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１ 農業を取り巻く状況について



〇 我が国の農業を支える基幹的農業従事者は毎年減少。65歳以上が約７割と高齢化が進展しており、今後一層の減少が見込
まれることから、担い手の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念される地域が発生する可能性がある。

○H３０年の基幹的農業従事者の年齢構成

出典：農林水産省「平成30年度農業構造動態調査」（平成30年12月農林水
産省）

（歳）

50歳未満
15.2万人
（10%）

65歳以上
98.7万人
（68%)

○基幹的農業従事者数の推移

出典：農林水産省「平成30年度農業構造動態調査」、「農林漁業センサス」

※基幹的農業従事者：農業就業人口（自営農業に主として
従事した世帯員）のうち、ふだん仕事として主に農業に従事
している者をいう。
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１－１．農業従事者の減少と高齢化
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資料：農林水産省「新規就農者調査」
（平成31年2月1日現在）

新規雇用就農者の属性

資料：農林水産省「農家就業動向調査」(S60～H2)、「農林業センサス」（H6）「農業構造動態調査」(H７～12）、「農林業センサスと農業構造動態調査の組替集計」（H16、17）、
「新規就農者調査」（H18～）

注)１．「新規自営農業就農者」とは、農家世帯員で、調査期日前１年間の生活の主な状態が、「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「自
営農業への従事が主」になった者。

２．「新規参入者」とは、調査期日前１年間に土地や資金を独自に調達（相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。）し、新たに農業経営を開始した経営の責任者。平成
22年の数値については、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県の全域及び青森県の一部地域を除いて集計。

３．「新規雇用就農者」とは、調査期日前１年間に新たに法人等に常雇い（年間７か月以上）として雇用されることにより、農業に従事することとなった者である（外国人研修生及び
外国人技能実習生並びに雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く。

４． 平成17年以前の新規就農者数は、新規自営農業就農者のみ、平成18年以降は新規雇用就農者と新規参入者を含んだ値。
５. 平成23年以降の調査結果は、東日本大震災の影響で調査不能となった福島県の一部地域を除いて集計した数値。

新規就農者の動向
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○ 新規就農者数は、平成30年で５万5,810人。その大半が、新規自営農業就農者（農家子弟であって、自家農業に就農する者）。

○ 新規雇用就農者（農業法人等に雇われる形で就農する者）は、近年８千人程度で推移してきたが、平成27年からは１万人前

後で推移。年齢別では40代以下（72％）、出身別では非農家出身者（82％）が多数。

○ 将来の担い手として期待される40代以下の若い就農者は、２万人前後で推移。近年、新規就農施策の効果により新規参入

者が増加。

１－２．新規就農者の現状
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〇 農業者の減少・高齢化を背景に、 従業員を集めやすい、経営継続がしやすいなどの利点があることから、法人経営体数は
年々増加し、法人の面積利用割合も増加。その結果、農業の雇用労働力が増加しているが、農畜産業の有効求人倍率は全
産業平均を上回っており、労働力不足が深刻。

○農畜産業の有効求人倍率の推移
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○ 農地面積全体に占める法人の利用面積割合の推移
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１－３．法人経営体の増加と労働力不足
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○ 農地面積は、主に荒廃農地の発生や宅地等への転用等により、減少が続いている。
○ 農地の分散状態を解消し、農地の集積（担い手に農地を集める）・集約化（農地をひとまとめにする）を進めるための仕組みと
して、農地中間管理機構（農地バンク）が平成26年に創設され、担い手の農地の利用面積シェアが着実に増加している。

○農地面積の推移 ○ 全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェア
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目標 令和５年に８割
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＋1.7万㏊
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＋2.4万㏊

うち機構転貸
＋1.6万㏊
それ以外
＋1.5万㏊
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田

畑

（万ha）

503.8（計）

442.0（計）

201.4

240.5

229.3

274.5

約62万ha減少

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

１－４．耕地面積の推移及び担い手への農地集積
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注1) 国勢調査の組替集計による．なお，令和２年以降(点線部分)はコーホート分析による推計値である．
2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし，平成19年4月改定のコードを用いて集計した．

(指数：H27＝100）

○ 人口減少は、農村の平地～山間になるほど顕著となり、特に山間地域においては、令和27年には平成27年から半減し、過半
が65歳以上の高齢者になると見込まれる。

○ また、集落の存続が危惧される、集落人口が９人以下でかつ高齢化率が50％以上の集落（存続危惧集落）は、30年後（令和
27年）には4倍以上に増加。これらの９割が中山間地域に所在する集落となっている。

１－５．農村地域人口の減少と農業集落の変化

出典：農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測」（令和元年８月）
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〇日本型直接支払制度等を活用した各地域での取組事例

〇 獣害の少ないエゴマの栽培により、

耕作放棄地が減少し、中山間地域の

景観向上、農家の意欲回復に寄与。

○ 集落ぐるみで草刈りや農道の管理

を実施することで、エゴマ栽培の拡大・

安定生産を下支え。

○ 共同取組活動として協定参加者を

中心に設立された「円良田ＥＧＯＭＡク

ラブ」がエゴマを生産し、地元直売所で

加工・販売を行い、収益の向上、地域

農産物のブランド化の取組により、地

域の活性化を推進。

○ エゴマ油は美里町のふるさと納税

の返礼品となっており好評。（エゴマ油

の生産額：350万円（H29））

○ 中山間地域の人口は全国の約1割であるが、農家数、耕地面積、農業産出額とも全国の約4割を占め、我が国農業の重要な

部分を担っている。

〇 中山間地域は傾斜地が多いなど地理的な制約があるものの、貴重な地域資源・強みをうまく活用することで雇用と所得を生

み出し、地域の新たな発展に貢献することが期待される。また、地域内外の者が交流する機会を創出し、地域の活性化につな

げる事例も生まれており、今後、こうした取組を強化していく必要がある。

１－６．農山間地域の振興と取組事例

【エゴマ栽培による耕作放棄地の解消】

（円良田協定（埼玉県））

共同活動・収穫作業 商品のエゴマ油

〇 昭和35年に37世帯211人いた集落

は、高齢化と新潟中越大震災により、

6世帯13人まで減少し、集落存続の危

機に。

○ 災害ボランティアの受入れを契機に

交流事業や移住促進事業等により、

11世帯25人に増加し、「奇跡の集落」

と呼ばれる。

○ 地域おこし協力隊や、中山間地域

直接支払交付金等も活用し、集落で

生産した魚沼産コシヒカリをブランド米

として販売。

【震災復興から「奇跡の集落」に】

（池谷・入山集落（新潟県））
いけたに いりやま

中山間地域の主要指標（平成27年）

区分
全国
（Ａ）

中山間地域
（Ｂ）

割合
（Ｂ/Ａ）

①人口 1億2,709万人 1,420万人 11%

②総土地面積 3,780万ha 2,741万ha 73%

③耕地面積 450万ha 184万ha 41%

④林野面積 2,480万ha 2,174万ha 88%

⑤総農家数 216万戸 95万戸 44%

⑥販売農家数 133万戸 57万戸 43%

⑦農業産出額 8兆8,631億円 3兆6,138億円 41%
資料：農林水産省統計部｢2015年農林業センサス｣（組替集計）（②総土地面積､④林野面積､⑤総農家数､⑥販売農家数）

農林水産省「平成27年耕地及び作付面積統計」（③耕地面積）

農林水産省「平成27年生産農業所得統計」（⑦農業産出額）

総務省「平成27年国勢調査」（①人口）

注1 農業地域類型区分は、平成29年12月改定のものを使用。

注2 ①人口、③耕地面積､⑦農業産出額の中山間地域(Ｂ)の値は、農林水産省農村振興局地域振興課の推計値。

注3 ②総土地面積、④林野面積の中山間地域(Ｂ)の値は、旧市区町村別の総土地面積を用いて算出しており、

北方四島等や境界未定の面積を含まない。

つ ぶ ら た
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○ 農山漁村は、農林水産物を始めバイオマス、土地、水など様々な地域資源が豊富であり、今後の経済成長へ向けた希少資
源として、我が国の最大の強みの一つである。農林漁業者と他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・販売・観光等が一体
化したアグリビジネスの展開や、新産業の育成、再生可能エネルギーの導入等により、農林漁業の成長産業化に寄与すること
が期待される。

○ ６次産業化に取り組む認定事業者の売上高は、認定申請時に比べて８割近くの者で売上げが増加している。

１－７．地域資源を活用した６次産業化の展開

〇６次産業化に取り組んだ事業者の経営状況〇地域資源を活用した６次産業化の展開

１次・２次・３次
産業の連携

農林
水産物

バイオ
マス

自然
ｴﾈﾙｷﾞｰ

風景
伝統文化

食品産業

エネルギー
産業

観光産業

ＩＴ産業

農
林
漁
業
の
成
長
産
業
化

新たな産業
の育成

輸出産業

医療・介護
サービス業

〇６次産業化の取組事例

【１事業者当たり平均の売上高】（５年間総合化事業計画に取り組んだ事業者）

約6.800万円

資料：農林水産省食料産業局産業連携課調べ

約4.300万円

総合体験型ファームで沖縄の活性化にチャレンジ

○ 売上高 256万円（H22）⇒6億9,500万円（H29）
○ 雇用者（パート含む） ４人（H22）⇒39人（H30）
○ 廃校を改装し、沖縄野菜の生産を行っているほか、
加工施設、レストラン、直売所、宿泊施設を運営。修学旅行生や外国人観光客等が多く訪れ、
今帰仁村に約4万人の観光客を呼び込む効果を上げている。

農業生産法人株式会社あいあいファーム

【沖縄県今帰仁村】
なき じん

〇６次産業化の取組事例

<食育体験ファーム部門>

・収穫体験

<生産部門>
・生食用
・加工用

・加工体験

<加工部門>
・ジャム
・ジュース
・パン ・豆腐
・豆乳アイス 等

・宿泊体験

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・宿泊施設

農業体験 廃校を改装した
施設と体験農場

9



１－８．ロボット、AI、IoT等の先端技術を活用したスマート農業の実現

（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＋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

自動運転田植機農薬散布用ドローン

・1haあたり10分で散布可能
（従来作業では1haあたり

1時間）

・熟練者並の速度と精度で
作業が可能

・令和元年度以降実用化

・AIによる画像認識により、
収穫適期の果実を自動収穫

自動収穫ロボット家畜生体データセンシング

・発情や疾病兆候を検知し、
繁殖成績の向上や最適な
飼養管理を実現

〇 ロボット、AI、IoT等の先端技術は、肥料・農薬等の資材費の削減や農業生産の効率化、農産物の高付加価値化など、意欲

ある農業者が自らの経営戦略を実現し、農業労働力が減少する中においても、競争力を向上するための強力なツールになる

ことが期待される。

〇 これらの農業新技術の現場への実装を早急に進めることにより、農業の生産性を向上させ、労働集約型産業からの転換を
図る必要がある。
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１－９．平成30年発生災害における農林水産関係の被害状況と復旧・復興状況

平成30年７月豪雨
（6.28～7.8）

（平成31年１月10日時点）

台風第21号
（9.3～5）

北海道胆振東部地震
（9.6）

台風第24号
（9.28～10.1）

・ 前線や台風第７号の影響により、
西日本を中心に広い範囲で記録的
な大雨。
・ ため池の決壊、樹園地の崩壊
等が発生。

・ 非常に強い勢力で徳島県に上
陸した後、近畿地方を縦断し、日本
海を北上。
・ 果樹の落果や農業用ハウスの
損壊等が発生。

・ 厚真町で最大震度７を観測。
・ 農地・農業用施設への土砂堆積
や損壊等が発生。また、停電によ
る生乳の廃棄などの被害等が発
生。

・ 非常に強い勢力で沖縄地方に
接近し、和歌山県に上陸。その後、
東日本から北日本を縦断。
・ 広い範囲で水稲の倒伏、農業
用ハウスの損壊等が発生。

農作物等 295億円

　うち農業用ハウス等 62億円

　（件数） 8,487件

農地・農業用施設 1,405億円

林野関係 1,586億円

水産関係 20億円

合計 3,306億円

農作物等 340億円

　うち農業用ハウス等 206億円

　（件数） 42,916件

農地・農業用施設 18億円

林野関係 38億円

水産関係 46億円

合計 442億円

農作物等 84億円

　うち農業用ハウス等 9億円

　（件数） 1,626件

農地・農業用施設 580億円

林野関係 474億円

水産関係 5億円

合計 1,143億円

農作物等 308億円

　うち農業用ハウス等 123億円

　（件数） 21,873件

農地・農業用施設 116億円

林野関係 136億円

水産関係 56億円

合計 616億円

〇 平成30年は、７月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震、台風第24号などの大きな災害により、農林水産関係に甚大な被
害が発生。被害額は、平成23年の東日本大震災（2兆3,841億円）を除くと過去10年で最大となっている。

〇 近年、大規模な災害が頻発し、農林水産関係の被害額は増加傾向にあることから、農業分野においても国民の生命、財産を
守る防災・減災、国土強靭化が喫緊の課題である。（被害額は農林水産関係で集計）
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２ 協同農業普及事業の現状



○ 協同農業普及事業は、農業改良助長法に基づき、国と都道府県が協同して、高度な技術・知識を有
する普及指導員を都道府県に設置し、普及指導員が農業者に直接接し技術・経営指導を行うもの。

〇 普及指導員による農業に関する技術及び経営の指導、産地・地域全体の合意形成や取組への支援な
どを通じ、現場での農政課題解決を総合的に支援する役割を担う。
普及指導員の活動（例）

 被害が広範囲にわたるおそれのある病害虫被害や気象災害等に対する回避のための予防・防除対策指導

 行政・研究・地域が一体となって推進する新品種・新技術の導入などにおいて、産地で生産ロットを確保するため
の地域全体の合意形成や技術水準の底上げを図る栽培指導

 都道府県や市町村の農業政策と密接に連動させながら推進していく必要がある米政策改革やGAP、鳥獣被害対
策を始めとする農業施策の推進において、国・都道府県と地域との仲介機能として、現場の実情を踏まえた説
明・指導を実施 等

新品種や新技術の導入
に向けた実証ほの設置

新規就農者等への
技術講習会の開催

GAPなど農業施策の
説明会

２－１．協同農業普及事業の役割
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１ 農業の持続的な発展に関する支援
・ 需要に応じた生産・供給体制の整備
・ 新技術・新品種の実証導入
・ 担い手の育成・確保
・ 新規就農者・参入者の支援 等

取り組む農政課題

２ 食料の安定供給の確保に関する支援
・ 農業生産工程管理(ＧＡＰ)の推進
・ 肥料・農薬の適正使用の指導
・ ６次産業化の推進 等

３ 農村の振興に関する支援
・ 都市農村交流等による農村活性化
・ 鳥獣被害対策 等

４ 東日本大震災からの復旧･復興に関
する支援
・ 新たな品目、営農システムの導入
・ 復興に向けた地域の合意形成支援 等

○ 協同農業普及事業の実施にあたっては、国と都道府県が事業方針を共有し、その裏付けとして財政的な負担も国と
都道府県で分担。

○ 国は、事業方針の明確化・共有、交付金の交付、普及指導員の資質確保・向上のための資格試験、研修等を実施。
○ 都道府県は、普及指導員が主に配置される普及指導センターのほか、研修教育施設（農業大学校）、試験研究機関
や、先進的な農業者、民間企業等の関係機関と連携し、効率的・効果的に普及指導活動を実施。

先進的な農業者、農業団体 等
都道府県

農業大学校
就農希望者等への研修教育

試験研究機関
地域のニーズに基づく技術開発

農林
水産省

事業方針の
共有

交付金の交付

資格試験

研修

情報提供

連携体制構築

等

普及指導員（普及指導センター）
内外の関係機関と連携の下、農業者に
直接接して技術・経営支援、農政課題
の解決に取り組む
・ 新技術の実証・展示 ・ 講習会の開催
・ 巡回指導、相談対応 ・ 地域の合意形成
・ マニュアルの作成 等

試験研究機関、民間企業 等

連
携

連
携

連携

連携

２－２．協同農業普及事業の概要
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○ 協同農業普及事業の実施にあたり、国と都道府県が基本的な方針を明確化・共有するため、国が普及事業における基
本的課題等を示した運営指針を策定。また、概ね５年毎に策定する運営指針を補足するものとして、時々の重要農政課
題等を踏まえ、ガイドラインを策定。

○ 都道府県では、運営指針を基本として地域の実情を踏まえつつ実施方針を策定。また、実施方針に沿って、普及指導
センター単位で普及指導計画を地域の関係者との意思疎通を図りつつ策定し、これに基づいて計画的に普及指導活動を
展開。

国

都道府県（本庁主務課）

普及指導センター

運営指針
概ね5年毎に国が策定す
る事業運営の指針

実施方針
運営指針を基本に、都道
府県が地域の実情に即し
て定める事業実施の方針

普及指導計画
地域の課題や特性を踏ま
えて普及指導センターが
定める毎年度の指導計画

これまで進めてきた普及事業の運営の方向性

運営指針策定
時の意見聴取

連絡調整

○ 事業の運営の流れ
＜状況の変化＞

地方分権の進展による
都道府県の取組格差の増大

• 事業支出は国が５％、県が95％。
• 都道府県の農業の特色や振興方向を踏まえ、

普及活動の人員・体制等に差。

 国の役割（県間連携、資格試験、研修等）と県の役割（人員確保、
外部評価等）を明確化。

普及指導員の業務多様化や人員減少
• 普及職員は過去5年で9％減少。
• 人・農地プランの策定支援等、対応業務が

拡大。

農業者支援の多様化
• 民間による農業者支援が拡大。
（資材販売等と併せた営農情報の提供等）

技術開発・普及の乖離
• 農業現場からの意見に基づく研究開発や成

果の改良が不十分。

先進的な農業者の増大
• 販売金額１億円以上の法人経営体数は、約

3,700(H22)経営体。

 新規就農者支援、地域の合意形成、地球温暖化・災害への対応、
安全確保等の活動を一層強化。

 研究開発に普及組織が参画し、現場導入時の問題等を伝達。現場
ニーズに直結する研究開発を推進。

 先進的な農業者等の持つ優れた知見や経験に学び､共に地域農業･
農村を振興。

国と都道府県の役割の明確化

普及指導活動の外部評価
 成果や普及指導活動の体制等について、先進的な農業者等による

外部評価を実施・公表。

公的機関が担うべき分野の取組強化

人材育成計画の策定

民間活力の活用推進
 営農情報を提供する民間等との役割分担を図り、多様な関係機関

による総合力の発揮により、農業者支援を充実強化。

 中・長期的に普及指導員の資質が研鑽されるよう、都道府県は人
材育成の方針・推進体制等を策定。

研究開発への普及指導員の参画

先進的な農業者とのパートナーシップの構築

＜施策の方向＞

２－３．協同農業普及事業の運営

（協同農業普及事業の運営指針（平成27年５月11日
農林水産省告示第1090号）より）
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第一 基本的な考え方
一 全般的事項
二 国及び都道府県の役割

第二 普及指導活動の基本的な課題
一 農業の持続的な発展に関する支援
二 食料の安定供給の確保に関する支援
三 農村の振興に関する支援
四 東日本大震災からの復旧・復興に関する支援

第三 普及指導員の配置に関する基本的事項
一 普及指導員の配置
二 農業革新支援専門員の配置

第四 普及指導員の資質の向上に関する基本的事項
一 人材育成計画
二 向上を図るべき資質
三 資質向上の方法

第五 普及指導活動の方法に関する基本的事項
一 農業者に対する支援の充実・強化
１ 公的機関が担うべき分野における取組の強化
２ 地域農業の活性化に向けた民間活力の活用促進
３ 先進的な農業者等とのパートナーシップの構築
４ 新規就農者等の育成強化
５ 研究開発への普及指導員の積極的な参画
６ 都道府県間の連携
７ 普及指導活動の重点化
二 普及指導活動の効果的な実施
１ 普及指導計画の策定と評価
２ 普及指導センターの運営
３ 農業革新支援センターの運営
４ 研修教育の充実強化
５ 調査研究の適切な実施

第六 その他協同農業普及事業の運営に関する基本的
事項

２－４．現行の運営指針

協同農業の運営に関する指針（平成27年5月11日農林水産省告示第1090号）
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○ 普及指導員として任用されるには、原則として国が実施する普及指導員資格試験に合格する必要。受験にあたって
は、普及指導センター等における一定期間の実務経験が要件。

○ 普及職員数は、地方の行財政改革等により全国的には減少が続いているが、最近は減少率が小さくなってきており、
横ばいで推移。実務経験中職員等の数が増加傾向。

○ 普及職員数の推移

（資料）普及事業の組織及び運営に関する調査等
（注）数値は各年度末の設置数。ただし、令和元年度は年度当初の設置数。

以下のいずれかに該当する者

(1) 普及指導員資格試験の合格者
(2) 過去15年のうち12年以上、試験研究、教育等に従事して

いる者
(3) 次の①及び②のいずれにも該当する者

①管理栄養士、公認会計士、弁護士、税理士、社会保険労
務士、技術士、弁理士又は中小企業診断士の有資格者

②これらの業務に従事した期間が通算して２年以上ある者

普及指導員の任用資格

• 学歴が大学院修士課程修了の場合は２年、大学等卒業の場
合は４年、短期大学等卒業の場合は６年、高等学校卒業の
場合は１０年。

• ただし、大学院修士課程修了の場合を除き、 普及指導員の
監督下で２年以上普及指導に従事（実務経験）した場合は、
２年短縮。

以下の職務に従事した一定年数（注）以上の経験があること。

（１）農業又は家政に関する試験研究
（２）農業又は家政に関する教育
（３）農業又は家政に関する技術の普及指導

（注）

普及指導員資格試験の受験資格

２－５．普及職員数の推移
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（人）

10,634
9,637

7,720 6,568 6,475 6,378 6,351 6,102

364
784 863 943 941 1,191

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

10 15 20 27 28 29 30 令和元

改良普及員・専門技術員 普及指導員 実務経験中職員等

8,084
7,352 7,338 7,321

▲0.4%▲0.2% ▲0.2%

対前年比

7,292 7,293

0.0%



○ 都道府県によっては増加。普及指導員の年齢構成は20代及び50代以上は増加しているものの、中堅層の30代及び
40代は減少し年齢構造の２極化。

○ 都道府県による普及職員数の増減

25年度 30年度 増減

X県 200 181 ▲ 10％

Y県 49 45 ▲ 8％

Z県 92 85 ▲ 8％

（資料）普及事業の組織及び運営に関する調査等

25年度 30年度 増減

A県 209 241 ＋ 15％

B県 166 178 ＋ 7％

C県 71 75 ＋ 6％

（増加している都道府県）

（減少している都道府県）

○ 普及職員の年齢構成の推移

9.5% 10.7% 11.8% 12.9% 12.9%4.0% 4.6% 5.2% 5.8% 6.7%13.0% 11.8% 10.8% 10.5% 9.8%

37.6% 35.0% 31.5% 28.9% 26.0%

33.2% 35.5% 37.8% 38.6% 40.7%

2.6% 2.5% 2.9% 3.4% 3.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H26 H27 H28 H29 H30

実務経験中職員 20代 30代 40代 50代 60代以上
（資料）普及事業の組織及び運営に関する調査等

２－６．普及職員の増減状況や構成、普及指導センター数の推移
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（単位：箇所）

（資料）普及事業の組織及び運営に関する調査等
（注）数値は各年度末の設置数。ただし、令和元年度は年度当初の設置数。

10 15 20 25 26 27 28 29 30 令和元
年度

普及指導
センター数

510 456 387 366 366 365 361 361 360 361

（参考）
支所・駐在所等

62 55 142 128 125 125 121 121 121 121

○ 普及指導センター数の推移



○ 協同農業普及事業費も、普及指導員数と同様に減少が続いてきたが、最近は横ばいで推移。なお、国が都道府県に
交付する協同農業普及事業交付金は、三位一体改革により国の農政課題の推進に不可欠な普及事業の基本的枠組みを
確保しつつ、平成18年度に大部分を税源移譲（一般財源化）。

三位一体改革に
より税源移譲

２－７．協同農業普及事業費の推移
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○ より質の高い普及指導活動を展開するため、①研究、行政等との連携、②研究への参画等、③普及活動の企画・立
案・総括、④普及指導員の資質向上、⑤先進的な農業者等とのパートナーシップの構築等を担う農業革新支援専門員
を、平成24年度から主要な農政分野・技術分野ごとに配置。〔全国で計606名配置（令和元年度当初）〕

○ また、先進的な農業者等からの高度かつ専門的な技術や経営に関する相談に対応するため、高度相談・支援部門と
して農業革新支援センターを整備。〔全47都道府県で設置〕

支援

高度・専門的
な相談

重要政策・高度専門分野

農業革新支援センター
（高度な相談対応や農業革新支援専門員等の活動を専門的な見地から支援）

担い手
育成

農業革新支援専門員

生産工程
管理・

農作業安全土地利用型
作物

普及指導
活動 震災対策

園芸 畜産

都道府県
独自

① 研究機関・教育機関・行政機関等との
連携の企画調整・推進

② 研究開発への参画や専門技術の高度
化・政策課題への対応

③ 重要課題の解決に向けた普及指導活動
の企画立案・総括・指導

④ 普及指導員の資質向上
⑤ 先進的な農業者等とのパートナーシッ
プの構築

連携

行政

研究
機関

大学

普及指導センター
案件に応じた相談 指導・支援

先
進
・
中
核

発
展
段
階

定
着
段
階

新
規
参
入

相談

支援

持続可能
な農業・
鳥獣害対策

６次
産業化

民間

普及指導員による直接農業者に接した支援活動の展開により、農業者の所得向上と
地域農業の生産面・流通面等における革新を総合的に支援

パートナーシップ

地域農業の
革新を支援

農

業

者

スマート
農業

２－８．農業革新支援専門員
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○ 普及指導活動については、農政の展開方向及び各地域の状況に応じて、普及指導員による取組の必要性及び緊急性
が高いものに重点化。

○ 重要な現場課題については、普及指導活動の目標、期間、体制等を明確に定めた重点プロジェクト計画を農業革新
支援専門員等が定め、普及指導センターと連携して当該計画に基づく活動を推進。

 農業革新支援専門員等が、地域農業の生産面・流通
面の革新を行う活動として、重点プロジェクト計画
を策定。

 重点プロジェクト計画の策定にあたっては、農業革
新支援センター等に蓄積した幅広い技術・行政情報
を活用。

 重点プロジェクト計画は、
 ①３～５年後の目標、②具体的活動内容、③関
係機関等との連携内容、④普及指導活動の体制
等を含有。

 民間等の役割分担を図りつつ、公的機関が担う
べき分野に係る内容となるように策定。

 研究機関、企業、行政、関係機関等との情報交換等に
より、幅広い情報を蓄積。

 蓄積された情報を活用し、①普及指導員が行うこと、
②民間等と連携して行うこと、③民間等に委ねること
等を整理しつつ、農政の展開方向及び各地域の状況に
応じて、普及指導員による取組の必要性及び緊急性が
高いものに重点化するように検討。

 普及指導員の活動については、普及指導センター等が
｢普及指導計画｣を策定・実行（普及指導計画における
課題数：6,090（H30年度））。特に重要な現場課題
については、農業革新支援専門員等が｢重点プロジェ
クト計画｣を策定・実行。（333計画（H30年度））

 普及指導計画等に基づく活動実績等について、農業者
等による外部評価を実施。評価結果等を踏まえ、次年
度以降の計画等を改善。

重点化の流れ 重点プロジェクト計画について

２－９．普及指導の重点化
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都道府県の役割国の役割

研修体系

○ 中長期的な普及指導員の人員配置を勘案した上で、資質が継続的に研鑽
されるよう、人材育成に向けた取組方針及びその推進体制等を定めた「人材
育成計画」を策定。

○ 都道府県の研修実施計画を策定するとともに、実践的な研修を実施。
○ 国等が行う研修を都道府県において有効に活用し、研修効果の波及を図る。

普及指導員としての基本的な活
動を行う能力を習得するため、普
及指導員の役割・目的意識の醸
成や基礎的な普及指導方法の習
得等実践的な指導能力の向上に
関する研修を実施。

担当する地域の課題を解決する
能力の向上を図るため、専門分
野ごとの普及指導活動に必要な
知識・技術の向上等に関する研
修を実施。

②に加えて、都道府県内の総合的な
課題を解決する能力の向上を図るた
め、普及指導方法の高度化等に関
する研修を実施。また、若手普及指
導員の育成に資するよう人材育成に
関する研修を実施。

普及指導活動の総体としての機
能を発揮させるために、普及指
導活動の総合的な企画調整、
普及指導活動の管理運営等に
関する研修を実施。
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○ 近年の農業分野における技術革新、農業者の高度かつ多様なニーズ及び地域農業における課題に的確に対応するた
め、国と都道府県がそれぞれの役割分担を踏まえ、計画的に普及指導員の資質の向上を図る研修等を実施。

① 実践指導力の確立期 ② 専門指導力の確立期 ③ 総合指導力の確立期 ④ 企画・運営力の確立期

（参考）国における研修の実施状況 （参考）都道府県における研修の実施状況

（注）H26年から調査内容の変更に伴い、より実態に合った受講者数となっている。

（%）（人）

○ 国と県の役割分担を踏まえた研修体系を策定。
○ 研修体系に基づき、全国及び地域ブロックで行うことが効果的・効率的な研修
を実施。

○ 都道府県における研修が効果的・効率的に実施されるよう、研修講師や講義
資料の情報提供を実施。
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２－１０．普及指導員の資質向上
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第３－２－（７）－①
ア 現場のニーズを踏まえた戦略的な研究開発

農業者や消費者等のニーズに直結した研究開発を推進するため、研究開発
段階における農業者や食品産業事業者、普及組織等の参画を推進する。
イ 技術移転の加速化

協同農業普及事業について、農業資材販売等と併せて営農情報を提供す
る民間企業等との役割分担を図り、新たな品種の導入等に係る地域の合意形
成や新規就農者の支援、地球温暖化及び災害への対応等、公的機関が担うべ
き分野についての取組を一層強化する。

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月 閣議決定）

２－１１．基本計画との関係
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• 地域に常駐する技術普及機関として、農業者からの相談を常時受け付け。
• 農業者の生産・経営状況を踏まえ、相談内容から解決すべき課題や改善すべき
技術（従来の技術・スマート農業技術）を抽出。

• 農業現場に入り、複数の技術を組み合わせながら、課題解決に最も有効と考え
られる解決策を提示（特定の技術に依らないトータルコーディネート）。

• 技術導入に当たって、農業者やベンダー等と一緒に導入効果の検証、地域に合
わせた効果的な利用方法等の改良等に取り組み。

• 同様の課題を抱える他の農業者に対して、本技術の導入を有効性を交えて提
案。

• 課題の解決方策について、有効と
考えられる要素技術を洗い出し、そ
れぞれの技術の専門家（ICTベン
ダー、研究機関等）に確認。

• 地域の営農条件に照らして技術導
入の効果が期待されると判断されれ
ば、導入方法を把握。

• 必要に応じて地域での技術実証へ
の協力や、農業者に対する直接の
技術指導について調整。

実証・普及／導入する：現場支援体制の強化

○ スマート農業技術の実用化・市販化が急速に進む一方、地域の普及組織等にスマート農業技術情報や活用した営農ノウハウ等の蓄積がなく、農業
者の相談等に対応しきれていない。
○ ICTベンダー等と農業者の接点が乏しく、ニーズと技術がマッチングされていない。

全普及指導センターが窓口になって、農業者のスマート農業に関する相談に対応（全国360か所）（2022年度）

現
状

対

応

○ スマート農業技術に関する農業者からの相談に対応し、ICTベンダー等と協力して産地の営農技術体系の検討・実証・展開を推進する地域拠点として、
全国の現場指導機関（普及指導センター等）に相談窓口を整備。窓口開設に向け、スマート農業技術の知識を有する現場指導者を育成。
（2019年度から）

 国・自治体等の研修やフォーラム・マッチングミーティングに普及指導員等の現場指導者が参加し、データを活用した農業に関する知識の習得や技術
情報の収集、ICTベンダー等とのパイプづくりを推進。（2022年度までにほぼすべての普及指導員が研修・フォーラム等に参加（全国の普及指導員
数：約7,300名※（2018年4月時点））

 スマート農業実証や先端技術を組み込んだ新たな営農技術体系の検討・検証に現場指導者が必ず参画し、実践的な技術活用のノウハウ習得を
推進。（2019年度から毎年50か所以上で実証・検討を実施）

○ 2018年度から都道府県レベルで設置している農業経営相談所を活用し、スマート農業導入に伴うコストベネフィット分析診断を実施（分析診断にス
マート農業技術に詳しい普及指導員等が参画）。（2022年度までに本格実施）
【2022年度までに全国360か所の全普及指導センターにスマート農業技術の担当者又は窓口を設置】

● 農業者がスマート農業に接する機会を促すための普及指導員の機能

農業者

ICTベンダー等

研究機関

普及指導員

スマート農業技術を始め、幅広い技術
情報を有する必要

様々な専門家とのパイプを有する必要
（組織のネットワークも活用）

スマート農業技術の効果的な利用方法
をノウハウとして有する必要

※ 普及指導員資格取得準備中職員を含む

平成31年２月５日 未来投資会議

「スマート農業の社会実装に向けた
具体的な取組について」資料抜粋
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〇 推進方策の整理の考え方
･ 農業者の取組段階に応じて、環境整備等を含め
以下の①～⑤の観点に着目して推進方策を整理。

技術実装のイメージ

〇 対象期間
・ 2025年のKPI達成（農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を
実践する）に向け、2020年度から2025年度までに取り組む方策を整理。

① 知 る ② 試 す ③ 導 入 す る

農業者の取組
段階に応じた
方策

農業者の新技
術の実装を促
進する基盤づく
り・技術開発

種類は？ 価格は？
効果は？

・ 農業大学校生・農業高校生のうちから新技
術に関する授業を受講 等

・ 現場にいながら新技術に関する情報を入手
・ ICTベンダー等と直接交流する機会を拡大
・ 営農しながらリカレント教育を受講 等

 就農前から学べる環境づくり

 知りたい・学びたいときにすぐ最新情報
を入手できる環境づくり

・ スマート農業実証ほ場で実際
に稼働する新技術を体験
・ 新技術を取り入れた新たな営
農体系について、ICTベンダー
等と一緒に検証・構築 等

 自分に合った新技術がすぐ
分かる環境づくり

 新技術をフル活用する環境づくり
・ 新技術やデータに基づく営農手法について相談窓口が開設
・ 新技術を取り入れた持続的な生産体制への転換が加速化 等

・ ICTベンダー等の農業分野への参入促進、農機のシェアリング・
共同利用等により新技術を低コスト化
・ 新技術の利用機会を拡大して、技術の普及を促進 等

 新技術の新たな導入システムの創出等による低コス
ト化に向けた環境づくり

 新技術の活用効果を高める農業・農村の基盤づくり
・ 新技術に対応した農業農村整備を推進

 農業ビッグデータの利活用による新たな農業支援ビジネスの創生
・ ビッグデータを活用した民間事業者によるICTサービスの開発・提供を推進
・ 官民データの連携によって新たなビジネスの創生・農業者の利便性向上を推進 等

 産学官が集結した新技術の開発・改良
・ 農業者・民間企業・大学・研究機関等がチームを組んで新技術を開発・改良
・ 研究人材・資本の効果的活用を進め、先端技術研究を加速化

・ 安全を確保する農業機械の自動走行技術等の開発を推進
・ 技術発展に応じた制度的課題へ対応 等

④ 実践環境の整備

⑤ 新技術の発展

経営に合う？
地域に合う？ コストを下げるには？

どう使う？

どうやったら今より
経営を発展でき
るかなぁ？

農業新技術を導入した
農業経営者が各地に誕生

技術実装の推進方策（全体像）
「農業新技術の現場実装推進プログラム」抜粋
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３ 都道府県、農業者からの意見



農業構造の変化を踏まえた今後の普及活動のあり方について
スマート農業をはじめとする農業技術の多様化・高度化、農業法人への移行や法人の大規模

化の対応や基幹的農業従事者数の減少、労働力不足等を踏まえ、普及活動はどのような分野・
内容を重点化すべきとお考えですか。

〇 地域課題に取り組む意欲ある担い手の育成・確保
新規就農者の確保・定着
女性農業者（グループ）
大規模法人・法人化（民間コンサル等と連携した経営指導、経営者育成）
集落営農 等

〇スマート農業
費用対効果検証
経営管理を含めた普及指導
普及指導員への研修

〇労働力確保
〇中山間地域への対応
〇GAP導入
〇農福連携

都道府県へのアンケートより（令和元年８月実施）

３－１．協同農業普及事業に関する都道府県からの意見概要
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○ 今後、普及事業として担っていく分野に対しては、「新技術・新品種の普及」が６割以上、「生産コスト削減」「担
い手の経営発展支援」も５割前後と高い割合。また、「GAPの推進」についても４割以上と期待が高い状況。

○ 今後の普及事業のあり方としては、「能力向上を図りながら、普及事業を実施」「農業者への訪問など現場活動を増
加」が５割前後と高い一方、「専門的な経営指導は民間専門家に任せる」が４割弱と民間活用の意向も見られる状況。

○ 普及事業として担っていくべき活動分野について ○ 今後の普及事業のあり方について

（資料）農林水産省生産局技術普及課調べ（平成29年3～4月）
有効回答数190法人（約1,900会員へFAX、メールを送付）
※複数回答。％＝回答数/190法人

３－２．普及指導活動に対する意見（法人協会会員）
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○ 今後、普及事業として担っていく分野に対しては、「新技術・新品種の普及」が７割、「担い手の経営発展支援」
「新規就農者等への技術・経営支援」「産地づくり」が６割前後と高い割合。次いで、「生産コスト削減」「自然災害
対応、災害復旧支援」「肥料・農薬の適正使用」の割合が高く、技術・経営についてリスク回避を含めた総合的なサ
ポートを希望する傾向。

○ 今後の普及事業のあり方としては、「能力向上を図りながら、普及事業を実施」が8割近くと高く、次いで、「日頃
の相談相対応にもっと力を入れる」「農業者への訪問など現場活動をもっと増やす」が4割弱と、現場活動の充実を求
める意見が多い状況。

○ 普及事業として担っていくべき活動分野について ○ 今後の普及事業のあり方について

（資料）農林水産省生産局技術普及課調べ（平成29年2月）
有効回答数47経営体（約300名にアンケート票を配布）
※複数回答。％＝回答数/47経営体

３－３．普及指導活動に対する意見（４Hクラブ会員）
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（資料）農林水産省生産局技術普及課調べ（平成29年5月）
有効回答数66人（約600名へメールを送付）
※複数回答。％＝回答数/66人

○ 今後、普及事業として担っていく分野に対しては、「新技術・新品種の普及」「担い手の経営発展支援」「新規就農
者等への技術・経営支援」「産地づくり」が５割前後。

○ 今後の普及事業のあり方としては、「能力向上を図りながら、普及事業を実施」が５割で、次いで、「日頃の相談相
対応にもっと力を入れる」「農業者への訪問など現場活動をもっと増やす」が4割弱と、現場活動の充実を求める意見
が多い状況。

３－４．普及指導活動に対する意見（農業女子PJメンバー）

30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

産地づくり

生産コスト削減

新技術・新品種の普及

環境・温暖化対応

担い手の経営発展支援

集落営農など地域の合意形成

新規就農者等への技術・経営支援

GAPの推進

肥料・農薬の適正使用

６次産業化の推進

都市農村交流等による農村活性化

鳥獣被害対策の推進

自然災害対応、災害復旧の支援

その他

○ 普及事業として担っていくべき活動分野について
0% 10% 20% 30% 40% 50%

能力向上を図りながら普及事業を実施

新規就農者の育成に重点化

集落営農・鳥獣害等の地域活動に重点化

気象・災害・復旧対応に重点化

日頃の相談対応に力を入れる

農業者への訪問など現場活動を増やす

専門的な経営指導は民間の専門家に任せる

専門的な技術指導は民間の専門家に任せる

流通・加工・販売の指導は民間の専門家に任せる

普及事業は民間の専門家に任せる

コンサル機能に特化し技術・経営指導は有料化

その他

○ 今後の普及事業のあり方について



４ 「協同農業普及事業に関する意見を
聴く会」での意見聴取項目案



 都道府県職員であり、国との協同で運営する公的な普及事業として、担うべき役割や対象とする者・技
術は何か。

 農業の労働生産性向上のため、どのような普及手法が求められているのか（新技術への対応方法等）。

 法人化が進むなど経営段階が多様化する農業者の支援について、普及指導員に求められる指導内容、
手法はどのようなものか。

 普及指導員は、先進的農業者や大規模法人等の農業者とどのような関係をいかに構築していくべきか。

 ICT等の農業分野の垣根を超えた技術が農業分野に波及するなど、多様な民間企業が農業に参入する
中、これら民間企業とどのような役割分担、連携をするべきか。

 普及組織の年齢構造が２極化し、今後の退職者の増加が見込まれる中、若手普及指導員の早期資質向
上や人材確保、効果的・効率的な活動手法の推進により、普及指導員が持つ能力を最大限に発揮するた
めには、どのような仕組みが必要か。

 農業構造が急激に変化し、生産性を維持・発展するためには担い手の確保や生産性の向上を強力に推進
する必要。

 ロボット、AI、IoT等の先端技術を活用したスマート農業は、農業労働力が減少する中においても、競争力を
向上するための強力なツールとなることから現場への実装を早急に進める必要。

 近年、大規模な災害が頻発し、農林水産関係の被害額は増加傾向にある中で、安定的に農業生産を実現
することが必要。

わが国農業の持続的発展に向けた課題

協同農業普及事業における課題

協同農業普及事業における課題
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