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|| 技術論文 11 
〔農業経営研究第52巻第3号.2014J 

農業経営者向けリカレント教育と経営能力開発

木下幸雄*.木村伸男**

I 農業者経営者向けリカレント
教育の開発

リカレン卜教育の開発概要

(1) いわてアグリフロンティアスクールの教育理念

と目標

農業の知識・技術の急速な増大と陳腐化に対応

し，社会人としての農業者がキャリア・アップす

る場の形成に関する杜会的要請は高まっている。

この社会的要請に十分に対応できるよう，農業経

営者教育を制度化し，その学習を組織化すること

により農業者の経営能力開発に貢献することが，

農業経営研究の実践的課題注1)の 1つであろう。

そこで，筆者らは農業経営者教育に力点を置い

たリカレント教育注2)を開発し実践した。国立大

学法人岩手大学がその主体となって. 2007年度よ

り「いわてアグリフロンテイアスクールjを開

発・運営してきた(詳細は，木下(2) 木下(3)

木下ら (4))。同大農学部の建学精神は「地域のた

めの農学」であり，この教育プログラム開発事業

は大学の地域貢献活動の一環として位置づけられ

た。経営者としての意識改革と資質の向上という

農業者の自己革新を達成し，社会に通用する経営

力・実践力・専門力・責任力を備えたプロフェツ

ショナルの農業経営者を養成することが，同ス

* 岩手大学農学部

付本学会特別会員

クールの掲げる教育理念である。

また. 4つの教育目標，すなわち，①新しい農

業経営を構築する信念とその方法が育まれるよう

ビジネス感覚と経営者能力を養成すること，②生

産イノベーションに挑戦する使命感とその方法が

育まれるよう農業生産の先端技術に追随するこ

と③安全で安心な農産物製品を顧客に提供する

社会的責任とその方法が育まれるよう新製品開発

や流通イノベーションのスキルを習得すること，

さらに，④農業生産者から農業経営者への自己変

革の精神とその方法が育まれるよう「思い」をビ

ジョン化・計画化することも掲げ，教育理念の実

現に向けて，同スクールで教育すべき知識と開発

すべき能力を明確にしている。

(2) その教育体系と方法

同スクールの教育体系・内容は，本事例に関す

る別の論考で詳述した(木下ら(5)) が，以下の

分析の理解に必要な限りにおいて，簡潔に述べる。

上記の教育目標に沿って. 3つの教育コースと 1

つのステップを設けてカリキュラムを編成した。

共通科目のほか，各分野注3)の専門科目には.I国

際化時代の農業経営者」ゃ「マーケティングの基

礎Jなどの基礎的科目から. Iバイオ・品質技術

と実習」ゃ「デザインとブランド」などの応用的

科目まで¥実践活動に必要な科目を配置した点に

カリキュラム編成の特徴がある。

教育方法については，講義形式を中心としつつ

も，受講者の参加意欲と教育効果を高めるために，

実習・演習，経営調査，事業計画策定とそのプレ



ゼンテーション，圏内外の現地視察と多種多様な

形式を採用した。また，講師には適性や意欲に鑑

みながら，研究者・専門家のほか農業経営の実践

者も確保しつつ，筆者ら担当教員が司会役として

随時張り付j 講義内容の解題と受講者の理解促

進に努めた点が教育方法上，重要で、あった。

受講者は，それぞれの参加目的に応じて各コー

スを 1つでも複数でも選択できるが，ピジネスプ

ランニング・ステップについては，経営を体系化

するものであるため必ず受けなければならない。

学習時聞は最大で年間234時間にもおよび，一定

の出席要件と農業ビジネス戦略計画を完成した者

にはコース修了証が与えられる。特に，全ての

コースを修了し，かつ試験に合格した者には，大

学等における履修証明制度に基づいた「アグリ管

理士」の資格が授与される制度とし，農業者の社

会的地位の向上と彼らの自主的・社会的活動への

展開を支える環境づくりを目指した。

2 課題設定

2007年度から11年度までの間，入学者数は， 59 

人 (2010年度)~94人 (2008年度)の水準で、推移し，

実定員数30~35人に対し入学希望者が多く，倍率

はおおむね 2倍以上と高かった。また， Iアグリ

管理士」資格の取得者は2011年度までに累計114

人にのぼる成果を挙げてきた。しかし農業経営

者向けのリカレント教育を通して，どのように経

営能力開発がなされるかが，農業経営研究の実践

的課題として最も重要で、あろう。

そこで本稿は，農業経営者向けのリカレント教

育の実践に関する成果を評価し，これによる能力

開発のプロセスについて考察することを目的とす

る。以下ではまず¥木下ら [5)で示した農業経営

者教育の独自の開発内容を踏まえ，教育プログラ

ムによる経営能力開発の効果を実証分析する。次

に，経営者教育を通した能力開発の原理について

考察し，さらにリカレント教育実践上の課題を導

く。最後に本研究全体の成果と限界を述べる。

注 1)山城[9)によれば『実践経営学』の特色は，経

営学の基本的課題の 1つである経営能力開発を

重視し，経営学という「学問Jと，経営能力関
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発の I(経営)教育」とを区別しない点にある。

実践を重視する農業経営学も同様に， I学問」と

I(農業経営)教育」とを一体化するという立場

を本稿はとる。

注 2) リカレント教育とは， 1970年代に OECD編・

森隆夫訳[8)によって提起された生涯学習に向け

た教育政策・戦略および教育システムである。

また最近，農業のリカレント教育については，

農業者の知識・実践およびイノベーション能力

を高めることが要請されており，農業イノベー

ションに向けて，生産技術面の知識だけでなく，

統率力，意思疎通力，組織管理能力などプロ

フェッショナルな実践能力も必ず養成されなけ

ればならないと指摘されている (OECD[7)，

p.64)。本研究課題の国際通用性を示唆するもの

である。

注3)本開発事例の前身であった教育プログラムで d 

は，農業経営管理と農産加工の2分野を柱とし，

従来的な農業生産技術分野を含んで、いなかった。

その後，受講者からの要望，生産技術の進歩，

大学の教育知的資源の有効活用を理由として，

先端的な生産技術分野をリカレント教育の新た

な柱として位置づけ， Iいわてアグリフロンテイ

アスクール」のプログラム設計に反映させたと

いう開発経緯がある。

E リカレント教育による経営能
力開発の効果

1 経営者能力の向上

リカレント教育を通じた農業経営者の能力開発

の効果について，経営者能力の向上ならびに現場

での発展的な実践活動の 2点から検討する。

「アグリ管理士に関するアンケート調査」注4)に

おける， Iいわてアグリフロンテイアスクール」

を修了した後に高まったと思われる経営者能力に

ついての調査(自己評価)をもとに，分析を進め

る。農業経営者能力の枠組みは木村[1)(pp.35 

46)に依拠し，企業者能力，適応者能力，管理者

能力の3つの能力体系において各々 5つの個別能

力(第 l図中の各項目)に関する設聞が用意され，

該当するか否かの二者択一で回答を得た。

ここでは，該当する個別能力を l点と計算し，
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第1図 能力向上水準層別の経営者能力割合
資料 アグリ管理士に関するアンケート調査より算出

注 ，/は能力向上水準との相関比である

全15項目の合計点を経営能力向上水準と定義す

， る。全サンプルにおいて能力向上水準の最高は15

点，最低は O点，平均は4.9点であった。また，

能力向上水準層別のサンプルの内訳は，能力向上

水準0-2点が9人，同 3-4点が26人，同 5-

7点が18人，同8点以上が10人であった。

3つの能力体系別に合計点を算出すると，適応

者能力が最も高く 113点 次いで企業者能力が102

点，管理者能力は94点であった。第l図では能力

向上水準層別に各個別能力の回答割合を示した。

サンプル全体では，野心 ・目標，強い好奇心，計

数感覚で回答割合が4割を超えた。

また，能力向上水準との強い関連性(相関比が

0.5以上)が見られた個別能力は，野心 ・目標，

先取り力，計画的行動力であった。加えて相関比

が0.5に近い挑戦力，情報収集力，記帳 ・診断力

も能力向上水準との関連性が小さくない個別能力

と見られる。

以上から経営者能力向上の効果については，大

きいとはいえないまでも，全体として一定程度，

確認できる。能力体系別では適応者能力の合計点

が高いことから，経営環境の変化に適応する力が

特に養われたと推察される。また個別能力別では

回答割合の高さから，野心 ・目標，強い好奇心，

計数感覚が特に養われたものと推察される。

さらに，サンプル聞の能力向上水準の格差は，

各個別能力向上の有り様によるものであった。能

力向上水準との関連性の強さから，企業者能力の

うち野心 ・目標，適応者能力のうち先取り力，情

報収集力，挑戦力，管理者能力のうち計画的行動

力，記帳・ 診断力などの各個別能力の習得を通し

て，経営者能力の高度化が果たせたと推察され

る。

しかしながら，同図から分かる通り，競争心，

効率・合理思考，高い技術力など，全般的に向上

が確認できなかった個別能力もあった。



2 発展的な実践活動

経営能力開発の効果として，前項で分析した経

営者能力向上に加え，それにより経営活動におい

て積極的・具体的な行動を促し得たかについて

も，重要で、ある。そこで，経営者能力の向上と農

業経営者の自主的・社会的な活動との関係を分析

し経営者能力向上を通して発展的な実践活動と

いう高度な経営能力開発の効果がもたらされる可

能性も検討した。すなわち，前節と同様のデータ

に基づき「いわてアグリフロンテイアスクール」

を修了した後に実践した発展的な実践活動の有無

について，経営能力向上水準との関係を 2群の母

平均の差の検定を用いて分析した(第 1表)。

農業経営者向けリカレント教育と経営能力開発 15 

全体として，各種活動を始めたサンプル群の方

が能力向上水準は高く 平均水準4.9点を概ね超

えている。大半の活動項目において取り組みの有

無で，能力向上水準に関して有意差が確認される。

特に，新事業の開始，直接に現場で指導に携わる

こと，担い手育成の企画については，その活動に

取り組み始めたとするサンフ。ル群の能力向上水準

が8点以上と高い。また 各種研修講師としての

活動などにも，能力向上水準に関して有意差が見

られた。他方，農業経営の法人化のほか，公的な

役職や地域組織の役員への就任については，能力

向上水準に関して有意差は認められなかった。

以上より発展的な実践活動から見たリカレント

教育の効果についていえば，能力開発プログラム

第1表 自主的・社会的活動の取り組み状況と経営能力向上水準の差異(対応のない2群の母平均の差の検定)

活動項目 あり なし 差 t検定 3) 活動項目 あり なし 差 t検定

新事業の開始 農業者向け研修講師

サンプル数 9 54 統計量 t 4.846 サンプル数 22 41 統計量 t 

向上水準の平均 8.556 4.296 4.259自由度 61 向上水準の平均 6.455 4.073 2.381自由度

同標準偏差 3.206 2.304 0.902片側ρ値 0.000' • 同標準偏差 3.158 2.306 0.852片側p値

直接，現場指導 農業経営の法人化

サンプル数 7 56 統計量 t 3.460 サンプル数 5 58 統計量 t 

向上水準の平均 8.143 4.500 3.643自白度 61 向上水準の平均 6.400 4.776 1.624自由度

同標準偏差 4.018 2.427 1.591片側ρ値 0.001 •• 同標準偏差 2.881 2.835 0.046片側ρ値

担い手育成企画 公的役職に就任

サンプル数 6 57 統計量 t 2.968 サンプル数 5 58 統計量 t 

向上水準の平均 8.000 4.579 3.421自由度 61 向上水準の平均 6.200 4.793 1.407自由度

同標準偏差 4.147 2.514 1.633片側ρ値 0.002 .車 同標準偏差 3.493 2.796 0.697片側ρ値

メディアに登場 地域組織の役員

サンプル数 8 55 統計量 t 3.247 サンプル数 13 50 統計量 t 

向上水準の平均 7.750 4.491 3.259自由度 61 向上水準の平均 5.769 4.680 1.089自由度

同標準偏差 4.132 2.395 1.737片側ρ値 0.001 •• 同標準偏差 2.743 2.860 0.117片側p値

補助等で有利 新規に就農する

サンプル数 6 57 統計量:t 2.610 サンプル数 5 58 統計量 t 

向上水準の平均 7.667 4.614 3.053自由度 61 向上水準の平均 4.800 4.914 -0.114自由度

同標準偏差 3.204 2.678 0.527片側ρ値 0.006' • 同標準偏差 3.633 2.812 0.822片側ρ値

アグリ管理士連携 そのイ也

サンプル数 5 58 統計量:t 2.278 サンプル数 10 53 統計量 t 

向上水準の平均 7.600 4.672 2.928自由度 61 向上水準の平均 4.500 4.981 -0.481自由度

同標準偏差 5.320 2.481 2.839片側ρ値 0.013本 同標準偏差 3.375 2.770 0.605片側ρ値

消費者向け研修講師 特にない

サンプル数 15 48 統言十量:t 3.979 サンプル数 15 48 統計量 t 

向上水準の平均 7.200 4.188 3.013自由度 61 向上水準の平均 3.733 5.271 -1.538自由度

阿標準偏差 3.385 2.256 1.128片側ρ値 0.000' • 同標準偏差 1.870 3.016 1.146片側ρ値

注 1 )サンプルサイズ (N~63) が少数なため，スチューデントの t分布による検定を行った

2)経営者能力向上水準は，最高15点，最低O点平均4.9点
3) *は5%有意水準1 村は 1%有意水準

3) 

3.425 

61 

0.001キ*
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61 

0.112 
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61 

0.147 

1.233 

61 

O.lll 

0.085 

61 

0.466 

0.487 

61 

0.314 

1.860 

61 

0.034 • 
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を通じて経営者能力が高まることで，農業経営者

として既存活動を超えた先導的な行動に結びつい

ている可能性を指摘できる。

注4)Iアグリ管理士に関するアンケート調査」の概

要は次の通り。調査方法・郵送調査法，実施日・

2011年11~12月および2012年 4 月，配布数: 114 

(2007~11年アグリ管理士全員)，回収回答数:

82 (回収率71.9%)，有効回答数:80 (有効回答

率97.6%)，分析サンプル:63 (回答のうち農業

者に限定)。

E 農業経営者教育における能力
開発の原理

1 基本原理の考え方とモデルの検討

前節では，農業経営者教育プログラムの実践と

その成果について評価した。教育がどのように能

力開発に結びつくかというプロセスは明示されに

くいものであるが，農業経営者教育を通した能力

開発の原理について考察を試みたい。

以下では，経営者能力開発の実践的な研究に

よって裏付けられている KAE原理を援用する。

KAE原理とは，山城章が提唱した実・学一体の

実践経営学の研究方法(山城[9) pp.66-68)で，

F その本質的内容は第2図の通り， I知識一能力一

経験」の三者の統ーされた研究態度である。経営

者は，主体として自主能力をプロフエツショナjレ

な水準にまで高めることによって，彼ら・彼女ら

のK (知識)と E(経験)とが統一化され， A (能

力)として一体となる。ここで知識とは実践のた

めの原理であり，また経験とは実践場面での実際

行動であり，知識と経験はともに，能力開発に必

要不可欠なものであると説明されている。

この KAE原理にしたがって，経営者能力 (A)

K = knowledge =知識=原理

↓ 

@=ability =能力=実践

↑ 

E = experience =経験=実際

第2図 KAEの関係原理
資料山城[9] p.67より引用

は，知識要因を示す学習の有意義さ (K) と経験

要因を示す仕事上の自身の取り組み (E) を通し

て高まるというモデルを想定する。そして経営者

能力向上に影響する要因 (K(知識)と E(経験))

の特定化とその影響度合いに関して，本開発事例

を対象に分析し，上記のモデルの妥当性を検討し

ながら，農業経営者教育による能力開発の原理を

解明してみたい注5)。

2 農業経営能力開発モデルの分析結果

分析データは第E節で用いた「アグリ管理士に

関するアンケート調査jである。 A (能力)を能

力向上水準， K (知識)を 4コース/ステップの

うち有意義であったとする回答(複数回答可)， 

E (経験)を受講するまでの農業経験年数 (O~

50年)，およびプログラム修了後の新たな取り組

みの有無とした注6)。新たな取り組みには，経営

管理の高度化，マーケテイング活動の高度化，も

のづくり技術の高度化といった科目内容に沿った

20項目(第2表の経験要因)の回答を利用した。

同表に示した説明要因をもとに，能力向上水準

を目的変数として重回帰分析を行った。結果は第

3表の通りであり，決定係数0.775，自由度修正

済決定係数0.736，回帰式は 1%水準で、有意で、あ

り，当てはまりは良好である。

能力向上水準に影響している要因のうち，特に

経験要因としては，農産物の加工のほか，製品の

デザイン，鮮度維持，製品の企画開発といった主

にマーケテイング活動の高度化に関わる要因の影

響が有意を示す。また情報収集の上達といった経

営管理の高度化に関わる要因の影響も有意を示す

との分析結果が得られた。一方，知識要因として

はプランニング・ステップ(経営の体系化)が重

要であることが示された。

3 リカレント教育実践上の示唆

以上の分析では，農業経験年数は重要な影響要

因としては示されず注7) E (経験)としては，

過去の蓄積よりも新たな取り組みが重要であると

解釈される。したがって，経営能力向上には，経

験要因の重要項目に関する機会を継続的に得られ

ることが有効で、あろう。ただし重要な経験要因
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第2表経営者能力向上に影響を与える知識要因・経験要因

要因(説明変数) 平均 標準偏差 単相関係数 ρ 値 5) 

知識

ビジネスプランニング・ステップ(経営の体系化) 0.667 0.475 0.l07 0.403 

アグリキャリア コース(経営管理分野) 0.603 0.493 0.053 0.680 

要因 マーケテイングイノベーション・コース 0.413 0.496 0.074 0.565 

アグリフロンテイア・コース(生産技術分野) 0.254 0.439 -0.045 0.727 

農業経験年数 16.032 14.310 0.031 0.807 

経営管理の両度化 姿勢の明確化 0.556 0.501 0.241 0.057 

情報収集の上達 0.524 0.503 0.294 0.019 * 
財務の管理 0.492 0.504 0.415 0.001 * * 
アピール力向上 0.413 0.496 0.450 0.000 * * 
生産の効率向上 0.270 0.447 0.l22 0.342 

労働環境の整備 0.254 0.439 0.381 0.002 ** 
経営組織の見直し 0.l90 0.396 0.231 0.069 

経 集落営農等管理 0.l27 0.336 0.266 0.035 * 

験 マーケティングの高度化 販売の見直し 0.492 0.504 0.348 0.005 ** 

要
製品のデザイン 0.365 0.485 0.539 0.000 ** 
製品の企画開発 0.302 0.463 0.560 0.000 ** 

因 食品安全性確保 0.270 0.447 0.375 0.002 ** 
鮮度維持 0.l27 0.336 0.384 0.002 ** 
地域価値の企画 0.032 0.l77 -0.l86 0.l44 

ものづくり技術の高度化 循環・環境保全 0.222 0.419 0.005 0.972 

水田作技術向上 0.l75 0.383 0.001 0.996 

労働安全の確保 0.127 0.336 0.300 0.017 * 
園芸技術の向上 O.lll 0.317 0.441 0.000 ** 
農産物の加工 0.079 0.272 0.592 0.000 ** 
先端技術の挑戦 0.016 0.l26 0.454 0.000 * * 

注 1 )サンプル数63
2)知識要因:コース有意義=1. コース意義なし=0
3)経験要因:あり=1.なし=0 (ただし年数は数量データ)
4)能力向上水準は，最高15点，最低O点，平均4.9点
5) .は5%有意水準，日は 1%有意水準

には，取り組み割合(第2表の平均と同値)が低

く実際に経験することが容易でない項目(例えば，

農産物の加工鮮度維持，経営組織の見直し)も

ある。そのため，取り組み割合が比較的高い項目

(例えば，姿勢の明確化，情報収集の上達，製品

のデザイン，製品の企画開発)を中心に，経験機

会を設けるカリキュラム編成やフォローアップの

実施が有効な能力開発手段となり得るであろう。

また，経営の体系化に必要な基礎となる知識

(K) は重要で、あると考えられる。第 2表から確

認できるように，プランニング・ステップを有意

義とする回答割合 (66.7%)が最も高いことから

も，これを農業経営者向けのリカレント教育の柱

に据えるべきものであるといえよう。

その反面，生産技術の高度化は，経営者能力の

向上にはさほど有効ではなかったと指摘しておか

なければならない。ものづくり技術の高度化に対

する新たな取り組み割合は概して低く，生産技術

分野の知識要因としては能力向上水準にむしろ負

の影響(同表のアグリフロンテイア・コースの単

相関係数の符号がマイナス)を与えているとの結

果であった。

生産技術分野に関する評価が，このように良好

ではなかった理由は直ちに明らかにはできない。

注3で触れたが，農業生産技術分野をリカレント

教育のカリキュラムに後発で加えた経緯があり，

講義内容に改善の余地が多く残されているという

教え手側の経験不足の問題の可能性が指摘できょ

う。さらに，技術の捉え方の違いも重要な点であ

ると考えられる。技術には，動植物の持つ特性そ

a 
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第3表 経営者能力向上に影響を与える経験・知識(重回帰分析の結果)

重相関係数 自由度修正済R 決定係数 自由度修正済R2

回帰式の精度
0.880 0.858 0.775 0.736 

回帰式の有意性 平方和 自由度 平均平方 F値 ρ値 3)

回帰変動
389.924 9 43.325 20.230 0.000 ホキ

誤差変動 113.504 53 2.l42 
全体変動 503.429 62 

説明変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 t値 p億

プランニング2) 0.972 0.422 0.162 2.303 0.025キ

姿勢の明確化 0.799 0.414 0.l40 1.929 0.059 

情報収集の上達 1.467 0.404 0.259 3.634 0.001 *本

経営組織の見直し 0.847 0.522 0.118 1.621 0.l11 

製品のデザイン 1.958 0.523 0.333 3.747 0.000 * * 
製品の企画開発 1.393 0.549 0.226 2.535 0.014 * 
鮮度維持 2.214 0.580 0.261 3.821 0.000 ** 
労働安全の確保 0.895 0.612 0.105 1.463 0.l49 

農産物の加工 3.216 0.798 0.308 4.033 0.000 *キ

定数項 1.098 0.451 2.437 0.018 * 

注 1 )変数選択は増減法 CF-in，F-outはともに2.0基準)を用いた

2)プランニングは，ビジネスプランニング・ステップの略

3) *は 5%有意水準，日は 1%有菅t7.k準

のものを生かす制御(栽培・飼養管理)技術と，

消費者の満足を最大化するための製品の品質・特

質に関する技術との 2つの捉え方がある(木

村(11 pp.59-60)。製品の市場戦略としては後者

の製品技術に立脚する必要があるが，農業経営者

の能力開発・向上にとっても，モノ中心の生産技

P 術より消費に注目した製品技術のほうに，技術分

野教育の力点を置くべきなのかもしれない。

注 5) 海外における近年の研究成果に目を配ると，

農業経営者の能力開発の原理解明に関して，

N uthall ( 61， pp.55-79が興味深い。これは，ニュー

ジーランドの農業経営者を対象にした試験・調

査によか経営能力の源泉を検証し，経営能力

に対する影響要因(時間経験，学習経験，マネ

ジメント実践経験)関係のモデル化を試みたも

のである。

注 6)経験要因には，年齢や経営部門なども重要で

あると考えられるため，併せて吟味した。農業

経験年数と年齢との相関係数は0.479と両要因聞

に一定の関連性が認められ，また，年齢と農業

経験年数が必ずしも連動しないケース(例えば，

定年帰農により農業経験が浅い60歳代の者)も

考慮して，年齢よりも農業経験年数が一層重要

な要因であると判断した。また，経営部門につ

いては，水田作経営がかなり多く，分析サンプ

ルでは部門聞のばらつきが小さすぎるために，

説明要因として分析することは適切で、ないと判

断した。

注7) この分析の結果からは，経営者能力向上にとっ

て，農業経験年数(すなわちキャリア年数)は

必ずしも重視されないといえる。ただし本事

例に関する別の分析(木下ら(51) では，農業経

営能力開発を目的としたリカレント教育のデザ、

インの方向性を検討したところ，受講者のキャ

リア年数に応じて教育ニーズの志向が推移する

ことも示唆されており，生産技術分野よりもマー

ケテイング力の強化や経営体系化に力点をおい

て，その内容を深化させていくことが望ましい

とされる。

N まとめ

本稿では，農業経営者向けのリカレント教育プ

ログラムの開発とその実践上の成果を評価し，農

業経営者の能力開発に対して一定の効果が見られ

ることを明らかにした。われわれの研究・教育実

践から，スクールという「場」が優れた仲間との



討議を通じて経営者資質を磨く機会を提供してい

ることが確認された。このリカレント教育を踏み

台として成長した農業経営者の姿が実際に浮かび、

上がっており，受講者の中には. Iアグリ管理士」

にふさわしく地域リーダーとして活躍している経

営者も現れている。

さらに，経営の体系化・計画化に向けた学習に

取り組み，農業経営に対する明確な姿勢と目標を

持ち，積極的に情報収集を行いつつ，経営者が自

ら作成した事業計画に基づいて，製品企画などの

マーケテイング活動を実践し新たな経験を重ね

ることが重要で、あるという，農業経営者能力の向

上に資する有効な原理を確認することもできた。

とはいうものの，農業経営者の能力開発を目的

とした教育プログラムの他のケースと比較したわ

けではないため，本事例の教育プログラムが絶対

的に優れているとまでいうことはできない。また，

本事例と同様の取り組みを他で実践したとして

も，経営者能力の向上に高い有効性を発揮するか

は明らかではない。各々の取り組み内容とパ

フォーマンスは，実際の教育資源や教育対象に大

きく左右されるからである。農業経営能力開発に

向けてのリカレント教育は，一朝一夕で成果があ

がるものではなく，継続的で地道な取り組み以外

にはないで、あろう。
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