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岐阜県は、３，０００ｍ級の山間部から海抜０ｍ地帯までを有し、その

間を木曽川・長良川・揖斐川など、日本を代表する清流が流れる、豊かな

自然に恵まれた地域である。その中にあって、農林業は、食料や木材を生

産するだけでなく、県土を守り、水を育み、豊かな生態系や良好な景観を

形成するとともに、更には多様な地域の文化をも育んできた。 

これまで、森林文化アカデミー、国際園芸アカデミー、農業大学校の３

校は、設立以来、本県の農林業振興の担い手となる人材の育成に大きく寄

与してきた。 

しかし現在、農林業は人口減少による食料・木材需要の減少、国際的市

場開放による廉価な農産物や木材の流入による販売価格の下落、従事者の

高齢化や後継者不足など、様々な課題を抱え苦悩の時期を迎えている。こ

のような中、２０１５年９月に国連サミットで、「ＳＤＧｓ」が採択され

た。これは、２０３０年を期限とする先進国を含む国際社会全体の１７の

開発目標として、全ての関係者が統合的に取り組むものであり、その中で

も「飢餓をゼロに」、「陸の豊かさを守ろう」など、農林業に関係する目標

も多く、課せられた役割も極めて大きい。 

そこで県では、専門家や有識者による「県立農林系アカデミー・農業大

学校運営向上検討会」を設置し、あるべき未来の姿や、その実現のための

課題の抽出、課題解決に向けた取組みについて、幅広く知見を集め検討し

てきた。 

これは、農林業の担い手を育成する３つの学校が、岐阜県が進める「清

流の国ぎふ」の実現に向け、自ら技術の高度化を促進し、社会情勢の変化

を捉えながら、機動的に対応できる教育機関に生まれ変わることを目指し

た、今後５年間の運営向上プランである。 

○少子・高齢化による学生数の減少 

 ○就業体系の多様化 

 ○先進技術に係る教育等、新たな時代への対応 

 ○育成した人材の県外への流出 

 

学校が直面する課題 

背景と趣旨 
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  検討会での意見概要 

【３校の連携】 
・３校が共通のコンセプトのもとに連携して取り組むことが重要である。 

・教員の相互交流や、農福連携、ICTなどの技術は、３校の教員に合同研修を行うほうが

合理的では。 

・ＩｏＴ化、ＡＩ化等の共通の課題は、連携して対応してはどうか。 

・中山間地域では農業も林業も必要。双方で必要な勉強ができる仕組みを構築し、移住定

住に直結する教育があると良い。 

・農福連携やＩＣＴなどの技術は、専門家が、３校の教員に研修を行う方が合理的。 

 ・３校が個別にあることが有効なのか、議論があってもよいのでは。 

【人材育成】 
 ・将来、国際的競争力をもてるような、基礎的な能力を身に着けた人材の育成。 
 ・岐阜県が持つ地形や気候の多様性に対応できる人材の育成。 

 ・森林資源の活用・管理という林業のマネージメントをできる人材の育成。 

・自立経営時の基盤になる経営や、管理方法等を学ぶ機会があると良い。 

 ・生産現場で実証実験をやるとか、実務を経験させるなど、広い知識を学ぶ機会があると

良い。 

・実際の現場でＩＣＴやＩｏＴといった技術を活用するためには、学校で実践できると良

い。 

・ＯＢ、ＯＧ、専門家も加わって、実務と結びつくような学校であるとよい。 

・花育活動などで学生が子供たちに教える経験は非常に良い刺激になる。 

・進路指導をする普通高校の先生が３校で研修できるような環境があると良い。 

・県土保全、働き方の多様性、農林業といった職業にかかわることが起業への道につなが

ることを早い段階で小中学校の授業という形で子供たちに伝える機会が持てると良い。 

【ＰＲ】 
・進学先としてとらえてもらうには親へのＰＲが重要。また、小さいころから体験学習の

機会を提供してはどうか。 

 ・普通科高校や通信制学校も含めて、高校１年生から対象にしてＰＲしてほしい。 

【移住定住】 
 ・県外からも学びに来てもらい、移住定住につなげられれば良い 

・移住定住の部局とも連携して取り組んではどうか。 

・特徴ある学校を岐阜県が持っており、そこから全国、世界へ羽ばたいていってもらうの

もよいのではないか。 

【教育環境等】 

 ・国際園芸アカデミーを花フェスタ記念公園に移転し、公園管理も実践として学んでもら

えるようになると良い。 

 ・設備投資がいるようなものや専門の研究者がやるような先進技術等を学ぶには大学との

連携が必要。 

 ・Society5.0等において、国が向かおうとしている方向を意識して、一歩先を行く勉強が

できると良い。 

 ・新しい目線で新しい分野へ切り込んでいける環境があると良い。連携する大学学部など

をゼロベースで検討してみてはどうか。 

・国際園芸アカデミーや農業大学校は民間との連携が十分でない。コンソーシアムを作っ

て取り組んではどうか。 

・園芸療法を含めて、福祉との連携は大きな視点として必要。 

 ・一般市民向けの講座等の開設。 
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方向性 

・社会情勢の変化にも対応でき、実践的に活躍できる人材を育成する。 

・３校が個別の取組みにおいてそれぞれの特徴を磨きあげるとともに、

相乗効果を発揮するために連携強化を図る。 

・AI、IoT、ロボット技術による Society5.0の実現、SDGsの達成など、

国を挙げた目標を踏まえながら取り組む。 

 

「清流の国ぎふ」の農林業の未来を支える人づくり 

目標 

３つの取組み方針 
１．学校の魅力発信（入口対策） 

２．社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

３．就職・就農支援の強化（出口対策） 
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毎年度、「農林系アカデミー・農業大学校運営向上検討会」にプラ

ンの進捗を報告し、必要に応じプランを修正する。 
 

～地域の暮らしを支え、業界をリードする人材を育成する～ 

進捗管理 
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１． 学校の魅力発信（入口対策） 

【現状】 

・それぞれの学校が独自にＰＲ活動を行っている。 

・農林系以外の高校生やその保護者の方々に、学校の存在があまり知ら

れていない。 

【対応案①】３校共同でＰＲ動画を作成し、学校の魅力を発信 

            ◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

学校ＰＲ動画の作成      

学校ＰＲ動画を活用したＰＲの実施      

両アカデミーの HP 改修と農業大学校の HP 新設      

【対応案②】公開授業やオープンキャンパス、３校をめぐる見学ツアーな

どの合同開催 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

小中学生と保護者を対象にした３校見学ツアーの

開催 
     

オープンキャンパスの共同 PR やブースの相互出

展 
     

【対応案③】移住定住希望者に対する PR の実施 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

移住相談員との連携強化による入学希望者の獲得      

３校で連携する取組み 
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２． 社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・教員の指導力を向上させる機会が少ない。 

 ・一部の教師を講師として派遣している事例はあるが、３校間での交流

はない。 

【対応案①】教員の合同研修会や情報交換会等によるスキルアップ 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

教員による他校の授業見学や情報交換会の実施 
     

ＩＣＴや農福連携などの専門分野において、外部

講師による教員対象の合同研修会を開催 
     

【対応案②】教員の相互交流の実施 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 共通授業において教員の相互派遣授業を実施      

【現状】 

・３校が独自で授業を計画、実施しており、お互いどのような授業を実 

施しているのか把握していない。 

 ・社会人として必要なスキル習得講座を各学校で独自に行っている。 

【対応案①】シラバスの共有化 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 
実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 ３校の生徒が参加する共同授業の実施      
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３． 就農・就業に対する支援の強化（出口対策） 

【現状】移住希望者や起業希望者に対しての支援が不足している。 

【対応案①】県内で起業・就農を目指す学生に対しての支援強化 

        ◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

移住定住等の担当部局や市町村と連携した移住相

談の実施 

     

【対応案②】県内就業予定者を対象とした奨学金や授業料免除制度の検討 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

奨学金や授業料免除制度の検討      

【対応案③】農山村への移住、起業等に関する研修の実施 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 関係機関、協力企業等との調整      

 ３校の生徒が参加する地域密着型の短期研修の実

施 
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１． 学校の魅力発信（入口対策） 

【現状】 

・各県に林業大学校の整備が進み、競合する学校が増加している。 

・クリエーター科は定員を確保できない年もある。 

【対応案①】県内高校に加え、近県の農林系高校への学校訪問や仕事セミ

ナーへの参画強化 

      ◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 高校訪問、オープンキャンパス等による進学説明

会の拡充強化 
     

 森の仕事セミナー、転職フェア等での説明会の開

催 
     

 ＨＰの充実、ＳＮＳ、ユーチューブによる情報発

信の強化 
     

【対応案②】大学からの入学者の確保や大学への編入者の増加を図るため、

岐阜大学、信州大学等との連携を強化 

     ◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 大学訪問による進学説明会の開催を強化      

 信州大学との連携授業、岐阜大学との共同研究発

表会等の開催 
     

【対応案③】協定先市町村との連携による入学者の確保 

      ◎平成 31 年度予算【協定先市町村で予算化】 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 協定先市町村による移住・定住を要件とする奨学

金制度等の創設 
     

学校ごとの取組み（森林文化アカデミー） 
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２．社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・教員の技術研鑽のため、ロッテンブルグ林業大学、長野県林業大学校、

京都府林業大学校との連携授業を実施している。 

・コンソーシアム会員企業の協力を得て、ニーズの調査等を実施している。 

・総合的な知見と技術を学ぶためのカリキュラムを実施しているが、経営

的能力の習得が不十分である。 

【対応案①】世界最先端技術を学べるロッテンブルグ林業大学との協定期

間の延長  

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
ロッテンブルク林業大学と共同論文の執筆、相互

にセミナー、ワークショップの実施 
     

【対応案②】岐阜大学、信州大学との情報交換や他県の林業大学校との連

携授業の実施、岐阜県技術開発・普及コンソーシアム会員企業等

との交流・連携の強化  

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
長野県林業大学校、京都府林業大学校との連携授

業の実施 
     

 
信州大学との連携授業、岐阜大学との共同研究発

表会等の実施（再掲） 
     

 
コンソーシアム会員企業へのニーズ調査の結果を

授業に反映 
     

【対応案③】コンソーシアム会員企業の協力を得て、実践的な経営能力の

開発カリキュラムを検討 

      ◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 コンソーシアム会員企業、非常勤講師を活用した

授業、企業説明会やインターンシップ等の拡充強

化 
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２． 社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・銃猟免許の取得者が減少しており、シカ等による被害が拡大している。 

・林業就業者を対象に、森林をマネージメントできる施業プランナーや、

岐阜県地域森林監理士を養成している。 

・一般県民を対象としたオープンカレッジを開催している。 

【対応案①】狩猟用シミュレーターを導入し、獣害対策や狩猟に対する理

解を醸成  

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
狩猟用シミュレーターの導入 

     

 
狩猟用シミュレーター等を活用した獣害対

策・狩猟研修の実施 
     

 
コンソーシアム会員企業、岐阜大学、ロッテン

ブルク林業大学と連携した狩猟者の育成 
     

【対応案②】国森林環境税の創設を踏まえ、市町村職員を対象とした森林

管理研修を新設し、市町村主体による森林管理体制を強化 

      ◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
市町村林務担当職員を対象に、新たな森林管理

システム等に関する研修の実施 
     

【対応案③】一般県民に対する PR 強化と、森林への理解を醸成するため

の「森林総合教育センター（仮称）」の整備 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

森林総合教育センター（仮称）の整備      

森林総合教育センター（仮称）の運営      
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３． 就職支援の強化（出口対策） 

【現状】 

・エンジニア科は県外出身者が 34%を占め、就職で地元に帰る傾向が強い

ため、県内就職率は 50～60%となっている。 

・クリエーター科は県内出身者 27％であるが、県内就職率は 44％となって

いる。 

【対応案①】企業説明会の開催や、インターンシップ先の紹介等県内企業

とのマッチング機会を拡充  

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 コンソーシアム会員企業による授業、企業説明会

やインターンシップ等の拡充強化（再掲） 
     

【対応案②】協定市町村との連携による移住・定住者の確保 

     ◎平成 31 年度予算要求【協定先市町村で予算化】 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 協定先市町村による移住・定住を要件とする奨学

金制度等の創設（再掲） 
     

【対応案③】大学への編入者の増加を図るため、岐阜大学、信州大学等と

の連携を強化  

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 信州大学との連携授業、岐阜大学との共同研究発

表会等の開催（再掲） 
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１． 学校の魅力発信（入り口対策） 

【現状】 

・卒業後即戦力となるよう、常に業界のニーズに合った魅力ある教育を提

供する必要がある。 

【対応案①】時代のニーズに合わせた教育の展開 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

教員の（指導力・技能）研修計画の策定      

教員の専門分野及び指導力向上に関する外部研

修受講 
     

【対応案②】最新技術習得による指導能力向上と人的ネットワーク構築に向

けた教員の企業派遣研修の実施 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 
実施内容 

実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

教員の関連企業（造園、花屋、花き生産企業等）

での短期研修の実施 
     

【現状】 

 ・学校の活動内容が広く知られていない 

【対応案①】学校の活動や魅力を外部に発信する。 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 

実施内容 
実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

ホームページの充実による情報発信の強化      

花き園芸・造園緑化業界と連携した活動の PR      

学校ごとの取組み（国際園芸アカデミー） 
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２． 社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・企業や自治体との連携が弱く、ニーズを的確に捉えた教育を実践するこ

とができていない。 

 
【対応案①】産学官連携体制を構築し、業界ニーズを的確にとらえた教育の

実施 
◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

県産花きを用いた授業の開催      

花き園芸・造園緑化業界と連携した課題の設定

と検証 
     

花き園芸・造園緑化業界と連携した活動のＰＲ

(再掲) 
     

花き園芸・造園緑化業界の課題に対応できる施

設整備の推進 
     

【対応案②】海外の園芸協会等民間団体や大学との人材育成面での連携推進 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

連携可能な海外の教育機関等の選定調査      

海外業界団体及び教育機関との連携内容の検

討・覚書等締結の推進 
     

視察や研修の受け入れ等、連携機関との相互交

流による技術・人材育成の推進 
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２． 社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・教員の異動がないことが、活性化が図られず膠着化する要因の一つとな

っている。 

・専門的な知見はもとより、教育者として学生を指導する教員が求められ

ている。 

【対応案①】時代のニーズに合わせた教育の展開（再掲） 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

教員の（指導力・技能）研修計画の策定（再掲）      

教員の専門分野及び指導力向上に関する外部研

修受講 
     

【対応案②】教員の異動及び雇用形態の柔軟化 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容  実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

花き園芸・造園緑化業界等との人事交流の促進      

【対応案③】教育水準向上に向けた人事計画の策定 

◎平成 31 年度規定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

各コースにおける教員のキャリアバランスを考

慮した人材育成計画の策定 
     

【対応案④】最新技術習得による指導能力向上と人的ネットワーク構築に

向けた教員の企業派遣研修の実施（再掲） 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 
実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

教員の関連企業（造園、花屋、花き生産企業等）

での短期研修の実施（再掲） 
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２．社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・可児市の花いっぱい運動への参加や、花フェスタ記念公園との連携に

より、実習フィールドとして活用 

【対応案①】地元市町村との連携協定を締結し、花き栽培、花壇装飾、身

近な緑化に関する講義の開催等、まちづくりに対する生涯学

習等を展開 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 連携に関する県内市町村への要望調査      

 連携内容やスキーム・仕組みの策定      

 連携に関する覚書等の締結・推進      

【現状】 

・花フェスタ記念公園の一部に実習フィールドを設け、実習を行ってい

る。 

【対応案①】学習環境を整備するため、花フェスタ記念公園に学校機能の
移転を検討 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 国際園芸アカデミー機能移転調査部会（仮称）

の設置・運営 
     

 移転の可能性に係る調査の実施、花フェスタ記

念公園再整備計画等を踏まえた基本構想の策

定 

     

 移転の可能性調査、基本構想を踏まえた整備の

推進 
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３． 就職・就農支援の強化（出口対策） 

【現状】 

・教育の核として５つの能力「生産、装飾、造園緑化、流通、経営」を有

しているが、アカデミー内で留まっている。 

【対応案①】コンソーシアムの設立も含めた企業との連携推進 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
花き園芸・造園緑化業界の声や実情を踏まえた課

題の共有化 
     

 
清流の国ぎふ花き戦略会議や教育課程編成委員

会等既存の組織との連携方法の検討・参加 
     

【対応案②】 

・生徒と企業とのマッチング機会を拡充  

◎平成 31 年度既定予算対応                      
 

実施内容 実施年度 

 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 学校における企業説明会の開催      



- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 学校の魅力発信（入口対策） 

【現状】 

・県内の農業高校を中心に募集活動を実施 

・入学希望者を対象にしたオープンキャンパスを開催 

【対応案①】普通科高校生へ成果発表会への聴講を呼びかけるとともに、

近隣県外高校への学生募集の実施 

                ◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

普通科高校生を対象に含めた成果発表会の開催      

近隣県外高校への学生募集の実施      

【対応案②】地元小中学生、自治会等の研修、見学の受け入れ 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 地元小中学生、自治会等の要望調査      

 研修、見学の受け入れ等、交流の促進      

学校ごとの取組み（農業大学校） 
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２． 社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・生産現場においてＧＡＰの取組みが求められているが、国際水準ＧＡＰ

に対応できていない。 

・女性の入学希望者が増加している。 

・農業と福祉の連携が求められている。 

【対応案①】施設整備・カリキュラムの充実（国際水準ＧＡＰ認証の取得） 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

ＧＡＰ認証の取得が可能な施設環境の整備 

・果樹現場教室等のＧＡＰ対応施設への改修 

・排水溝設置によるＧＡＰ実践ほ場の整備 

・残留農薬検査や水質検査（必須要件）、鳥獣害対策の実施 

     

ＧＡＰに関したカリキュラムの充実      

国際認証ＧＡＰ認証取得 

（GAP 指導員等のコンサルタントの活用） 

     

【対応案②】女性農業経営者を講師として活用 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 女性の就農への課題や準備等に係る講義の開催      

 視察研修等の開催による実体験、経営管理調査      

【対応案③】支援員を対象とした農福連携研修の実施 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 障害者と農業者の橋渡しをする人材育成のための

講座の実施 
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２．社会の変化に対応した学校づくり（教育内容の充実） 

【現状】 

・技術革新が進む中、最先端技術を学習する環境が整っていない。（環境

制御・ＩＣＴ等） 

【対応案①】先端技術等に基づくプロジェクト学習の充実 

◎平成 31 年度新規予算要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

先端技術に対応した機械の導入      

先端技術等（ＩＣＴ、スマート農業等）に関する

カリキュラムの拡充 
     

県研究機関等による研修の実施      

【対応案②】各種研修機関（飛騨牛繁殖センター等）とのカリキュラムの

共有化 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 共有化できるカリキュラムの検討      

 カリキュラムの共有化      

【対応案③】先進的農業経営者の技術指導や交流を強化 

◎平成 31 年度既定予算対応 

実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

先進的農業経営者等を講師とした新たなカリキュラ

ムの実施 
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３． 就職・就農支援の強化（出口対策） 

【現状】 

・就農研修拠点や就農支援施設の整備が進められている。 

・雇用就農希望者が増加している。 

・ＪＡや、農業法人等との連携が充分ではない 

【対応案①】県内就農研修施設、関係機関（アグリチャレンジ支援 

センター）との連携強化 

◎平成 31 年度既定予算拡充要求 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

就農研修拠点との連携方法の検討      

就農研修拠点とのカリキュラムの共有化等連携強

化 
     

関係機関（アグリチャレンジ支援センター）との

連携強化 
     

【対応案②】早期から雇用側に学生の希望を提供し、２学年次の農家派遣

をマッチングの場として積極的に活用 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

 
２学年次の農家派遣のマッチングの場として積極

的に活用 
     

【対応案③】農業生産法人、ＪＡ、資材メーカー等との連携推進 

◎平成 31 年度既定予算対応 

 実施内容 実施年度 

’19 ’20 ’21 ’22 ’23~ 

雇用就農、就職の推進に向けたコンソーシアム等

の設置検討 
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参 考 
＜検討会開催実績＞ 
  第１回検討会 平成３０年 ６月２０日（水）  場所：県庁４階特別会議室 

  第２回検討会 平成３０年 ９月２５日（火）  場所：県庁４階特別会議室 

  第３回検討会 平成３０年１２月１８日（火）  場所：県庁４階特別会議室 

 

＜平成３０年度 県立農林系アカデミー・農業大学校運営向上検討会委員＞ 

氏 名 所 属・役 職 

加藤 孝義 清流の国ぎふ花き戦略会議 会長 

櫻井  宏 岐阜県農業協同組合中央会 会長 

橘 俊光 (一社)日本公園緑地協会常務理事 兼 公園緑地研究所 副所長 

柿本 亜矢 (公社)日本フラワーデザイナー協会 岐阜県支部長 

寺田 真由美 農業女子プロジェクト メンバー（農林水産省主宰） 

上田 善弘 
花フェスタ記念公園 理事 

（前 岐阜県立国際園芸アカデミー学長） 

岡田 贊三 飛騨産業(株) 代表取締役社長 

長縄 正治 前 岐阜県立恵那農業高等学校 校長 

美谷添 里恵子 (一社)岐阜県森林施業協会 副会長（岐阜県森林審議会委員） 

中島 由紀子 
ＮＰＯ法人グッドライフ・サポートセンター 事務局長 

（岐阜県木の国・山の国県民会議委員） 

山口 嘉彦 
(一社)岐阜県経営者協会 副会長 兼 教育部会 会長 

（(株)エスラインギフ 代表取締役社長） 

上手 繁雄 
(一社)岐阜県観光連盟 相談役 

（前 岐阜県副知事） 

三浦 文彦 (株)十六総合研究所 取締役社長 

五藤 義徳 (株)ＯＫＢ総研 社長 

涌井 史郎 岐阜県立森林文化アカデミー 学長 

今西 良共 岐阜県立国際園芸アカデミー 学長 

桂川 直人 岐阜県農業大学校 校長 

 

 


