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1　はじめに

(1)問題意識と研究の視点

1)問題意識

日本農業の危機が叫ばれるようになってから、

すでに相当の年月が経過し、その日本農業を支

える農業後継者は、減少の一途を辿っている。

中でも若い農業後継者は非常に少ない状況が続

いており、若い農業後継者を確保する対策の成

果については、改善の兆しはみえていない。若

い後継者不足や担い手の高齢化などの現状を容

認・追認しただけの担い手対策が図られるので

あれば、農業の将来は展望できない。

これまで国をはじめ各自治体、農業団体、農

業関係者等とも「農業後継者、新規就農者の確

保・育成」について、農政の最重要課題の一つ

として意欲的に取り組んできた。しかし、これ

までの農業後継者の「確保・育成」対策は、あ

る程度大人になってから農業を職業として選択

し意思決定した若者や、農業に興味をすでにもっ

ている若者を支援し、定着させようとする「育

成」の対策ではあっても、思春期以前を含めた

若者が意思決定し、農業を職業として選択する

までの、 「確保」の対策としては甚だ弱かった

のではないだろうか。

2)研究の視点

本研究では若い農業後継者を確保する対策に

ついて「確保対策」と「育成対策」を明確に分

離したい。常識的な見地から区分して、個々人

が職業として農業を選択するまでの一連の就農

の過程において、 「関心の醸成」から、 「動機づ

け」、 「意思決定」を経て、 「就農」に至るまで

の過程を「確保過程」とし、また、 「意思決定」

から「就農」を経て「青年農業者」になるまで

の過程を「育成過程」とみなすことにする。

「確保過程」に対する行政等の働きかけを「確

保対策」と呼び、 「育成過程」に対する行政等

の働きかけを「育成対策」と呼ぶことにする

(図1)。本研究では特に「確保対策」における

「動機づけ」に焦点を当て、この「動機づけ」

において農業体験と就農との関係を探究するも

のである。

図1　農業後継者の確保対策と育成対策
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(2)主な先行研究

後継者対策の代表的な研究成果としては、藤

田(1997)(注l)を挙げることができる。藤田

(1997)は幅広く後継者対策を研究しており、

小中学校や地域での農業体験の例もあげてその

重要性を指摘しているものの、基本的には「育

成対策」が中心である。また、塩見(2000)(注2)

も普及関係者として、長年の指導経験からの研

究成果がある。塩見(2000)は、青年農業者形

成に関して義務教育期を含めた成長過程にも着

目してはいるものの、確保過程での就農の動機

づけを実証的に研究するに至っていない。

就農するまでの「確保過程」の「関心の醸成」 ・

「動機づけ」に関連した、これまでの主な先行

研究を整理すると以下の通りである。

阿部・佐藤・山本(1998)(注3)は、農業体験学

習が子どもの職業観、農業観を大きく左右する

のではないか、後継者育成に農業体験学習が重

要ではないかという視点から研究している。宮

田・木南(2003)(注4)は、食農教育を通じて農作

業体験を実施している小中学校の学童、生徒へ

のアンケート結果から、 「学年が上がるにつれ

就農意識が低下していく傾向」や「農作業体験

が次の農作業体験希望につながっていかないこ

とは注目すべき」との内容を述べている。角田・

佐藤・中村(2003)(注5)は、 40歳未満で就農した

農家子弟とその両親へのアンケート結果から、

農家子弟を「農業そのものの魅力を重視して就

農した魅力要因型後継者」と「家族の意向や家

の事情を重視して就農した家族要因型後継者」

に分けて分析し、家族の影響が大きいことを明

らかにしている。山田(2006)(注6)は、小学校の

先生に対するアンケート結果から、小学校の農

業体験により、 「自然や生き物、また食べ物へ

の興味・関心が高まり」、 「農業への興味・関心

が高まる」などの効果を報告しているが、 「農

業の担い手となる」という回答はほとんどなく、

農業体験が、就農に結びつかないという結果も

報告している。

これらの先行研究では、重要な知見が出され

ているものの、学校での学習(授業)を含めた

農業体験の内容・内実(特に体験した農作業の

種類や時間等)まで踏み込んで就農との関係を

明らかにしていない。

(3)仮説と課題

本研究では、積極的、意欲的な若い新規就農

者を確保するためには、学童期において教育的

効果のある内容の充実した農業体験が必要であ

るということを検証すべき仮説とする。ただし、

農業体験には、農家子弟の家での手伝いでの体

験や小学校等での農業体験学習、地域での農業

体験等が含まれるものとする。

仮説の背景の一つ日は、農業を職業として積

極的に選択した若者は、両親の影響以外に、学

童期の農業体験等による感動や農業理解などが

あり、学童期の農業体験が将来の農業選択に大

きな影響を与えているのではないかということ

が指摘できる。二つ目は、学童の農業体験は、

興味・関心はもつが、教育的効果のある充実し

た体験がないと、積極的な就農につながってい

ないのではないかということである。このよう

に、農業体験の有無ではなくてその内容こそが、

就農への影響を与えていると考える。

本研究では、上記の仮説を検証することを課

題とする。

2　研究の方法

積極的な就農には、学童期の農業体験とその

内容が重要であることを検証するため、就農意

識と農業体験との関連を確かめることとし、ま

ず、新潟県の若い農業者(4Hクラブ員)に対

して就農の動機づけを探るアンケート調査を実

施しデータを解析したO

次に、全国で初めて農業を小学校の教科とし

て取り組んでいる福島県喜多方市の「小学校農

業科」の先進事例を聞き取り調査し、さらに農

業科を経験した中学生へのアンケート調査(追

跡調査)の実施とそのデータ解析により、仮説
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を検証していくこととする。

3　調査結果

(1)若い農業者に対するアンケート調査の結果

農業体験が積極的な就農に関連があるか否か

を中心に、新潟県内の若い農業者で組織する4

Hクラブの会員に対するアンケート調査を行ったO

若い農業後継者の就農した動機について、平

成22年3月に、 4Hクラブの年次大会に参加し

た県内の若い農業者60人を対象に、アンケート

を実施した。回答者は50人である(回収率83%),

回答者の内訳は、男47人、女3人であり、平均

年齢は26.8歳、平均就農年数は4.7年であった。

経営類型は、水稲が最も多く39人で、次いで野

菜26人となっている。また、就農の形態は、新

規学卒が24人(48%)であった。

農業を選択するときに影響が大きかった人は、

「両親」が多く38人(76%)となっている。就

農を決めた時期は、 「小・中学校」の時(27%)

も多い。農業を選択した理由については、図2

のとおり「あととりだから」という理由が最も

多い。

ここでは、選択項目の「あととりだから」と

いう1項目のみを選択又は「あととりだから」

と「他に仕事がなかった」、 「家庭の事情」など

の記述があった人を「受動的就農者」 (19人)

とした。他方、 「あととりだから」と「農業が

好きだから」や「植物や動物を育てるのが好き

だから」などを同時に選んだ人、或いは、 「あ

ととりだから」は選択せず、 「農業が好きだか

ら」、 「自然の中で仕事がしたいから」などを選

んだ人を「積極的就農者」 (17人)として分類

した。不明を含めて、どちらにも属さない人は

14人であった。

図3のように積極的就農者の多くが、農業体

験や家の手伝いで農業が好きになったことや植

物や動物が好きになったことを挙げている。こ

れに対し、図4に示されるように受動的就農者

は、設定した項目については否定的な回答や回

答なしが多かった。このように両者には就農の

図2　農業を選択した理由(複数回答)

図3　就農の契機になったと思われること(複数回答　積極的就農者17人)
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図4　就農の契機になったと思われること(複数回答　受動的就農者19人)

表1　農業体験等で農業が好きになったか否かに関
する積極的就農者と受動的就農者の差異

(単位:人)

はい いい え 不 明 計

積 極 的就農 者 13 3 1 1 7

受 動 的就農 者 2 9 8 1 9

計 1 5 1 2 9 3 6

※x2検定量-8.8981>5.9914=X2 (2 ; 0.05)

動機に大きな相違がみられる。

特に農業体験と積極的就農との関係を検証す

るため、表1のようにデータを整理した。そう

すると、検定(x2検定)結果から、 5%の有

意水準をもって、積極的に就農した人は、過去

の農業体験や家の手伝いで農業が好きになった

り、植物、動物が好きになったりしたことが、

就農の契機になったといえる。

(2)小学校農業科の取り組みに対する事例調査

およびアンケート調査の結果

1 )小学校農業科の取り組みの経緯と内容

ア、取り組みの経緯

喜多方市の小学校では、全国に例を見ない、

農業を教科として取り組んでいる「小学校農業

科」 (以下「農業科」という。)という体験学習

がある。

平成19年4月から、試行錯誤の中で小学校3

校から取り組みを始めたが、当時の市長は、

「市の基幹産業である農業を生かした特色ある

教育活動を展開するため、農業のもつ教育的意

義を学校教育に生かす」という基本的な考え方

で、農業科を計画した。

23年度までには市内18の全校が取り組むこと

としているQ　なお、平成22年現在では指導内容

が「総合的な学習の時間」で実施可能となった

ため、教科としての農業科は廃止されている。

イ、取り組みの内容

喜多方市の農業科の基本は、農作業の実体験

活動を重視した教育である。小学校3年生から

6年生まで取り組み、実施主体は小学校にあり、

各校とも農業科の実施時間は、年間35-45時間

を確保している。また、現地で実際農作業を指

導する「農業科支援員」を各校2-10名程度農

作業の先生役としてボランティアで依頼してい

る。

ウ、取り組みの効果

この取り組みの教育的効果ともいうべきもの

を示している、 「平成21年度喜多方市小学校農

業科作文コンクール作品集」があるO　この作品

集に記載された作文内容から、学童が農業科か

ら得ている効果を4つに分類することができる。

i)栽培を通じて成長していく作物から得られ

る感動、嬉しさなど

ii)農作業を通じて農業理解が進んだこと
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図5　小学校農業科の農業体験学習の効果

iii)支援員からの一言や情熱に対する喜びや感

動

iv)地域の支援や自然の中での喜び

これらを通じて学童は、感動、感謝の気持ち

を持ち、農業を理解していくようである。これ

を図5に整理した。

工、喜多方市「小学校農業科」と一般的な農業

体験学習の比較

一般的に実施されている農業体験学習は、例

えば、手植えの田植えと手刈りの稲刈りを中心

に、部分的に農作業を体験させるような、学校

行事としての体験学習であり、喜多方市の農業

科のような教育的効果が得られるかどうかは疑

問である。農業科で行われている農業体験学習

と一般的に小学校で実施されている農業体験学

習の違いは何なのか、体験内容を比較してみる。

喜多方市の農業科の比較対象として資料が入

手できた一般的な農業体験学習の例である新潟

県S市との大きな違いは、喜多方市の農業科の

場合、栽培する作物の畑作り、種まきから、草

取り、収穫まで作物と接する機会が多く、また、

3年生から6年生まで複数年にわたって取り組

んでいること、年間授業時間は35時間を確保し

ていることなどがあげられる。また喜多方市か

ら委嘱された、 「農業科支援員」という、子ど

もたちの祖父母の年齢層に当たるボランティア

の農業者が、主体的に指導していることも特徴

の一つである。対象となる作物は、農業科は、

稲を中心として他に複数の野菜等も栽培してい

る。

農業科の作文コンクールの作

品集からは、実践者である支援

員が語る農業への思いを聞いた

り、やさしく教えてくれたり、

はめられたりすることで農業科

が好きになっていく子どもがい

ることがわかる。この農業科の

「先生」である支援員から、学

童は様々なことを学んでいる。

農業科の作文コンクールの作品集には、次の

ような事例がある。例えばある小学校の支援員

は、農業体験学習の米は自分たちが作っている

という小学生の考えに対して、 「米を作ってい

るのは稲、その成長を私たちが手伝っている」

と諭した。またある支援員は、体験学習の準備

や作物の管理はもちろん、作業中ははめたり、

励ましたり必ず声をかけながら教える。体験学

習を通じてある女子児童は、農業は手は汚れる

し、汗はかくし、いやなことばかりで好きでは

なかったが、手が汚れるほど頑張り、汗をかく

ほど働いて人や動物のように生きている稲の成

長を手伝うことで、作物の命をいただくことや

命の大切さを学んだという。

S市の場合は、資料や小学校への聞き取りか

ら把握できた体験学習は、稲が中心で、稲を対

象にしている学校、学年は他の作物は作らない

ことが多いようである。体験内容は、田植えと

稲刈り作業が中心で、農業体験学習は、 5年生

を対象にしている場合が多い。また、農業体験

学習の指導者は、学校の意向を受けた地主の農

業者等や担当学年の父兄、農業者から農作業を

教えてもらい、それを生徒に教える学校の先生

などである。

端的にいえば、一般の農業体験学習は、学校

が指導し、学童に「させる」体験学習で、喜多

方市の農業科の農業体験学習は、農業者が指導

し、学童が「学ぶ」体験学習であるといえる。

2)農業体験学習の内容と就農意欲の醸成(描

島県喜多方市立会北中学校へのアンケート
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結果から)

松井(1988)(注7)は、「労働価値観の基本的枠

組みの形成が、中学2年生ごろになされるであ

ろう」と結論付けている。とすれば、早い時期、

すなわち小学校段階においても、なんらかの形

で進路指導がなされるべきであるとも述べてい

る。

果たして、学童期の体験学習が就農意識に影

響を与えているのかについて、喜多方市の中学

校の生徒へのアンケート結果から、解明をすす

めることとする。

平成22年6月28-29日に、農業科を経験した

学童が進学している喜多方市立会北中学校の1

-3年生の全校生徒67人を対象にアンケートを

実施した(回収率100%)。

表2の通り、農業科を経験した全生徒のうち、

表2　小学校農業科の農業体験は好きか嫌いか
(53人の回答)

(単位:人)

( どち らか といえば を含 めて) 好 き 2 9 (55 % )

どち らともい えな い 2 0 (3 8 % )

(どち らか とい えば を含 めて) 嫌 い 4 (8 % )

農業体験学習が(どちらかといえばを含めて)

「好きだった」と29人(55%)が回答し、 (どち

らかといえばを含めて) 「嫌いだった」という

人は、 4人/oo/1vo/a)と非常に少ない。

農業体験学習をした全生徒53人のうち、 「(ど

ちらかといえばを含めて)好きだった」と回答

した29人はなぜ農業体験学習が好きになったの

かを探ってみよう。

図6から、農業体験学習が好きだった最も多

い理由は、 「農家や食べ物に感謝するようになっ

図6　なぜ農業体験が好きだったのか(29人の回答)

図7　農業体験の何が好きだったのか(29人の回答)
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たから」で、次いで「食べ物を大切にし、農業

に関心や興味がもてたから」と続いており、全

体的には設問の項目に共感しているようである。

また、この29人は、農業体験学習の何が好き

になったのかをみてみよう。

農業体験学習の何が好きだったのかという問

いに、回答者の29人全員が「自分が育てた作物

を収穫する喜び」をあげている。次に多いのが、

「教えてくれる人が楽しく一生懸命教えてくれ

た」をあげており、農業体験学習が好きになる

には、農業体験学習の内容もあるが、教える人

にもよることがわかる。これも概ね設問の項目

に共感しているようである(図7)。

農業科を経験した生徒の就農意欲を調べた結

果は表3の通りである。表3から、 「できれば

農業をしてみたい」、 「将来の仕事の一つの候補

と考えている」は、合計12人(農業体験学習経

験者53人のうち23%)、このうち、その理由が

農業科の農業体験学習をしたからという生徒は、

8人(12人の67%)である。

この就農意欲のある12人の割合である、 23%

は、サンプルは小さいものの、かなり高い比率

である。この標本比率から母比率の95%信頼区

間を推定すると11.3%-33.9%になる。先行研

究において農業体験学習を経験した中学生の就

農意欲の比率は、調査時期も対象も異なるが、

茨城県岩井の例(宮田・木南(2003))で4.3%

(同区間3.2%-5.5%)、秋田県の例(阿部・佐

藤・山本(1998))で5.9% (同区間4.2%-7.6

%)である。あえて信頼区間の推定結果を比較

してみると、この喜多方市の標本の信頼区間の

下限(ll.3%)は有意に高いことがわかる。

表3　今、農業についてどう思っているか
(53人の回答)

(単位:人)

で きれば 農 業 を して み たい 8

将来 の仕 事 の一 つ の候補 と考 えて い る 4

自分 で しよ うとは思 わな い 2 0

特 に考 えた ことはな い 2 1

4　考察

動機づけを中心とした農業後継者の確保に視

点をあて、新潟県の若い農業者の意識調査を実

施し、喜多方市小学校農業科の取り組みの追跡

調査を実施した。

新潟県の結果からは、積極的に就農している

若い農業者は、農業体験や家(農家)の手伝い

等で植物、動物が好きになったり、農業が好き

になったりしたことが就農の契機になっている

ことが明らかになった。このことは、単に農業

体験学習や農家である家の手伝いをした経験の

有無ではなく、好印象につながるような内容の

ある経験をもったことが就農の動機づけにつな

がることを示していよう。また、喜多方市の事

例からは、学童期の内容の充実した農業体験学

習が、就農意欲の醸成に好影響を与えているこ

とも明らかにされた。これらの調査結果は、先

に示した仮説を支持するものと考えられる。

就農に結びつくと思われている「農業体験学

習」について、教育者は、農業体験学習が生き

物を通じて教育的効果を生むもの、農業関係者

は、農業体験学習は就農への関心の醸成になる

と期待をこめて実施している。しかし、これま

で、農業体験学習は教育効果をもたらすと漠然

と想定されていたようなところがあり、学童に

どんな影響をもたらすのか、実証されていたわ

けではなかったように思われる(注8)。

喜多方市の農業科と一般的な農業体験学習と

では、表面的にはそのねらい、目的に大きな差

はないと思われる。しかし、喜多方市の農業科

の場合は、農業体験学習そのものが授業であり、

複数学年にわたって参加し、関わる作物に対し

て、継続して農業体験できる時間の長いこと及

び断片的でなく一貫性(種まきから収穫まで)

をもっていること、支援員というボランティア

による農業体験学習への関わりの深さなどが、

学童に他の地域では得られないような考え、意

見、反応を生みだすのだろう。

つまり、その作物を育てるに要する行動(作
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業)を、どれだけ農業に近いものとしてやれる

か、それを教える指導者が、学校や学童や農作

業にいかに関わるかということではないだろう

か。作物を栽培する過程で作物そのものの成長

から得られる感動や驚き、不思議さ等を体感し、

農作業を通じてその大変さや実態を知り、農業

を理解しているように思われる。また、支援員

という農業を教える「人」から、農業や農作業

のおもしろさ、農業に対する姿勢、農作業の仕

組みなどを楽しく学びながら農業を理解してい

るようである。

少なくとも植物や動物を育てることで、学校

側のねらいとする農業の持つ「教育的価値」を

学べるような農業体験学習であるべきではない

だろうか。全国の約80%o/C注9)の小学校で行われ

ている農業体験学習の内容が再考されてもよか

ろう。

喜多方市の農業科の場合、作文内容等から窺

い知るところによれば主目的である教育的効果

が得られ、さらに、農業を職業の候補として選

択する中学生の割合が比較的高くなっていたが、

このような教育的効果が得られなければ、農業

を職業として選択する中学生も出てきにくいの

ではないだろうか。

「農業をやりたい」という若者が出てくるの

を手をこまねいて待っているわけにはいかない。

実践者である農業者が指導し、関わる作物に対

する継続して体験できる時間を確保することで

得られる教育的効果のある農業体験を通じて、

農業に魅力や憧れを感じ、積極的に「農業をや

りたい」という子どもたちを育て、新規就農者

予備軍を確保することが重要である。

5　まとめ

学童期に、対象となる作物に接する時間が多

く、農業現場に近づけた農業体験を経験した場

合は、教育的効果と思われる感謝や感動を得て、

農業を希望の職業として選択する学童の割合が

高くなる。また、積極的に就農した若い農業者

は、農業体験や家の手伝いで農業が好きになり、

農業体験が就農の動機づけとなっている。

すなわち、短時間で断片的な農業体験ではな

く、学童期における農業者の関与による、一貫

性をもち体験時間を充分確保した内容の充実し

た農業体験こそが、就農に好ましい影響を与え

ているということが明らかになった。

6　今後の課題

小学校での農業体験学習は教育効果を主目的

としており、本来的に職業選択体験ではないが、

農業を理解させることが目的の一つにあるとす

れば、その実施内容には再検討の余地があるで

あろう。

農業体験学習において農業の本質を体験でき

るように実践者であるそれなりの農業者が介在

しなければ、教育というよりもイベントで終わっ

てしまいかねない。学校教育で実施されている

農業体験学習の内容を見直し、教育的効果を検

証することが必要であろう。

本研究では、喜多方市の農業科と教育的効果

の関係を推察しているが、今後の研究課題とし

て、さらに農業体験内容と教育的効果の関係を

追究していくことが求められる。併せて、農業

体験学習に教育的効果があり、その先に就農意

識の醸成にも影響を与えているとしても、教育

側が納得し、農業者及び農業関係者が積極的に

農業体験に関わることができる農業体験学習に

ついても追究していくことが求められる。

7　提言

第1に、農業後継者を確保するためには、農

業をやりたいという若者を待っているだけでは

不十分である。そのためには、教育的効果のあ

る農業体験学習などを通じて、積極的に「農業

をやりたい」という子どもたちを育てることが

必要である。このことによって、新規就農者予

備軍を確保することを目指すべきである。

第2に、農業体験学習のありかたとしては、
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農業者の指導による、学童期において一貫性を

もち体験時間を充分確保した内容の充実した農

業体験の場の提供こそが積極的な就農に影響を

与えるうえで重要である。積極的な若い就農者

を確保するためには、全国各地で実施されてい

る農業体験学習を活用するとしても、教育的効

果を目的に、教育側が主体となって充実した内

容で実施することが望ましい。効果を出すため

には、農業者が助力の中心となった農業体験学

習をすることが必要であるが、それに賛同する

農業者は、必ず地域にいるはずである。

第3に、教育的効果のある農業体験をしただ

けでは農業後継者問題が進展するわけではない。

学童期の農業体験学習の内容によっては農業理

解や就農への意欲の醸成につながることも認識

すべきであるものの、農業後継者の確保には、

両親や先進農家の影響が大きい。このことを意

識し、就農に関する条件整備や行政の支援制度

の充実ももちろん望まれる。

この論文の作成にご協力いただいた、新潟県

経営普及課、福島県喜多方市教育委員会、喜多

方市立会北中学校、喜多方市立熱塩小学校、新

潟県新発田市教育委員会、新潟大学教育学部松

井賢二教授はじめ関係者の皆様方、ご指導をい

ただいた新潟大学伊藤忠雄名誉教授に深く感謝

申し上げます。
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A Study on Securing Agricultural Successor
-Influence of the School Child's Agricultural Experience on Becoming Farmers -

Osamu HIDANO and Koichi HIRAIZUMI

We researched into the influence of the young

people's agricultural experience (including school

child's experience) on becoming farmers from the

viewpoint of motivation of vocational choice in

order to contribute to the policy ensuring agricul-

tural successor. It is necessary to separate two stages

of the decision process until an agricultural succes-

sor selects agriculture as an occupation. The first

half can be considered as "securing process", and

the second half is "promotion process". In this study,

the focus is put on the former.

It aims to verify the hypothesis that rich agricul-

tural experience with educational effect in the later

childhood is necessary to secure a new farmer in

the this study. The research method depends on the

questionnaire survey.

The first questionnaire survey was executed to a

young agricultural successor in Niigata Prefecture.

In the young new farmer who found job as farmer

positively, it became clear that the favorable im-

pression to the agriculture obtained by agricultural

experience or help of family farming produced the

opportunity becoming farmer.

The second questionnaire survey was executed

to the junior high school student of Kitakata City

in Fukushima Prefecture. It was clarified that an

agricultural experience in the later childhood influ-

enced the brewing of the desire to select in agricul-

ture from the result of the survey in Kitakata City.

In the later childhood (grade-schooler's time), the

children who receive agricultural experience learn-

ing that is long time to touch crops and is near an

agricultural site obtain thanks and impression. As a

result, the ratio of the student who chooses agricul-

ture as a future occupation in later childhood be-

comes high.

When an agricultural experience is fragmentary

or short time, it is likely not to become an opportu-

nity which agriculture is selected as an occupation.
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