にしていく必要。

○普及事業の特徴、強み、独自性が生かされる体制、普及活
動の姿が農業者からよくわかる体制。

○農業の課題は地域により異なるので、地域に密着した活動の
展開が重要。 ○地域のニーズや課題解決に機動的・臨機応変に対応できる

体制。

注：協同農業普及事業も都道府県の自主的普及事業も、基本目的・基本認識は共通する。
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主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

○普及職員の活動拠点及び農 １ 普及組織の配置Ⅲ 普及組織の業務
業者のサービス提供の場とと配置
しての機能が県下全域で十 考えられる方向性としては、以下のようなタ ○行政組織との一体化 ○現地活動の時間を
分果たせるような体制とす イプが考えられるが、各都道府県において、自 等、普及事業を見え 十分とれる体制と
る必要。 県に最も適した組織の在り方を検討する必要。 にくくしてしまうよ するよう留意する

うな体制は望ましく 必要。
○各都道府県において、自県 (1) 中央センター、地域センターの２段階制 ない。
の地域農業の実態や地理的 （行政職員と普及職員
状況等を踏まえて、最も効 ①中央センターの機能（例） が同一部署に混在す ○農業者へのサービ
果的・効率的に普及事業の ・スペシャリスト機能 るなど、普及事業が スは、普及事業が
展開ができる組織体制とす ・企画機能、調整機能 行政に埋没するよう 重点化、高度化し
る必要。 ・研修・養成機能 な体制は望ましくな ていく中で、定型

・情報集積機能 い ） 化した技術指導等。
○その際、都道府県内の各地 ②地域センターの機能（例） は農協の営農指導

、 、域には常に重要課題があ ・コーディネート機能 事業へ委ね 税務
り、その解決には常に一定 （・スペシャリスト機能） ○活動拠点としての機 会計・経理、労務
の普及職員の配置が必要と ・研修・養成機能 能が十分果たせず、 管理、マーケティ
の前提に立った従来の普及 普及活動の成果が埋 ング、ＩＴ化等の
センターの設置方式にこだ ・プロジェクト課題・緊急的課題への取組等 もれてしまうような 分野については積
わらず、都道府県の個別具 のため、中央センターから地域センターへ 体制は望ましくない 極的に民間専門家。

、体的な課題に対応した柔軟 普及職員を派遣し、一時的に駐在させる等 を活用していく等
な組織体制とする必要。 の形態も考えられる。 普及事業が全体を

総括・点検しつつ
○技術対応力と地域対応力の (2) 広域基幹センター、地域センターの２段階 ○農業者の相談に十分 も、民間とも十分
どちらに重点を置くかによ 制 応えることができな 連携、役割分担を
って、また、対応すべき課 い体制は望ましくな 進めていく必要。
題に応じて、それに適した ・地理的条件や農業条件で県内をエリアに分 い。
組織形態をとる必要。 け、エリアごとに広域の基幹センターを配

置し 地域センターをそのブランチとする ○体制の選択にあた、 。
○普及職員の活動拠点とし ・基幹センターと地域センターが協働し、広 っては、農業者や
て、その活動成果が常に引 域的な課題等に集中対応。 地域との信頼関係
き継がれていく体制とする （関係機関との連
必要。 (3) 地域単位にセンターを配置 携及び地域との密

（中央センターは置かない） 着性）を損なうこ
とがないよう十分

・特定の専門に特化した組織ではなく、地域 配慮する必要。



- 4 -

○農業者の相談に適切に対応 を基本としつつ、地域に応じた専門部門の
できるよう農業者から見て 強化を重視する考え方。例えば、
相談に行くべきセンターが ① 水田農業が県内の大宗を占める等、
どこにあるのか（距離的・ 著しくコーディネート機能の比重が高
時間的な利便性も含めて く地域密着型のセンターに職員を集中）、
また何が相談できるのかと 配置する必要がある場合、
いったセンターの姿が、県 ② 離島を多く抱える等地理的制約から
内のどの農業者からも常に 必ずしも中央センターを置くことが効
見える体制である必要。 率的と言えない場合

等が想定される。
・センター内の体制としては、地域班と専門
班を設置する等が考えられる。

(4) その他
・例えば、上記のセンターを基幹としつつ、
市町村、ＪＡ等と普及組織が、同一場所に
駐在するワンストップサービスタイプ等が
考えられる （それぞれの機関が、それぞ。
れ果たすべき役割を担うが、農業者から見
た利便性や機関相互の連携確保を考慮し、
同一場所に駐在 ）。

２ 取り組む課題と活動拠点の設置形態 ○上記１の組織の性
格から見た配置と

取り組む課題に応じ、例えば、以下のような ２の課題別の拠点
設置形態が考えられる。 とを併用する場合
①経営体への革新的技術の導入支援、特定課 もありうる。

（ 、題の推進 ex.環境保全型農業技術の推進
農薬の適正使用指導）等 ○課題対応の拠点と
→ 県域あるいは広域型拠点 しては緊急的課題

②水田農業等地域農業の構造改革、中山間地 に対応して、機動
域等の活性化、特定産地の育成等 的に置く、例えば
→ 地域密着型拠点 数年間だけモデル

的に設置し、目的
③また、特定の課題や作目に専門化したセン を達成したら廃止
ターも考えられる。 するような設置形
→ 県域あるいは広域型拠点 態も考えられる。

（例 ・環境保全型農業技術支援センター）
・認定農業者等経営改善技術支援センター
・花き技術普及センター
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○都道府県の自主的普及事業 ３ 都道府県の自主的普及事業
についても普及事業の基本 都道府県が自主的普及事業を実施する場合
目的、基本認識はⅠ、Ⅱに に、協同農業普及事業を行うセンターに自主的
同じ。 普及事業を担当する部署を置く場合や、自主的

普及事業を専門として実施するセンターの設置
も考えられる。

注：文章が煩瑣になるため、本資料では、単に「スペシャリストを配置 「アドバイザーを配置」といった記述をしているが、これらは、職制や職務」、
を表すものではなく、機能あるいは果たすべき役割を表すものであり 「スペシャリストとしての役割を果たす者を配置 「アドバイザーとしての、 」、
役割を果たす者を配置」という意味で使用している （以下同じ ）。 。

（参考）スペシャリストとアドバイザーについて

○「普及事業の在り方に関する検討会報告書」において示された、今後の普及職員に求められる機能についての考え方は以下のとおり。

今後の協同農業普及事業の実施に当たり求められる普及職員の機能は以下の２区分である。今後の普及職員にはこれら双方の機能に対応できる能力が
必要である。
① 高度・先進的な専門化した技術を指導する機能（スペシャリスト：高度技術担当）
② 地域農業の実態に幅広い知見を併せ持ち、産地づくりや地域リーダーの育成等の地域の農業経営・技術課題の解決のために、スペシャリストや関
係機関等との連携の下に推進する地域農業のコーディネート機能（アドバイザー：地域農業担当）



- 6 -

主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

○普及職員の配置は都道府県 １ 組織体制に応じた職員配置Ⅳ 普及職員の活動
の判断であるが、各都道府 ○行政との連携は必要 ○従来と同様に、各と配置
県において、限られた人的 Ⅲの「１普及組織の配置」に準じて分類すれ だが、普及職員が過 地域ごとに一揃い
資源の下で、最大限の効果 ば以下のようになるが、各都道府県において自 度に行政事務へ従事 の専門担当普及員
をあげるよう、最も効果的 県に最も適した配置の在り方を検討する必要。 することは望ましく を揃えようとする
・効率的な職員配置とする ない。 と、普及職員数全

、必要。 (1) 中央センター・地域センターの２段階制の 体が減少するなか
場合 農業者のニーズに

○高い技術や経営等の知識と 応えきれなくなる
、指導力を持った普及職員 ①中央センターにスペシャリストを集中配 という問題もあり

が、農業者と信頼関係を築 置、 この点に十分留意
き、地域全体の対応力を高 ②地域センターに地域コーディネートを行う する必要。
めていくことが重要。 アドバイザーを配置（必要に応じスペシャ

リストも配置）し、 ○普及職員の専門分
限られた人的資源の下で、技術対応力及び地 野や得意分野を踏

。域対応力を強化。 まえた配置が必要

(2) 広域基幹センター、地域センターの２段階 ○農業者から見て普
制の場合 及職員の活動や肩

書きがはっきり見
・基本的に (1)と同様の配置が考えられる。 えることが必要。

(3) 地域単位にセンターを設置する場合 (1)、(2) の場合
○スペシャリストと

・１つのセンター内にスペシャリストとアド アドバイザーの緊
バイザーを配置。 密な連携・協働が

。・専門項目によってはスペシャリストは複数 行われるよう留意
センターの管轄区域を担当する等効率的配 ○必要に応じ、中央
置に配慮。 センターまたは広

域基幹センターか
ら地域センターへ
普及職員を派遣し
一時的に駐在させ
る等、機動的運営
に配慮。
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○スペシャリストが
農業者と接する機
会が減らないよう
留意する必要。

(3)の場合
○人的資源の効果的
・効率的な配置が
必要。
○スペシャリストと
しての専門能力の

。維持に配慮が必要

２ 県の自主的普及事業に従事する職員（以下、 ○普及指導員が一定の ○交付金の対象範囲
○県単独普及職員について 「県単独普及職員」という ）について 範囲を超えて県の自 について整理が必。
は、地域独自の課題への対 主的普及事業に従事 要。
応というその役割を踏ま 県単独普及職員は、地域独自の普及課題に従 することは制度上認
え、都道府県において、自 事。なお、課題の内容等に応じて、普及指導員 められない。 ○協同農業普及事業
主的普及事業を展開する必 と連携または役割分担。 なお、県単独普及職 においては、国レ
要性の有無も含め、その活 員が協同事業にも従 ベルの農政課題の
動や配置について検討する 事するか否かは都道 解決のために全国
必要。 府県の判断 （ただし 的な取組が必要な。

交付金の対象には制 課題について取組
度上ならない ） み、自主的普及事。

業においては、地
、域の特産物の振興

産地間競争への対
応等地域農業を振
興する上で県民の
理解を得られる重
要課題等について
取り組む。

○普及指導員の計画的養成の ３ 普及指導員資格の未取得者について ○普及指導員の資格未 ○普及指導員資格の
観点から、普及指導員資格 取得者が主体的に協 未取得者について
の未取得者に計画的に実務 普及指導員資格の未取得者については、普及 同事業を担うことは は、中央センター
を経験させる配慮が必要。 指導員や県単独普及員を補助する者としてスペ 制度上認められない ではアドバイザー。

シャリストやアドバイザーに向けた訓練を行 （普及指導員を補助 の活動に、地域セ
う、あるいは試験場、農業大学校等で実務を経 する者として従事す ンターではスペシ
た者のうち、意欲ある者に取得させるなど、計 ることは可 ） ャリストの活動に。
画的な育成が必要。 触れる機会が少な
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くなるので、その
。補完に留意が必要
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主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

○普及事業の管理・運営をど １ 都道府県の普及事業の管理・運営を担う組織Ⅴ 普及事業の管理
こが行うかは都道府県の判 について・運営
断であるが、普及事業は高 ○純粋な行政機関と同 ○中枢的機能につい
度な専門家集団によって担 (1) 普及事業の管理・運営に係る中枢的機能と 一の管理・運営など ては、都道府県の、
われていることを踏まえれ しては主に以下の要素が考えられる。 普及組織の特徴や独 実情に応じて、複
ば、その集団を十分活用で ①予算 自性が発揮できない 数の部署が分担す
きる体制・能力を備えた組 ②センターの配置 ような事業の管理・ ることも考えられ
織がその任に当たる必要。 ③職員の配置 運営は望ましくない るが、指揮系統の。

④普及活動の総合的な企画・運営・管理 複線化等は極力避
ける必要。・普及活動の総合的な企画・管理

○行政や試験研究機関・協同事業と自主的事業の調整
と、活動の連携が図・試験研究機関、行政との連携・調整
られないのは望まし ○高度化していく中・農協等民間との連携・調整
くない。 で、行政や試験研

(2)中央センター・地域センター体制又は広域 究との人事交流の
基幹センター・地域センター体制をとる場合 あり方を十分検討

していく必要。
(ア) 普及組織がその独自性を遺憾なく発揮す
るためには、(1)の各機能について、中央
センターが大きな役割を担うことが望まし ○普及活動の総合的
い。 な企画・管理を行

。う者の養成が必要
(イ) しかしながら、少なくとも、①予算や②
センターの配置については本庁が担うのが ○全県的視点で企画
現実的との見方も多い。 ・調整を行い、関

係部署との連携を
(ウ) 今後の方向性としては、本庁と緊密な連 とるため、中枢的

絡を取りつつ、④については、中央センタ 機能を持つ組織に
ーが主体的に担い、予算等についてもセン は、普及指導活動

、ターの裁量の拡大を目指していく方向。 の専門性を熟知し
豊富な活動実績を

(エ) ③職員の配置に係る業務は本庁が担うべ 有する者を配置す
きか、中央センターが担うべきかは、都道 ることが必要。
府県の実態を十分踏まえて行う。
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(3)中央センターを設置しない場合
普及指導活動の一体制を保つため、また、
地域センターの能力から見て、(1)の各機能
について、原則本庁が担うこととなると考え
られるが、普及組織の特徴や独自性が発揮で
きるよう普及活動の総合的な管理・運営が図
られるような体制とすることが必要。

２ 普及指導センターの管理・運営について
センター長については、当該センターの普及
活動を総合的に管理するという観点から普及事
業についての高度かつ十分な見識と経験を有す
る者を配置する。
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主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

○今後の普及職員に求められ １ 普及職員の研修のあり方等Ⅵ 普及職員の資質
るスペシャリスト機能、コ向上のための研修、
ーディネート機能の発揮を (1) 研修の種類としては、 ○現場の課題解決能力 ○研修、教育につい教育のあり方
目的とした研修に主眼。 ①新任者研修 の向上を図るための ては、高度な資質

②機能強化研修 スペシャリスト機能 実践的な研修の軽視 習得に見合うよう
○普及指導員については、一 コーディネート機能 は望ましくない。 内容、方法を充実
定以上の能力を有している ③企画・運営能力強化研修 させるよう配慮。
ことを踏まえ、各自の能力
資質の状況や解決すべき課 (2) 研修方法は集合研修のほか、ＯＪＴ、派遣
題等に応じて、自ら必要な 研修、調査研究活動等を積極的に活用。特 ○高い資質と優れた

、 、能力を強化できる研修体系 に、ＯＪＴ等現場研修は、実践的能力を向 実績を持ち 今後
が必要。 上する上で重要。 普及職員の指導者

として全体の企画
○効果的・効率的に研修が行 (3) 技術水準の高度化と実践的指導能力の強化 ・調整等を行う者
えるよう、国・都道府県と のための研修を重点的に実施。 の認証・認定制度
が適切に役割分担する必 また、普及職員の専門分野ごとなどの調 等について、必要
要。 査研究活動の活発化等により、ケーススタ 性も含め、その在

ディを議論しながら資質を向上するといっ り方を検討する必
○現在は専門技術員が担って た機会を確保。 要。
いる普及員への指導機能
は、普及職員の資質向上を (4) 国と県の役割分担については、
効果的に図る上で重要。 ①国段階では、全国の普及職員が共通して資

質向上を図るべき課題に関する研修や、国
、 、段階で開発された先進技術 環境保全対策

食料自給率向上等国の農政として進めるべ
き課題等に関する研修等を実施。
②県段階では、ＯＪＴ等現場課題解決能力の
向上のための研修や若年職員養成のための
研修、地域独自の先進技術習得のための研
修等を実施。

(5) 研修の企画・運営・実施を担当する普及職
員を確保する必要。
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２ 最新技術の普及現場への迅速・確実な伝達

(1) 試験研究機関等との連携を強化 （試験研。
究機関と普及が連携した現地実証試験等の
積極的推進等）

(2) 必要な情報を迅速・的確に伝達する情報ネ
ットワークの内容や運用体制等を充実。
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主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

○普及事業も農政の推進手法 １ 行政的事務への関わり方についてⅦ 地域農政への普
である限り行政との連携は ○行政との連携は必要 ○普及職員が現地活及事業の関わり方、

、関係機関との役割 不可欠。しかし一方で、高 (1) 地域の課題を関係機関と共有しつつ、その だが、普及事業が行 動に専念するには

度な技術力と農業者への指 技術力等を活かして、地域の農業振興のプ 政事務へシフトして 活動成果の明示と分担
。導力をもって課題に当たる ランを設計・提案し、関係機関等と連携し いる状態は望ましく 周囲の理解が必要

という普及職員の職務の特 た地域農業のコーディネートを行うのは普 ない。
性を十分発揮するには、行 及事業の役割。
政事務へのシフトは避ける
べき。 (2) しかしながら、実際の行政事務の処理や本

来行政施策として行うべき業務について
は、当然、行政機関等が主体的に実施すべ
き。

○試験研究機関、農業大学校 ２ 試験研究機関、農業大学校等との連携につい ○試験研究機関、農業
等との実効ある連携システ て 大学校、普及組織の
ムの構築が必要 （個別の ３者の活動が、一貫。
対応や単なる会議への出席 例えば 以下のような取組みが考えられないか 性のない方向で行わ、 。
だけでは効果に限界 ） （例） れる状態は望ましく。

① 現地と一体化した試験研究課題の設定、 ない。
試験研究・普及組織の協働による現地実証
試験、試験研究成果の現地波及効果等の評
価等、双方向の連携システムの構築。
② 試験研究機関や農業大学校への普及職員
の配置。
③ 各組織の計画・活動・成果の評価を共通
のシステムで実施 （３者の連携状況その。
ものを対象とした評価の実施）
④ 試験研究、研修教育、普及事業の３者を
一つの組織がマネージメント。

、 、 、また 解決すべき課題の内容に応じて 今後
大学等とも積極的な連携を図っていく必要。
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○市町村、農協との連携は必 ３ 市町村、農協との役割分担について ○市町村、農協との役 ○農協や市町村等の
要であるものの、市町村、 割分担があいまいな 指導体制の実情を
農協からの要請への対応 普及事業が行う活動を明確にし、各機関の役 まま、あらゆる案件 踏まえた連携、役
は、本来行うべき普及活動 割を明確にするための協議の場を設ける等によ に関わり、活動が非 割分担とすること
に十分な時間・労力を割け り、普及の役割の理解を図る。また、他機関の 効率になっている状 が必要。
ない一因ともなっている。 代行的業務（例えば、農協営農指導に委ねるべ 態は望ましくない。
今後は、各地域の実情も踏 き定型化した技術指導等）は行わない。

、 、 、まえつつ 行政 営農指導
普及事業の活動範囲を整理
・相互調整し、適度な緊張
関係をもってそれぞれの事
業を推進する必要。
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主要検討事項 共通認識 考えられる方向性等 望ましい在り方の検討 留意点
に当たって特に考慮す
べき点

Ⅷ ○将来展望をもって普及事業 １ 普及職員の配置数の考え方 ○試算については、今後必要となる
を展開するため、事業の重 左記の算定要素の普及職員の配置数
点化、高度化・効率化を行 必要となる普及職員の配置数は、都道府県に ほか、産地の形成等
った上で、今後どれだけの おける地理的条件や農業事情等によって異なる 度合い等の農業生

、普及職員の配置が必要とな と考えられるが、例えば、 産や農業者の状況
るかについて、各都道府県 ① スペシャリストについては、普及職員１ 中山間地域等条件

、において一定の見通しを持 人当たりが担当する担い手等の数 不利地域の広がり
っておく必要。 ② アドバイザーについては、普及職員１人 市町村合併の動向

当たりが担当する市町村数や集落数 等、都道府県によ
③ 共通的な要素として、活動のエリアや普 り異なる農業・農
及指導対象の存在密度、普及指導対象との 村の状況等に即し
距離 て、様々な要素を

。等の要素を用いて、ある程度の試算が可能では 考慮に入れる必要
ないか。

○職員の育成方法は都道府県 ２ 次代の普及を担う普及指導員の確保について ○普及指導員の継続
の考えにより決められるべ 的な確保を図るた
きものであるが、計画的に 普及指導員として、意欲と能力のある者を継 め、都道府県の判
普及指導員を育成できるキ 続的に確保するために実務経験期間の計画的な 断で有資格者には
ャリアアップシステム等に 配置、資格取得に当たっての指導を行う。 普及指導員の受験
ついて各県で検討が必要。 を義務づける等の

検討が必要。

○普及職員の職務の特殊性に ３ 普及指導手当について ○普及指導員の職務
鑑み 職員が職務に精励し は、現行の改良普、 、
優秀な人材の確保が図られ 上限規定は廃止されるものの、普及指導手当 及員と専門技術員
るよう、各都道府県におい を支給することができる趣旨、必要性は、現行 の職務を併せて行
て、職務手当の支給制度を の農業改良普及手当と変わっていないことを十 うものであり、職
活用する必要。 分踏まえて支給の在り方が設定されるべき。 務の特殊性に変更

はないことから、
引き続き普及指導
員に対し普及指導
手当を支給するこ
とができることと
されていることを
踏まえる必要。
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注：普及指導手当の趣旨について
・普及指導員の職務は、高度かつ実践的な科学的技術・知識を駆使し、様々な農業者に直接接して、新技術を地域の条件に応じて現場に合った形で農業者に
普及し、農業経営等の改善のための指導を行う等、研究職、教育職に近い性格を有する職務。このような職務の特殊性に鑑み、普及指導員に対して、都道
府県は、条例で定めるところにより、普及指導手当を支給することができることとされているもの。

（参考）普及職員の配置に関する試算

この度の交付金縮減への対応は、普及活動の重点化や活動体制の合理化、効率化など現場活動の一層の努力に加え、職員の一元化による業務量の軽減や普
及職員の資質向上による普及事業の高度化・職員数の縮減など組織的な取組によって実現される。
今後必要となる普及職員の配置数については、全国共通の基礎的項目を用い、
スペシャリストとして普及職員１人当たりが担当する担い手等の数は５０～１００人が限度であるとの研究会委員の意見を踏まえれば、現在の認定農業者
数（１８万経営体 、新規就農青年（１万２千人 、重点指導対象農家数（２４万人 、構造展望における効率的かつ安定的な農業経営（３３～３７万戸）等） ） ）
を勘案して、スペシャリスト機能を果たす普及職員の数として、４５００～５０００人程度が必要であるという試算ができる。また同様に、アドバイザーと
して普及職員１人当たりが担当する市町村数は、現在の市町村規模で１市町村が限度、重点指導対象集団は１０集団程度が限度であるとの研究会委員の意見
を踏まえれば、現在の市町村数（３１９０市町村 、重点指導対象集団（２万８千集団）等を勘案して、アドバイザー機能を果たす普及職員として、３００）
０～３５００人程度必要であるという試算ができる。これらを合計すると普及職員全体として７５００～８５００人程度が必要との試算ができる。
ただし、都道府県における農業・農村の状況や地理的条件等の様々な要素によって、必要となる積算根拠も異なることから、上の試算を基礎に都道府県の
実態を踏まえた配置の検討が望まれる。


