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令和２年度 高等学校OPENプロジェクト実施計画書（３年次） 

１ 研究の概要 

本校が所在する新ひだか町は、平成18年に静内町と三石町の合併により誕生し、

平成30年６月30日現在の人口22,808人は、日高管内７町の中では、最も多く、町内

に商業施設も集中し、この地域の商業の中心となっている。町の産業としては、サ

ラブレッドの生産と漁業が盛んであるが、特に全国的に有名となっているサラブレ

ッドの生産は、管内の産業の中核を担っていると言える。 

平成18年度の日高管内の軽種馬生産における産出額は約300億円であり、管内の農

業産出額の約６割を占めているが、軽種馬の取引価格の低下等により、近年減少傾

向にある。また、昭和50年以降は、軽種馬生産牧場の戸数は減少の一途を辿ってお

り、平成22年度には、1,200戸となり、馬産業の担い手不足が深刻化している。こう

した状況が続けば、これまで優良な馬を産出してきた新ひだか町の魅力が薄れるこ

とが予想される。そこで、地域に求められる農業高校として、軽種馬生産等に関わ

る関係機関と連携し、軽種馬生産・育成を更に深化させる取組が求められる。 

２年次の課題解決に向けては、本プロジェクトを通じ、(1)優良な馬の生産を目指

して強い馬づくりを念頭に置いた軽種馬生産を行い、町の魅力を創出すること、(2)

地域の魅力を伝えるため、馬を学ぶ高校生として、地域の子どもたちに馬の魅力を

伝える活動に取り組むこととあげていた。成果として、馬産地の教育力を活かして

生徒が学んだり、地域の子どもたちに馬の魅力を伝えたりすることで、馬産業の後

継者育成という課題解決に向け活動することができた。  

２年次を踏まえ、３年次の研究内容としては、(1)馬の基本的な管理技術の習得の

ため、牧場及び関係機関での講義及び実習を行う。(2)強い馬づくりを目指し、日本

軽種馬協会及びJRA日高育成牧場と連携し、本校の生産馬のセリ上場を目標とした繁

殖育成技術を習得する。(3)上記機関と連携し、肢蹄管理及び調教技術を習得する。

(4)乗馬技術の向上のため、ライディングヒルズ静内で乗馬実習を行う。また、

障がい者乗馬交流を通して、安全な乗馬指導方法を習得する。 (5)町内外の小

中学生に馬の魅力を伝えるイベントを行う。(6）地域向けのプロモーションビ

デオを制作し、研究成果の発信を行う。こうしたことを３年計画のプロジェク

トとして進める。評価については、生徒や地域人材へのアンケートを実施し、

数値化して評価する。  
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２ 研究主題  

馬で地域の活性化～強い馬づくりと馬産地日高の魅力発信～  

 

３ 研究の内容等  

 (1) 解決に取り組む地域の課題  

（現状）  

ア 馬産業の従事者不足  

イ 馬の魅力の PR 不足 

（課題、高校に対するニーズ等）  

ア 専門性の高い学習を行い、馬産業の従事者を増やす。  

イ 馬の魅力を高め、道内外へ魅力発信を行う。 

 (2) 研究目的と目標  

（研究目的）  

全国有数の馬産地の教育力を活かし、地域の魅力を知り、その魅力を発信す

るため、自ら考え、課題を解決する資質・能力を身に付ける。  

（研究目標）  

地域課題である馬産業の後継者不足及び全国有数の馬産地としての魅力を向上さ

せ、地域の馬文化を学び、馬産業を支える人材の育成を目指す。目標の評価は次の

とおりとする。 

ア 協力機関及び参加者等へのアンケート調査を行う。 

イ 本校生産馬の活躍動向のデータ蓄積及び分析を行う。 

ウ 馬関連産業に対する本校生徒の就業状況調査を行う。 

エ 生産科学科馬コースの生徒を対象としたアンケートを実施し、生徒の意識の

変容と達成度を数値化する。 

 (3) 研究内容 

（内容）  

ア 基本的な馬の管理技術の習得のため、牧場及び関係機関での講義及び実  

習を行う。  

イ 強い馬づくりのため、日本軽種馬協会、 JRA 日高育成牧場と連携し、  

本校の生産馬のセリ上場を目標とし、繁殖育成技術を習得する。  

ウ 上記機関と連携して、肢蹄管理及び調教技術を学ぶ。  

エ 乗馬技術向上のため、外部講師を招いての技術指導やライディングヒル 

ズ静内での乗馬実習を行う。また、障がい者乗馬交流を通して、安全な乗  

馬指導方法を習得する。  

オ 町内の小学校で馬の魅力に触れる機会を提供するため、高校生が教師役  

となり、授業を行う。  

カ 新ひだか町役場と連携し、町内外の小中学生に馬の魅力を伝えるイベン 

トを行う。  
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（方法）  

ア 「日本軽種馬協会」との連携により、最新の軽種馬の繁殖・肢蹄管理の技術 

を習得する。 

イ 新ひだか町と連携し、小・中学生を対象に「馬の授業」を実施し、馬の魅力 

発信を行う。 

（教育課程上の位置付け）  

教科：農業 科目：馬利用学、馬学、課題研究、総合実習  

 (4) 実践研究の規模  

本校の生産科学科を中心として、実践研究及び情報発信を行う。 

 (5) 研究成果の普及方法  

ア 本校ホームページでの成果報告を行う。  

イ 新ひだか町ホームページでの活動報告を行う。 

ウ 日本軽種馬協会「軽種馬経営高度化研修事業」で報告を行う。  

エ 地域住民主催のイベント等での実践紹介を行う。  

 (6) ３年間の研究計画  

研究年度 研 究 内 容 

平成30年度 

(１年次) 

・GPSを導入した馬の運動量調査を行う。 

・日本軽種馬協会との連携により最新の軽種馬の繁殖・肢蹄管理等の 

技術習得を行う。 

・ＪＲＡ日高育成牧場との連携により、育成・調教の技術習得  

を行う。  

・ライディングヒルズ静内及び牧場との連携により、乗馬技術  

 及び管理技術の習得及び向上を行う。  

・本校生産馬のセリ上場及び馬市場の見学を行う。  

・新ひだか町役場と連携した小中学生を対象とした馬のイベント

を行う。  

・小学生を対象とした馬の授業を実施する。  

・養護学校との乗馬交流学習を行う。  

・本校及び新ひだか町のＨＰでの情報発信を行う。  令和元年度 

(２年次) 

 

 

平成30年度研究内容に次の項目を加える。 

・GPSを導入した馬の運動量調査及び分析を行う。 

・新ひだか町博物館及び北海道大学静内研究牧場にて、馬産業・馬文

化について学習する。 

・道内外の新ひだか町の馬産業についての認知度を調査する。 

・実践的な馬利用における、安全な馬づくり及び乗馬指導の学習を行

う。 

・10月の中間発表会（札幌市）では、「GPSを用いた研究成果」及び「馬

の魅力発信の成果」の報告を行う。 

・地域住民主催のイベント等での実践紹介を行う。 
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令和２年度 

(３年次) 

 

 

令和元年度研究内容に次の項目を加える。 

・日本軽種馬協会「軽種馬経営高度化研修事業」で報告を行う。 

・10月の全道ミーティングでは、本事業の成果報告として「GPSを

用いた研究成果」及び「馬の魅力発信の成果」の報告を行う。 

・地域向けプロモーションビデオを制作し、研究成果の発信を行

う。  

・事後終了後、実践を通して継続していくために必要なことを整

理し、次年度の教育活動に位置付ける。  

 (7) 令和２年度の実践計画 

実施月 実 践 内 容 

４～５ 

 

 

 ６ 

 ７ 

 ８ 

 

 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 １ 

 ２ 

 ３ 

計画立案（６時間）科目：課題研究 

関係機関との打合せ（新ひだか町・日本軽種馬協会・JAしずない・教

育振興会等）、技術指導（日本軽種馬協会）、PV作成開始 

養護学校との交流乗馬、技術指導（日本軽種馬協会） 

新ひだか町に係る馬産業・馬文化の調査（６時間）科目：馬利用学 

本校生産馬のセリ上場及び馬市場見学（６時間）科目：馬学  

PV完成 

養護学校との交流乗馬学習（２時間）科目：馬利用学 

全道ミーティング（札幌市） 

ライディングヒルズ静内での乗馬学習（４時間）科目：馬利用学 

ライディングヒルズ静内での乗馬学習（４時間）科目：馬利用学 

まとめ（６時間）科目：課題研究 

今年度の成果・反省・評価及び次年度に向けた取組について（６時間）

科目：馬利用学、馬学 

本事業の成果について、学校や町のホームページで情報発信を行う。 

※９月までに日本軽種馬協会「軽種馬経営高度化研修事業」で発表を

行なう。 
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４ 研究組織  

 (1) 概要図 

(2) 校内研究担当者 

職  名  氏  名  担当教科・分掌等  

教諭 

教諭 

教諭 

○若松 勇太  

小林  忍  

吉浜 康次  

農業・農場部  

農業・農場部  

英語・進路指導部  

 (3) 連携・協働先  

連携・協働先  具体的な連携・協働内容  

日本軽種馬協会静内種馬場  

新ひだか町  

ＪＡしずない  

静内農業高校教育振興会  

繁殖・肢蹄管理等の技術指導  

各種事業の連携・調整  

馬産業に関する情報提供  

強い馬づくりの助言指導  

 (4) 地域みらい連携会議構成員  

所属・職名  氏 名 備考（専門分野等）  

日本軽種馬協会静内種馬場場長  

新ひだか町役場総務部まちづくり推進課課長 

静内農業高校教育振興会会長  

本 校 馬 事 教 育 専 門 部 長  

遊佐 繁基  

中村 英貴  

西村 和夫  

中島  滋  

軽種馬生産技術指導  

各種事業の連携調整  

地域産業の指導助言  

馬づくりの指導助言  

 

５ その他特記すべき事項  

特になし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携・協働先】 

北海道教育委員会  

静内農業高校教育振興会  

新ひだか町及び近隣関係機関等  

指導・助言  

連絡調整・協議  

連絡調整・連携協力  

学校内研究組織  

・教頭  

・農場長  

・進路指導部長  

・生産科学科主任  

・生産科学科  

日本軽種馬協会静内種馬場  新ひだか町  

ＪＡしずない  静内農業高校教育振興会  
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６ 研究のイメージ図  

 

 

高等学校OPENプロジェクト 北海道ふるさと・みらい創生推進事業（H30～32）

馬産業を支える人材を育成 ⇒ 馬産業の発展・新ひだか町の活性化

地域みらい連携会議

生産科学科
馬コース

北海道静内農業高等学校

研究テーマ：馬で地域の活性化～強い馬づくりと馬産地日高の魅力発信～

軽種馬の繁殖・肢蹄管理等の技術指導

馬の魅力発信

情報発信

日本軽種馬協会
（JBBA）

町内小・中学校

（１）本校ＨＰでの成果報告

馬文化交流
授業

平取養護学校
乗馬交流授業

日本軽種馬協会
（JBBA）

ＪＡしずない 静内農業高校
教育振興会

新ひだか町

（２）新ひだか町ＨＰでの活動報告

（３）日本軽種馬協会「軽種馬経営高度化研修事業」での報告

（４）地域住民主催のイベント等での実践紹介

馬産業に関わる情報提供

JRA
日高育成牧場

草地管理
繁殖・肢蹄管理

育成・調教技術

新ひだか町
各種事業の
連携・調整

乗馬技術・管理技術習得

JAしずない

牧場
ライディング
ヒルズ静内
乗馬技術 管理技術


