
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こととされています。

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等と
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、栃木県学校農業クラブ連盟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、
馬頭高校を対象に、先進事例の視察、農業関係高校生プロジェクト発表会、地域振興作
物生産農家や栃木県養蜂組合、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産
研究部門（以下「農研機構」という。）等と連携した座学やフィールドワークの実施等、
学生・生徒と第一線の農業者とが一堂に会する場を設け、職業としての農業を身近に感
じてもらう中で、就農意欲を喚起する取り組みを推進しています。

本冊子は、高齢化に伴う農業者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の
令和元年度の取り組みを中心に紹介しています。

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、中学生を
はじめ、幅広い方々の目に触れ、農業関係高校の取り組みへの理解が深められ、また、
一人でも多くの若者が意欲をもって農業を学ぶこと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。

令和２年３月

農林水産省関東農政局 栃木県拠点
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１

栃木農業 高校

小山北桜 高校

農業経営科（40）
生物工学科（40）
食品科学科（40）
農業工学科（40）

１

宇都宮白楊 高校

鹿沼南 高校

真岡北陵 高校

那須拓陽 高校 矢板 高校

食料生産科（40）
環境緑地科（40）

園芸科学科（40）
造園土木科（40）

※令和２年度１学科に改編
新学科：食料環境科（40）

植物科学科 （40）
動物科学科 （40）
食品科学科 （40）
環境デザイン科（40）

生物生産科（40）
農業機械科（40）
食品科学科（40）

農業経営科（40）
生物工学科（40）
食品化学科（40）

農業経営科（40）
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３

４

５６

７
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４

５

６

７

農学部
生物資源科学科（63）
応用生命化学科（32）
農業環境工学科（32）
農業経済学科 （36）
森林科学科 （32）

工学部
基盤工学科 （315）

栃木県内の農業関係高校等の所在図・学科名（定員）

馬頭 高校栃木県農業大学校宇都宮大学

農業経営学科（25）
園芸経営学科（40）
畜産経営学科（15）

普通科（80）
水産科（25）

普通科の選択科目「農業
と環境」では、野菜の栽
培等を通して農業の基礎
が学べます。



２

１．高等学校数は、７５校（公立６１校、私立１４校）

２．生徒数は、５２，１８２人（男子２６，６０２人（51％）、女子２５，５８０人（49％））

３．学科別生徒数内訳
（１）普通科 ３３，６１２人（６４．４％）
（２）工業科 ５，６３７人（１０．８％）
（３）商業科 ４，６８０人（ ９．０％）
（４）総合学科 ３，３１９人（ ６．４％）
（５）農業科 ２，２４３人（ ４．３％）
（６）家庭科 １，８４２人（ ３．５％）
（７）福祉科 ２４７人（ ０．５％）
（８）水産科 ６０人（ ０．１％）
（９）その他 ５４２人（ １．０％）
（10）合計 ５２，１８２人

４．高等学校（７５校）の内、農業科のある学校は、宇都宮白楊高等学校、鹿沼南高等学校、小
山北桜高等学校、栃木農業高等学校、真岡北陵高等学校、那須拓陽高等学校、矢板高等学校の
７校です。

栃木県内の農業関係高校等の概要（令和元年度）

栃木県内の生徒数は、前年度
より1,094人（男子559人・女
子535人）減少しました。

生徒数が最も多かったのは、
平成２年度で97,731人です。

（「令和元年度学校基本統計『学校基本調査報告書』令和元年11月、栃木県」より）

〈参考〉全国の状況

１．高等学校数は、4,887校（国立15校、公立3,550校、私立1,322校）で、前年度より10校
減少（公立9校、私立1校）しました。また、この内農業科のある学校は、303校（全日制
282校、定時制12校、全定併設9校）です。

２．高等学校の生徒数は、3,168,369人［男子1,601,977人（51％）、女子1,566,392人（49
％）］で、前年度より67,292人減少しました。

３．生徒数（3,168,369人）の都道府県別比較
（１）生徒数の多い都府県 ：①東京都 310,355人（9.8％）

②大阪府 220,504人（7.0％）
③神奈川県 203,674人（6.4％）
⑱栃木県 52,182人（1.6％）

（２）生徒数の少ない県 ：㊹徳島県 18,431人（0.6％）
（２万人に満たない県） ㊺高知県 18,343人（0.6％）

㊻島根県 18,121人（0.6％）
㊼鳥取県 14,793人（0.5％）

４．学科別生徒数内訳（本科）
（１）普通科 2,308,014人（73.1％） （７）看護科 13,678人（ 0.4％）
（２）工業科 239,204人（ 7.6％） （８）水産科 8,500人（ 0.3％）
（３）商業科 185,061人（ 5.9％） （９）福祉科 8,242人（ 0.3％）
（４）総合学科 171,452人（ 5.4％） （10）情報科 2,739人（ 0.1％）
（５）農業科 77,836人（ 2.5％） （11）その他 106,289人（ 3.4％）
（６）家庭科 38,001人（ 1.2％）

（「令和元年度学校基本調査」（令和元年度12月25日）文部科学省より）



３

５．栃木県における農業関係高校の区分と学科別学習内容
（１）農業関係高校の区分

① 総合選択制高校（職業系専門学科と普通科を併置）：鹿沼南高校
生徒は、関心や進路に応じて、２、３年生で自分の学科以外（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。
② 総合産業高校：小山北桜高校

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。

③ 総合選択制専門高校：宇都宮白楊高校 真岡北陵高校 矢板高校
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。
④ 職業系専門高校：栃木農業高校

農業科の４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。

⑤ 普通科・職業系専門学科の併置校：那須拓陽高校
普通科と農業科、家庭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。

（２）学科別学習内容

学科名 学習内容

農業経営科
食料生産科
生物生産科
園芸科学科
植物科学科

新しい時代に対応した作物、草花、野菜、果樹、畜産などに関する専
門的な知識と技能を学びます。
※食料生産科では草花は学びません。
※植物科学科では畜産は学びません。

生物工学科

農業工学科
道路や橋などの土木構造物の設計や施工及び水や土の基本的性質など

環境保全に配慮した農業土木工事などに関する知識と技能を学びます。

造園土木科
庭園や公園の設計・施工等を学ぶ造園コースと、土木構造物の設計や

施工等を学ぶ土木コースに分かれ、屋外の環境づくりに関する知識と技
能を学びます。

環境緑地科
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

栽培方法などに関する知識と技能を学びます。

食品化学科
食品科学科

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
方法及び食品に関連する微生物の利用と培養などに関する知識と技能を
学びます。

農業機械科
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

の構造と整備方法などに関する知識と技能を学びます。

動物科学科
生産物を得るための動物を学ぶ生産動物コースと、人の生活に貢献す

る社会動物を学ぶ社会動物コースに分かれ、動物の飼育やその利用に関
する知識と技術を学びます。

植物バイオテクノロジー・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などに関する知識と技能を学びます。

環境デザイン科
地域の自然や産業を取り巻く環境を維持・改善するために、環境や農

業土木に関する知識と技術を学びます。


