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「農業改良普及事業改革の基本方向について」

（普及事業の在り方に関する検討会報告書）

Ⅰ．はじめに

協同農業普及事業は、昭和２３年の制度発足以来、試験研究機関と農業者の橋渡しと

して、農業者に直接接しながら、試験研究機関で開発された技術を地域の農業条件に応

、 。じて現場にあった形で普及させることにより 我が国農業の発展に大きく貢献してきた

発足直後から昭和２０年代後半にかけての食糧不足の状況下においては、米の増収を通

じた食料増産、農家生活の改善に大きく寄与した。また、昭和３０年代後半からは、我

が国農業が旧農業基本法の下、選択的拡大が求められる中で、園芸、畜産等の技術指導

を通じて地域における産地育成に貢献し、昭和４０年代後半からは、米需給不均衡の下

、 、での生産調整政策の推進に当たり 集団転作など地域農業の組織化に取り組むとともに

農村生活の改善等に重要な役割を果たしてきた。

農業は、人間の生命維持に欠かすことができない食料を供給する産業であり、その発

展を図っていくことが重要であるが、近年、食料・農業・農村をめぐる状況は、食料自

給率の低下、担い手の減少、高齢化の進行など大きく変化している。こうしたなか、新

たな理念の下で政策の再構築を図るため、平成１１年に食料・農業・農村基本法が制定

、 。 、され 農業・農村の持続的な発展に向けた諸施策の展開が図られている 農業現場では

企業家マインドに富む意欲的な農業者も育ちつつあるが、国際化の進展に対応した競争

力ある担い手の育成・確保に当たって、直接農業者に接して技術支援等を行う普及事業

、 。も研究開発との連携を強化しつつ その役割を十分果たしていくことが求められている

また、平成１４年４月には「 食』と『農』の再生プラン」が策定される等、食料・農業『

・農村基本法の下での新たな施策展開が図られており、こうした新たな施策に対応した

普及事業を展開していく必要がある。

このように普及現場をめぐる環境変化には著しいものがあり、協同農業普及事業のあ

り方が改めて問われている。

「普及事業の在り方に関する検討会」は、これら状況を踏まえて協同農業普及事業の

現状と課題を明らかにし、今後の事業運営の基本的方向、具体的方策等、普及事業のあ

り方全般について幅広い検討を行うことを目的に、農林水産省経営局長の依頼を受け発

足したものである。

当検討会では、平成１４年８月１９日の第１回会合以来、これまで６回にわたり議論

・検討を積み重ねてきた。この間、協同農業普及事業の在り方については、地方分権改

革推進会議や経済財政諮問会議の場でも取り上げられ、種々の提言・意見が出されてき

た。そうした動きも視野に入れつつ、当検討会がこれまで行ってきた検討の結果を取り

まとめたのが本報告書である。
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Ⅱ．協同農業普及事業の在り方の見直しの必要性

国民への食料の安定供給等の実現のためには、人間の生命維持に欠かすことができな

い食料を供給する産業としての農業の役割を明確に位置付けるとともに、国際化等に対

、 。 、応しうる産業として 生産性向上や経営発展を持続的に図る必要がある このためには

不断の技術革新に取り組む経営感覚に優れた担い手の育成・確保が重要である。

我が国農業の実情から、農業分野の技術革新は農業者の自助努力のみでは困難である

ことから、公的な試験研究機関等で開発された革新的な技術・経営方式を現場にあった

形で普及する公的な普及事業が必要である。このような公的な普及事業は、公的な試験

研究機関と農業者の橋渡しという基本的な役割のもとに、国の農業施策と都道府県の産

業施策との調和を図りつつ、国と都道府県との協同事業として運営されている。

しかし、近年、農業を取り巻く環境や担い手の在り方が大きく変化する中、普及現場

では農業者のみならず、行政、関係機関・団体等からの多様な要請が増大し、以下のよ

うな問題が指摘されている。

① 協同農業普及事業は、食料・農業・農村をめぐる課題の多様化とともに、その活

動領域が拡散し、基本的な役割が不明確になりつつあるのではないか。

② 地域農業においては、産地間競争の激化や農村環境の変化の中で、それぞれの地

域条件に即した独自の取組みが求められており、また、地方分権の観点からも、国

と都道府県との統一方針の下で行う協同農業普及事業の位置付けが変わってきたの

ではないか。

③ 個々の農業者においては、消費者・実需者のニーズの多様化に対応して、自らの

創意工夫による多様な取組みを図ることが重要となっており、産地形成やその技術

レベルの底上げ的な指導を行ってきた協同農業普及事業の仕組みは時代の要請に即

していないのではないか。

④ 農業経営の高度化、法人化が進展する中で、現行の協同農業普及事業は農業者の

高度で多様なニーズに十分に対応し切れていないのではないか。

⑤ 協同農業普及事業についても民間の多様な技術・経営支援サービス活動が充実し

ている分野は民間にまかせるべきではないか。

、 、 、一方 普及組織内部においても 協同農業普及事業をめぐる環境変化に対応するため

都道府県ごとの組織体制の改編が顕著になってきている。行政組織のスリム化・効率化

が求められる中で、地域農業改良普及センターは統廃合により一層の広域化が進むとと

もに、農業事務所等行政組織との統合を図るところも増加し、他業務を兼務することが

増加するなどの状況変化が進展している。
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、 、 、 、これらの問題に加え 現在 食料・農業・農村基本法に基づき 食料の安定供給機能

多面的機能の十分な発揮のため、農業の持続的発展及びその基盤たる農村の振興を図る

べく各種の新施策が展開されているところである。最近では 「 食』と『農』の再生プ、『

」 、 、 、ラン に基づき 食の安全・安心の確保 農業の構造改革の加速化等が重要課題とされ

協同農業普及事業においても、これら農政の新たな展開方向に即した取組みが求められ

ている。

その一方で、協同農業普及事業のあり方について、平成１４年以来、地方分権改革推

進会議、経済財政諮問会議等において種々の提言、意見があるところであり、平成１４

年１１月に 「農業改良普及事業に係る制度については、一定の役割を果たしてきている、

が、必置規制の廃止又は大幅な緩和、交付金の一般財源化等その交付の在り方等につい

て、制度の根幹から検討が必要であるとの地方分権改革推進会議の意見を踏まえ、必置

規制の見直しや交付金の削減を含め、その具体的な改革プロセスを着実に推進する 」と。

の閣議決定がなされた。また、同年１２月には 「農業改良普及事業に係る必置規制の廃、

止又は大幅緩和、普及組織のスリム化、改良普及手当の在り方の抜本的な見直し、協同

農業普及事業交付金の一般財源化等その交付の在り方等について検討を行い、平成１５

年３月までに見直しの結論を得る 」と閣議に口頭報告がされた。。

今後の普及事業のあり方を考えるためには、こうした動きも視野に入れつつ、事業の

根幹からの見直しが必要となっている。

上述のような普及事業を取り巻く様々な状況の下、協同農業普及事業と都道府県が方

針を明確にして自主的に取り組む普及事業とを含む公的な普及事業（以下 「公的な普及、

事業」という ）の必要性を明確にするためにも、協同農業普及事業の基本的役割につい。

て改めて明らかにすべき時期にきていると考えられる。今後は、多様な普及ニーズすべ

てに対応するのではなく、協同事業としてどこに強みがあるのかを明確にして、事業内

容を重点化すべきである。そして、公的な普及事業にふさわしいレベルの高い普及事業

を目指す必要がある。

Ⅲ．協同農業普及事業の在り方の見直しの方向

１．協同農業普及事業の役割と今後の方向

公的な普及事業は、これまで専ら国と都道府県の協同農業普及事業として実施されて

きたが、近年、地域農業・農村の課題はますます多様化し、国との協同事業としての性

格に必ずしも拘束されることなく、それぞれの地域の実情に応じてこれら課題に対処す

、 。る必要性も顕著になってきており 都道府県ごとの普及組織体制は多様に展開している

また、今後は 「 食』と『農』の再生プラン」の展開方向に即し、消費者の視点を重、『
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視した事業内容に転換していく必要がある。

、 、 、 、このようなことから 協同農業普及事業については 消費者の視点を重視し 重点化

高度化・効率化に向けた課題の見直しを行い、国はそのことを運営指針で明らかにする

とともに、民間との連携、普及職員や普及組織のあり方、さらには国の関与のあり方を

見直す必要がある。

（１）試験研究、普及、研修教育の一体的取組みの充実・強化

技術開発が高度化・多様化する中で、技術革新による担い手の育成・確保を図るため

には、これまでの役割分担を重視した「試験研究機関→専門技術員→改良普及員→農業

者」といった段階的個別指導中心の取組みから脱皮し、技術革新に意欲的な農業者のほ

場で試験研究、普及等が農業者とともに組立・実証に取り組むなど、支援の在り方を見

直す必要がある。すなわち、新技術・経営方式の開発を行う試験研究機関、将来の農業

を担おうとする者に対する研修教育を行う農業大学校、革新的な技術・経営方式の普及

を行う普及事業の３者が有機的に連携・協働して取り組むことが重要である。今後これ

らの一体的取組みを充実・強化する必要があり、協同農業普及事業の見直しは、その一

環として取り組む必要がある。

（２）協同農業普及事業の重点化の方向

今後、協同農業普及事業の重点化、高度化・効率化の方向を検討するに当たり、普及

組織が今日まで多くの成果を挙げてきたのは、この組織が技術に関する専門家集団であ

ったためであることを改めて確認する必要がある。協同農業普及事業については、

① 技術の専門家集団としての普及組織が取り組むことが最も効果的、効率的である

課題かどうか

② 市場メカニズムに委ねることはできないか、又は民間が育っていないという理由

で公的な普及組織が行うべき課題かどうか

といった観点から、必要性の有無にまで踏み込んで検討する視点が必要である。また、

普及組織が関わる必要がある課題についても、

① 普及組織がどの程度関与する必要があるか

② 民間も含め他の組織、機関等における取組みが中心になることはできないか

といった観点から、協同農業普及事業の重点化の方向を明確にする必要がある。その上

で、国レベルで重要な農政課題の解決に必要な取組みも市場メカニズムでは実現しない
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ことから、取組範囲を明確に重点化して、組織的に取り組むことが必要である。

具体的には、

①先進的な経営体等への高度な技術革新の支援

②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

に、協同農業普及事業の重点化を図る一方で、都道府県が方針を明確にして自主的に取

り組む普及事業が担うべき分野、さらには他の機関や民間が担うべき分野を明確にし、

それぞれが役割を分担して全体として効果的・効率的な普及事業を推進する必要がある

と考えられる。

また、今後は、交付金対象となる協同農業普及事業とは別に、地域の実情に応じた独

自の課題解決に向けた普及事業を都道府県が方針を明確にして自主的に展開できるよう

にすることが必要である。

なお、協同農業普及事業の重点化に当たり、担い手の高度な技術革新や経営体として

永続性を確保していく必要があり、担い手となりうる青年農業者の育成、意欲を有する

女性農業者の能力発揮と農村地域における男女共同参画の推進等に留意して進める必要

がある。

① 先進的な経営体等への高度な技術革新の支援

競争力があり安全な食料の安定供給を図るためには、国内の農業生産を支える先進的

な農業の担い手の育成・確保を図ることが重要な政策課題となっている。

農業経営においては、国際的な市場競争力の強化が求められる中で、消費者・実需者

のニーズの多様化に対応して、自らの創意工夫による多様な取組みを図ることが重要と

なっており、先端的経営を支える革新的技術・経営方式の導入は、意欲ある担い手の経

営発展を通じて農業の構造改革を加速化する上で極めて重要である。

一方、公的試験研究機関や大学等で新たに得られた知見や技術は、通常そのままでは

農業者が経営の改善に利用できるものではなく、したがって新たに地域の農業現場の具

体的な条件下で、現場に適用可能な技術として実証した上で農業者に利用されるものと

なる。

今後、協同農業普及事業においては、試験研究機関との連携を強化し、農業法人をは

じめ農業に意欲的に取り組んでいる担い手や、経営意欲があり将来担い手に発展する可

能性の高い経営体の要請に応え、高度な技術や専門的知識を現場にあった形で組立・実

証することが、最も基本的な役割である。

この場合、協同農業普及事業が担う中心的分野は、土地利用型農業に関連する技術の

ように、その開発を市場メカニズムにすべて委ねることができず、公的機関が研究開発

を担っており、これら試験研究機関と組織的な連携が必要となる分野が適当であると考

えられる。
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さらに今後は 「 食』と『農』の再生プラン」の展開方向に即し、消費者の視点を重、『

視した事業内容へ転換する観点から、食の安全・安心に関わる環境と調和した農業生産

方式の導入、耕畜連携による資源循環型農業の推進に向けた技術支援、消費者・実需者

のニーズを反映した農業経営への転換支援等も、同様に市場メカニズムにそのすべてを

委ねることはできず、協同農業普及事業として重点的に取り組む必要がある。

一方で、先端的な農業経営の改善・発展を図る場合、単一の技術導入で可能なことは

まれである。このため、農業の現場において普及組織における個別の技術の専門家のほ

か、公的試験研究機関、大学や民間など、多様な技術の専門家を組織し、農業者と共同

して現場にあった技術を組立・実証し、その上で普及していくことが、最も効果的かつ

効率的である。このような観点から、高度な技術支援とともに地域においてこれら関係

者を連携・調整する機能も、今後の協同農業普及事業において一層重要になるものと考

えられる。

② 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

新技術を浸透すべき農業現場は、自然的・社会経済的に同質な一定の面的な広がりを

もった地域としてのまとまりを持っている。その地域は、大規模農家、農業法人等の先

進的な経営体のみならず、兼業農家や高齢農家等を含めた多様な農業者により構成され

ている。担い手が活躍する場を確保・提供しつつ、地域全体に新技術を効果的に浸透さ

せ、担い手を中心とした産地育成を図るためには、地域農業全体としての維持存続を目

指す中長期的な視点からの取組みも重要である。

関係者が連携・結集した担い手に対する総合的な支援体制を構築する観点から、技術

に関する専門的な知識だけでなく地域農業の実態に幅広い知識を併せ持ち、公的な立場

から市町村、農協等の関係機関・団体や農業集落のリーダー等に働きかけ、多くの関係

者の利害を調整しつつ、例えば地域営農集団等の組織化を誘導し新技術・知識の浸透等

を図っていくという普及職員の役割は、市場メカニズムだけでは実現できない。

このように、地域農業の維持のために関係機関等との連携の下で推進する地域農業の

コーディネートも協同農業普及事業が担うべき重要な役割である。

（３）将来の担い手の確保等道府県農業大学校の充実・強化

道府県農業大学校では、これまでも協同農業普及事業の一環として、将来の農業を担

おうとする者への実践的な研修教育を実施してきているが、今後、協同農業普及事業の

重点化、効率化を進めるなかで、試験研究機関、普及現場と十分な連携・役割分担を図

りつつ、機能の充実・強化を図ることが必要である。

（４）公的な普及事業の運営方法

上記の協同農業普及事業として取り組むべき役割、課題を踏まえ、公的な普及事業に
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ついて、

① 協同農業普及事業の基本的役割と重点化の方向に即した課題については、国が運

営指針で課題等を明確化し、都道府県はこれに沿って協同農業普及事業の普及職員

の普及活動の課題を実施方針で具体化して協同農業普及事業として取り組む。

② その他の地域独自の課題については、都道府県が方針を明確にして自主的な普及

事業として取り組む。

との分担を進める必要がある。

このような観点から （２）で述べた２つの重点化の方向との関連において、以下に個、

々の農政上の課題等について公的な普及事業・普及組織の関わり方を整理すると、おお

むね次のとおりと考えられるが、具体的には地域の農業条件等に応じて、協同農業普及

事業として取り組むべき課題か、都道府県の自主的な普及事業として取り組むべき課題

かを都道府県で方針を明確にして取り組めるようにする必要がある。

①食の安全・安心、環境保全型農業の推進

「 食』と『農』の再生プラン」の展開方向に即し、消費者の視点を重視した事業内容『

へ転換する観点から、食の安全・安心に関わる環境と調和した農業生産方式の導入や耕

畜連携による資源循環型農業の推進に向けた技術支援は、市場メカニズムにすべてを委

ねることはできず、協同農業普及事業として取り組む必要がある。

さらに、生産者と消費者のつなぎ役として、食の安全・安心に向けたトレーサビリテ

ィシステムや地産地消の推進、消費者・実需者ニーズを反映した農業経営への転換等に

関する支援活動、農薬の適正使用指導も重要である。

② 多様な就農者等の技術レベルの底上げのための支援等

新たに農業を開始する者は、生産技術、経営管理能力は総じて十分なレベルとは言え

ず、技術指導による技術レベルの底上げを行うことが必要である。しかし、このような

技術レベルの底上げ支援については、必ずしも普及職員でなければ対応できないもので

はないことから、それぞれの地域の実態に即し、営農指導を行っている農協と役割分担

・連携を図りながら取り組むことが適当と考えられる。農協の営農指導体制が充実して

いる地域においては、販売、購買事業等とも直結している利点もある。一方、営農指導

が手薄で対応が困難な部分や多様な就農者が民間活用に伴う費用負担力が備わっていな

い段階では、普及組織が技術指導を行う必要があると考えられるが、普及組織が取り組

む場合においても、新規就農青年に対してその発展段階等に応じ指導農業士制度を積極

的に活用するほか、高齢帰農者等に対しても地域の協力体制を整備して取り組むことが

適当であると考えられる。
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なお、農村青少年等の農業を担うべき者に対し実践的な研修教育を行う道府県農業大

学校等と普及現場との連携にも十分留意する必要がある。

③農産物・食品の安全性

農産物や食品の安全性確保は、これに関わる機関共通の責務である。地域の農産物を

出荷する農協にとって、安全な農産物を流通・提供することは基本的な使命であるよう

に、安全性の確保自体は、それぞれの出荷組織や加工組織が担うべき必須の責務として

考えるべきである。ただし、①にあるように食の安全・安心に関わる環境と調和した農

業生産方式の導入等の技術支援については協同農業普及事業において取り組む課題であ

る。

④ 食育・農業体験学習

食育、農業体験学習は 「食」と「農」に関する国民の理解を深め 「農」と消費者と、 、

の結びつきを高める上でも重要である。また、農業体験学習は、後継者の育成・確保の

観点からも重要な政策課題である。

これら課題については、市町村等他の行政機関や農協等においても、近年、精力的に

取り組まれており、公的な普及事業としては、主体的に取り組むよりも、カリキュラム

作成等の相談、講師派遣、協力農家の紹介等を通じて、市町村、農協の取組みに協力す

るという観点から関わっていくことが適当である。

⑤ その他

これまで普及組織は、税務、会計・経理、労務管理等の事務や農産物の加工、マーケ

ティング、ＩＴ化等にも取り組んでいる。これらの分野は、農協も含めすでに民間活動

が活発化しており、税理士、公認会計士、社会保険労務士等各種コンサルタントが存在

する分野である。これら分野については、今後原則として民間専門家に任せるのが適当

であると考えられる。

２．民間との連携の在り方

今後、公的な普及事業の重点化、効率化を図るためには、従来にも増して幅広い場面

で民間の力の積極的活用を図ることが重要である。

しかし、農業者の中には民間の活用を図るに当たって、基礎的知識の指導が必要な者

が存在すること、民間の専門家の多くは彼らにとって新分野である農業の実情に未だ習

熟していないこと等、民間の活用を促進するためには、普及職員が農業者と民間との橋

渡し役を担う必要がある。経営管理やＩＴの農業経営への活用促進のための普及啓発、

農産加工等における基礎的知識の事前指導や民間の紹介等の支援活動を行うことが当面
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の課題として考えられる。

また、定型化された技術や専門的に熟練を要する技能等は、地域の先導的農家や民間

専門家の協力活動に積極的に委ねていくことが重要である。こうした民間の力の活用に

当たっては、普及協力委員制度をこれまで以上に活用することが望まれ、普及協力委員

の活動環境の整備等を図る必要がある。また、大学の教授、独立行政法人試験研究機関

の研究者等を客員普及員として期限付きで任命することができるよう、弾力的な事業運

営の強化などを含め、これらの円滑な推進に向けた方策を具体化していく必要がある。

、 、 「 」また 農協の営農指導については 農産物の販売や生産資材の購買事業の 先行投資

と位置付けることができることから、農協の本来事業である販売事業等の一環として行

うべきものであり、公的な普及事業とは性格を異にするものの、これまで互いに補完し

あいながら、農業者の農業経営を支援してきた。今後においても、地域に密着し農業者

の生計等に精通した農協の役割は大きく、営農指導をはじめ農協との役割分担・連携は

引き続き重要と考えられる。

今後の農協の営農指導と普及事業との具体的な関係については、平成１３年の農協法

改正において営農指導が農協事業の中で第一の事業と位置づけられたところであり、ま

た、現在 「 食』と『農』の再生プラン」に基づき、営農指導も含めて農協系統組織・、『

事業の改革の具体的検討に着手しているところであることから、これら農協改革に関す

る検討結果を踏まえた上で整理する必要がある。

３．協同農業普及事業の普及職員の在り方

（１）普及職員に求められる機能

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。

（ ）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）

（２）普及職員に求められる能力及び資質

今後の協同農業普及事業に従事する普及職員には、アドバイザーはもとよりスペシャ

、 、リストについても 現場に密着した課題解決型の能力を備えた技術者である必要があり

経験の有無がその能力を左右する。このことから、今後これらの普及職員には、一層高

度な課題解決型の能力を求めることとし、大学卒程度を基準とし、専門技術員、改良普

及員の２種類の職員を設置することを制度上義務付けている現行の規定を廃止し、今後

は、大学院修士課程修了者であっても、さらに一定の農業実務経験を持ち、農業現場の
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技術課題の解決に意欲と能力を有すること又はそれと同等以上の能力を有していると認

められることを要件とする新たな普及職員に一元化し、柔軟な現場活動を可能とすると

ともに、高度な課題解決型の活動を強化する必要がある。

また、協同農業普及事業の担い手は、このようなスペシャリスト及びアドバイザーの

機能を有する普及職員とし、協同農業普及事業交付金の対象職員はこれらの者に限定す

るべきである。これにより、普及職員の資質向上を図るとともに、交付対象職員の限定

による普及組織のスリム化を促進する必要がある。さらにスペシャリスト、アドバイザ

ーの評価システムなど協同農業普及事業の高度化に即した事業運営の在り方を検討する

必要がある。

（３）普及職員の養成方策

今後、こうした高度なレベルを有する普及職員を持続的に確保・維持するためには、

その認定・任用及び研修制度のあり方についても見直す必要がある。

このため、協同農業普及事業交付金の対象職員への認定は、可能な限り透明性の高い

方式を取り入れることが望ましい。

この場合、認定の候補者は、国が実施する資格試験合格者又はこれと同等以上の能力

を有する者とし、都道府県は、候補者の中から独自に協同農業普及事業に従事する普及

職員として認定することとする。

また、新たな普及職員に求められる役割・機能に対応しうる専門家集団の維持のため

に、国は研修制度の見直し・充実を早急に具体化する必要がある。

４．協同農業普及事業の普及組織の在り方

組織体制の在り方は、都道府県の自主性を尊重することが基本的な方向である。都道

府県における地域機関の設置形態が多様化している中で、効果的・効率的な普及事業を

展開する観点から、都道府県が地域の実情に応じた一層弾力的・機動的な事業運営がで

きるよう、普及職員の設置は必要であるものの、地域農業改良普及センターの必置規制

を廃止する必要がある。

その上で、現在、ごく一部を除く地域農業改良普及センターは、管轄区域を分担し設

置されており、それぞれのセンターに専門担当の改良普及員が配置されているが、専門

担当職員が分散している従来の形態が、高度な技術力を発揮する上で効果的・効率的で

あるかについて、各都道府県において改めて検討してみる必要があると考える。

今後、スペシャリストとアドバイザーが、それぞれの協同農業普及事業の機能を最も

、 、 。効果的 効率的に発揮する観点から 望ましい組織体制を例示すると次のとおりである

①高度技術農業支援センター（仮称）

スペシャリストは、高度な技術力を発揮する者であり、いかに高度な専門性を保持す

るかがその基本となる。従って、公的機関が研究開発を担っている分野について、組織

的な連携を図りながら高度な技術支援を行うという協同農業普及事業の基本的役割を踏
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まえ、都道府県農業試験場内に、道府県農業大学校とともに高度技術担当のスペシャリ

ストが活動する拠点として、高度技術農業支援センター（仮称）を設置し、一体的支援

が行えるようそこにスペシャリストを集中配置させる。

②地域農業支援センター（仮称）

産地づくりや地域リーダーの育成等を担当するアドバイザーは、公的機関としての中

立・公正な立場、地域農業に関する高度でかつ幅広い知識を背景に、農業者の技術・経

営課題の解決のために、上述のスペシャリストと協働する者である。さらに、アドバイ

ザーは、公的試験研究機関、普及協力委員、大学、民間や市町村、農協等の関係機関・

団体等地域の農業経営に関わる多くの関係者と分担・利害関係を調整しながら、これら

関係者が結集し連携した支援体制の構築を推進しつつ、地域ごとに多様で高度な技術を

浸透させるコーディネーターでもあり、地域に密着していることが大前提となる。この

ため、その機能を十分に発揮させるためには、一定の地域単位で活動拠点（仮称：地域

農業支援センター）を設置し、アドバイザーを配置させる。

５．制度の枠組みなど国の関与の在り方

協同農業普及事業については、上記のような重点化、高度化・効率化の方向を踏まえ

るとともに、都道府県の自主性を一層発揮するとの観点から、以下のように、国の関与

について見直しを図るとともに、協同農業普及事業の実施に当たり必要となる技術的支

援を充実することが重要である。

① 普及職員については、資質向上を図るため、専門技術員・改良普及員の２種類の

職員を設置する現行の規定を廃止し、一元化し、スペシャリスト及びアドバイザー

の機能をもつ新たな普及職員として設置する。また、民間、大学等の積極的な活用

等を図る観点から、普及職員の任用基準等を弾力化する。

② 農業改良普及手当については、普及職員の一元化にあわせ、都道府県の自主的支

給が可能となるよう手当の支給に関する規定は維持するものの、支給の上限規定は

廃止する。

③ 地域農業改良普及センターについては、前述したように地域の実情に応じた一層

弾力的・機動的な運営ができるよう必置規制を廃止する。また、これに伴い、地域

農業改良普及センターの長の普及員要件及び普及職員の配置場所に関する規制を廃

止する。

④ 協同農業普及事業交付金については、食料の安定供給、農村の振興等国の責務を

果たす観点から、当面、必要度に応じて協同農業普及事業が実施されるよう交付金

制度の維持が重要である。この場合、協同農業普及事業の高度化・効率化による普
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及組織のスリム化に沿った交付金の縮減等を図ることが重要である。

⑤ 都道府県実施方針の事前協議等を廃止し、届出等に簡素化する。

⑥ 協同農業普及事業の重点化、高度化・効率化に必要となる研修、調査研究、情報

提供等に係る国の技術的支援を充実する。

６．おわりに

今後、本報告書を踏まえ、さらに具体化に向けた検討を進め、制度改正も含めて具体

的な改革プロセスを着実に推進することが必要である。


