
農業者等との計画づくり

環境調査

水田用水量調査

営農転換の支援

具体的な業務の事例 ①

調査・計画

事業の実施

営農の展開

（3～６年）

（10～15年）

着 工

完 了

• 事業実施後の評価（事後評価）

• 地域の農業や環境などの状況の調査
（作付状況調査、用水量調査、土壌調査、環境調査等）

• 事業実施区域の土地の面積や権利関係の調査

• 地域農業者、行政機関等との農業生産の向上や環境を保
全するための計画づくり

• 事業を実施した場合の経済効果の算定

• 営農展開のための取り組み支援

《 農村振興技術系(調査計画)職員の仕事 》《 事業の流れ 》

地域の農業や環境の状況を調査し、農業者や市町村など地域の皆さんと一緒になって、農業生産の向

上や農村環境を保全するための計画を作ります。また、その計画により事業を実施した場合の経済効果の

算定などを行います。
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利根川水系土地改良調査
管理事務所

～農業生産性の向上に向けた土地改良事業の計画づくり～



土地改良事業は、環境との調和に配慮することを原則としています。

このため、調査計画時点の環境調査のほか、事業による環境保全対策や環境影響評価の実施に向け、生物生息状況の効率的な調査

手法の検討、生息環境を整備するための手引きの作成、気候変動の影響予測や対応策の検討など、農村地域の環境保全のための各種

調査を行います。

■ 農村地域の環境保全、気候変動等に関する調査

・ 環境DNAによる魚類等の生息状況推定
手法の検討

〇 効率的な調査手法の検討

〇 環境保全のための手引き等の作成
・ 地域住民との生きもの調査

〇 生物生息状況調査 13

【環境調査の例】

農村環境保全
調査web

・ 外来種対策パンフレットの作成

・ 水田魚道設置等による水域ネット
ワークの保全対策の検討

具体的な業務の事例 ②

～農村地域における環境の保全～

〇 気候変動による影響の予測検討

・ 降水の変化がため池へ及ぼす影響を予測



土地利用の区域分けのイメージ

農業を振興する地域の中に、
農業投資を行う農用地区域
を設定し、農地転用を禁止。

都市計画の対象地域の中に、
市街化区域を設定し、都市的
開発を促進。

■ 土地利用の調整（農業的土地利用と都市的土地利用の区域分け）

農地は、食料の供給をはじめ国土の保全等といった重要な役割を果たす限り

ある資源であり、その確保と有効利用に確実に取り組んでいく必要があります。

一方、国土が狭小な我が国においては、宅地や工場等の農業生産以外の土

地利用の需要（都市的土地利用）にも適切に対応する必要があり、農業的土

地利用と都市的土地利用の区域分けが重要です。

このため、農地を守るという基本的な考え方に立って、区域分けに係る他省

庁（国土交通省等）や、都道府県・市町村の農地担当部局と都市計画担当部

局との調整・指導を行います。

農業的土地利用に区域分けした土地（農用地区域）を対象に、生産性向上

のため農業用用排水路の整備や区画の拡大をはじめとした農業投資（土地改

良事業等）を行います。

事業が行われた優良農地は、その確保と有効利用により、事業の効果を発

揮させることが大切です。

一度、宅地や工場に転用（農地転用）されると、農業の生産基盤は失われ、

基本的に農地に戻ることはありません。

農村振興局では、農振法（農業振興地域の整備に関する法律）等により、都

市的開発に対して規制をかけ、優良農地の確保に努めています。

■ 優良農地の確保

具体的な業務の事例 ③

～都市と農村の土地利用の調整～

農業振興地域
制度web

14



■地域資源を活用した農山漁村の活性化

農村には、古民家、郷土料理、伝統的農業生産技術、農村景観や農村文化など、農村の活性化に繋がるような地域の資源

が数多くあります。

こうした地域資源を活用した、農泊や農業遺産、ジビエの利用拡大等の支援を行います。

農泊

農業遺産

※ 世界農業遺産：11地域、日本農業遺産：２２地域 (R３.２現在)

具体的な業務の事例 ④

・

伝統的農業生産技術など独自性のある農林水産業と、棚

田などの農村景観、生物多様性や農村文化などが相互に関

連して一体となった、将来に受け継がれるべき重要な農林

水産業システムを認定する「農業遺産制度」の取組を進め

ます。

農業遺産

・

農山漁村地域ならではの伝統的な生活体験と地域の人々と

の交流を楽しみ、農家や古民家等での宿泊によってその土地

の魅力を味わってもらう「農泊」の取組を進め、都市と農山

漁村との交流や増大するインバウンド需要の呼び込みを促進

することで農山漁村の所得向上と地域の活性化を図ります。

農泊

15

農泊
ポータルサイト

農業遺産
Web



鳥獣被害の防止とジビエ利用の拡大

営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加など農村地域の存亡にもつながる鳥獣被害。

これを無くし、農村地域の活性化を図るため、鳥獣防護柵の設置や捕獲の促進等の鳥獣被害防止対策を進め

るとともに、捕獲した鳥獣の有効活用を図るため、処理加工施設の整備や民間企業と連携したジビエフェアな

どの普及プロモーション等、ジビエ利用拡大に向けた支援を行います。

■鳥獣対策

16

【ジビエポータルサイト】

ジビエの魅力、イベント
等の情報はこちらから

具体的な業務の事例 ⑤

鳥獣被害対策コーナー ジビエ利用拡大コーナー
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キャリアパスとワークライフバランスの取組



キャリアパスと研修制度

主に農林水産本省、地方農政局及び調査
管理事務所の管理職といった様々なキャリ
アを経験する。

組織のマネジメント、部下の育成等。

【研修の例】

〇 農村振興技術系（調査計画）として採用されると、地方農政局を拠点として、調査管理事務所や、農林水産省本省などをおお
むね２，３年のサイクルで異動することで、政策の立案から現場での実行までの一連の業務を経験します。
本省では農村振興局を中心に大臣官房等他局のほか、時には他省庁や在外公館など、様々な場で多様な業務に携わります。

〇 充実したＯＪＴ （ On-the-Job Training ）のほか、職員の資質向上と職務上必要な知識や技術の習得を目的として、様々な
研修を用意しています。

初任者研修

係長養成研修 課長補佐等養成研修

係長フォローアップ研修
階層別
研修

課長補佐
フォローアップ研修

管理職研修

主に地方農政局及び調査管理事務所を経験し、
業務に必要な知識・技術を習得する。

本省、地方農政局及び調査管理事務所を幅広
く経験し、担当分野の責任者として業務を実施。

地方局では補助事業等施策を執行し、調査管
理事務所では調査技術、現場調整力を習得す
る。本省においては、専門分野の知識習得ととも
に、施策の企画・立案能力を習得する。(スペ
シャリスト育成)

本省、地方農政局及び調査管理事務
所を経験し、担当班のマネジメント、部
下の育成能力を習得する。

本省課長補佐においては、担当分野の
施策の企画・立案、予算、国会業務の
対応等を行う。

課長補佐クラス
調査事務所専門官
地方局課長補佐
調査事務所課長
本省課長補佐
21年目以降

係 員
～7年目(20歳台)

係 長
8～20年

（30～40歳台）

管理職等

地方局課長
調査事務所所長
地方参事官等
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※ 年数、年齢はおよその目安です。

地域農業開発計画講習会

地域農業開発計画研修

環境影響評価等各種環境関係研修(環境省)実務研修

農村工学専門技術研修（経済効果Ⅰ，Ⅱ）

農作物鳥獣被害防止対策研修



農政局係員

調査管理
事務所係員

１年目

７年目

農政局係長

その後は、調査管理事務所の専門官、課長、地方農政局の課長補佐、農林水産省本省の課長補
佐、地方農政局の管理職や調査管理事務所の幹部といったキャリアを経験することとなります。

農村振興技術系（調査計画）のキャリアパスの例

＜主な配属先＞
各地方農政局 農村振興部
農村計画課、土地改良管理課、農村環境課、事業計画課

各地方農政局の調査管理事務所

農村振興局 農村政策部、整備部各課

各地方農政局の調査管理事務所

各地方農政局 農村振興部
農村計画課、土地改良管理課、農村環境課、事業計画課

農村振興局 農村政策部、整備部各課

調査管理
事務所係長

２０年目

本省係員

本省係長
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両立支援制度

女性の育児休業取得率は100%。男性の育児休業
取得率も全省庁を超え、少しずつ増加しています。

＜育児休業の取得状況＞

男性の育児休業の新規取得状況

男女ともに仕事と家庭生活の両立が行えるよう、様々な支援制度があります。

◆ 全ての国家公務員に適用される両立支援制度の詳細は
人事院HPをご覧下さい。
（ http://www.jinji.go.jp/ikuzi/toppage.html）

◆ その他、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活
を共にするために、最長３年休業できる制度（配偶者同行
休業制度）もあります。 詳しくは人事院HPをご覧ください。
（http://www.jinji.go.jp/doukou/toppage.html）

ワークライフバランスに関する取組

（人事院ホームページより）

〇 育児に関する主な両立支援制度

農林水産省では、ワークライフバランスの向上に向けた政府全体の取組と併せ
て、様々な取組を推進しています。

✓ 有給休暇（夏季休暇、年次休暇等）の取得推進
✓ 残業時間の削減、業務効率化
✓ テレワークの活用

テレワーク

働き方改革

20
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採用について



農村振興技術系（調査計画）での採用

■農村振興技術系（調査計画）では、
農業や自然環境の分野を学ばれ、農村政策に関心のあるみなさんの中
から若干名を、採用します！

【2020年度実績】
7名（うち、農学 4名、農業農村工学 3名）

■「現場主義」を実践する農林水産省の中で、農村の現場において農業
者や市町村等の地域と一体となった活動やフィールドワークもある職場
です。

■みなさんの力を、農業生産の向上や農村の地域づくり等、農村振興の取
組に活かしてみませんか！

22
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202１年度 農村振興技術系（調査計画）採用の流れ

採用予定数と採用時の勤務地

① 202１年度の農村振興技術系（調査計画）の採用数は、 試験区分「農学」「農業農村工学」

「機械」「電気・電子・情報」「土木」から若干名。

② 勤務地は各地方農政局の本局、土地改良調査管理事務所、農林水産本省等となります。

① １次試験（人事院）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６月１３日（日）

② １次試験合格者発表日・・・・・・・・・・・・・・・ ７月 ７日（水）

③ 官庁訪問予約受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 未定 ※１

各地方農政局で実施します。最寄りの農政局のホームページから予約してください。

④ 官庁訪問（一次面接）・・・・・・・・・・・・・・・・ ７月 ９日（金）～ ※１ ※２

⑤ 2次試験（人物）（人事院）・・・・・・・・・・・・ ７月１４日（水）～８月 2日（月）

⑥ 官庁訪問（二次面接）・・・・・・・・・・・・・・・・ 未定 ※１

⑦ 最終合格者発表（人事院） ・・・・・・・・・・・ ８月1７日（月）

⑧ 採用内々定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８月１７日（月）～

○ 現地見学会（各農政局等）・・・・・・・・・・・・ 各農政局のホームページをご確認してください。

※１ 農林水産省における具体的なスケジュール、予約先等は、ホームページで公表。
※２ 最終合格者は採用候補者名簿に記載されます（３年間有効）。

過年度合格者も④官庁訪問（一次面接）に参加できます。
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一般職採用試験（試験区分）

農村振興技術系（調査計画）が採用する試験区分

試 験 区 分

行政 行政

技術系

電気・電子・情報

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学
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「河北潟周辺の農業水利」とは
農業農村整備事業の一事例を紹介

《 参考 》 農村振興局の取組などを紹介するweb等

「水土の礎」
農業農村整備の歴史を紹介

「農山漁村ナビ」
地域づくりの取組や地域資源の魅力を紹介

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
農山漁村のポテンシャルを引き出し、地域の
活性化に取り組んでいる優良事例を紹介

農林水産省農村振興局 Official web
農村振興局の施策のほか、以下のような様々な参考情報を掲載

〔土地改良事業関係〕

〔地域振興関係〕

このページの他、各
取組紹介ページの
右上などにも二次
元コードを掲載して
います。

農業遺産と6次産業化
地域づくりの施策（農業遺産）が地域振興に
結びついた事例を紹介

農村振興及び地域活性化に関する動画
地域の暮らしを支える取組と、その取組を通じた
住民間のささやかな触れあい （YouTube）



お問い合わせ先

近畿農政局農村振興部
〒６０２-８０５４
京都府京都市上教区西洞院通下長者町下
農村計画課 久保 ☎：０７５（４１４）９０５０ mail：hiroaki_kubo890@maff.go.jp

農村環境課 勝部 ☎：０７５（４１４）９０５２ mail：tsuyoshi_katsube190@maff.go.jp

それぞれの地域の特徴的な取組やアピール点など、自由に記載。


