
はじめに

平成27（2015）年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、地域の
農業大学校、農業高校等の卒業生の就農を促進するため、関係府省や都道府県等の連携
の下、先進的な農業経営の学習の充実や就農支援体制の強化を図るとされています。

また、平成28年11月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、農政
新時代に必要な人材力を強化するシステムを整備するため、農業高校と農業大学校との
連携促進（高大連携）等による農業教育の充実・強化を図ることとされています。

このような中で、農業高校等においては次世代を担う経営力のある多様な担い手の育
成を図ることが求められており、農業高校生の就農・就業に向けた農林水産施策の情報
提供や先進的な経営の学習など、実践的な職業教育を充実させた人材育成機能を強化し
ていくことが重要とされています。

これらのことを踏まえ、関東農政局栃木県拠点では、栃木県及び栃木県高等学校教育
研究会農業部会等の御協力をいただきつつ、栃木県内に所在する国立大学法人宇都宮大
学農学部、同工学部、栃木県農業大学校、宇都宮白楊高校、鹿沼南高校、小山北桜高校、
栃木農業高校、真岡北陵高校、那須拓陽高校、矢板高校、馬頭高校（水産科）を対象に、
先進事例の視察、教材等の情報提供、関東農政局とちぎ地域情報ネットワーク（ホーム
ページ）を活用した情報発信等の連携強化に向けた取り組みを推進しています。

本冊子は、高齢化に伴う就農人口の減少や食料の安定供給等の課題の中、地域と連携
した実践的な学習により、豊かな人間性と基礎的な知識・技術を習得し、次世代を担う
農業の担い手として、個々の進路実現に果敢にチャレンジしている栃木県内の農業関係
高校生を紹介したものです。

本冊子が、農業関係者、消費者、流通・加工業者、小売業者、教育関係者をはじめ、
幅広い方々の目に触れ、農業関係高校への御理解を深め、一人でも多くの農業高校生や
新規就農の契機となれば幸いです。

本冊子の作成に当たり、多大な御協力を賜りました皆様に、心より感謝申し上げます。

平成30年３月

農林水産省関東農政局 栃木県拠点
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用語の解説

【総合選択制高校（職業系専門学科と普通科を併置）】
生徒は、関心や進路に応じて、２、３年生で自分の学科以外（普通科も含む）の科目を選

択して学習することができます。栃木県内の農業関係高校では、鹿沼南高校が該当します。

【総合産業高校】
１年生は、全ての学科の基礎科目を学習し、産業全体について学びます。２、３年生では

自分の学科以外の科目を選択して学習することができます。栃木県内の農業関係高校では、
小山北桜高校が該当します。

【総合選択制専門高校】
生徒は、関心や進路に応じて、２、３年生で自分の学科以外の科目を選択して学習するこ

とができます。栃木県内の農業関係高校では、宇都宮白楊高校、真岡北陵高校、矢板高校の
３校が該当します。

【職業系専門高校】
職業系専門学科より構成されており、各学科の中で、それぞれの専門分野を深く学習する

ことができます。栃木県内の農業関係高校では、栃木農業高校が該当します。

【普通科・職業系専門学科の併置校】
普通科と職業系専門学科より構成されています。専門学科の中では、専門分野を深く学習

することができます。栃木県内の農業関係高校では、那須拓陽高校が該当します。

【ジュニア・キャリアアドバイザー事業】
高校生が小中学生にものづくりなどの製作活動や生産活動の勤労体験を指導する取り組み

で、平成10年度より平成29年度まで実施された事業です。教えることを通して望ましい職業
観や勤労観、コミュニケーション能力の育成を図ります。
具体例として、草花の寄せ植え（農業経営科）、キノコの菌床栽培（生物工学科）、菓子

パンづくり（食品化学科）等を実施しました。

【キャリア形成支援事業】
民間企業から専門分野に精通した講師を招き、専門教科・科目に関連する授業を実施しま

す。

【起業家精神育成事業】
事業実施校の企画に基づき、企業の協力を得ながら販売実践や企画シミュレーションを行

うことにより起業家精神を養い、グローバル社会に対応できる人材を育成することを目的に
行われている事業で、栃木県教育委員会が主催しています。
平成29年度のコンペティションには、宇都宮白楊高校（食品科学科）の「栃の実プロジェ

クト PartⅡ」、栃木農業高校（農業科・生物工学科)の「地域資源を活用した農山村地域の
活力向上 ～自然を味わうという付加価値販売戦略～ 」、真岡北陵高等学校（農業機械科）
の「益子焼の廃材を活用したピザ釜とピザ原材料の商品開発」等８校が選ばれました。

【宇都宮大学アグリカレッジ】
宇都宮大学農学部による栃木県内の農業関係高校の生徒を対象にした公開講座です。生徒

たちが大学教育を理解し、自らの進路を判断する上で参考となるように専門的な講義が行わ
２



れます。

【栃木県農業大学校との連携】
栃木県農業大学校で開催されるオープンキャンパス、農業大学校見学デー、農業機械士養

成研修や農大祭等の各種行事へ参加しています。

【デュアルシステム】（産業現場等における実習）
デュアルとは、「二重」又は「二者」を意味する言葉です。デュアルシステムは、学校で

の学習と、企業等の産業現場での実習を組み合わせることで実践的な職業能力を身に付けさ
せる教育システムです。欧米の職業教育では広く取り入れられており、日本では、平成16年
に文部科学省が「日本版デュアルシステム」をモデル事業として実施しました。

【インターンシップ事業】
高校２年生を対象に、就業体験（現場実習）を５日間実施します。

【学校農業クラブ】
学校農業クラブは、1948年（昭和23年）にSAC（School Agriculture Club）として戦後の

新制高等学校の学習活動の中で、農業高校生の自主的・自発的組織として誕生しました。
1950年（昭和25年）には全ての都道府県に学校農業クラブが誕生し、全国組織として日本

学校農業クラブ連盟が結成されました。また、農業を学ぶ高校生の農業クラブ員としての活
動の成果を発表する場として、日本学校農業クラブ連盟全国大会が開催されました。
栃木県においては、1995年（平成７年）に第46回全国大会が開催され、校内大会、都道府

県大会、ブロック大会で優秀な成績を収めた発表者が参加しました。

【４Ｈクラブ】（農業青年クラブ）
将来の日本の農業を支える20～30代前半の若い農業者が中心となって組織され、農業経営

をして行くうえでの身近な課題の解決方法を検討したり、より良い技術を検討するためのプ
ロジェクト活動を中心に、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を行っていま
す。４Ｈとは、農業の改良と生活の改善に役立つ腕（Hands）を磨き、 科学的に物を考える
ことのできる頭（Head）の訓練をし、誠実で友情に富む心（Heart）を培い、楽しく暮らし、
元気で働くための健康（Health）を増進するという、同クラブの４つの信条の頭文字を総称
したものです。

【ＮＩＥ活用】
ＮＩＥ(エヌ・アイ・イー：Newspaper in Education)とは、学校などで新聞を教材として

活用することです。

【ビオトープ】
本来その地域に住むさまざまな野生生物が生息できる空間のことです。公園の造成や河川

の整備等に取り入れられています。

【鹿沼菜】
鹿沼市で古くから栽培されていた伝統野菜で、緑色が濃く光沢や甘みが特徴のツケナ類で

す。現在は、栽培しやすいアブラナ科野菜の栽培が多くなり、ほとんど作られなくなってし
まったことから、平成22年に鹿沼南高校、宇都宮大学、ＪＡかみつが、鹿沼市、栃木県上都
賀農業振興事務所、地元農家がメンバーとなり「伝統野菜の鹿沼菜復活プロジェクト」が結
成されました。鹿沼南高校は採種を担当しています。

【ジュニア農芸化学会】 ３



日本農芸化学会が将来のバイオ科学とバイオ技術の発展を期して設けた「高校生による研
究発表の場」です。高校生の参加者にとっては、大きな学会で大勢の大学教員、企業や公的
研究機関の研究者、大学院生を前に自分たちの研究成果を発表する貴重な機会です。2018名
古屋大会には、鹿沼南高校が参加し、「トマトタールを劇的に落とす人と環境と地元に優し
い洗浄剤の開発」について発表を行いました。

【全国高校生農業アクション大賞】

全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）及び毎日新聞社が主催し、農業高校（農業系学科が
ある高校を含む）の生徒グループによる農や食に関するプロジェクトや、課題研究を支援・
顕彰するものです。
３か年度を単位にした取り組みを対象とし、優れた活動計画のグループには、初年度に支

援金が助成され、３年度目に優れた活動実績のグループを公開審査で選出し、大賞・準大賞
として奨励金が贈られます。
「全国高校生農業アクション大賞2017」では、鹿沼南高校の野菜研究班の「トマトの汚れ

を一瞬で落とす画期的な洗浄剤の発明」が、支援対象15グループの一つに選出されました。

【和牛甲子園】
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）が、担い手育成を目的に、全国の農業高校 306校の

内、畜産学科が設置されている34校を中心に、授業やクラブ活動で高校生が飼育した和牛の
肉質と日頃の取組内容を競う和牛枝肉共励会（枝肉共励会：食肉市場で行われる肉質評価を
競い合うお肉のコンテスト）です。
第１回の平成29年度は、全国８県15校から53名の高校生と21頭の和牛が参加し、矢板高校

が「肉質部門」で優良賞に輝きました。また、「総合部門」の奨励賞を矢板高校、那須拓陽
高校、鹿沼南高校、宇都宮白楊高校、栃木農業高校が受賞しました。

【全国和牛能力共進会】
公益社団法人全国和牛登録協会（京都市）が主催し、５年に１度、全国持ち回りで開催さ

れる全国規模の和牛（黒毛和種牛）の品評会で、通称「全共」（ぜんきょう）、別名「和牛
のオリンピック」と呼ばれています。
牛の改良の成果を競う「種牛の部」と、牛肉の肉質を競う「肉牛の部」からなり、全国か

ら約500頭の牛が集結します。

【全日本ホルスタイン共進会】

一般社団法人日本ホルスタイン登録協会が主催（ジャージー種の部については日本ジャー
ジー登録協会が担当する。）し、国内産ホルスタイン種及びジャージー種の改良方針に沿っ
て改良を進めている都道府県代表のそれぞれの種牛を一堂に集め、その水準を広く示すこと
により、改良増殖の推進と酪農業の伸展を目的に開催される牛のコンテストです。出品区分
には、高等学校特別枠が設定されています。

【エソシマモチ】（江曽島糯）
明治時代に河内郡横川村大字江曽島（現：宇都宮市江曽島町）の農民、篠崎重五郎によっ

て育成された陸稲（りくとう・おかぼ）の在来種で、明治30年代から昭和20年代まで作付け
され、一時は栃木県の奨励品種とされていましたが、次第に栽培が途絶え「幻の陸稲」とさ
れていました。
現在、栃木県は全国第２位（１位は茨城県）の陸稲産地ですが、その基礎となるもので、

江曽島町にある村社、瀧尾神社には「老農篠崎君功績碑」があります。
宇都宮白楊高校（農業経営科）では、平成26年に茨城県つくば市のジーンバンクから種も

み50粒を入手し、平成28年から「エソシマモチ復活プロジェクト」を開始しました。平成29
年９月には約100kgを収穫し、約50年ぶりに地元で復活しました。４



今後は、江曽島町の農家の皆さんとともに６次産業化を目指したいと取り組みを進めてい
ます。

【新里ねぎ】（にっさとねぎ）
宇都宮市新里町で江戸時代から自家採種栽培されてきた伝統野菜で、地元消費が主である

ため青果市場への出荷は殆どなく「幻のねぎ」と言われています。また、農林水産省管轄の
農業生物資源ジーンバンクにも登録された価値ある食材です。
平成29年５月26日には、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）に

基づき、栃木県内で初めて地理的表示（ＧＩ）に登録されました。
なお、地理的表示（ＧＩ）保護制度とは、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、

高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、
知的財産として保護するものです。「新里ねぎ」は、新里ねぎ生産組合（麦島弘文 組合長）
が生産者団体として登録されています。

【ＪＧＡＰ】（ジェイギャップ）
Japan Good Agricultural Practice（日本の良い農業のやり方）の略で、農林水産省が導

入を推奨する農業生産工程管理手法の一つです。
農業生産に関する行程を決め、規準に沿って実施し、それを記録、点検することにより、

食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための取り組みです。平成29年12
月26日に宇都宮白楊高校が、関東・甲信越の農業高校では初となる「ＪＧＡＰ認証」（認証
品目：トマト）を取得しました。また、平成29年11月24日には、栃木県農業大学が「GLOBAL
G.A.P.認証」（グローバルギャップ）（認証品目：なし）を取得しています。

【ご当地！絶品うまいもん甲子園】
企業・行政・メディアが協力して、将来の農林漁業の担い手となる若者の夢を応援し、農

山漁村の６次産業化を通じて地域活性化に繋げていくことを目的に、全国の高校生が、日本
の「食・食材・食文化」の素晴らしさや奥深さを理解し、地域の特産物を創意工夫して調理
した「ご当地！絶品うまいもん」の日本一を決める料理コンテストです。発起人は、高校卒
業後、19歳で起業した藤田志穂さんで、2017年で第６回大会となります。
2016年の第５回大会では、宇都宮白楊高校の「彩りぎょうざバーガー」が全国125校390チ

ームの中で準優勝（農林水産省生産局長賞）し、宇都宮市内のコンビンエンスストア「ファ
ミリーマート」で地域限定販売されました。

【旋盤】
チャックという回転する台に加工物をとりつけ、工具を当てて工作物を削って作りだす機

械を旋盤といいます。

【フライス盤】
ミリング・マシンとも呼ばれ、回転軸に取り付けたフライスという切削工具を回転させ、

フライスを動かすことによって、平面・溝・歯車などの切削加工を行う工作機械です。

【ガス溶接】
可燃性ガスと酸素が結び付き、燃焼する際に発生する熱を利用して金属の接合を行う溶接

の方法です。

【アーク溶接】
空気中の放電現象（アーク放電）を利用し、同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接の方法

です。 ５



栃木県内の農業関係高校の概要（平成29年度）

１ 栃木県内と全国の高校（全日制・定時制）の状況について
栃木県内の高校数は 75校、生徒数は53,677人で前年度より１校・125人減少しており、生

徒数だけを見ると過去最高であった平成２年度の97,731人から44,054人減少しています。
栃木県では、普通科が学科数、生徒数共に最も多くなっています。普通科に次いで学科数

が多いのは商業科、生徒数が多いのは工業科となっています。このことは、全国的にも同じ
傾向となっています。栃木県内の農業科は７学科・2,310人という状況です。

６

栃木県と全国の状況比較

栃木県
平成29年度学校基本統計「学校基本調査報
告書」（平成29年10月、栃木県）資料抜粋

全国
平成29年度学校基本調査（平成29年
12月22日、文部科学省）資料抜粋

【学校数】75校（対前年度▲１校）
公立61校、私立14校

【学校数】4,907校（対前年度▲18校）
国立15校、公立3,571校、私立1,321校

【生徒数】53,677人（対前年度▲125人）
男子27,508人、女子26,169人

【生徒数】3,280,247人（対前年度▲29,095人）
男子1,655,026人、女子1,625,221人

【学科数】118学科(公立・私立）
① 普通科 55学科 46.6％
② 商業科 18        15.3
③ 工業科 13 11.0
④ 家庭科 11 9.3
⑤ 農業科 ７ 5.9
⑥ 総合学科 ６ 5.1
⑦ 福祉科 ３ 2.5
⑧ 水産科 １ 0.8
⑨ その他 ４ 3.4

【学科数】6,697学科（国立・公立・私立）
① 普通科 3,770学科 56.4％
② 商業科 623         9.3
③ 工業科 531 7.9
④ 総合学科 369 5.5
⑤ 農業科 303 4.5
⑥ 家庭科 274 4.1
⑦ 福祉科 97 1.5
⑧ 看護科 96 1.4
⑨ 水産科 41         0.6
⑩ 情報科 28         0.4
⑪ その他 565 8.4

【生徒数】53,677人
① 普通科 34,566人 64.4％
② 工業科 5,883    11.0
③ 商業科 4,821 9.0
④ 総合学科 3,323 6.2
⑤ 農業科 2,310 4.3
⑥ 家庭科 1,907 3.6
⑦ 福祉科 255 0.5
⑧ 水産科 66 0.1
⑨ その他 546 1.0

【生徒数】3,270,400人（国立・公立・私立）
① 普通科 2,388,509人 73.0％
② 工業科 249,930     7.6
③ 商業科 195,190 6.0
④ 総合学科 175,529 5.4
⑤ 農業科 81,310 2.5
⑥ 家庭科 39,924 1.2
⑦ 看護科 14,194 0.4
⑧ 水産科 9,027  0.3
⑨ 福祉科 8,769     0.3
⑩ 情報科 3,010     0.1
⑪ その他 105,008 3.2



２ 栃木県内の農業関係高校について
（１）農業関係高校数：７校
（２）設置学科数：20学科
（３）学校別設置学科名及び定員：下表のとおり

７

１．農業経営（40）矢板高校（190） 21.1

（４）学校別学習内容：下表のとおり

学科名 学習内容

農 業
農業経営
食料生産
生物生産
園芸科学

備考

総合選択制
専門高校

総合選択制
高校

職業系
専門高校

学校名（定員） 農業関係学科の割合（％）学科名（定員）

栃木農業高校（200）
100.0

１．農 業（40）
２．生物工学（40）
３．農業土木（40）
４．食品化学（40）
５．生活科学（40）

宇都宮白楊高校（280）

１．農業経営（40）
２．生物工学（40）
３．食品科学（40）
４．農業工学（40）

57.1

鹿沼南高校（200）
１．食料生産（40）
２．環境緑地（40）

40.0

那須拓陽高校（240）
１．農業経営（40）
２．生物工学（40）
３．食品化学（40）

50.0

小山北桜高校（200）
１．園芸科学（40）
２．造園土木（40）

40.0

真岡北陵高校（190）
１．生物生産（40）
２．農業機械（40）
３．食品科学（40）

63.2

７校（1,500） 20学科（800） 53.3

作物、草花、野菜、果樹、畜産等に関する専門的な知識と技術を学びます。
ただし、食料生産科では草花は学びません。

生物工学
植物・動物バイオテクノロジーや、微生物の利用及び養液栽培等の施設栽培

等に関する知識と技術を学びます。

総合産業
高校

総合選択制
専門高校

普通科・職業
系専門学科の

併置校

総合選択制
専門高校



８

農業土木
農業工学

道路や橋等の土木構造物の設計や施工及び、水や土の基本的性質等、環境保
全に配慮した農業土木工事等に関する知識と技術を学びます。

造園土木
造園コース（庭園や公園の設計・施工等）と、土木コース（土木構造物の設

計・施工等）に分かれ、屋外の環境づくりに関する知識と技術を学びます。

環境緑地
草花の栽培や装飾、造園やガーデニング、森林環境の保全やキノコの栽培方

法等に関する知識と技術を学びます。

食品化学
食品科学

食品の特性と加工・貯蔵・流通に加え食品の成分分析や衛生検査の方法及び
食品に関する微生物の利用と培養等に関する知識と技術を学びます。

農業機械
各種農業機械の取扱い方法を学ぶと共に、エンジンをはじめ機械各部の構造

と整備方法等に関する知識と技術を学びます。

生活科学
園芸作物の栽培や管理及び、それら作物の特性を活かした活用法に関する知

識・技術に加え、家庭生活及び福祉等に関する知識と技術を学びます。


