組 織体 制
１ ）組織機 構
仙台地方 振興事務 所農業 振興部組 織図
農業振 興部長
（兼仙 台所長）

技術 副参事兼
総括 次長

調整指導 班
農業振興 班

農 業普及指 導
専 門監

総括 技術次長
地域農業 第一班
技術 次長
（経営 支援担当 ）

先進技術 第一班
先進技術 第二班
地域農業 第二班

副部 長
（兼亘 理所長）

総括 次長

部分は仙 台農業改 良普及 センター

先進技術 第三班

部分は 亘理農業 改良普及 センタ ー

２ ）各班の 事務内容
コーディ ネート機 能を主 に担う班

ス ペシャリ スト機 能を主に 担う班

＜地域農 業班＞
〇普及指 導計画の 策定及 び実施に 関するこ と
〇普及セ ンター活 動に関 すること
〇農村振 興に関す ること
〇農作物 の鳥獣害 対策に 関するこ と
〇地域農 業振興計 画等の 支援に関 すること
〇地域営 農システ ム構築 への支援 に関する こ
〇人・農 地プラン 作成の 支援に関 すること
〇農地中 間管理事 業に関 すること
〇農業経 営基盤強 化促進 対策のう ち，農用 地
利用調 整等に関 するこ と
〇地域担 い手育成 総合支 援協議会 (市 町村経
営改善 支援セン ター)及び地 域農業 担い手
育成セ ンターに 関する こと
〇地域農 業を担う 組織育 成に関す ること
〇多様な 担い手の 確保及 び育成に 関するこ と
〇青年農 業者の育 成に関 すること
〇女性農 業者の育 成に関 すること
〇経営所 得安定対 策及び その関連 対策に関 す
ること
〇青年農 業士，指 導農業 士に関す るこ と
〇普及指 導協力委 員活動 の調整に 関するこ と
〇普及活 動検討会 及び研 究会に関 すること
〇課題対 象農業者 の満足 度調査に 関するこ と
〇表彰推 薦に関す ること
〇農産物 の展示会 及び共 進会に関 すること
〇生産技 術改善の 普及指 導に関す ること
（花 き，畜 産）

＜ 先進技術 第一班 ＞
〇 生産技術 改善の 普及指導 に関する こと
（作 物，野菜 ）
〇 普及セン ター活 動に関す ること
〇 主要農作 物の種 子生産に 関するこ と
〇 農業普及 情報の 収集及び 蓄積，伝 達に関 す
ること
〇 試験研究 開発技 術の普及 に関する こと
〇 土壌分析 の運営 ・管理に 関するこ と
〇 経営所得 安定対 策の中， 特に高度 な技術 ・
経営の支 援に関 すること
＜ 先進技術 第二班 ＞
〇 経営管理 高度化 の普及指 導に関す ること
（ 経営）
〇 生産技術 改善の 普及指導 に関する こと
（野 菜，果樹 ）
〇 普及セン ター活 動に関す ること
〇 環境に配 慮した ，安全安 心な農畜 産物生 産
の普及指 導に関 すること
〇 農産物の 流通及 び利活用 の普及指 導に 関
す ること（ 農産物 利活用）
〇 アグリビ ジネス ・６次産 業化の推 進に関 す
ること
〇 農業労働 改善の 普及指導 に関する こと
〇 オープン ラボラ トリーの 管理運営 に関す る
こと

