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担い手の経営のライフステージに応じた支援 

 

（2）いわてアグリフロンティアスクール（ＩＡＦＳ） 

岩手県信連（岩手県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 25年 4月） 

 

1 動機（経緯） 

日本農業の現状を背景とし、国際競争力のある高生産性ビジネス農業を育成するべく、経

営感覚・企業家マインドを持った先進的な農業経営者を育成する教育プログラム（※）と

して岩手大学を中心として、岩手県及び農業団体とともに平成 19 年度にいわてアグリフ

ロンティアスクール（ＩＡＦＳ）を創設しました。 

平成 25 年度に岩手県、ＪＡいわてグループ及び岩手大学で同スクール運営協議会を設立

し、同年度より運営に参画し、講義等を行っています。 

（※）このプログラムは、平成 27年 12月に文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」

に認定、平成 28年 1月に厚生労働省「専門実践教育訓練講座」に指定されました。 

2 概要 

平成 29年度のいわてアグリフロンティアスクールの概要は以下のとおりです。 

1 募集対象者 （1）岩手県内の農業経営者、農業後継者、農業従事者等 

 （2）6次産業化に取組んでいる者又はそれを支援している者 

 （3）農村地域活動に携わる者 

2 募集定員    35名程度 

3 開講期間    平成 29年 5月下旬～平成 30年 2月上旬 

4 受講料     21,000円／年 ※現地研修等の参加費は別途個人負担 

5 資格等の授与  農業生産管理、マーケティングといった教育プログラム（年間約 165

時間）のうち 120 時間以上の履修により、履修証明書を発行します。

また、履修証明書の授与条件を満たし、必修科目「農業ビジネス戦略

計画プレゼンテーション」において、合格を得た場合、岩手大学が認

定する「アグリ管理士」の資格を授与します。 

3 成果（効果） 

平成 29年度実績は、入学者数 50名、修了者 39名、アグリ管理士 37名取得でした。平成

19 年度から平成 29 年度までに延べ 628 名が受講し、390 名が修了、アグリ管理士認定数

259名を輩出しています。 

修了生からは、「現在の農業経営に役立っている」や「修了後も受講生同士の交流が続い

ている」との声があり、農業経営に関する知識・技能の習得だけでなく、異なる農業形態、

年齢、地域間の交流による農業者間の輪の広がりにも貢献しています。 

4 今後の予定 

今後は、農繁期を考慮した教育プログラムの取り入れや、修了生に対するアフター 

フォローとして、修了生に対する定期的な講義や個別相談できる窓口の設置を検討してい

ます。 
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