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農地の集積・集約化によるコスト削減

▼集積・集約化された農地で生産することで、コストを削減することができます。

▼農地の仲介者としての農地中間管理機構を活用するなどして、担い手への農地
利用集積率を８割にまで高めることを目標にしています。

小規模零細で所有権が分散した経営構造

農地の８割を担い手に集積 22

農地を
借りたい人

貸付け
貸付け
（転貸）

公的機関だから安心して貸せます。
ニーズに合わせて、まとまった
使いやすい農地が借りられます。

農地を
貸したい人

都道府県
農地中間管理機構
（都道府県の第3セクター）

必要なら大区画化や果樹

の改植等の条件整備も行

います。

・ 出し手農家と個別に交
渉する必要はなく、機構
と相談することで農地が
借りられます。

信頼できる農地の中間的受け皿

45%

50%

55%

60%

21 22 23 24 25 26 27 28 29

55.2％

全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェア
（機構以外によるものを含む） 目 標

（Ｒ５年に８割）

H21 H25

H27
H28

H29

48.0％
48.7％ ＋6.2万㏊

＋4.1万㏊

54.0％

50.3％
52.3％

世界トップレベルの「スマート農業」の実現に向けて

▼スマート農業とは、ロボット技術、AI、ICT等の活用により超省力・高品質生産を可能
にする農業です。

▼技術を早急に実用化・商品化し、農業者による実装を強力に推進しています。

23

スマート農業の例
・自動運転システム＋高精度GPS → 省力化、無人化により労働力不足を解消
・センシング技術＋ビッグデータ＋IoT+AI → 精密農業の実現により収量・品質を向上
・ロボット技術 → 重労働や危険作業からの解放により労働環境を改善

自動運転田植機
（農研機構実証ほ場（埼玉県））

農薬散布用ドローン
（（株）ローソンファーム新潟（新潟県））

・1haあたり10分で散布可能（従来作業で
は1haあたり1時間）

・大手農機メーカー等から販売中

・熟練者並の速度と精度で作業が可能
・2019年度以降実用化

・AIによる画像認識により、収穫適期の
果実を自動収穫

・大手メーカー等が開発中

自動収穫ロボット
（（株）浅井農園（三重県））

⇒我が国は、スマート農業に活用できる要素技術の特許出願件数が世界トップクラス
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食育の推進～国産サポーターの増加に向けて～

▼「食」に関する関心や理解を増進するとともに、自然の恩恵や「食」に関わる人
々の様々な活動への感謝の念や理解を深めるため、教育ファーム等農林漁業体験
の機会の提供を積極的に推進しています。

▼食や農林水産業の重要性の理解を通じて、国産農林水産物のサポーターの増加に
つなげることを目的としています。

特定非営利法人 だいずきっず
（愛知県高浜市）

（平成27年度 食と農林漁業の食育優良活動表彰 農林水産大臣賞）

医療

一般市民、養護学校、
福祉団体児童、関係企業
の家族などの親子を対象
にした「だいずプロジェ
クト」（大豆の種まきか
ら収穫、豆腐作りまでの
一連の体験活動）を主軸
に、食育活動に取り組ん
でいる。 枝豆収穫

西三河農業協同組合 （愛知県）

医療

西尾市内小学校全18校を対象に、教諭、地域
農業協力者、地域住民、PTAの協力を得て米作
り体験学習を実施。

毎年３月に全小学校教諭、

地域農業協力者、行政関係

機関が集まり、意見交換会

を実施し、次年度の取組に

反映するなど、地域ぐるみ

で継続できる体制を確立。 田植え体験

（平成29年度 食育活動表彰 農林水産大臣賞）

●農林漁業体験の取組事例

24

②産業政策～世界への展開～
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29

○インバウンド旅行者数、旅行消費額の増加
・旅行者数：1,036万人（2013）

→ 3,119万人（2018）
・旅行消費額：

1兆4,167億円(うち飲食費2,903億円、食
品等のお土産1,270億円)(2013)
→4兆4,162億円(うち飲食費8,857億円、
食品等のお土産3,456億円)(2017)

○地方の多様な食への期待
訪日外国人が日本の地方旅行でしたいことは、
「温泉・自然観光地訪問」に次いで、「郷土料
理を食べる」。

３倍増

26

日本の農林水産業に吹く追い風

▼日本及び日本食への注目の高まり ・農林水産物・食品の輸出
・国内外への日本食文化発信等 の絶好の機会

[2013]
「和食文化」ユネスコ無形文化遺産
登録決定

[2015]
ミラノ万博開催
テーマ「地球に食料を、生命にエネルギーを」

[2020]
オリンピック・パラリンピック
東京大会[2019]

ラグビーワールドカップ2019

26

○海外における日本食レストラン数の増加
約5.5万店（2013） → 約11.8万（2017）

○農林水産物・食品の輸出額の増加
5,505億円（2013）

→ 9,121億円（2019）

２倍増

1.7倍増

▼輸出額は平成25年から７年連続で増加し、2019年輸出実績は9,121億円です。

27

2019年の輸出額１兆円目標を達成するため、「農林水産業
の輸出力強化戦略」（平成28年５月策定）等に基づき、下記の
取組を推進。

① 輸出に意欲ある生産者を支援するため、平成30 年
８月末に「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP)
を立ち上げ、登録者が交流できるコミュニティサイトや
輸出診断などの支援を提供
（2019年3月末時点で1,120件の登録）
*GFP：Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food
Manufacturers Projectの略称

② ＪＥＴＲＯによる国内の農林漁業者・食品事業者の
販路開拓のための相談体制の強化や商談会出展等
への支援

③ 日本食品海外プロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）
による海外市場の開拓・拡大に向けた戦略的なプロ
モーション・ブランディングの実施

④ 輸出先国・地域の輸入規制の撤廃・緩和に向けた
交渉など政府が主体的に行う輸出環境の整備

輸出促進の取組状況

農林水産業の輸出力強化のための取り組み

【参考：ＧＦＰサイト】 http://www.gfp1.maff.go.jp/ 27
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②海外における日本食・食文化発信の担い手育成（外国人料理人の育成等）
日本産品や日本食・食文化の魅力を発信し、我が国の食関連事業者等が海外展開をする際にパートナーとなり得る人材を
育成。

民間が主体となり、日本産食材を積極的に使用する海外のレストラン・小売店を「サポーター店」として認定する制度
を推進。日本産農林水産物・食品のユーザーである飲食店等を「見える化」し海外需要を拡大することで、輸出促進を図る。
実績進捗：4,112店（平成31年3月29日時点）（香港､中国､タイ､アメリカ､フランス､シンガポール等）

■日本料理の調理技能認定制度
■「日本食普及の親善大使」によるセミナー
■海外の外国人料理人を招へいした日本料理店研修
■日本料理海外普及人材育成事業（日本の調理師学校の外国人卒業生）
■日本人日本食料理人の海外展開支援事業
■海外料理学校との連携 等

外国人の日本料理の技術を
競い合う料理コンテスト

（和食ワールドチャレンジ）
日本料理店での研修料理講習会

(フェランディ料理学校)

③トップセールスによる日本食・食文化の魅力発信
総理、大臣等の国際会議出席や出張等の機会に合わせ、
日本産食材を活用したメニューのレセプションを実施。

④日本食･食文化の紹介映像の制作･発信
様々なメディアを活用し、日本産品や日本食・食文化の魅力
を発信する動画コンテンツを制作。
各国で発信するほか、5年間の利用権を確保し、農林水産省の
YouTube（maffchannel）での配信など、二次利用も実施。

国連総会(2017年9月) TICAD(2016年8月)ダボス・ジャパンナイト(2019年1月)

【初音ミク】“OISHII” TRIP 【EURO NEWS】 Taste

日本食・食文化の普及の取り組み

28

①日本産食材サポーター店認定制度

みやぎサーモン 東根さくらんぼ

神戸ビーフ 下関ふく

（宮城県） （山形県）

（兵庫県） （山口県、福岡県）

夕張メロン （北海道）

▼地理的表示（GI）保護制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する産品の名称を
知的財産として保護する制度です。2015年6月にスタートし、2019年２月末ま
でに88産品が登録されています。

▼日EU・EPAにおいて、EU側GI71産品、日本側GI48産品をそれぞれ相互に保護
することで合意しました。

▼今後は、国内での登録拡大、海外での保護強化を推進していきます。

知的財産の保護～地理的表示（ＧＩ）保護制度～

29

登録産品の例
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③地域政策～美しく活力ある農山漁村の実現～

農山漁村

【多様なライフスタイルの
選択肢の拡大】

地域の仕事や暮らしに関する情報を豊富に提
供し、農山漁村への移住・定住や二地域居住、
Ｕターンを促進

移住・定住等の促進イメージ

農山漁村に
接する機会
の高まり

都市住民

定 住

群馬県川場村

【都市と農山漁村の結び付き】
一過性のブームに終わらない積極的な都市と農
山漁村の交流

群馬県川場村 世田谷区との交流を促進

都市住民とのつながりを強める

【地域の暮らしを支える取組】

民間団体等が高齢化した農家のサ
ポートや集落が担ってきたコミュニティ
機能を補完

新潟県上越市櫛池地区 庭先集出荷

【拠点への機能集約とネットワーク化の強化】

診療所、福祉施設等の生活サービスの提供の拠点を基幹
集落に集約し、周辺地域とネットワークでつないだ「拠点＋
ネットワーク」を形成

ＪＡ京都、ＡＴＭ

バス停

農業振興総合センター

お祭り広場

診
療
所

京都府南丹市美山町平屋地区 拠点＋ネットワーク

健康福祉センター

物販販売所(1F)
行政窓口(2F)

高齢者コミュニティセンター

物販販売所(乳製品)

【拡大図】

【広域図】

集落間の結び付きを強める

（出典：平成27年3月 活力ある農山漁村づくり検討会報告書）

【女性の担い手・社会経験を
積んだ者の活躍】

マーケティング・経理事務など農山漁村に
不足する能力を補強し、地域経済の発展
に寄与

京都府京丹後市チャレンジつねよし百貨店

【「地域内経済循環」のネット
ワーク構築】

地域に埋もれた未利用資源を発掘し、域外
に流出していた価値を域内に再投資

岡山県真庭市 真庭バイオマス産業都市のイメージ

【社会的企業（ソーシャル・
ビジネス）の活躍】

地域資源の活用等により小さなビジネスを
営みつつ、民間主体で地域の課題解決に
取り組み、地域コミュニティを活性化

島根県雲南市地元の農産物を加工

農山漁村にしごとをつくる

魅力ある農山漁村づくりに向けて

31

▼魅力ある農山漁村づくりのために、①集落間の結び付きを強める ②都市住民との
つながりを強める ③農山漁村にしごとをつくる 取り組みを推進しています。
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観光ビジネスによる地域の活性化～農泊の推進～

▼「農泊」とは、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の
人々との交流を楽しむ滞在のことです。

▼農山漁村に賦存する資源を活用した観光コンテンツを創出し、ビジネスとして実施
できる体制を持った地域の創出を目標としています。（2020年までに500地域）

○国内外の旅行者や旅行事業者等に個々の
農泊地域の魅力を効果的に情報発信

○料理人と農泊地域のマッチングなどの人材育
成・確保を支援

地域の取組を「知って」もらう機会の創出

○農泊地域500地域創出に向け、農泊実施民間組
織に対して直接支援
➩農泊ビジネスの現場実施体制の構築や地域資源を魅力

ある観光コンテンツとして磨き上げる取組を支援
➩古民家等を活用した滞在施設や農林漁業・農山漁村体

験施設等の整備を支援

『｢儲かる｣体制の確立』と『地域の｢宝｣の磨き上げ』

現在公開中の農泊地域を紹介する動画

地域の「宝」

古民家を活用した
宿泊施設

地域の食材を活用した
メニュー作り

※支援地域の現状

※イメージ

磨き上げ

※イメージ

32

【参考：農泊ポータルサイト】https://nohaku.net/

４．キャリアパス・職場環境について
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入省後のキャリアパス

係 員

係 長
（７年目以降）

課 長 補 佐
（１７年目以降）

本省及び地方農政局の
管理職

政策の企画立案
業務

行政の運営管理
業務

▼ 北海道農政事務所管内での異動が基本となります。ただし一度は農林水産省本省での業務経験を
していただきます。

▼ １０年目頃までは、本人の希望を踏まえた上で、おおむね２年程度で様々なポストを経験して
いただき、自分にあった分野のスペシャリストを目指していただきます。

34

安全管理業務人事・給与業務
北海道農政事務所総務課 H３０入省 Kさん(女性)

・採用事務
・職員の給与計算や諸手当認定補助
・人事異動の企画補助
・非常勤職員の雇用事務
・再任用職員の社会保険事務

一般職（行政）採用後の人事について（配属の例）

６次産業化業務

北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 H３１入省 Sさん(男性)

・牛の異動記録の修正等に関する業務
・農家マスタの新規登録・修正に関する

業務
・地域拠点等への情報共有
・牛の管理者等への未報告データに関す

る対応、指導等
・牛の管理者への調査実績数とりまと

めや報告

北海道農政事務所消費・安全部畜水産安全管理課 H3１入省 Kさん(男性)

北海道農政事務所会計課 H3１入省 Oさん(女性)

物品等管理・調達業務

・電気代やガス代の支払い
・書籍や消耗品の調達
・SAPICAやKITACAの管理
・筆耕依頼
・物品庫の管理等

・６次産業化の認定事業者へのヒアリング
・６次産業化の認定事業者へのフォロー

アップ業務
・案件発掘等

35
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研修について

○ 新規採用者研修

入省１年目の職員を対象に４月に合
宿形式により行われます。公務員とし
ての心構えや農林水産行政の基礎知識
を講義形式で学ぶ【高尾コース】と、
ほ場での実習や先進的な生産現場にお
ける現地研修を行う【つくばコース】
の２本立てで実施しています。

○ 農村現地研修

入省２年目に在職する職員を農家の
元に5日間派遣し、農林水産業の実情を
経験する研修です。

○ 職員行政実務研修

各界の有識者を講師として、職員のスキルアップ
向上に向けた研修を開催しています。また現地見学
や意見交換なども行っております。

36

37

ワークライフバランスを大切にしています！

平成29年6 月1日に農林水産省に保
育所が開所しました！！

木育をコンセプトに、建物の内部や
玩具に木材を利用し、ぬくもりのあ
る環境で五感と創造力を育みます。

千代田区認可の事業者内保育所となっ
ており、農林水産省に勤めている方の
お子さまに優先して入園して頂けます。

○ 女性国家公務員の採用状況

○ 職員一人当たりの超過勤務時間
（一月あたり）

※人事院・内閣人事局「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ調査」
※総合職（院卒者）に準ずる試験及び一般職（大卒程度）に準ずる試験を含む。

農林水産省１号館保育室

職場環境づくりの紹介

○ ポータルサイトでの情報提供

育児しながら働く職員に対して、役立つ
情報の提供を行っております。「パパマ
マ応援手続きリスト」、「まふっこ子育
て体験記」を現在掲載中です。

○ 子育て座談会（ランチ会）

定期的に育児中の職員が様々なテーマ
で先輩職員と情報を交換する場を設けて
います。

農林水産省における直近６年の女性公務員の採用
割合は、30％を超えています。

総数
(人)

女性の
割合(％)

42
95 123 143 168 15574

187
194

212
228 229

0

100

200

300

400

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

36.2

33.7
38.8

40.3
42.4 40.4

本省
（常勤職員）

25.2時間

地方機関
（常勤職員）

7.7時間

合 計 11.9時間

※平成30年における職員一人当たりの平均超過勤務時間数。
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38

求められる能力、資質とは？

主体性
・

積極性

協調性

農林水産業を取り巻く諸
課題(強い農林水産業の構
築)への対応

多様な職種の人材がチーム一丸
となって課題に挑む農林水産省
ならではの特徴

法律・制度を理解して、適確
に事務を処理できるか。

真面目さ

試
験
申
込
期
間

4/2（金）
～

4/14（水）
6/13（日） 7/7（水）

9:00

7/14（水）
～

8/2（月）
8/17（火）7/9（金）～

人
事
院
第
１
次
試
験
（筆
記
）

第
１
次
試
験
合
格
発
表

人
事
院
第
２
次
試
験
（面
接
）

最
終
合
格
発
表

内
定

官
庁
訪
問
の
日
程
は
各
機
関

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
下
さ
い
。

試験に合格すると･･･
最終合格者は「採用候補者名簿」に記
載されます。一度名簿に掲載されると
３年間有効です。

採用スケジュール（２０２１年度国家一般職）

39

内定
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【問い合わせ先：北海道農政事務】

総務課人事グループ

電話番号：０１１－３３０－８８０４

メール：saiyo@maff.go.jp

○何か分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

ご清聴ありがとうございました！！

【北海道農政事務所ホームページ採用情報】

http://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/jinji/kantyouhoumon.html


