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○豊かな自然条件と先人が培ってきた技術 
○全国の食を支える食料供給県（自給率約140％） 
○つや姫やさくらんぼに代表されるブランド農産物 
○森林ノミクスの推進 
○農林水産業を起点とする産出額の増大（H21：2,348億円→H28:3,154億円） 等   

山形県の農林業の強み 

今後の課題 

○従事者の減少            ○経済連携の進展 
 
○食の多様化             ○新たな森林管理システム    等 

本県農林業の持続的な発展に向けては、様々な情勢の変化・課題に対応 
していくことができる農林業経営とそれを支える高度な人材の育成が不可欠 

そのあり方について、「高度な農林業人材育成シンポジウム」（平成31年１月10日）
と県内５地域での意見交換会等により意見聴取 
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～「高度な農林業人材育成シンポジウム」等より～ 
           （平成31年１月10日） 

 
Ⅰ 基調講演 「近未来の農業経営と人材育成」   
  講師：生源寺眞一氏（福島大学教授） 

Ⅱ パネルトーク 
   「次代の農林業を担う農林業経営及びそれを支える高度な人材の育成」   

【パネラー】 
県内外の農林業経営者 
（㈱穂海 丸田代表取締役（新潟県）、 ㈲クリタ園芸 栗田代表取締役、 
金山町森林組合 岸代表理事組合長） 
農林業関係団体（JA山形中央会 折原副会長、山形県森林協会 細野会長理事） 
若手農林業者(山形県青年農業士 土屋喜彦氏、山形県青年林業士 佐藤さつえ氏) 
農林水産省経営局就農・女性課 佐藤課長 
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農業経営 農場Ｂ 

農場Ａ 

作業ユニット１ 

・・・ 

・・・ 

基調講演 「近未来の農業経営と人材育成」   
講師：生源寺眞一氏（福島大学教授） 
 
〇消費者に近づく農業経営 
 ・川下の食品産業（加工・流通・外食）の要素を取り入れる経営の多角化も 
  有力な戦略 
 
〇変わる農業の担い手像 
 ・法人農業は非農家出身の新規就農者の受け皿としても存在感を発揮 
 ・経営者は労務管理・作業管理に手腕を発揮。働き手のキャリアパスにも配慮 
 ・若手についても、将来に備えて 
  経営者能力の醸成が大切に 
 ・多層化する農業生産の単位・・・ 
 
〇地域社会とともに歩む農林業 
 
〇農業教育の領域に新潮流 
 （福島大学食農学類の新設、日本農業経営大学校、静岡県専門職大学検討） 
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○林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立 
 ・森林所有者が経営管理できない場合は市町村に委託  
 ・市町村は林業経営に適した森林は林業経営者に経営を依頼、依頼できない森林は市町村   
    が自ら管理 
 ・新たな森林管理システムを担う「意欲と能力のある林業経営者」の育成 
 

【新たな森林管理システム（森林経営管理制度）の概要】 （森林経営管理法施行 H31.4～）  

《新たな森林管理システムのフロー》 

森林経営を依頼 

市 

町 

村 

○地域の林業経営者に 森林経営を依頼 

○市町村による間伐等の実施 

森林環境譲与税を充当 
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【現在】 
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○農業教育の充実 
・農業高校における実践的な職業
教育の充実 
・農業大学校の学生や教員向けの
研修の実施、新たなカリキュラム実
施支援 
・専門職大学制度の活用 
○農業法人育成              
○就農時の支援 
○農業経営塾                
○労働力の確保  
○研究開発への参画                        
○先進技術の活用      など      

人材力の強化 

経営 

管理 

生産作業 

外
国
人
材 

IoT 
AI 
ロボット 

国内外のマーケット   
と海外展開を視野 
にした経営 

マーケットインの発想 
と最新の科学技術に 
基づくマネジメント 

地域の若者から高
齢者、外国人材な
ど多様な人材が、
IoT、AIやロボット
を活用し、世界一
の生産性を実現 

農業人口が減少する中でも多様な人材が、 

持続可能な日本の農業と食料の安定供給を実現 

出典：農林水産省（高度な農林業人材育成シンポジウム資料） 
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  専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成する 
 新たな大学制度（平成31年４月～） 

農林大学校 
（専門学校） 専門職大学 大学 

学位 専門士 学士（専門職） 学士 

修業年限 ２年 ４年 ４年 

教育内容 

農林業の実務に直接必
要となる知識・技能 
（卒業単位の半分以上が実
習） 

専門性が高く、実践的な教育 
 

【大学との違い】 
実習の重視 
（卒業単位の概ね1/3以上は実習） 
 

【専門学校との違い】 
・理論に裏付けられた実践力 
・特定職種の専門性に止まらない、 
 幅広い知識等の習得 

幅広い教養教育 
 
学術研究の成果に基づ
く専門教育 
（実習の義務付け無） 

教員 県の普及指導員等 研究者教員 
実務家教員 研究者教員 
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○静岡県立農林環境専門職大学（平成32年４月開学予定） 

専門職大学 専門職短期大学 

養成人材 農林業経営のプロフェッショナル 生産現場のプロフェッショナル 

入学定員 ２４名 １００名 

教育内容 

・農林業に関わる広い学識と教養 
 
 
・基礎的生産技術と先端技術への対応力 
 
・経営管理能力＋価値を高める想像力、 
 課題解決能力 
 
・地域リーダーとしての農林業経営者になり  
 得る豊かな人間性、リーダーシップ 

・農林産物の生産に関する基礎的な知識と 
 教養 
 
・基礎的生産技術と先端技術の応用力 
 
 
 
 
・生産現場の中心人物となるための課題 
 解決能力、コミュニケーション力 

  県立農林大学校（養成部（2年）、研究部（２年））⇒ 専門職大学・短期大学へ 
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組合員

代表者（役員）
・総括
・企画

生産管理 販売管理 加工管理 財務・労務

役員

正規社員

パート・アルバイト等

経営責任者のもとに部門毎の責任者や
正規社員が配置されている株式会社等

経営主
・総括
・経理

生産・販売

配偶者 子（後継者）

パート・アルバイト等

経営規模に合わせた雇用
を導入した家族経営体

複数の農家で組織し共同で
経営する農事組合法人等

・小規模農家でも経営に
参画可能
・農地の出し手農家も従
事可能

・正規社員がいない
ため人件費抑制が
可能

事務・経理生産・販売組合長

パート・アルバイト等（地権者）

トップランナーのイメージ スーパートップランナーのイメージ

○ 地域農業を牽引するトップランナー、スーパートップランナーの育成を推進 
○ そのためには、農業のイノベーションを担う、国内外への幅広い視野と経営や  
 マネジメントなどの多角的な能力を有する人材の育成が必要 
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・森林経営管理制度や森林環境税の導入により、林業は新たなステージへ 
・新たな森林管理システム構築のため、関係者が一体となった人材育成が必要 

◆「森林ノミクス」の構築 

 林業の高度な知識・技能を有し、国際的な視野を 
 持ちながら、木材の販売・流通を考慮した林業 
 経営を担い、林業事業体等で活躍する人材 
 
 広域的なレベルでの森林のマネジメント（伐採 
 可能量等）を担い、地域の指導者として林業関係 
 団体や県・市町村で活躍する人材 

◆林業の新たなステージを担う人材の育成 

地域の豊かな森林資源を「森のエネルギー」、「森の恵み」として、林業の振興
を図り、雇用を創出し、地域を活性化 

【緑の循環システム】 
 森林を適切な時期に伐採し活用するとともに、その跡地に植栽して資源の循環 
 利用を図り、持続可能な林業経営を実現 

森林ノミクス 

専門的な知識と技術を
有し社会的評価も高い 

オーストリアの
「フォレスター」や
「森林マイスター」 

【目指すべき人材】 
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【やまがた農業経営塾】 
 優れた経営感覚を備えた生産力の高い企業的な農業経営を展開する経営体（スーパートップランナー） 
を育成するため、農業者が営農しながら体系的に経営を学ぶ場として創設 
 ○受講生 スーパートップランナーを目指す経営体 
 ○カリキュラム マーケティング、組織運営、資金計画等の経営ノウハウ等 

【現場機能者キャリアアップ等研修】 
 ○フォレストマネージャー研修  ○フォレストリーダー研修 
 ○森林施業プランナー研修 

【その他】 
 農林大学校において経営の発展段階に応じた研修 

【育成機関】              

農業高校 農林大学校 （参考）山形大学 
農学部 

修業年限 ３年 ２年 ４年 

教育内容 
・高校生としての一般教養 
 
・農林業や食品加工の 
 基礎的な知識や技術 

・農林業の実務に直接必要 
 となる知識・技能 
 （卒業単位の半分以上が実習） 
 

・幅広い教養 
 
・学術研究の成果に 
 基づく専門教育 

卒業生 
の状況 
（H30.3卒） 

就農   １％ 
就職  64％ 
進学  35％ 
その他  １％ 

就農    43% 
就業（林） 18％ 
就職    27％ 
進学    12％ 

就農  0.6％ 
就職  77％ 
進学  19％ 
その他 ４％ 

【研修制度】              
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～シンポジウム（パネルトーク）、地域意見交換会、 

                農林業関係者へのヒアリング等から～ 
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【生 産】 【経 営】 

【需要開拓】 【その他】 

○農業者・林業者から経営者へ 
 「農業者・林業者」ではなく、経営・ 
 マーケティング・法律などの知見を持ち、 
 中長期的視点でビジョンを策定できる 
 「経営者」へ 
○外国人労働者を含め人材を使いこなせる 
 マネジメント能力 
○次世代に継承していくという強い意志 

○自ら課題を見つけ、考える力 
○情勢の変化を的確に捉え、対応していく力 
○新たな発想・チャレンジに挑む力 
○グローバルな視点 
○コミュニケーション能力（異業種連携等含） 

○理論と現場での実践に基づく高い生産技術 
○世の中の変化に対応し、ＩｏＴやＡＩ、ロボット 
  などを活用 
○栽培や土づくり、病気、農業機械などの 
 高度な知識 
○単なる作業員ではなく、専門的な知識を 
  持った技術者 

○作るだけでなく流通・販売まで幅広い知見 
○専門＋α（ＩＴの知識や語学など） 
○国内外への広い視野 
○６次産業化 

 
○農林大学校卒業後の専門性を高める学習の場 
○インプットだけではなく、アウトプットもできるカリキュラム 
○既に農林業に従事している者がステップアップするための学び直しの場 
○現場研修や地域課題をともに解決していくことによる地域貢献の意識醸成や 
 地域定着・活性化 
○継ぎたく・就きたくなる魅力ある農林業を実現し、地域に雇用を創出、農林業インフラ 
  を維持 

【機能】 
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Ｑ１ 

 今後の本県農林業の持続的な発展を担う農林業経営やそれを 

 支える人材とは？ 

 

Ｑ２ 

 専門職大学の設置など人材育成の在り方とは？ 
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