
農業技術の習得支援に係る取組

株式会社 マイファーム



【社名】 株式会社マイファーム（英名：MYFARM Inc.)
【代表者】西辻一真（にしつじかずま）
【創業】 2007年9月26日
【資本金】 1億円
【子会社・関連会社】株式会社アグリルネッサンス、上海吾亦農業発展有限公司（中国法人）、株式会社ファーミゴ、リデン株式
会社

【主要株主】
株式会社ツムラ、株式会社マイナビ、株式会社ニチリウ永瀬、DCMホールディングス株式会社、SBテクノロジー株式会社、
カーコンビニ俱楽部株式会社、前田工繊株式会社、東京センチュリー株式会社、ベルグアース株式会社、株式会社冨山、株式会
社ナンバ、株式会社喜代村、全国農業協同組合連合会等

【主要取引銀行】
三井住友銀行、滋賀銀行、京都信用金庫、京都銀行、日本政策金融公庫

【オフィス】京都（本社）、東京、福岡、沖縄
【社員数】179名（うちアルバイト112名）※2021年12月末時点
【受賞歴】

2018年2月 農林水産省「未来につながる接続可能な農業推進コンクール」
有機農業・環境保全型農業部門 生産局長賞受賞

2017年1月 平成28年度・総務省「ふるさとづくり大賞」総務大臣賞受賞
2013年7月 日本河川協会・第15回日本水大賞グランプリ受賞
2010年1月 環境省・総務省等主催 eco japan cup2009 ビジネス部門大賞受賞

マイファームは「人と農・自然をつなぐ会社」です。誰もが気軽に土に触れ、作物を育てられる場づくり、眠っている
農地を活用する技術やノウハウの提供、おいしい野菜をつくる農家さんのサポート…etc.さまざまな形で農ある暮らしの
実現をお手伝いします。

「自産自消」が当たり前の社会を目指して——

運営会社株式会社マイファーム



生産事業
農業コンサルティング

畜産事業
ほか

教育事業
自治体支援事業

海外事業

流通・販売事業

農体験
サービス

「人と自然の距離が近づく」マイファーム事業循環



アグリイノベーション大学校



アグリイノベーション大学校（AIC）とは

入学時の農業経験

卒業後の進路



農業技術│技術講義

│農場実習

農業経営講義

仲間人脈│ネットワーク・サポート

AICの特徴

技術
講義

・栽培学原論
・土壌学
土の基礎知識
土壌微生物、緑肥

・植物栄養学
・植物保護学

・農業機械
・農業資材
農薬、肥料、被覆資材

・ポストハーベスト
収穫後管理と出荷準備

・作物の繁殖と育種
品種、種苗法、接木

・多様な営農形態

・就農基礎講座

（生産管理・

コスト計算）

・農地法、関連制度

経営
講義

・農産物流通販売

・販売チャネル

・マーケティング

ブランディング

・多角化

・土作りの方法
・施肥と耕運
・作物の播種、植付
・春夏野菜栽培管理
・秋冬野菜栽培管理

農場
実習

・収穫と出荷調整
・流通販売の実践
・農業機械講習
・土壌改良について
・作付計画

実習農場：千葉、埼玉、横浜、京都、大阪



多様で、自分らしい農との関わり方卒業生

独立就農 (地元)

國中 秀樹(くになか ひでき)

いろどりファーム代表 (和歌山)

和歌山県出身、大学卒業後、約20年間のサラリーマンを離職後2017年より新規就農者とし
て農業を開始。

~Story~
温浴施設で働いていた際に地域密着で何か出来ないかと言う事をテーマに頑張ってきました
が、最終的に地域の元気の源には、農業が一番ではないかと考えるようになり、この業界に
飛び込みました。現在はハウスでのミニトマト中心に、ナス、にんにくを中心に、柑橘類等
幅広く栽培、就農して家族との時間、地域の方々とのコミュニケーションが充実し、毎日楽
しく過ごせるようになりました

移住就農 (地元)

黒坂夫妻（くろさか ふさい)

福岡県出身、卒業後福岡県山都町に移住、研修後新規就農。

~Story~
御夫婦で入学、受講期間中より農場と農家研修に積極的に足を運び1年間学び第2の人生とし
て熊本県山都町にて研修に入り後の新規就農準備に入ります。



独立就農 (地元)

八児 美恵子(やちご みえこ)

やちご農場 代表 (福岡)

福岡県出身、大学卒業後、アグリイノベーション大学校での経験を経て地元九州で新規就農

~Story~
様々な角度から農業に携わりたいという動機の皆さんに多くの刺激を受け、卒業後も同期の
方の活躍を見ると自分も頑張らなければと鼓舞しています。AICの間に色んな農家さんの畑
に見学に行き、また講師の方のアドバイスを受け、自分のやりたい農業のスタイルを決める
事が出来ました。地元直売所にも大人気の農家さんです。

独立就農 (地元)

豊永 正行(とよなが まさゆき)

とよさんファーム 代表 (滋賀)

アグリイノベーション大学校での経験を経て滋賀県近江八幡市で新規就農

~Story~
社会人経験35年を経て退職後、滋賀県近江八幡市にてイチゴの観光農園を開園
令和二年度に認定農業者として栽培ハウスも増設し予約のとれないイチゴ農園として地域に
愛されるイチゴ農園として活躍中です。

多様で、自分らしい農との関わり方卒業生
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丹波市立農の学校は、丹波市が設置し株式会社マイファームが
指定管理業者として学校運営及び施設運営を行っています。

農の学校とは

農の学校では、卒業生ひとり一人が、農と食に関わる仕事を通じて、
ほかの誰のものでもない自分自身の「幸福」を実現できるようになることを人材育成のゴールとする。



卒業生進路実績（卒業生のみ）

独立就農

46%

雇用就農

34%

半農半Ｘ

4%

農的暮らし

8%

その他

8%

進路実績

丹波市60%
三田市 4%
神戸市4%
大阪府 8%
京都府 8%

神奈川県 4%

卒業後居住地（就農地）

島根県 8%

富山県 4%



卒業生紹介

古谷 浩二郎さん

（40代・農の学校1期生）

就農地：丹波市氷上町

経営面積：41a

経営形態：少量多品目

栽培作物：

なす・ピーマン・オクラ・
ズッキーニ・にんじん・里
芋・黒枝豆・しょうが・とう
がらし・じゃがいも・ハーブ
etc...

夫婦で東京都から移住

2020年4月 営農開始

2020年9月 認定新規就農者
に認定

就農地：丹波市市島町

経営面積：67a

経営形態：少量多品目

栽培作物：

なす・ピーマン・里芋・きゅう
り・にんじん・ケール・黒枝豆
etc...

年間約50品目栽培

2020年4月 営農開始

2020年9月 認定新規就農者に認
定

西垣 俊彦さん

（40代・農の学校1期生）

独立就農 独立就農

雇用就農 楽しむ農業

西田瑠衣さん

岡田優里花さん

（20代・農の学校2期生）

雇用先：株式会社山茂

（丹波市氷上町）

栽培作物

水稲・栗・黒大豆・丹波大納言
小豆・トマト・ピーマン・な
す・ズッキーニ・オクラ etc...

2021年4月 就職

栗と水稲メインだった雇用先の
新部門として、露地野菜全般の
栽培管理を任される。

就農地：丹波市春日町

経営面積：39a

経営形態：少量多品目

栽培作物：

丹波大納言小豆・水稲・黒大豆・
綿・落花生・にんにく・なす・ト
マト・そば・スイカ・バターナッ
ツかぼちゃ etc...

2020年4月 営農開始牧 秀矢さん

（50代・農の学校1期生）



「丹波市立農の学校」が大切にしているのは、農業の「原理原則」をつかむこと。

そのために、自ら考え、試し、観察しては、また考える。繰り返し、身につける。

農業の「原理原則」をつかむ＋経営戦略を考える

学習の流れ

GOAL 農業の「原理原則」をつかむ＋経営戦略を考える

農業技術の基礎知識をインプット
（農業技術【基礎】）

「問い」をもって自ら考える
（農業技術【テーマ演習】）

畑で試行して学ぶ
（農業技術【自主研究】）

1年間の畑の流れを経験する
（栽培実習・実践）

経営者の視点を学ぶ
（農業経営）

農業経営の基礎知識をインプット
（農業経営）

営農計画の作成

農業ICT/データ活用
視察・販売研修



農の学校ほ場栽培実習

学校ほ場にて、年間の作付計画をベースに
少量多品目の野菜栽培を行います。
講師は、農の学校専任講師が務めます。

地域マスター・プロ農家研修

オーガニック農業法人や、地域の特産品栽
培に取り組む地域の先輩農家と共に
実際の農業経営の現場に入ります。

座学講義（農業技術）

農業技術の基礎から応用まで。農業の「原
理原則を知る」ための座学講義を、アク
ティブラーニング方式で行います。

座学講義（農業経営）

農地法等関連する法制度、流通販売につい
てなど、体系的な農業経営に関する講義を
受講します。

座学講義（データ活用）

実際に営農している法人の農業経営を題材
に、農業ICT／栽培・出荷管理データの分析
から、経営戦略への生かし方を学びます。

地域のなりわい講座

丹波ならではの「地域のなりわい(仕事)」
に注目し、農業を軸に、地域全体を考える
広い視野を身につけます。

カリキュラム内容



滋慶学園グループ×マイファーム

食と農をつなぐ未来のシェフを育てる産学連携

食・農業・教育の分野における両社のノウハウを活用することで、新しい教育サービス・新技術の開発を推進し、
「食と農を通して人を健康で幸せにできる人材を育成する」ことを目指しています。

滋慶学園グループとは

「職業人教育を通して社会に貢献する」

現在、大阪にある滋慶医療科学大学院大学をはじめ、専門
学校、高等専修学校など、全国80校の教育機関で、業界に
直結した専門教育を実践しています

マイファームとの連携校は４つ
大阪・福岡・名古屋・仙台

仙台校と連携する際のプレスリリースより
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