平成２９年１１月 1０日
ＮＰＯ法人まちづくりスポット
谷前久美子 長瀬めぐみ

ワーキングホリデーin 飛騨高山 2017

報告書

以下のとおり研修の報告を致します。
○目

的

①学生の実践的な農業スキルの向上 ②高山市交流人口の拡大

○主な実習品目

トマト（大玉夏秋トマト）など

○主な実習内容

トマト（大玉～ミニトマト）の収穫・出荷、伸びた茎を日が当たるよ
うワイヤーなどで固定する誘引作業、余分な芽を摘み取る芯止め、
トマト以外の農作物の収穫・出荷など

○実 習 期 間

１クール ８月０１日（火）～８月０７日（月）：６日間
２クール ８月０８日（火）～８月１５日（火）：７日間
３クール ８月１６日（水）～８月２３日（水）：７日間
４クール ８月２４日（木）～８月３１日（木）：７日間
５クール ９月０１日（金）～９月０８日（金）：７日間
６クール ９月０９日（土）～９月１６日（土）：７日間
７クール ９月１７日（日）～９月２３日（土）：６日間
８クール ９月２４日（日）～９月３０日（土）：６日間
※７日間のうち圃場実習：６日

※４日目に休日(まち歩きを実施)

○実習受入人数
１クール

２クール

３クール

４クール

５クール

６クール

７クール

8 クール

【合計】

平成 29 年度

5名

8名

12 名

10 名

10 名

11 名

5名

8名

69 名

平成 28 年度

1名

8名

12 名

0名

10 名

5名

3名

0名

39 名

平成 27 年度

－

1名

2名

3名

6名

－

－

－

12 名

１クール 05 名（名城大学１名、金城学院大学２名、椙山女学園大学２名）
２クール 08 名（日本大学１名、名城大学５名、東京農業大学２名）
３クール 12 名（名城大学５名、茨城大学１名、東京農業大学４名、日本福祉大学２名）
４クール 10 名（信州大学 1 名、中部大学 1 名、日本福祉大学２名、愛知淑徳大学 2 名、
東京農業大学 2 名、明治大学 2 名）
５クール 10 名（名城大学 1 名、岐阜大学 1 名、東京農業大学 8 名）
６クール 11 名（山口大学 1 名、岐阜女子大学 2 名、東京農業大学 3 名、松本大学 5 名）
７クール 05 名（静岡大学 1 名、愛知淑徳大学４名）
８クール 08 名（岐阜大学 1 名、福山市立大学 2 名、滋賀大学 2 名、静岡大学 3 名）

○実習受入農家

飛騨高山受入れ農家組合
（若林家、中舎家、今井家、沖中家、寺田家、森北家、岩下家）

○実 習 時 間

基本１日８時間（ただし、実習先農家により多少前後する場合有）

○宿 泊 施 設

シェアハウスまちかた（高山市丹生川町）
※冷蔵庫、洗濯機、掃除機等電化製品（共同利用）完備
※寝具は受入農家で準備
※日常及び退去時の清掃、ゴミ捨ては各自にて

○

食

事

自炊（台所及び食器等完備）または受入農家にて提供
※自炊の場合、実習期間中の食事手当有（１食１，０００円程度）
※徒歩５分圏内にコンビニ、食料品店有

○交

通

費

交通費実費、最大１万円支給
宿泊所～実習圃場までは受入農家にて送迎

○そ

の

他

実習前日の１９時００分より宿泊施設にてオリエンテーションを実施
※オリエンテーション開始時間前に宿泊施設に学生は到着を済ませて
おく

○実 施 体 制

主催：飛騨高山受入れ農家組合
共催：高山市農務課、ＮＰＯ法人まちづくりスポット

○ワーキングホリデー体験の様子

■オリエンテーションの様子

■トマトの選別の様子（岩下家にて）

■農業体験の様子（中舎家にて）

■農業体験の様子（今井家にて）

■収穫体験の様子（森北家にて）

■休憩はスタッフ全員で（寺田家にて）

■とまじゅうの飲み比べ（まち歩きにて）

■まち歩きの様子

○実施アンケート結果
学生へのアンケート回答（回答５１名／６９名中 ７４％）
１． 今回の農業研修をどこで知りましたか。※複数回答
チラシ

10 名

まちスポホームページ 1 名

知人・友人の紹介 7 名

先生・教授から

21 名

キャリアセンター 6 名

前回参加した 1 名

Facebook

1名

その他

２． 研修地に飛騨高山を選んだ理由をご記入ください。
・避暑地でトマトの収穫体験（実習）ができると聞いたから、涼しそう。
（４）
・飛騨はトマトが有名だから
・交通費の支給などのプランが魅力的（１１）
・トマト農家の体験をしたかった。
・昨年も参加し、シェアハウスをしなががら農業ができることに魅力を持った。
・前回と比較をしながらワーキングホリデーを行いたいと思ったから。
・日程がよかった（３）
・ここ以外の研修地が紹介されていなかった。
・岐阜県、高山にいきたいと思った。
（６）
・トマトが好きだから（８）
・近隣での開催だったため（１１）
・広告の写真に興味をそそられたから。
・地元だった
・トマトの実習がしたかったため（４）
・友人が昨年行ってよかったと言われたから。

12 名

・若林農園で研修をしたいと思ったから
・知人からの紹介で（３）
・将来農家になりたいため、農業体験をしたかった
・ハウス栽培を体験してみたかったから。街歩きも楽しみだったから。
・実業で露地栽培をしているため、全く知らないハウス野菜を知りたいと思ったから
・農業ボランティアに興味があった。
３． ６日間の農業研修従事日数について教えてください。
短かった

14 名

37 名

ちょうど良かった

長かった

0名

４． 休日に実施した飛騨高山のまちあるき視察の参加状況を教えてください。
参加した

45 名

参加しなかった 6 名

５． まちあるき視察にご参加した方は感想をご記入ください。※（）内は同意見の人数
・自由時間を増やしてほしい（５）
・参加者同士の交流の良い交流の場となった。（２）
・お店が閉まってしまうため、もう少し早めに行きたかった。
・バスの運行時間をちゃんと確認しておくべきだった。
（２）
・シルバー人材センターの方が優しくてよかった。ガイドが丁寧だった（２）
・ガイドがあっておかげで、１人では気がつかない名所も楽しめた（３）
・ガイドの声が聞きとりにくかった。
・もっといろんな所を回ってみたかった。
・風情ある街並みがとても綺麗でした。古い町並みがよかった。
（５）
・古い町並みの歴史が知れてよかった、勉強になった。
（５）
・トマトジュース飲み比べができてよかった。
・食べ物が美味しかった。
・ガイドなしで、完全自由散策でもよかったと思う。（３）
・昼ご飯を食べるタイミングがわからなかったので、案内してほしい。（２）
・もう少しゆっくりみてまわりたい。
（３）
・鍾乳洞の中を見ることができてよかった。
（２）
・作業に疲れた頃にまち歩きがあったので、よかった。
・火曜定休の店が多かったので、日程を調節してほしい。（２）
・陣屋見学が楽しすぎてもっとみていたかった。
・まち歩きの細かい予定が知れるといい。
・時間が余って、なにしたらよいかわからなくなった。
・外国人観光客が多いなと感じました。
・食べ歩きなどのおすすめスポットも紹介していただける形の方がよりよかった。
・楽しかった。
（複数）
６． またワーキングホリデー in 飛騨高山に参加したいと思いますか？
参加したい

51 名

参加したくない

0名

なんとも言えない

0名

７． ワーキングホリデーin 飛騨高山全体を通しての感想・ご要望がありましたらご記入ください。
・夜が暇なので、温泉の案内などをし、まち歩きのように実施してほしい。
・暖かい農家さんのおかげで安心して農作業を体験することができた。
・農家さんがとても優しく、楽しかった。
・親睦会で農家さんや参加者との交流ができてよかった。（２）
・親睦会で、農家さんに進路相談もできてよかった。
・また参加したい。
（５）
・交通費の支給や食費が大変助かった。
・知人にも勧めたい。
・楽しかった。
（４）
・あっという間の８日間だった。
（２）
・10 日ぐらいあってもいいとおもう。
・ワーホリを通じて、たくさんの方と出会えてよかった。
・このすばらしい研修を今後も続けてほしい。
・普段経験できないことをたくさん体験できてとても楽しかった。
・農協で実際にどのように選別されているのかを見学できるプランを組んでいただきたい。
・農家さんの負担が増えるかもしれないが、他の農家さんではどういったことを行っているか実際に目
で見れる機会も設けてほしい。トマト以外の農業も体験したい。
・苗の工場につれていっていただいて、苗が出荷されるまでの説明を聴いたり、見学したりできたのが
すごくよかった。
・トマト美味しかったです。
・市役所の農務課の仕事についてももう少ししりたかった。
・シェアハウスのキッチン道具が足りない
（IH の鍋やフライパン、大きいサイズの鍋、ボウル、計量カップ、はかり、包丁、箸、スプーン、お椀、
皿・泡立て器・ミトン・ティファール）
（複数）
・必要最低限の調味料がほしい。
・冷蔵庫が小さい。
・シェアハウスの鏡を増やしてほしい。
・シェアハウスでの生活は思っていたよりも楽しかった。
・農家さんからいただいた食材を使って、料理することができてとても楽しかった。
・時々、お風呂のシャワーが水しか出なくなることが少し残念だった。
・シェアハウスでの生活で、他の参加者との交流が楽しかった。
・台所と TV のある部屋などに時計を設置してほしい。
・シェアハウスが全体的にきたなかったので、もう少し掃除が行き届くと良い。
（２）
・食料調達が困難なので、駅前のアスモやスギ薬局に行く時間を設けてほしい。
・平湯温泉も嬉しかったですが、45 分は厳しい。
８．今後飛騨高山で実施する農業研修やインターンシップの情報を希望しますか？
はい

38 名

いいえ 13 名

