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次世代の農林漁業経営者の育成に向けて 
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（千人） 新規就農者の動向 

54.6 

○ 新規就農者数は、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）が大半を占めてお
り、平成22年度で５万５千人。 

○ 雇用就農者（農業法人等に雇われる形で就農する者）は増加傾向で推移しており、年齢別では39歳
以下（60％）、出身別では非農家出身者（80％）が多い。 

○ 将来の担い手として期待される39歳以下の若い就農者は、近年ほぼ横ばいで推移しており、22年度
で１万３千人。 

資料：農林水産省「新規就農者調査」 
   （平成23年4月1日現在） 

○出身別雇用就農者数（人） 

資料：農林水産省「農家就業動向調査」(H７)、「農業構造動態調査」(H７～17）、「農林業センサス」（H17）、「新規就農者調査」（H18～） 
注)１．「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」になった者である。 
  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である。 
   ３．「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。 

○年齢別雇用就農者数（人） 

雇用就農者の属性 

39歳以下 
4,850 
60.4％  40～59歳 

2,370 
29.5％  

60歳以上 
810 

10.1％  

合計 
8,030 

１ 

○ 我が国における新規就農者の現状 



倍 
増 

土地利用型作物  ３６８万ha   
 （平成22年耕地及び作付面積統計） 

主業農家 
 約５４万人 
  
 
 野菜  ６万戸 
 果樹  ４万戸 
 畜産等 ５万戸 
 複合 １２万戸 
(平成23年農業構造動態調査) 
 
法人における基幹的農業従事者 
 約６万人    
(平成22年農林業センサスより試算） 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

基幹的農業従事者により担う面積 
 ２９４万ha 

（全体の大宗（８割）） 

  約３０万人が必要   約６０万人が必要 

野菜・果樹等 

 
     約９０万人の基幹的農業従事者が必要 

↓ 
     ２０歳～６５歳の年齢層で安定的に担うためには、 
     毎年、平均して約２万人の青年層が新規就農し、農

業を継続していくことが必要 
 
 
 
 
 
 

基幹的農業従事者１人が１０ha耕作 
すると仮定して  約３０万人 

自給的 
農家等                                                                                               

年間１万人 

近年の４０歳未満の
新規就農者は約１５
千人程度であるが、
３割程度は就農後離
農 

基幹的農業従事者
として定着するの
は約１０千人程度 

年間 
   2万人確保 

【本対策の目標】 

【現状】 

青年新規就農者の確保目標 基幹的農業従事者の必要数 

青年新規就農者 
毎年２万人確保 

「農の雇用事業」 
（年間最大1２０万円）  

 
農業法人への雇用就農
の促進         

「青年就農給付金」 
（年間150万円） 

 
就農準備段階・経営開
始直後の所得確保等に
よる就農意欲の喚起と
定着の促進 

（１戸に基幹的農業 
従事者２人と仮定） 
 

現在の基幹的 
農業従事者数 
１８６万人 
（平成23年農業構造動態調査） 
 
うち６５歳以上５９％ 
   ４０歳未満５％                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

○ 青年新規就農者の倍増（毎年2万人）に向けて 

○ 持続的で力強い農業構造を実現するには、今後、基幹的に農業に従事する者は90万人必要であり、これを65歳 
 以下の年齢層で安定的に担うには、毎年2万人の青年層の新規就農者を確保する必要。 
○ 近年の青年層の新規就農者は約1.5万人程度であるが、定着しているのは約1万人であり、これを倍増させるこ 
 とが必要。 

２ 



所得の確保 
 
 

 
・県農業大学校等の農業経営者育成教育
機関、先進農家・先進農業法人で研修を
受ける場合、原則として４５歳未満で就農
する者に対し、研修期間中について 

・年間150万円を最長２年間給付 

技術の習得 

機械・施設の導入 
 
 

農地の確保 
就農相談 

就農準備 
（高校卒業後を支援） 

就農開始 

法人正職員としての就農 独立・自営就農  （※） 経営確立 

法人正職員として最低賃金以上を確保 

青年就農給付金（準備型） ①  

農業経営者育成教育のレベルアップ 

のための助成  【 ４億円】 

○研修終了後１年以内に、独立・自営の  
  経営開始又は農業法人等へ就農しな  
  かった場合、及び給付期間の１．５倍  
  （最低２年）以上就農を継続しない場 
   合は全額返還 

法人側に対して農の雇用事業 ③ 
【23年度４次補正予算 ２３億円】 

研修経費として年間最大120万円を助成 
（最長２年間） 
 

青年就農給付金（経営開始型）②  

・人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市
町村が作成する経営再開マスタープランを含
む。）に位置付けられている（又は位置づけら
れると見込まれる）原則４５歳未満の独立・自
営就農者について 

・年間150万円を最長５年間給付 

○市町村等が適切な就農をしていないと 
判断した場合は打ち切り 

○所得が250万円以上ある場合は給付   
しない 

戸別所得補償制度 

スーパーＬ資金 
就農支援資金（無利子） 

就農しようとする市町村等とよく相談し、 
人・農地プランに位置付けてもらい、 
 ・農地利用の目途をつける 
 ・法人正職員としての就農の内定をもらう 
などの事前準備を支援。 

経営体育成
支援事業 

融資残補助 
補助率    

3／10以内 

農地利用集積円滑化事業等により農
地利用を確保 

最低賃金 
（約820円×1800時間） 

の確保 

経営体育成支援事業 
 
 

新規就農者への補助 
補助率1／2 上限400万円 

経営の複合化、多角化
等に必要な物を含む 

 
 

 ①＋②＋③ 
 合計で 
 【初年度分１３０億円】 
  【23年度４次補正２３億円】 

○ 新規就農対策の全体像        

        が新規就農総合支援事業で実施する内容 

※独立しない親元就農は含まないが、親から
の経営継承（親元就農から５年以内）や親の
経営から独立した部門経営を行う場合は対象 

                         新規就農総合支援事業の全体像 【136億円】 

                                 23年度４次補正予算（農の雇用事業）【  23億円】 

３ 



Ø 自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行ってい
る状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。 

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則４５歳未満であること 

○ 青年就農給付金の給付要件 

準備型（研修期間中） 

経営開始型（独立・自営就農直後） 

(3) 経営開始計画が以下の基準に適合していること 

Ø 独立・自営就農５年後には農業（自らの生産に係る農産物を使った
関連事業 ＜農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等＞
も含む。）で生計が成り立つ実現可能な計画である。 

(4) 人・農地プランへの位置づけ 

Ø 市町村が作成する人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市町村
が作成する経営再開マスタープランを含む。）に位置付けられているこ
と（もしくは位置付けられることが確実であること）。 

給付対象の特例 

Ø 夫婦ともに就農する場合（家族経営協定、経営資源の共有などにより
共同経営者であることが明確である場合）は1.5人分を給付する。 

Ø 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、人数分
を給付する。 

Ø 平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすること
ができるものとするが、給付は就農後5年目までとする。 

(1) 就農予定時の年齢が、原則４５歳未満であること 
(2) 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと 
(3) 研修計画が以下の基準に適合していること 
 
 
 
 
 
(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと 
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の 
 事業と重複受給でないこと 

返還 

Ø 研修終了後１年以内に、独立・自営の経営開始または農業法人・
農家との常勤雇用契約の締結のいずれも行わなかった場合 

(2) 独立・自営就農であること 

(5) 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給で 
 ないこと 

(1)適切な研修を行っていない場合 

(2)研修終了後１年以内に就農しなかった場合 

(3)給付期間の1.5倍（最低２年）以上就農を継続しない場合 

Ø 研修機関・先進農家等が、研修計画に則して必要な技能を修得す
ることができないと判断した場合 

給付停止 
Ø 給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円を

超えた場合 
Ø 経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、

適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合 

• 自ら農地の所有権もしくは利用権（外部からの貸借が主）を有して
いる。 

• 主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。 
• 本人名義で生産物を出荷・取引している。 
• 本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を自ら

の通帳・帳簿で管理している。 

Ø 都道府県が認める研修機関・先進農家等で概ね１年以上  
   （１年につき概ね1,200時間以上）研修する（※） 
 （※）既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が１年以上  
    の場合は給付対象 

Ø 親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから５年以内
に経営を継承する場合や、親の経営から独立した部門経営を行う
場合は、その時点から対象とする。 

４ 



就農状況等報告 
 

 給付金給付 

・研修計画書 
・給付申請書 

 

研修状況等報告 
 

※1：育成センター等を給付主体とすることもできることとする。 
※2：研修機関は都道府県が認めたものとし、研修機関を通じた申請・報告もできることとする。 

      本  省 

報告 

・給付金給付 
・就農状況確認 

           農 政 局 等 

都 道 府 県 

就農希望者 

研修機関※2 

市町村 

補助 

補助 

「準備型」 「経営開始型」 
 

・経営開始計画書 
・給付申請書 
・就農状況報告 

育成センター等※1 

  

新規就農者 

 
 ○ 準備型は都道府県から、経営開始型は市町村から給付。 
  

 
 

対象者：8,200人程度 
  
 

○ 青年就農給付金の実施体制 

５ 



◇  農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、就農 
  に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための 
  実践的な研修に必要な経費の一部を支援。 
 

 ・支援単価： 年間最大120万円（23年度までは月額９．７万円） 

          内訳 ・新規就農実践研修  9.7万円/月 
              ・指導者研修※     3.6万円/年 
  ※指導者自らが人材育成手法や労務管理等を習得するための研修 

 
 ・支援期間： 最長２年間（23年度までは最長１年間） 

 
 ・実施規模  23年度4次補正※ ：1,750人程度 
   ※24年度上半期分を前倒して実施 

    24年度当初  ：2,000人程度 

OJT研修の実施を支援 ＜農業法人等の要件＞ 
Ø就農に必要な実践研修を行う農業法人、農業者、農地保有合理化 
 法人、農地利用集積円滑化団体、農業サービス事業体であること 

Ø正職員（期間の定めの無い雇用契約、労働時間週35時間以上）とし 
 て雇用すること 
 

Ø雇用就農者を農畜産物の生産や加工販売等の業務に従事させること 

Ø雇用就農者との間に原則として過去に雇用関係が無いこと（短時間労働   
 者・季節労働者を正職員として雇用する場合を除く） 

Ø労働保険（労災保険、雇用保険）に加入すること 

Ø過去に雇用及び研修に関して法令に違反するトラブルが無いこと 

Ø国による雇用就農者の人件費に対する助成、雇用奨励金（例：特定求職者 
 雇用開発助成金、地域雇用開発助成金）等を受給していないこと 

Ø雇用就農者が青年就農給付金（準備型）で研修を受けた経営体と同じ 
 経営体ではないこと 

Ø過去に本事業の対象となった雇用就農者が複数いる場合、１/３以上が農 
 業法人等の原因により離職していないこと 

  

  ○ 新規就農者の雇用就農を促進するため、農業法人等が就農希望者を雇用し、農業技術や経営ノウハウの習得を図る  

   実践的な研修（OJT研修）等の実施を支援。  

○ 農の雇用事業  

民
間
団
体
等※

 

国 

農
業
法
人
等
 

研修実施計画の申請 交付ルート 

補助金 審査・採択 

研修実績報告・交付申請 

助成金の交付 

の交付 

※23年度4次補正は全国農業会議所 

＜雇用就農者に関する要件＞ 
Ø雇用就農者の農業就業経験が５年以内であり、研修修了後も継続して農 
 業に従事する意志があること 

Ø雇用就農者が過去に本事業の対象となっていないこと 

Ø当該農業法人等の代表者の親族でないこと（他の労働者と同等の労 
 働条件の場合を除く） 

平成23年度4次補正予算  【23億円】（24年度上半期分） 
平成24年度予算        【26億円】 

６ 



７ 

 
 新たに農業を始めようとする者等に対し、農業機械・
施設等を導入する際に必要な資金を無利子で融資（国は
貸付け原資の２／３を供給）。 

 

 新たに経営を開始する認定就農者等が農業機械・施設
等を導入する際に必要な費用について、市町村又は地域
の協議会を通じて助成。（上限400万円、補助率１／２
以内） 
 また、補助残の自己負担分については、就農支援資金
による融資を受けることも可能。 

無利子資金の融資（就農支援資金） 

経営体育成支援事業のうち新規就農者補助事業 

○活用状況 

経営継承への支援 

20年度 21年度 22年度

認定就農者数（人） 982 1,517 1,347

貸付件数（件） 756 1,149 870

貸付金額（百万円） 2,383 4,008 3,107

○ 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（5年以内）の所得を

確保する給付金を給付（青年就農給付金（経営開始型））。 

○ 就農希望者に対し、就農に要する経費を無利子で融資（就農支援資金）。 

○ 新規就農者の経営の早期安定を図り、定着を促進するため、「経営体育成支援事業（新規就農者 

補助事業）」により農業用機械・施設等の導入を支援。 

○ 後継者のいない農家による新規就農者への経営継承を支援（農の雇用事業）。  

移譲希望農家 登録数 継承希望者 登録数 経営継承研修実施数

70名 189名 31組

○実施状況（23年３月現在） 

【支援内容】 

 ①就農希望者(継承者)と後継者不在農家(移譲者)の 

  マッチング 

 ②移譲者が継承者に対して行う研修への助成 

 （年間最大120万円、最長2年間） 

 就農希望者と後継者不在農家を結びつけて、後継者

不在農家の経営を就農希望者に継承させる取組を推

進｡ 

※移譲希望農家及び継承希望者の登録数
は、平成23年3月31日現在の登録数であ
り、経営継承研修実施数を含む。 

注）これまで10組が研修修了、うち５組が経営継承 

○ 自立・自営就農に対する支援（資金の確保、初期投資の負担軽減） 



高度な農業経営者育成教育を実施する 
教育機関（民間教育機関を公募により選定） 

中核教育機関の教育水準を向上させる取組 
 
 ○ 就農しようとする者、右の学生、農業者等に対する  
  集中教育 
    ・国内一流経営者、先進的農業経営者等による 
    最新経営戦略、マーケティング等に関する実践的    
        教育 
 
 ○ 質の高い研修内容の通信配信 
 
 ○ 右の講師の指導力強化等 
    ・指導力向上研修  
    ・専門講師の派遣コーディネート 

（補助率 ： 定額） 

中核教育機関の教育水準を向上させる取組みに 
要する経費の一部を支援 

 ○ 就農希望者や経営発展を目指す農業者等のレベルを向上させ、今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を

厚くすることを目的として、地域の中核教育機関や高度な農業経営者育成教育を実施する教育機関へ支援を実施  

地域の農業経営者育成の 
中核教育機関（県農業大学校等） 

１．教育改善計画の策定 
 左の教育機関との連携を前提とした、教育内容の改善に向けた
計画を策定 
 ※策定に当たっては先進農業者や女性経営者等の意見を聴取 

（補助率 ： 定額、1/2） 
教育施設等の整備を支援 

計画策定及び高度な農業経営者育成教育を実施する 
教育機関との連携の下、実施する取組経費の一部を支援 

２．改善計画に基づく取組の実施 
   （１） 新たな教育の実施 
      ○ 新たな教育カリキュラムの作成 
      ○ 新たな教育カリキュラムに基づく教育 
        ・左の集中研修への学生の派遣 
    ・左の配信情報を活用した教育 
 

   （２） 教育体制の強化 
       ○ 左の研修への講師の派遣  
       ○ 農業法人等との連携による就農支援の強化 

連 携 

農 業 界 産 業 界 

○ 農業経営者育成教育機関に対する支援     （24年度予算４億円） 

８ 



○ 道府県農業大学校は、農業後継者など今後の地域農業を担うべき者への技術・知識の習得を図る「農業者研修教育施設」として、道府
県が設置・運営（42道府県）。 

○ 予算的な措置として、国からの協同農業普及事業交付金により基盤的な運営経費を支援。 

○ 入学者数は、近年減少していたが、農業に対する関心の高まりから増加傾向にあり、23年度は2,405人（養成課程：充足率87.2%）。 

○ 卒業生の就農率は、5割程度で微増。なお、学生の約5割を占める農外出身者の就農率は増加傾向（H19:36.4%→H23:47.7%）。 

■ 道府県農業大学校の入学状況（養成課程） 

■ 養成課程卒業生の就農状況 （人） 

（人） 
 

■ 養成課程 
 ○対 象 者 高校卒業者 等 
 ○教育期間 ２年間 
 ○教育内容  
 ・講義,演習との現場実習が、概ね5割ずつで構成。実践的な農業

技術を主に圃場での実習を通じて習得。 
 ・講義では、各品目ごとの専門科目の他、簿記、マーケティング

等の講義を実施しており、農業技術分野が概ね８割、経営管理分
野が概ね２割。 

 

■ 研究課程（全国16校のみ設置） 

 ○対 象 者 養成課程修了者 等 
 ○教育期間 １～２年間 
 ○教育内容 
 ・講義,演習と現場実習が、概ね5割ずつで構成。より高度な農業

技術、経営管理手法等を内容とした講義、実習を実施。 
 

■ 研修課程 
 ○対 象 者 農業者、就農希望者 等 
 ○教育期間 数日～数ヶ月程度（コースによる） 
 ○教育内容 
 ・農業者の生産技術、経営管理のスキルアップに向けた各種の短

期研修、社会人等の就農希望者を対象とした、生産技術等の実
践的研修を実施。 

 

各教育課程の概要 

平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

定　員 2,245 2,435 2,401 2,365 2,405

入学者数 1,702 1,725 1,889 2,205 2,096

定員充足率 69.6% 70.8% 78.7% 93.2% 87.2%

農外割合 36.4% 39.0% 43.0% 49.5% 47.7%

平成18 平成19 平成20 平成21 平成22

1,913 1,754 1,576 1,612 1,753

49.8% 50.4% 52.5% 52.1% 47.8%

農家子弟 62.6% 63.2% 67.5% 67.2% 58.1%

非農家 22.8% 26.5% 26.0% 30.0% 34.2%

　うち法人就農率 52.9% 68.5% 58.1% 74.0% 63.3%

卒業生数

就農率

○ 就農に向けた技術習得に対する支援（道府県農業大学校の状況） 

９ 
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○ 農業高校は平成23年度現在、全国に322校設置され、一般教養のほか基礎的な農業の知識や技術の習

得を目指した教育を実施。 

○ 道府県農業大学校等における実践的な農業研修教育を通じ、就農希望者の技術習得を実施。県農大

の卒業生の約５割が就農し、地域農業の担い手として活躍。  

○ 民間の研修教育機関において、就農希望者の多様なニーズに対応した実践的な農業研修を実施。 

 
 

 都道府県等が設置する農業に関する授業や実習等を行う専門
学科のある高校。 
 近年は幅広い科目選択が可能な総合学科に移行する学校も
増加している。 
 
 

農業高校 

○農業高校の教育活動（日本学校農業ｸﾗﾌﾞ) 

 全国で農業を学ぶ高校生は、農業クラブ員として「指導性」
「社会性」「科学性」の伸張を目標に日々プロジェクト活動等を
行っており、年１回開催される「日本学校農業クラブ全国大会」 

       で日々の研鑽の成果を競い合い相互交流を深めて 

       いる。 

○学校数と入学者数 

※比率は全高校生に占める割合 

年度 H10 H15 H20 H23

学校数（校） 393 367 333 322

生徒数（千人） 119 106 88 87

比率（％） 2.8 2.8 2.6 2.6

就農及び県農大等
進学者の割合（％）

5.7 6.4 5.8

 
 主に高校を卒業した若者を対象として、各地域の農業特性等に
応じた多様な教育を展開。付属農場等での実践的な研修教育を
実施。  
 

    ○主な民間農業研修機関 

 

民間研修機関 

○大規模農場を活用した実践的農業者教育 

（八ケ岳中央農業実践大学校） 

 270ha以上の広大な農地を利用して、現場での実践的な経験を
重視した教育を実施。学生が農産物の生産から販売まで一貫した 

       運営管理を体験し、実践的な農業者の育成に取り 

       組んでいる。 

 

学校名 所在地 学生数 就農率

鯉淵学園農業栄養専
門学校

茨城県 109 54.3%

八ケ岳中央農業実践
大学校

長野県 60 47.6%

日本農業実践学園 茨城県 54 60.0%

中国四国酪農大学校 岡山県 48 92.3%

○ 就農に向けた技術習得に対する支援（農業高校、民間研修機関） 
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○ 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2年以内）の所得を確保す
る給付金を給付。 

○ 全国及び各都道府県に設置された就農相談窓口において、就農情報の提供や就農相談を実施する
とともに、新規就農相談会を開催し、就農希望者の就業を支援。なお、就農相談等の実施に当たって
はハローワークとも連携。 

○ 大学生、社会人等を対象とした農業就業体験の実施を支援し、若者等の就業意欲の向上を促進。 

 

 

 自らの農業適性の確認や農業法人等への就業後に早
期離職する就業ミスマッチの防止などを図るため、農
業への就業を考えている者を対象に、短期間の就業体
験を実施。 
 

                      
 

 

 

就業体験（インターンシップ） 

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

実施人数 218 156 361 403 617 594

就農者数 15 16 35 25 53 52

（平成24年2月末現在） 

 

○ 就農相談窓口の設置 

 全国及び各都道府県に就農相談の窓口となる「新規
就農相談センター」を設置し、就農希望者への情報提
供、個別の就農相談を実施 
 
 
 
 
                                          

○ 新規就農相談会の開催 

 新規就農ガイダンス、就農体験紹介、農業法人等の
会社説明、自治体の就農支援情報の提供等を行う、新
規就農相談会を開催。 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

就農相談活動等 

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

相談件数（件） 13,244 13,629 22,137 25,967 21,183 13,769

就農者数（人） 450 413 927 619 860 －

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

開催回数 ７回 ８回 ８回 ８回 １０回 １０回

出展数
（法人、関係機関）

676ﾌﾞｰｽ 649ﾌﾞｰｽ 748ﾌﾞｰｽ 745ﾌﾞｰｽ 889ﾌﾞｰｽ 918ﾌﾞｰｽ

入場者数 5,100人 5,840人 8,090人 7,030人 7,323人 6,263人

採用決定
(内定)者数

52人 49人 61人 81人 78人 －

（平成23年12月末現在） 

（平成24年2月末現在） 

○ 就農に向けた準備に対する支援（就農相談、就業体験の実施） 



【目 的】 
 食農ビジネスの高付加価値を実現に向けて、経
営感覚と起業家精神をもって６次産業化に取組む
経営者の養成 

 

【対象者】 
 ６次産業ビジネスを目指す農業経営者や他産業
の従事者等 

 

【定員、教育期間】 
 約40名、８ヶ月間 
 

【研修コース】 
 ○ 農業ビジネス管理コース 
 ○ 食品ビジネス管理コース 
 ○ 交流・観光ビジネス管理コース 

やまがた６次産業ビジネス・スクール 

【実施体制】 
  地域の民間企業や教育機関などが連携し、「やま

がた６次産業人材創生コンソーシアム」を構成。そ
れぞれのノウハウ、強みを活かして教育を実施 

 山形県では、大学や農業大学校、民間企業、農業経営者、行政機関など地域の関係機関が連携し、６次
産業化など地域農業をリードする農業経営者の育成に向けた実践的な取組みを実施。 

・農業の経営戦略 
・マーケティング 
・農業経営管理 
・消費者行動 
・財務会計、資金計画 など 

・フードシステム 
・情報システムの活用 
・交流・観光ビジネス 
・コミュニティビジネス 
・地域資源の開発と活用【視察】 
・食品加工技術【実習】  など 

【教育カリキュラム】 

必須科目 選択科目 

やまがた６次産業ビジネススクールＨＰ（http://www.6ji.jp/school/info.html）より引用 ビジネス計画書の作成 

○ 民間と連携した農業経営者教育の取組事例① 
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【目 的】 
 意欲ある農業者を対象に経営者精神、リーダー
シップ、マネジメント等に関する能力を磨き、将
来の農業を担うトップリーダーを育成する 

 

【対象者】 
 農業経営の改革に向けた意欲のある県内の若手
農業者等 

 

【研修コース・定員・教育期間】 
 ①ゼミ講座  ２０名 １２回/年 
 ②公開講座 ２００名  ２回/年   
 

【教育カリキュラム】 
  第一線の農業法人経営者、民間企業経営者、専

門家等が経営に関するノウハウ等を直接指導 
 ①ゼミ講座（抜粋） 

くまもと農業経営塾 

【実施体制】 
  熊本県が事業主体となり、塾の企画･運営業務(公

募)を一般社団法人日本食農連携機構(注）に委託。 
 日本食農連携機構がカリキュラム策定･講師派遣に 
 加え、所属するコーディネーターをＴＡ(ティーチン

グアシスタント)として派遣し塾運営をサポート。 
  

 熊本県では、県の農業を担うトップリーダーとなる農業経営者の育成に向けて、民間のノウハウを活用し、
実践的な経営者教育の取組みを実施。 

（参考②）地域における農業経営者教育の取組事例 

くまもと農業経営塾ＨＰ（www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/36211.pdf）等より引用 

農業法人 

②公開講座 

テーマ 科 目 

学習の準備・導入 塾長（県知事）講話 ビジネススキル基礎 

経営戦略 経営戦略実論 

経営実論 マーケティング・財務・ファイナンス戦略実論 

経営実学 農業の６次産業化、人材育成と組織づくり 

経営モデルの分析と 
自社目標への展開 

食品産業におけるブランディングの実践 
農相校連携と地域活性化 ほか 

中長期目標設定と 
事業計画作成 

経営者が考えるべき事業計画、リーダーシップ論 

事業計画発表会、終了式 

テーマ 内 容 

日本農業の発展・ 
振興を目指す 

農業ビジネスの現状、我々の立ち位置 
震災復興に向けた日本農業の役割 ほか 

食品・農産物流通ビジネ
スの先進ノウハウと事例 食品流通における先進ノウハウと事例 

農商工連携と 
地域・農業の発展 ６次産業化への取組みによる地域・農業の発展 

地域連携による 
農産物流通ビジネス 企業と生産者の連携による農産物流通と地域活性化 

(注）2009年9月設立の民間ベースによる会員制の農業支援
組織。食農連携の実践と普及に関心を持つ農業法人、JA、
食品加工・流通小売業者、外食業者、消費者団体などフー
ドチェーンに関わる業界の各団体・企業・個人が幅広く横
断的に参画。 
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