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「担い手育成」にかかる農業大学校の役割と今後の展望

~山形県立農業大学校の試みから~

村上賢一*

はじ め に

山形県立農業大学校がある山形県北部の新鹿市

は，古くは新庄戸沢藩 6万 8千石の城下町として，

また，羽州街道や最上)11水運の交通の要所として栄

え，毎年夏8月 2413に始まる「新症まつり Jでは，

市内の各町内から色鮮やかな時代物の山車(やた

し、)と笛や太鼓のまつり曜子(ばやし)が白抜き通り

に繰り出し，また県内外から多くの見物客が集まり

往時の賑やかさを再現してくれます。

県内で広く“農大"として親しまれている農業大

学校は，この新庄市の南側， JR新庄駅から約 5キ

ロメートルのところに位置しています。北東部に神

室(かむろ)連峰の山々，北西部にははるかに鳥海111，

そして南西部には霊峰月rlJを望み，周囲には小高い

丘陵が広がる自然環境豊かな，広大な敷地の中に位

置しています。

本校は，昭和 30年，農業改良普及事業の一環と

して，農村青少年の実践的教育を行う「経営伝習農

場jとして創設され，以来，幾多の変遷を経ながら，

今年で創立 54年沼を迎えています。これまで 2，850

余名の卒業生を送り出し，卒業生は，本県農業の担

い手や先進的農業経営のリーダーとしてはもとよ

り，各農業関連産業など梧広い分野で活躍し地域

の振興発展に貢献しています。先ごろ開催された農

大関窓会で，創設期の第 2期卒業生の大先輩が大型

バイクのハーレーダビットソンを駆って出席され，

パリパリの現役振りを誇っておられたのには，他の

会員や教職員一同驚かされました。

2 山形県立農業大学校の概要

(1)学科とコース

本校は，修業年限 2年の全寮制の養成部と，意欲

ある新規就農者の育成と競争力の高い農業経営者

育成を担当する研修部，さらに県の農業情報サイト

「あぐりん」を運営している農業情報室からなって

います。養成部は，定員が各学年 50名で，今年度

(平成 20年度)は，稲作経営学科，果樹経営学科，

野菜・花き経営学科，寄産経営学科の 4学科， 6コー

スに， 1年生 54名， 2年生 54名，計 108名の学生

が学習・実習にと励んでいます(表 1)。

本校では，禁藤弘知事のほ本ーの農業大学

校を目指すJというマニフェストに基づき，昨年度

から， “農大"の新たな涯史と伝統を創っていく意

気込みで，学科の再編や新設，カリキュラムの免疫

しなど， “農大"の機能強化と魅力づくりに取り組

んでいます。

咋年度は，一人一台パソコンの ICT教室整備など

ICT教育の充実を進め，今年度は，専門の外部講師

を招き経営管理や財務管理など経営関係科目の充

実を図るとともに，山形の農業の特徴である果樹部

門の強化のため「果樹経営学科Jを独立させ，新た

表 1 平成 20年度 学科・専攻コース別人数(H20.4.1現主) ( )内は女子数

Aヴt 科 専攻コース 合計 l学年 2学年*

稲作経営学科 稲作 22( 1) 12( 1) 10( 0) 

果樹経営学科 果樹 28( 1) 15( 0) 13( 1) 

野菜・花き経営学科
野菜 32( 8) 16( 5) 16( 3) 

花き 17( 9) 8( 4) 9( 5) 

資産経営学科
酪農 2( 0) O( 0) 2( 0) 

肉用牛 7( 2) 3( 1) 4(1) 

合計 108 (21) 54(11) 54(10) 

*2学年は，閤芸経営学科系樹コース・里子菜コース・花きコース

*山形県立農業大学校校長(KenichiMurakamil 0369-5247/09/干500/1論文/JCLS
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写真 1 果樹経営学科の卒論中間検討会

に「さくらんぼ加温ハウスj を整備しているほか，

地元のさくらんぼやりんごの「努定名人Jの技を学

ぶなど，教育内容の一層の高度化を図っています。

さらに来年度，平成 21年 4月からは，生産，加

工，流通販売，マーケティング，経営管理を一貫し

て学ぶ，全国でも初となる「農産加工経営学科」を

新設して，これからの農業の f総合産業化J， r6 
次産業化jの中心となってし、く人材を育成していく

こととしており，現在加工棟の建設や加工施設・設

備の整備が進められています。

(2)畜産経営学科

本校の畜産経営学科は，酪農，肉用牛とニつの

コースがありますが，両コースの学生が一緒に，乳

写真 2 農産加工棟完成図

用牛，肉用牛の繁殖，肥育，搾乳などの銅養管理技

術の理論と実践を，また，低コスト・高品質な餌料

生産技術と飼料給与技術，さらに受精卵移植技術な

どの新技術や，家畜人工授精師(牛)資格を取得す

るための基礎教科などを学んで、います。

また，当番実習を通して，朝夕の搾乳や，飼料給

与，発情観察などについて実践的な力を身につけて

います。

2年次には，卒業論文課題研究などを通して飼養

管理技術の応用力を高め，昨年度の卒業論文テーマ

でみると，無農薬トウモロコシサイレージによる自

給飼料の低コスト化，子牛の成長に最適な人工哨乳

技術，分娩時の事故予防と生産性向上のための分娩

時期予測とそのコントロール，乳房炎による経済的

損失を防ぐための対応技術，また，本県のブランド

牛である「米沢牛Jの脂質分析とそれに基づく血統

選択など，これからの畜産経営に必要なさまざまな

課題に対して積掻的に挑戦し，専門的知識・技術の

取得に取り組んでいます。

表2 本校の飯養家畜頭数

ホルスタイン穏成牛 4堅実育成牛 1頭

黒毛手口穣 繁嫡牛 5頭 子 牛 4頭肥育牛 4頭

交雑種 目巴育牛 1頭

ヱド校の家畜飼養頭数は表2の19頭となっています。

現在年生が 3人， 2年生が 6人の計 9人が在

籍していますが，この 9人の学生で，膏産当番を決

め，週 7Sの毎日，さすがに年末

年始はへノレバーにお願いしていま

すが，それ以外は夏期・春期など

の休暇中も交代で，朝は6時から，

夕方は授業終了後の 4時20分から，

表2の 19頭の位話に当たっていま

す。

畜産経営学科の学生は，常にこ

うしたグ、ループ。で、家畜の世話を行

なっているせいか，歴代，農大の

中でもとくにチームワークが良く，

昨年はそろいの法被(はっぴ)で

N狂Kののど自慢に出場したり(予

選で敗退!) ，今年は，本校の特

色である全学科の 2年生が参加す

るアメリカ海外農業研修で，コロ
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ラド州の姉妹校モーガン・コミュニティ・カ

レッジやホストファミリーの前で新庄まつり

のまつり蝉子(ばやし)を演奏したり，その他，

教科外で、館っている山形の地鶏「出羽地鶏Jの

;穣製を試みたり，搾乳した牛乳を原料にさまざ

まなアイスクリームなどの乳製品加工に挑戦

したり，学生たち自らも楽しみ，また時々私ど

もにも楽しみを与えてくれています。

“農大"は，合わせて 100ヘクタールの広大

な敷地に，本県の畜産管理技術の篠立や，パイ

テクを利用した優良家喬の開発等を担ってい

る県の「農業総合研究センター畜産試験場J， 

さらに山菜や山ぶどうなど地域の特産を栽培

研究している「最上総合支庁綾地研究集j と並

ぶ形で設置されており，畜産経営学科の学生は，

隣接する畜産試験場の多くの家音や農大にない高

度な施設設備，さらに研究員の最新の技術などにも

触れながら，畜産経営のスペシャリストを目指して

奮闘しています。

写真 3 苦言産経営学科の実習風景

3 山形“農大"の農業教育

担い手の育成

(1)担い手の育成と農業問題

1)基本的視点

山形県立農業大学校は，昨年 4月学校教育法に基

づく f専修学校」に位置付けられ， 4年制大学の 3

年次編入の資格を得ることとなり，今年(平成 20

年)の夏初めて 3名の学生が山形大学農学部の編入

試験に合格を果たしました。しかし，農大の存在理

由 (raisond' etre)は，第一義的には農業改良助長

写真 4 姉妹校モーガン・コミュニティ・カレッジ訪問

法に基づく農業者研修教育施設として，これからの

本県の農業を支えてし、く農業経営者，地域リーダー

の育成，すなわち担い手の育成と農業教育にありま

す。

そして，時代の変化に的確に対応していく農業経

営者として成長していくために重要なことは，農業

生産に関する専門的知識・技術を学ぶにとどまるこ

となく，わが国の社会経済の動向や，農業がわが国

の社会経済の中でどう位置付けされ，どういう役割

を果たしているかについても学び，理解することで

あると患っています。

現在，食料自給率の問題や，穀物価格が医際的に

急上昇し台所や食生活に大きな影響を与えている

ことなどを背景に，食料や農業に対する関心が大変

高くなってきています。問時に，安心安全な食料供

給を担う農業に対する期待も，大変大きくなってい

ると思います。こうした期待に芯え，国民，消費者

から農業に対する理解を得，さらに大きな支持を得

ていくためには，農業の側も，環境や福祉など社会

の課題に対して穣極的に関わっていくことも重要

ではないかと考えています。このため，本校のカリ

キュラムの見直しゃ特別講義の選択においても，こ

うした点について配慮を行なっています。

もう一つ重要に思っていることは，農業教育，担

い手育成についても，いわゆるわが閣の「農業隈題」

という大きなコンテキスト (context文脈)の中で

しっかり考えることではないかということです。
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2)農業の障題

?濃1'J:3ぞア(;þ~の ~l切の大きなQ本fると b リ

iI1じな!JJ" (Ii日本書紀』崇神天皇 62年の条)

散文的にいうと農業は国の成り立ちゃ国民生

活にとって最も基本的な，最も重要なものであるj

というような意味でしょうか。本校の会議室に，元

知事の雄揮な捧重量が掲げられていることもあり，折

に触れては，古今東西，農業の重要性を簡単に，わ

かりやすく示している言言葉として，学生に紹介して

います。現在の『食料・農業・農村基本法』の理念

にも通ずるものではないではないでしょうか。

わが国における農業の役割，使命，責任について

は，この食料・農業・農村基本法にあるとおり，国

民に対する食料の安定供給(同法第 2条)，さらに

農業の有する，とくに水田農業の持つ多面的機能

(同法第 3条。この多面的機能については，近年，

EU の農業関係者も multifunctional roles of 

Agricultureとしてその重要性を指摘したり， WTO 

農業交渉関係文書にも見えるようになり，世界的な

「市民権」を得ている概念かと思います。)にある

と思います。この多面的機能と，そして洪水訪止効

果だけでも年間で3兆5，000億丹の効果があると試

算されるその外部経済効果について，農業者，農業

関係者自らが，まず十分に理解し，自覚して，そし

て，社会に向かっても，もっと主張し，もっと理解

を求めていく必要があるのではないかと思います。

農業に対する税金の投入，具体的には中山間地域等

直接支払い制度などの根拠はここに求められるも

のと理解しています。

こうした農業の有する多面的機能および外部経

済効果も，多くの識者が指摘する通り，本来の農地

の適性にあった正しい形で農業生産行為が営まれ

てこそ，初めて発揮される性格のものであると認識

しています。しかしながら，現在の農業，特に水田

稲作農業に関しては，生産行為が営まれる基本的条

件である農地・水および農業従事者の二つの留にお

いてきわめて競弱な状況にあります。農業全体で見

ても， 38万ヘクタールを超える耕作放棄地を抱え，

また，基幹的農業従事者の 59%が65歳以上のいわ

ゆる高齢者である，そして，これまで長くわが障の

農業を支えてきたいわゆる昭和一桁世代の一番若

い世代も来年平成 21年 (2009年)には後期高齢者

入り，という状況です。

このような状況下で，農業大学校の担い手育成の

役割はますます大きなものがありますが，農業大学

校における農業教育，担い手育成教育がより成果を

高め，充実したものにしていくためには，東京大学

の生源寺長一教授が強課されているようになに

よりも日本の農業を職業として選択される魅力あ

る産業として再生すること jが重要であり，私ども

の立場からいえば，農業を職業として選択すベく全

国の農業大学校に入校する学生が，卒業後，自信と

展望を持って就農できるような環境づくりや条件

の整備，さらに地域において継続して就農を支援し

ていく体制の整備が急、務であると思います。

(2)担い手育成の新たな取り組み

1)就農コースの設置

先述のとおり，本校は昭和 30年伝習農場として

発足以来，半世紀以上にわたって，次代の山形県農

業を担うリーダーの育成に取り組んで、きています。

しかし，最近の卒業生の就農率を見ると，平成 17

年度卒業生が 49%，18年度が 43%，今年 (20年)

3月の 19年度卒業生が 58%としづ状況になってお

り，逆にいえば，例年， 6割近くから 4割の学生が，

卒業後の進路に就職を選択していることになりま

す。本県の場合，就職もほとんどが地元，しかも親

元から通勤できるところ，土日や休暇には親の農業

を手指うという形になっており，ある意味，多様な

農業参入あるいは農業を支えていく一つの現実的

な形として，就職も肯定的に捉え進路指導を行なっ

ています。

こうした，当面の進路として就職を選択する学生

や，またこれも先述のとおり 4年制大学の 3年次編

入試験を目指す学生への対応なども勘案しながら，

就農，就職，進学に関する科目について，今年度か

ら，新たに学科横断の進路別コースー就農，就職，

進学の 3コースに再編成して，それぞれの指導の強

化を囲っています。

就農コースは年生では，農地改革や農地法な

ど農地に関する制度，農業生産法人制度， JA農業

協需組合，農業政策の推移など円滑な就農のための

基本的知識について，さらに重点的に学び， 2年生

では今後の法人経営を見据え法人設立の手)1聞や課

題などを学ぶほか，本県の新たな作物品種の動向

(今，山形はコメに関しては新品種「山形 97号J

に力を入れており，さ来年平成 22年にデビューを
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予定しています。)など実践的な課題について学び

ます。

また，県内の大規模なコメ，果樹，花き，畜産な

どの先進農業経営者・農業法人の視察研修を行ない，

経営者や代表者から農業経営についての勘所(かん

どころ)を直接学び，また，就農した農大の若い OB

から心構えなどを学んで，自らの就農意欲を高める

とともに，自らの就農計画や将来の営農計題づくり

について学んでいます。

2)就農支援カンファランスシステム

本校では，従来から，就農に限らず学生の進路に

ついては専攻学科担任の 13者街談」や教務学生担

当の進路相談などを通してきめ細かな進路指導を

実施し，過去数年開卒業生の進路確定 100%を誇っ

ています。

就農に関しては，これから魅力ある，儲かる農業

の経営を自指していくためには，経営規模の拡大や

消費動向等を踏まえた経営品g・栽培品目の選定，

農地や施設にかかる設備投資とそのリスク管理と，

従来以上にしっかりした経営マインド，経営管理能

力が必要になります。このため，就農指導について

は，専攻学科カリキュラムの「稲作経営J，果樹

経営jなどの学習や就農コ}スにおける学習・研修

によって就農の動機づけや就農意欲を高めながら，

学科担任が具体的な就農計画の作成指導を行なっ

ています。このほか，就農後の営農計覇や制度資金

等の活用については，担任のほか，随時，地域の農

業技術普及課(普及センター)職員，また学生の地

元の役場や JAなど関係機関の参加協力を得ながら

指導を行っています。こうした指導を発展させる形

で，在学中から就農後数ヵ年に至るまで，就農学生

を中心とする一貫したコミュニケーションの場を

つくり，安定した農業経営を実現していくためのシ

ステムづくりを，今年度から，新たに取り組んで、い

ます。

就農する学生にかかる経営箇積、基幹作物、農業

施設・機械や，指導経過を「就農支援カードj に記

録しながら，就農学生を中心に話し合いを進めてい

く形から就農支援カンファランスシステムj と

称しています。今年度，他の農業大学校やつくばの

農業者大学校においても，学生の就農支援を強化す

るため，就農支援コーディネーターの設置や就農支

援専門職の配置が見られますが，当校では，卒業後

に担任が転勤なっても数年間は農大で継続して支

援が国られるよう，農大全体のシステムとして支譲

していく形を取っています。

農業大学校の 2年間の学習は，専門的知識・技術

の習得を目指しながらも，成功している農業経営者

から見ればまだまだ基礎段階に止まるものではな

いかと思います。農業を職業とする，次の農業の担

い手候補たる就農学生が，自信と展望を持って農業

に取り組み，担い手として成長していくためには，

農大卒業後も地域で支えていく環境が必要であり，

農大の就農支援カンファランスシステムも，そのよ

うな形で地域の中で成長していくよう今後関係機

関と協議していきたいと考えています。

(3)担い手育成のための f高大連携 j

1) r高大連携 J の狙い

今取り組んで、いる就農支援カンファランスシス

テムも他の機関との連携が重要な要素になってい

ますが，農業教育，担い手育成教育に関する正式，

公式的な意味での連携については，県内の 6農業高

校との「高大連携J，そして，山形大学等との連携

協力があります。

今，農業大学校がより幅広く充実した農業教育，

担い手育成教育を目指しでも，財政的な制約や人的

な制約から，独り農業大学校だ、けで、フルセットに機

能を整備したり，百標達成を実現していくことはな

かなか難しいと思います。本校では，昨年度， 21 

年度に新設する農産加工経営学科の具体的検討を

進める中で，ハード，ソフトの問商において，県内

の多くの農業資源や教育資漉の社会資本との連携，

ネットワークを関り，不足する部分はその中で、補っ

ていくことで，さらにレベルの高い教育を，より効

果的に行なっていくべきこととしました。

「高大連携j 農業高校と農業大学校の連携も，

こうした連携ネットワークの発想、を一つのきっか

けに進められたものであります。昨年 11月 15日，

全国にも先駆ける形で，農業大学校と県内の農業高

校 6校との開で「高大連携」の協定書の調印を行な

いました。この高大連携の狙いとするところ，期待

するところは，農業教育機関としてお互いをネ齢、合

うとともに，担い手育成に関しては，

“・・意欲ある高校生が高・大の 5年間を通して，農

業に対するしっかりした展望を持って学び，本県農

業の担い手，地域のリーダーとして育つよう一貫し
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た教育の確立への第一歩・

とするところにあります。

各農業高校の校長先生方からも，

“高大双方，農業に関する人材育成機関と

して，お互いのノウハウを出し合って，機

能強化を果たしていきたい。

“21世紀は農業の時代といわれる中， 5ヵ

年の一貫教育で農業経営者としての力をしっかり

身につけるよう期待したい。"

“農業を志す学生，保護者にとって，高大連携は強

20年度

19年度

18年度

い就農支援になる。"

等々の期待が寄せられました。

また，昨年度は，地方でも景気がようやく好転し

て企業の高卒求人がかなり好調で、あったこと，また

4年制大学の入学試験の倍率がかなり低くなりそう

だという情報から，ヌド校も入校生の定員確保にはか

なり気を使っていましたので，農大の経営者的な立

場からすれば，安定的な入校志願者の確保について

の期待があったことも事実です。

写真 5 高大連携の ICT出前授業

2) r高大連携」の実際

農業高校との連携協力は，従来からも本校から農

業情報処理を中心とする ICT出前授業や，農業クラ

ブ発表会の審査員の協力など個別に行なわれてい

ました。今回の高大連携協定が従来と比較してどう

いう効果をもたらしているかを検証するためには，

まだ時開が足りませんが，しかし，まず実感してい

ることは，この協定をきっかけに農業高校側や農業

高校生の意識が変わり，農大に対する親近性，親し

み，関心が高まったことがあげられます。

たとえば，今年のオープンキャンパスを見ると，

表3 オープンキャンパスの参加者調べ(l~3 年生)

出計

他の要国もあるかも知れませんが，農業高校生の参

加者は昨年の約1.4倍も伸びています。また，オー

ブロンキャンパス時以外で、も，随時，農大入校志望の

農業高校 3年生のグノレーフ。が農大見学に来たり

年生や2年生も課外授業でクラス単位で農大を訪問

するようになっています。

また昨年 11月の協定調印後今年 l月に開催した

農大卒業論文発表会には，農業高校4校から，学生

31名と引率の先生方が初めて瓢講に参加してくれ

ました。本校の学生は母校の後輩や先生方の前で緊

張感を持って研究発表を行い，高校生も真剣に発表

を聴き，また引率の先生からは講評をいただいたり

と，高大双方にとって大変良い刺激・効果があり，

農業高校と農大の距離がより一層近づいたような

気がしました。

そのほか，教職員の交流，連携としては，本校の

教員が，本校の樹関地を会場に，農業高校の教員に

対して果樹の努定技術などの実技講習を行なった

り，著名な講師による農大の特別講義や講演に際し

て，農業高校の教職員からも積極的に参加いただく

ようになっています。逆に農業高校側lからは，教育

相談や教育指導の方法について本校教職員の研修

の講師を勤めたり，また，県の教育委員会が農業教

員の初任者研修や 10年研修を本校の研修施設を利

用して実施するようにもなっています。

このように，従来は個別型で行われていた連携協

力が，高大連携協定によって，システム化，制度化

したことによって，より多様な形で，かつ，より確

かなものになってきたものと評価しています。また，

連携事業の実施に当たっては，毎年度各農業高校の

農場責任者と「連携強化推進会議j を開催し，農大

と農業高校側であらかじめ事業調整することとし

ており，これにより，よりバランスの取れた，幅広

い連携事業を可能とし，高大双方にとってメジット

を生ずるようになり，ここにも相互補完および担い

手育成の両面において大きな効果が認められると

思っています。
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(4)山形大学や他の農業大学校との連携

1)山形大学との連 携

山形大学との連携については，平成 18年 2Yl県

農林水産部と山形大学農学部との間の連携協定，ま

た，平成 18年 5月には，山形県と山形大学問の包

括的な連携協定が締結されており，こうした枠組み

の中で進められています。山形大学農学部との間で

は，本校のカリキュラムの中で農業経営メソッ

など専門科目の講師として教科指導の協力をお

房長し、しているほか，学生の卒業論文研究においては，

農大にはない専門的な測定機器を利用したデータ

収集についての指導協力などをお願いしています。

また，山形大学大学院理工学研究科の食品 MOT

コースとの連携では，農大職員が，続生の乳製品等

の加工実習や，食品開発の加工実験などにおいて指

導協力を行っています。

来年度，農大に新設される農産加工経営学科では，

地域の伝統的な食品や祭りやお祝い時の“ハレ"の

料理などの加工実習もカリキュラムに考えていま

すので，加工の原材料となる山形の在来野菜の特性

や栽培に関する農学部の先生方の指導や，また，農

大と食品 MOTコースの加工設備の相互利用や加工

表 4 平成 20年度 高大連携事業概要

品の共同研究など，山形大学の農学部と食品 MOT

コースとの協力連携もさらに大きくなっていくも

のと期待しています。

2)東日本農業大学校潤の連携

農業大学校時の連携については，今年春の東詞本

農業大学校協議会で，本校から初めて東日本各校に

提案して，その後，今年9月に行われた東日本農業

大学校「実習・研修担当者会議」で，その可能性や

考えられる事例について実務サイドで意見交換が

なされています。

こうしたことを踏まえながら，今後，東日本農業

大学校の校長会議や協議会の機会に，連携の事例や

期待される効果，さらに連携を支えていくシステム

などについて，いろいろ提案しながら，実現に向け

て協議検討を進めていきたいと考えております。

実態的には，すでに今年の 2月，岩手県立農業大

学校で開催された「家畜体内受精卵移植養成講習

会j に，本校の 2年生2名が受講し，卒業前に資格

をとることができましたが，こうした資格取得の函

や，また，他道県の農業大学校に入校した学生が，

地元に帰って就農する場合，地元の農業大学校の卒

業生と同じような就農支援や指導を得られるよう

H20. 10. 20 山形県立農業大学校

広州 連携事業名

11 J~望書室クラブ務係

(1)情報処王車競技会

(2)発表等強化講習会

内容

IOt臼題，審査・5詳言平
i口東北大会に向けた発表や競技の講習

10意見発表会の審査員

Oプロジェクト発表の審査員

担

(3)発表会の審査員

し、

t旦当 時期 場所

E塁数情報室主 6/13(金)

教務， 8/12(火)

E整業情報室主

劉校長 6/11 (水)
校長 11/18(火)

間出荷 11川)
-上山明新館高

2生徒，学生の交流

手 I(1)農大祭への参加

育 1 (2)農林水産祭参加

ロ新庄神主主産業高，上山明新銭高が農大祭で

農産物渓示即売

ロ農高ブースと隣合せに農大ブースを設援し，
農産物等の展示即売

10/18(土) I総合運動公殴
日 I(天童)

H21.1/8(木)1幾大
~g(金)

6月 ~2月

成

(3)卒業論文発表会に高校生の参加10農大2年生の卒業論文発表会に農業高校生が
聴衆参加(HI9~)

0「あぐりんJ(県農業情幸~)の紹介と情報処理の活用法 i農業情報護3 IT出前授業

4 教員の交流

(1)農大職員の研修

l地区教科研

(1)田川地区

(2)最北地区

差是高・燥大

ロ高校教員による学生指導・教育格談についての諮話|上山明新館高

口庄内藤高の職員の農大視察研修

日本一の取組みとアグリンの紹介

ム一品
羽
白議技

r
hピ

目

、

か

A
f

一

同

員

制

教

者

当

験

担

経
科

年
wv

印

業

機

農

数
。bq
d

融
問
業
教
員
の
研
修

11/20 (木)

教務・各専攻

富IJ校長

・廃業情報室

5/15(木)

5/20(火) 官
同農

大

山

主
!
ザ
ペ
ふ
叶
J

U

万
e
t
w
1

[ム峨の同培をテーマに高校農業棋を対象 1鴨攻
として実技議習会

ロ該当教員 (2名)が農大で研修 農大

4初任者研修

日21/2月 農大

県教委， s芸大教務 18/5(火)

企竺
j県教委，
農大研修部

口該当教員(3名)が農大会場lこ実技研修 11/6(木) 農大

内容のうち， 0は従来から実施。口は平成20年度新たに実施。ムは内容を変えて実縮。
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にするなど，教育指導の充実，資格取得の便宜，ま

た広域的な担い手育成・就農支援などの簡で，農業

大学校間の連携のメリットは大きいものがあるの

ではないかと考えています。

4 担い手育成と多様な

農業参入への今後の農望

(1)“農大"農業体験キャンプ(仮称)

の提 案

本県には，大学や短大，大学校の学長，校長で構

成する「大学コンソーシアムやまがたjが組織され

ており，単位の五換髄震や，入学(校)志望者対象

の共同ガイダンスの開催など各種事業を行なって

いますが，このコンソーシアムの議論で大変印象的

なものがありました。それは， “これから少子高齢

化がますます進行し，資源の乏しい条件の中，生活

の豊かさや生活の質を維持していくためには，科学

技術立国，科学技術立県が必須である。科学技術立

国，科学技術立県を目指していくためには，大学，

高校から科学教育にカを入れてももう遅い。中学校，

小学校の段階から，もっと理科教育，科学教育に力

を入れていく必要がある。"というものです。

山形大学では，すでに理科好きな小中学生育成の

ため「モパイルキッズ・ケミラボ(科学教室)Jな

どの事業に取り組んでいますが，今年度，新たに

iyU (山形大学)サイエンスカーJを導入して，

山間部の学校で出前笑験講座を開催しています。

こうした小中学生を対象とする試みは，農業につ

いても当てはまると思います。

将来，農業にかかわることを職業として選択する，

しないにかかわらず，あるいは，農家，非農家出身

にかかわらず，小中学生が，彼ら(彼女ら)の兄(姉)

貴分の農大生の世話・指導のもと，グ、/レープで、農業

を実際体験する「“農大"農業体験キャンプJを提

案しています。こうした体験キャンプに参加するこ

とで，農業の面白さ，不患議さ，農業の苦労を知る

ことで， “農業好き"な小中学生を育てていこうと

するものです。こうした試みが，やがて，多くの小

中学生の中に農業に対する興味，理解，親しみを広

げ，長期的な視点で，多くの若者が農業を職業とし

て選択する動機付けにも役立っていくのではない

かと期待しています。

農林水産省の農業研修教育の体系にも間趣旨の

ものが掲げられていますが， “農大"農業体験キャ

ンプは，農大を会場に，農大の学生が世話・指導を

担当することが“味噌"です。通常は指導を受ける

立場の学生も，指導し、世話をする立場、役割を通し

て，さらに控い手の意識が強くなってし、く効果も期

待できると思います。

私は，昨年の本校学生の卒業論文発表会を聞いて，

改めて，農業の広さ，奥の深さ，また，土壌，気象，

生理学，昆虫，薬学，建築，化学，経営学等々，さ

まざまな知識・勉強を必要とする，まさに総合的な

科学の産業であることを認識させられました。

に，農業の営みは，食料生漢にかかるコメ，果樹，

野菜，畜産のほか，非食料の花き生産にいたるまで，

また，昆虫や害虫も含め，すべてが生命 (Life) に

関わっていることも改めて知らされました。

Lifeは，まさに，生命(Iife)であり，生活(Iife)で

あり，人生(Iife)に通ずるものであります。このよ

うな意味においても，小中学生の時から農業に接す

る，農業を理解する，農業を学ぶということには，

教育的な意義も大変大きなものがあると思います。

写真 6 研修部の農業ビジネス支援研修

(2)福 祉 な ど と の か か わ り

本校の研修部では， “農業へのチャレンジ!芯援

します。"をスローガンに，農業経営者のスキルアッ

プや新規就農希望する方々への支援など6つの研修

メニューを用意し，幅広い研修事業を行っています。

昨年度は，初めて行なった夜間の働きながら学ぶ果

樹入門講座に定員の5倍もの募集が寄せられるなど

人気の講座も多く，研修利用者は年間延べ 7，930 

人にも上っています。
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この中で就農支援に関しては「新規

就農支援研修Jが中心になりますが，

今後は，農業を支える担い手や多様な

人材の育成確保のため，研修修了者に

ついて，就農をより確実なものにし，

できるだけ早期に安定した農業経営に

移行していくことが課題であり，この

ため，県経営安定対策課，総合支庁農

業技術普及課， (財)やまがた農業支

援センタ一等と連携を図りながら，研

修後の効果的なフォローアップについ

て検討を進めています。

また， 6つの研修メニューの一つ「新

農業戦略支援研修」の中にある，新た

な分野への進出を支援する 1年間の

「農業ビジネス支援研修Jに，今年度，

二つの福祉施設(障がい者就労施設)の職員が参加

しています。主に漬物やジャム，惣菜などの農産加

工について研修していますが，研修の成果を活かし

ていただき，やがて各施設で加工品の製造・販売が

軌道に乗れば，障がい者の方々の工賃改善や仕事を

通した生きがいづくりにもつながっていくものと

期待しています。

先に，農業が，国民，消費者から理解され，支持

されるためにも，農業の倶!Jから，社会の課題に積極

的に関わっていくことの震要性を述べましたが，と

くに，福祉関係との関わりについては，農業を支え

る多様な人材の確保の聞や，さらには障がい者の雇

用環境の改善の面でも重要ではないかと患ってい

ます。

EU諸国をはじめわが国でも，農業を起点とする

さまざまな形の社会(的)企業 (socialfirm， social 

enterprise) の事保報告がありますが，福祉サイド

からだけでなく農業サイドからの支援によって，こ

うした事業がさらに広がっていく可能性があるの

ではないかと思います。

そのほか，公共事業の削減等により事業量が落ち

込んでいる建設業分野の雇用の確保を目的に，本県

でも建設業界の農業分野への進出事例が見られて

写真 7 農大イノベーションのポスター

います。こうした動向を背長に，今年度から，農業

大学校の所在する新庄・最上地域を管轄する総合出

先機関最上総合支庁と連携しながら，当地域の建設

業協会に研修案内を送付し研修参加を促すなど，建

設業の農業進出を支援する試みについても取り組

みを始めています。

5 終わりに

山形県立農業大学校では，半世紀を超える歴史と

伝統を踏まえながらも，さらに新たな歴史と伝統を

創造してし、く意気込みで，県内のみならず，県外か

らもどんどん学生が入校し，そして卒業後は県内の

みならず全国で活躍するような農業の担い手育成

を目指して，そのような「日本一の農業大学校Jを

目指して， “農大"の機能の充実，魅力アップに取

り組んで、います。

そして，そのテーマは『農大~イノベーション

(innovation) ~ ，農業の新しい価値の発見と創造で

す。皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。
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