
 1 

第１号議案  平成２８年度事業報告及び決算について 

 

 Ⅰ  平成２８年度事業報告 

 

（Ⅰ）農村更生協会 

 

１ 会議の開催 

（１）理事会の開催 

・ 平成２８年度第１回理事会 

平成２８年６月７日（火）、瑞穂会館において開催し、「平成２７年度事業報

告及び決算（案）」、「平成２８年度第１回評議員会の招集」について審議。全

員一致をもって原案通り承認された。 

 

・ 平成２８年度第２回理事会 

役付役員の選定について、役付役員名簿（案）、（会長  濵口義曠、副会長   

廣井和之、常務理事 清水矩宏）が提案され、理事全員の書面による同意が得

られ、原案通り承認された。（理事会の決議があったものとみなされた日、平

成２８年６月２３日（木）） 

 

・ 平成２８年度第３回理事会 

「太陽光発電事業者への土地貸付の実施についての公益認定等委員会委員長

からの報告要求に対する回答」について提案され、理事全員の書面による同意

が得られ、原案通り承認された。（理事会の決議があったものとみなされた日、

平成２８年８月１７日（水）） 

 

・ 平成２８年度第４回理事会 

「太陽光発電事業者への土地貸付の収益事業への変更認定申請」、「平成２

８年度第２回評議員会の招集」について提案され、理事全員の書面による同意

が得られ、原案通り承認された。（理事会の決議があったものとみなされた日、

平成２８年１０月７日（金）） 

 

・ 平成２８年度第５回理事会 

         平成２９年３月９日（木）、瑞穂会館において開催し、「平成２９年度事業計



 2 

画、収支予算及び資金調達、設備投資の見込みを記載した書類（案）」、「平成

２８年度第３回評議員会の招集」について審議。全員一致をもって原案通り承認

された。 

 

（２）評議員会の開催 

・ 平成２８年度第１回評議員会 

            平成２８年６月２３日（木）、瑞穂会館において開催し、「平成２７年度事業

報告及び決算（案）」、「評議員、理事及び監事の選任」について審議。全員一

致をもって原案通り承認された。 

 

・ 平成２８年度第２回評議員会 

            平成２８年１０月２８日（金）、瑞穂会館において開催し、「太陽光発電事業

者に対する土地貸付に係る定款の変更（案）」について審議。全員一致をもって

原案通り承認された。 

 

・ 平成２８年度第３回評議員会 

         平成２９年３月２４日（金）、瑞穂会館において開催し、「平成２９年度事業

計画、収支予算及び資金調達、設備投資の見込を記載した書類（案）」について

審議。全員一致をもって原案通り承認された。 

 

  （３）常任理事会の開催 

        業務運営に関する経常的な事項を処理するため、平成２８年５月１７日（火）、

８月３日（水）、１２月７日（水）、平成２９年１月２６日（木）の４回、八ヶ岳

中央農業実践大学校（以下「大学校」という。）において開催した。 

 

  （４）経営管理委員会の開催 

      大学校の経営及び管理上の諸問題を検討、評価し、学校運営に関して各般の改善     

を図るため、平成２８年５月１６日（月）、８月２日（火）、１２月６日（火）、

平成２９年１月２５日（水）の４回、大学校において開催した。 

 

 

２ 協会事業運営の見直し 

    当協会は、大学校における実践的な教育を行い、我が国農業と農村の健全な発展に寄
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与するため、広大で平坦なフィールドと人材を活用し、革新的技術の実証開発を行

うとともに、農村地域で活躍する多様な農業者の育成、農林体験学習等を推進して

きたところである。しかし、事業仕分け等により国からの農業教育補助金が打ち切

られ、その後の各方面への精力的働きかけにも拘わらず、その復活は極めて困難な

状況にあり、２８年度の単年度収支は実質的に均衡し、将来に向けての展望も出て

きたものの、依然として厳しい状況に直面している。 

こうした中で、標高の高さと冷涼な気象条件を活かし、各部門における「コアコ

ンビタンス」の確立に努めるとともに、教育事業、農場事業、研修事業等協会の事

業運営全般について現状追認から脱却した改革を行うこととし、特に、革新的技術

の導入や先導的な取り組みによる先進的な農場経営の確立等を通じ、先進的農業教

育を実践することとし、農林水産省等の各種プロジェクトへ応募する等により、こ

れに必要な資金を確保する等財政の健全化に努めた。その際、地域と人間の背丈に

合った方向で革新的技術を取り入れた。（別紙参照） 

   また、政策金融公庫からの長期安定資金の確保を図るため、内閣府公益認定等委

員会事務局のご指導の下、協会の事業として「農業」を明記する定款改正を行い、

現在、関係市・村に対し、協会の認定農業者への認定を働きかけてきているところ

である。 

 

 

３  大学校の運営体制等 

（１）先進的教育の実践改革及び学生確保、就農支援の充実・強化   

    革新的技術の導入等による先進的農場経営等の確立を通じ、先進的農業教育を

実践するとともに、学生の確保及び就農支援に全力を挙げた。 

 

（２）農場全体の生産性の向上 

    協会事業運営の見直しの一環として、リモートセンシング及び高精細カメラ等

の活用によるセロリの芯腐れ早期検知の実証等農業ＩＴ化を推進するとともに、

販売担当者の活用等により、農場全体の生産性の向上、多面的な販売ルートの確

保を図った。 

 

（３）「学びの共同体」としての大学校の改革 

「多文化共生社会」のネットワークの中のかけがえのない存在として学生・教

職員を捉え、農業実践を通じて学生が他者と協働するコミュニケーション能力を
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育てる農業分野における「２１世紀型の学校」である「学びの共同体」の方向を

にらんで、大学校の改革を図り、特に、先進企業とも連携し、本校の実践教育手

法の中に位置づけられてきた「プロジェクト研究方式」の発展を図った。 

 

（４）技術顧問の設置 

      革新的技術等を導入した先進的農場経営を実現するとともに、先進的技術教育

を充実するため、引き続き技術顧問を設置して指導・助言を仰いだ。 

     なお、八ヶ岳企画委員会（八ヶ岳モデルフォレスト活動センター（仮称）、農

林技術アカデミー構想等関係）を平成２８年５月２４日（火）に開催した。 

また、食育企画委員会を平成２８年７月７日（木）に開催した。 

 

 

４  その他 

（１）土地資源の活用 

     協会は、約２２０ヘクタールの土地を所有しているが、農場経営及び農業教育

その他関連事業に影響を与えない範囲でこれらの有効活用に努めた。 

 

（２）関係団体・先進企業等との連携・協力 

        (公財）農民教育協会（鯉淵学園）、（公社）日本国民高等学校協会（日本農業

実践学園）や、農林関係団体、食品流通団体、保育関連団体、先進企業等と連携・

協力した。 

    また、ＮＰＯ元氣農業機構と連携し、中小企業等の持つ先進的シーズ技術につ

いて、情報収集に努め、実証等を通じて、現場からのオープンイノベーションに

努めた。 

 

 

 



（Ⅱ）八ヶ岳中央農業実践大学校 

１ 教育・研修関係 

（１）教育方針 

八ヶ岳中央農業実践大学校が創立以来一貫してきた教育方針を踏襲し、実践的な農業

教育を通じて人材を育成することに努めた。その中で、時代の要請に応じた高品質で安

全・安心な農産物の供給や環境への負荷軽減に配慮した生産方式を、師弟同行のもと実

践的に学ばせた。また、特色の一つに、全寮制の共同生活を通して、人間性、協調性、

連帯性といった人間力の向上を図ることも目指した。 

具体的な農業経営実践学習を進める中でのトピックスは次の通りである。 

○ 実践学習（研究科・専修科１・２年次） 

＜オールラウンド学習＞ 

 学生は入校後半年間、全専攻チームを経験し、自分の希望する専攻を選択したが、

今年度は３名が脱落する結果となった。 

＜チーム専攻学習＞ 

農産専攻学生は野菜３７名、花卉３名、畜産専攻学生は酪農８名、養鶏３名であっ

た。専攻によるアンバランスが目立ち、実習のあり方に課題を残している。チーム専

攻を通じて栽培管理、圃場管理、飼育管理、販売流通の管理方法等具体的な習得を図

った。 

 

○ 地域現状分析・新規就農シミュレーション（専修科１年次後期） 

出身地あるいは新規就農予定地の地域の特色、文化、産業等を分析し、将来新規就

農に適当であるか総合判断し、新規就農に適していると判断された場所について、就

農計画を作成した。本年度は、４名が地元の原村及び茅野市を選択し、現実に就農し

ている。このことは、ここ数年の動向で、地元にも歓迎されている。 

 

○ プロジェクト研究（研究科、専修科２年次前・後期） 

   プロジェクト研究は全員が発表するが、その中で優秀なものは関東ブロック農業大

学校等実績発表会で発表する。今年度は、高橋渉君「おいしい卵を売る為に」・大矢

瞳さん「発酵初乳給与による乳牛の哺育」・金子駿君「ファインバブル水使用による

卵の収量増加を目指す」の三人と、意見発表として清水聖さんが代表として出場し

た。残念ながら全国大会には駒を進めることはできなかったが、畜産部門では第一位

になるなど気を吐いた。 

 

○ 卒業論文  

上記の過程を履修して、導き出した自身の新規就農シミュレーションを作成してい

るが、就農当初の農業所得の低さに現実を突きつけられている様子が伺える。  

  



（２）学生募集と就学状況 

学生の確保には重点的に取り組んだ。取り組みとしては、高校への学校案内の送付

（全国の農業高校約３７０校、非農家出身者が多いことをふまえ非農業関係高校へのア

プローチも）、学校訪問（関東・北陸・中部など２５７校）、就農フェア「農業人フェ

ア」への参加（東京・愛知 年５回）、進学情報サイトへの掲載（マイナビ等）、オープ

ンキャンパスの実施（６回）、夏季短期講習の実施（３回）などを行った。 

・平成２８年度の学生の動きは次の通りである。 

研究科生     4 名 （27 年度  3 名 26 年度  6 名   25 年度  5 名） 

専修科 2 年生 23 名 （27 年度 16 名 26 年度 22 名   25 年度 17 名） 

専修科１年生 27 名 （27 年度 29 名 26 年度 21 名   25 年度 23 名） 

・オープンキャンパスは、６回実施し７８名の参加で、この内１４名が入学した。 

・また、農林水産省の「新規就農・経営継承総合支援事業」の青年就農給付金事業によ

る給付金の受給者は 30 名であった。 

 

(３) 教育の質の向上 

○ 教育内容の質の向上  

外部との連携によるプロジェクト研究等を実施して、先進技術の導入を図った。 

諏訪東京理科大との連携によって、IoT を活用した先進的農業システムの開発等に 

もチャレンジしたが、今回は採択を逃した。しかし、この IoT の活用は、本校の技術 

開発の柱になるとともに、外部の大学や研究開発法人、ベンチャー企業などとの連携 

の可能性は高いため、今後も推進していく。 

 

○ 教育カリキュラムの検討・充実 

農林水産省の「新規就農・経営継承総合支援事業」における農業経営者育成教育事

業において、平成２８年度は平成２７年度新設の教科「酪農拡充」として放牧酪農に

関する講義を行い、平成２８年度から始めた「就農実践コース」は地元への就職者に

対する農家研修や情報提供を行い、上記の地元原村や茅野市を選択することに繋がっ

た。また、平成２９年度実施に向け「体験学習指導者養成」のカリキュラムを検討し

た。 

 

（４）研修・体験学習等 

研修事業の充実を図るため、指導員の確保及びその質の向上に努めた。年間 15,000

人を超える下記の体験参加者に対応すべく、指導員数は約３０名に上った。 

実施したイベントは下記の通りである。  

○ 農林体験学習 

小・中学生等が、圃場・牧場・山林等を活用し、自然に親しみながら農畜産業・林 

業・食品加工等を体験し、これらに対する理解といのちを育む心を学ぶことを目的に

実施した。 

期間は５月から１０月まで。 

参加者数 14,800 人 小学校６０・中学校６９・その他団体４ 



 

 

○ 補助事業（原村・富士見町都市農村交流協議会）による体験学習 

① 保育者、看護師等子どもの心身を守り育む職種に対する研修会 

農林水産省の「農山漁村振興交付金」を活用した体験学習で、３回の実施を予

定したが、２回に留まり、合計２２名の受講があった。 

受講者には食育の観点からの理解も深まり、好評であった。本年は初動の遅れ

から受講者の確保が十分できなかったことが反省材料である。   

  ② 農林体験サマースクール ８月２日～５日 山の家 ６名   

  ③ 教育旅行等の自然・農林体験活動研修会 １０月４日～６日 ８名 

 

○  各種研修・講習 

① 高校生を対象とした夏季短期講習会 

７月下旬～８月中旬の夏休み期間を利用し体験入学を兼ねた４日間の研修として

実施。３期に分け合計４６名が参加し、内８名が入学した。本研修の受講者から専

修科への入学者が多いことから、関係者の協力を得て多方面からの研修参加を働き

かける必要がある。 

② 日本政策金融公庫農林水産事業部新任職員研修（農業関係機関職員等農畜産業体 

験研修） 

農林業現場への理解を深めるため、農林業の実践体験を中心とした約１週間 

（５月２３－２８日）の研修。本年は２８人 

③ 諏訪地域教員新任者研修 ８月９日 ２８名 

④ 教員１０年研修 ８月５日 1 名 

⑤ 体験指導者向け研修会 安全講習 

⑥ サマーキャンプ ８月１１日～１３日 キャンプ場 延べ１８０名 

⑦ 学生に対する山林実習 １１月３０日～１２月５日 ４名 

 

○ 林業体験―自伐林業 

平成２８年度より「自伐型林業（補助金対象）」事業により、間伐も含めた森林整備

を行うべく、自伐型林業チームを立ち上げた。そこで、体験学習の「森林整備の会」と

して、大学校の所有するカラマツ林､アカマツ林及び白樺を主体にした広葉樹林を対象

に森林体験学習林を設定した。活動として都市地域の学童などの指導に用いるととも

に、「森林女子の会」を立ち上げ、森林体験を８回実施した。 

 

○ その他 

 ・シイタケ栽培の実証試験 水まわりの改修 

 ・施設の整備 

    山の家、研修館の改修／トイレの改修／長靴置き場の改修／牛舎の改修／ 

  ヤギ小屋の柵、電気配線の改修／場内支障木の伐採  



２．農場経営関係 

農場は、大学校における実践的農業教育の場として、極めて重要な役割を担っている。

同時に、農場における農業経営収益は大学校の教育を経済的に支援する重大な役割を担っ

ており、部門別の収支の推移及び詳細な経費の推移は下表（単位は千円）のとおりであ

る。 

 

  

各部の経営計画策定に当たっては、八ヶ岳農場の特色を活かした生産・加工・販売等に

配慮するとともに、生産性の向上、経営の合理化、付加価値向上と生産コストの削減に努

め、実践的農業教育の場としてふさわしい経営とすることを目指した。特に、作付け品目

は収益性や作業効率等を勘案して、効率的な品目に絞るとともに、労働力の集約と相互補

完が可能な弾力的な組織運営に努めた。 

各部の具体的な取組みは次のとおりである。 



 

（１） 農産園芸部 

○ 野菜チーム 

 本年は天候に振り回された感がある。８月までは高温・干ばつ傾向であったが、適度 

な降雨により、潤沢な出荷で市場は単価安で推移し、収益源の一因となった。一方、９ 

月以降は記録的な日照不足と長雨により、適期収穫による収量確保ができず、防除薬剤

費用も増加した。 

 例年実施して人気のあったミニトマトの摘み取り体験は、観光バス事業の規制強化の 

影響で来客者が激減した。 

 秋のハロウィンや地元の各イベントでの販売は好評であった（直売所の状況は後述の 

新聞記事参照）。 

 

○ 花卉チーム 

  市場価格が低迷する中、直売の有利性を生かし、春、秋のパンジー、ビオラを中心と 

した花壇苗の販売と、１１月上旬に実施したシクラメンフェアにより売上を確保した。 

上表に示すように、収益は若干前年より減少したが、コストも抑えたため、収支は例

年と変わらなかった。 

 

 

＜野菜・花卉のデータ作成中＞ 

  



 

（２） 畜産部 

我が国畜産界における流動的な状況は依然としてあり、経営体質の強化を図ることが叫

ばれている。畜産部においても、経常的な取り組みのほかに、下記に示すような外部資金

の導入を図りつつ、懸案事項の解決に向けて事業を実施した。 

○ 酪農 

当部門の基盤となっている牛舎飼養については、下図のとおり繁殖成績も良好、乳質

も好成績で、上表に示したように年間を通じた乳代も前年に比較して大幅に伸びてお

り、経営的には大幅に改善された。 

 

自給飼料生産については、自給飼料を基盤とする生産性の向上を図るべく草地カルテ

の作成を行い、草地管理の基本データをとった。６０ｈa の採草地については、マンパ

ワーの不足から刈遅れ等が発生したが、ロールベールに収穫し量的には確保できた。ま

た、１２ｈa のサイレージ用トウモロコシについてはすべてバンカーサイロに貯蔵した

が、労力面、品質面から今後細断型ロールベーラの導入を図る必要がある。 

堆肥化システムについては、施設の稼動を円滑に進めるべく整備して、取り敢えず問

題の解決に努めた。 

一方、当校においては、舎飼から放牧への転換を図るため、今年度より、JRL の事業

「放牧技術活用推進事業(移動式搾乳機（マイクロモバイルミルキングパーラー

（mMMP））活用実証事業)」を受けて、機動性、簡易性をもった小型搾乳機の放牧草地

での実証試験を行うこことなった。今年度の目的は、下図のような電源開発→移動式搾

乳システム→放牧草地の整備で、概ね３月末までに整えた。 

 



い

 

 

 

○ 養鶏 

残念ながら養鶏部門は本年度も赤字経営が続いている。経営悪化の原因は、収益の

減少もあるが、コストの上昇が大きい。収益については、平飼い鶏舎の有精卵の確保

が困難で直売所の販売が減少した。また、主要な販売先の値段が低いこともあり、今

後販売先の見直しも検討課題である。 

  最もコストのかかっている飼料についても、粕類の利用など、低廉な飼料の導入 

も引続き行っているものの全国的な高止まりの影響も大きく、購入先の多様化なども

今後の課題である。 

臭気対策として、「ファインバブル等による畜産廃棄物の悪臭対策と耕畜連携シス

テムの構築」事業（地域戦略プロジェクト）を実施した。今年度は、簡易な臭気セン

サーが臭気の実態を反映していることを明らかにし、それを用いた定点観測を週２回

のペースで行い、ベースデータをとった。また、ファインバブル水の生産性に及ぼす

影響もみたところ、産卵量の増加とともに、卵重増加が著しいことが認められた。 
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（３） 加工流通部 

○ 加工 

本年も加工技術者の確保に努めたが、適任者を採用することはできなかった。 

加工流通部における製造に関しては、計画に対し生乳使用量は、７ｔ減の１０３

ｔであった。市乳製造量（紙パック）は３ｔ減の 5５７ｔ、ヨーグルトは０，１ｔ減

の４，６ｔ、チーズは０，７ｔ減の２，１ｔ、アイスクリームは１２キロリットル

と計画どおりであった。 

加工場の老朽化も進んでおり、本年度も蒸気配管の修理、殺菌機関係に多額の修 

理費がかかった。 

 

○ 直売所 

本年度は、７年に一度の諏訪大社御柱祭が開催され直売所の集客増加を期待した

が、軽井沢バス事故の影響によるバスツアーの減少、８～９月の天候不順、１０月

の野菜不足、また、近くに新規の大型直売店開店等が重なり、最近では最悪となっ

た 

直売店経営は、当校生産物のアンテナショップの役割と、６次化産業を遂行するた

めに必須の機能を担っている。 

現在の大学校の直売店は、別記新聞記事にあるような評価がされており、地域にお

ける存在感が認められている。 

・直売所における月別来客数の年次間推移は次表に示すとおりである。昨年までは増 

加していたが、上記の理由により今年度は前年比 10,444 人減と大幅に減少し、通年 

のレジ通過者は 66,901 人となった。 

  ・販売額も、平成２５年度から順調に増加していたが、本年度は前年比８９％の

105,386 千円にとどまった。来客数とともに天候不順が続いた９月の落ち込みが大

きかった。 

  ・次に、品目別の売上の推移は次々表に示すとおりである。売上高は大学校製品が圧

倒的に多く、鉢花、野菜（作物園芸）、鶏卵が年間１千万円以上で、乳製品もヨーグ

ルトを除いて 400－1,000 万円であった。年次間の変動は一部を除いてあまり大きく

はなく、安定しているといえる。 

  補完的に扱ってきた仕入品は、肉類（８００万円）、ジュース類（４００万円）を除

くと３００万円以下であった。 

・なお、直売所周囲の景観の保持・整備にも努め、来場者を楽しませることができた。 

  



 

 

 

 

 

  



  



３．施設整備関係 

 研修部が中心になって、研修館の整備を行い、様々な行事に使用できるようにした。ま

た、山の家も整備して子供達の合宿研修にも使用した。 

 修繕関係では、事務所のトイレの洋式化と女子トイレの整備、台風等で破損していた野

菜加工場の屋根の修復及び高床鶏舎の側壁の張替えなどを行なった。 

 

４. 外部との連携 

八ヶ岳フォーラム等による現場からのオープンイノベーションの活用を通じて、大学校

の活性化を図る目的でいくつかの事業を行った。すなわち、先進的な技術導入→企業との

連携→企業からのサポートにつなげるという戦略的な見地からの取り組みと位置づけてい

る。 

本年度実施した事業 

① ファインバブル及び植物発酵イオン化液（TS ミネターゼ（TS エコファーム））

の活用による畜産糞尿の悪臭防止と良質堆肥の生産 →畜産部 PJ 

② 菌床キノコ栽培〔早稲田大学研究室と連携〕 →研修部 

③ アルギット農法による品質向上 →農産部 

④ 電解水素水による糖度上昇、棚もち向上 →農産部 

 

５. 地域との連携 

地域との連携を具体的に示すものとして、例年原村商工会との共催による「まるごと収

穫祭」を実施している。本年度は１０月２２～２３日にかけて直売所前の広場で行われ、

好天にも恵まれて例年と同じ約 8,800 名の人々が来場された。 
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