
平成 26 年度指導農業士活動状況アンケート集計結果 ●農業指導実績（講師としての活動等） 管轄 市町名 年度 地域 内容 西部 東広島市 25 竹原市 花つくり教室 26 竹原市 花つくり教室 24 広島市 花つくり・野菜つくり教室 25 広島市 野菜つくり教室 26 広島市 野菜つくり教室 東部 世羅町 26 農園 地域連携(広大生 10 名) 東部 世羅町 24 三次市 WCS 等の転作について 25 東広島市 担い手の育成，キャベツ作等の転作について 26 加古川市 キャベツ作の技術指導 26 岡山市 若者(担い手)の育成 東部 神石高原町   三和中学校 実体験をふまえ，地域で生きる，暮らす，楽しみ   グループ 介護，農業しながら出来る自宅介護の体験について 東部 神石高原町 21 世羅町 ピオーネの生産に関する事 22 岡山県井原市 ピオーネの生産に関する事 
 ●視察・農場見学等実績（一般企業，団体，個人，JICA等の視察・見学） 管轄 市町名 年度 企業・団体名 人数 内容 西部 東広島市 26 因島農青クラブ 20 経営視察 26 国際プロプチミスト 20 農物視察 東部 三原市 22 シェフ・仲買人 120 月 3 組，年間 40 件，延べ 120 名農業視察 23 シェフ・仲買人 120 月 3 組，年間 40 件，延べ 121 名農業視察 24 シェフ・仲買人 120 月 3 組，年間 40 件，延べ 122 名農業視察 東部 尾道市 23 大和町阿部氏 20 視察研修 24 向島農業士会 20 視察研修 25 幸水農園 20 視察研修 東部 福山市 25 福山市農業委員会 35 東広島市 野菜農家 25 福山花市場 20 香川・愛媛県花き農家 東部 世羅町 24・25 小学校   社会見学 4～5 校 25 JICA 30 視察研修 10 名×3 回 26 天城町議会 7 視察研修 26 JICA   視察予定 2 回 東部 世羅町 25 農業技術大学校 20 見学・視察 東部 世羅町 24 広島集落法人 50 法人の経営スタイル等 



東部 世羅町 24 韓国 6 若者の雇用 25 加古川市 30 キャベツ作について 25 町内キャベツ生産者 12 キャベツ収穫等 東部 神石高原町 22 農業技術大学校 10 畜産全般 23 農業技術大学校 8 畜産全般 24 農業技術大学校 8 畜産全般 25 農業技術大学校 10 畜産全般 26 農業技術大学校 9 畜産全般 東部 神石高原町  RCC 3 神石牛として，牛舎・焼肉の試食  団体 15 牛舎視察  小学校 20 神石牛観察，餌やり体験，写生  個人 3 視察 東部 神石高原町 21 世羅町 40 施設・農場視察 21 ぶどう生産団体 35 施設・農場視察 北部 庄原市 23 農業士会 30 県農政局長他 24 農業士会 30   25 農業士会 30   25 福祉・宗教団体等 100   北部 庄原市 24 生協ひろしま 60 消費者交流会 北部 庄原市 26 農業技術大学校 40 経営・農場見学 北部 庄原市 23-26 農業技術大学校，地元同志会 多数   北部 庄原市 25 他県職員・畜産関係者等 多数 ロボット等 バス等で毎年多数訪れる 
 ●農業体験実績（教育関係行事協力・インターンシップ・短期間の農業体験等） 管轄 市町名 年度 学校・企業名等 人数 内容 西部 東広島市 25 慶応義塾大学 1 インターン 26 個人(無職) 2 農業体験 26 個人(フリーター) 2 農業体験 26 ボラバイト 2 農業体験 26 中学生 2 農業体験 26 一般親子づれ 130 じゃが掘り体験 西部 安芸高田市 24 郷野小学校 12 受粉・袋掛(2 回)・収穫・落葉集め 25 郷野小学校 10 受粉・袋掛(2 回)・収穫・落葉集め 26 郷野小学校 13 受粉・袋掛(2 回)・収穫・落葉集め 東部 三原市 22 海外交流 40 外国の学生の農業体験 23 新規農民受入 2   24 新規農民受入 2   東部 世羅町 24-26 中学生 2-4 トライやるウィーク 職業体験 



東部 世羅町 24-26 高校生 3-4 農業体験 24 韓国訪問団 3 6 次産業視察・体験 4日間民泊 25 広島県シルバー 10 剪定研修 東部 世羅町 24 農業技術大学校 1 畑作(キャベツ定植) 24 世羅高校 3 農業全般 東部 神石高原町 20-24 農業技術大学校 1 畜産全般 東部 神石高原町 23 三和小学校 20 学校農園で育てた白菜を使い，地元野菜でキムチ作りを指導 24 三和小学校 20 学校農園で育てた白菜を使い，地元野菜でキムチ作りを指導 23 三和小学校 40 1,2 年生を対象にさつまいもの植え付け，芋掘り体験 一般地域の子供・親も日時を変えて実施 24 三和小学校 40 1,3 年生を対象にさつまいもの植え付け，芋掘り体験 一般地域の子供・親も日時を変えて実施 25 三和小学校 40 1,4 年生を対象にさつまいもの植え付け，芋掘り体験 一般地域の子供・親も日時を変えて実施 東部 神石高原町 22 油木小学校 40 農場見学・ぶどう収穫体験 22 油木中学校 40 農場見学・ぶどう収穫体験 北部 庄原市 23 吉備国際大学 10 留学生 24 吉備国際大学 10 留学生 25 吉備国際大学 10 留学生 北部 庄原市 23 新市小学校 40 写生大会 北部 庄原市 20-24 高野中学校 6 1日 2 名*3日述べ 6 名 体験学習 北部 庄原市 23 農業技術大学校 1 6/17～6/30 体験学習 25 農業技術大学校 8 摘果研修，体験学習 26 農業技術大学校 1 6/16～6/29 体験学習 北部 庄原市 22-26 八幡小，東城中 8 八幡小 4 名，東城中 4 名×毎年 北部 庄原市 22 小奴可中学校 2 体験学習 23 小奴可中学校 2 体験学習 
 ●就農・技術習得を目的とした研修生等受入実績（海外研修生･農技大生･U ﾀｰﾝ I ﾀｰﾝ就農希望者等） 管轄 市町名 年度 県名・国名等 人数 備考 西部 東広島市 26 福山市 1 全般を指導 西部 安芸高田市 25 広島県・個人 1 男 就農に対しての心構え等及び事故防止(障害等)対策 西部 北広島町 22 タイ 1 男 アセアン農業研修生受入 １１か月 23 インドネシア 1 男 アセアン農業研修生受入 １１か月 24 インドネシア 1 男 アセアン農業研修生受入 １１か月 



西部 北広島町 25 インドネシア 1 男 アセアン農業研修生受入 １１か月 東部 三原市 毎年 広島県 2-3   東部 福山市 24 広島県 1 広島農技大生 男 ２年生 安全・健康面 東部 世羅町 24   2 農の雇用事業 25   2 農の雇用事業 26   1 農の雇用事業 東部 世羅町 24 広島 4 内女性 1 名 25 広島 3   26 広島 3   東部 神石高原町  広島県 1 男 １か月技術習得のため住み込みで  島根大生 1 女 １か月技術習得のため住み込みで  農大生 1 男 １か月技術習得のため住み込みで 北部 庄原市 23 農技大生    24 農技大生    25 農技大生    北部 庄原市 25 広島県 1 怪我 北部 庄原市 23 広島県 1   24 広島県 1   25 広島県 1   北部 庄原市 23 農業技術大学校 1   24 農業技術大学校 1   25 農業技術大学校 1   
 


