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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

 

（5）「食と農」の重要性を学ぶアグリスクールの開催 

ＪＡ佐野（栃木県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 22年 5月） 

 

1 動機（経緯） 

食農教育の一環として次世代の子ども達に実際の農業体験をしてもらい、その実体験を通

して「食と農」の重要性を学び、豊かな心を育むことを念頭に平成 22 年 5 月より開催し

ています。 

2 概要 

市内小学生 47 名と保護者 43 名を対象に第 8 期アグリスクールを開講（平成 29 年 5 月）

し、親子で一緒に「食と農」を学ぶことで絆を深め、家庭での食育をすすめるきっかけ作

りを目的に親子参加型で実施しました。 

野菜の苗植えから収穫、田植えから案山子づくりや稲刈り、また梨狩りや芋掘り体験、調

理実習など計 7 回のカリキュラムを実施しました。 

3 成果（効果） 

参加された子ども達や保護者からは「農業体験でいろいろな発見ができた」「家では出来

ない貴重な体験をさせてもらった」という声も聞かれ、農業ならびにＪＡについて知って

頂ける良い機会となりました。 

4 今後の予定 
今後もより多くの子ども達や保護者の方に農業やＪＡへの理解・関心を深めてもらうべく 

継続的に開催していきます。 

【田植えの様子】                       
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	ＪＡ佐野（栃木県）

	（6） ＪＡバンク食農教育応援事業
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	福井県信連（福井県）
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	ＪＡあいら伊豆（静岡県）

	（10） みかん狩り体験
	ＪＡなんすん（静岡県）

	（11） コープで体験・学ぶ三方原開拓農協　じゃがいも収穫体験
	ＪＡ三方原開拓（静岡県）
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	ＪＡ福島さくら（福島県）

	（3） 旅行誌「じゃらん」と連携しての直売所特集パンフレット作成
	ＪＡ福島担い手サポートセンター（福島県）

	（4） 農商工連携事業｢しらかわ応援団｣が田んぼアートに挑戦
	ＪＡ夢みなみ（福島県）

	（5） 新入職員農業法人現地研修
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（6） 地元農産物の出張販売
	ＪＡあさか野（埼玉県）

	（7） 地域ブランド品のＰＲ
	ＪＡ市川市（千葉県）

	（8） おおさかNo-1（のうワン）グランプリ
	大阪府信連（大阪府）

	（9） 移動金融店舗車の運用
	ＪＡ松山市（愛媛県）

	（10） 「あぐりミドルスクール」開校にかかる取組
	ＪＡコスモス（高知県）

	（11） 「あぐりミドルスクール」開校にかかる取組
	ＪＡコスモス（高知県）
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	佐賀県信連（佐賀県）
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	佐賀県信連（佐賀県）


	3. 地域に貢献する商品への提供
	（1） ＪＡ直売所ファン増加に向けたクーポン付き定期貯金の発売
	ＪＡかみつが（栃木県）

	（2） 絹需要拡大応援「振袖定期積金」の取扱い
	ＪＡなす南（栃木県）

	（3） 絹需要拡大応援「振袖定期積金」の取扱い
	ＪＡなす南（栃木県）

	（4） 2017冬キャンペーン定期貯金
	ＪＡあきがわ（東京都）

	（5） 「えだまめ収穫体験付き定期積金」の実施
	ＪＡマインズ（東京都）

	（6） 収穫体験付定期積金(ブルーベリー・芋ほり)
	ＪＡ東京みなみ（東京都）

	（7） 生活応援住宅ローン みなみオンリーワン
	ＪＡ東京みなみ（東京都）

	（8） ＪＡ農産物直売所クーポン券付き定期貯金「マルシェ」
	長野県ＪＡバンク（長野県）

	（9） 懸賞品付定期貯金「Ｓｌｏｗ風土」
	長野県ＪＡバンク（長野県）

	（10） 個人定期積金（野菜倶楽部）
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）

	（11） 個人定期貯金
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）
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	ＪＡありだ（和歌山県）
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	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）
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	ＪＡバンク福岡（福岡県）





