
営農しながら経営の基礎を学ぶ！

静岡県立農林大学校「ふじのくにアグリカレッジ」
は、体系的に農業経営を学ぶことができる特別な
講座です。農業に関する基礎はもちろん、経営管理、
財務、労務、マーケティングなどのメニューがあり、
自ら農業経営の考えをまとめられる場となります。
さらに受講者同士の関係性を築けるグループワー
クや、講師陣による受講後のフォローアップもあり、
将来のネットワークづくりに役立つ機会に。

①双方向対話型による、主体性・発表スキルの向上
②講義に演習をプラスして、知識を経験化・技能化させる
③メイン講師を県内から選出。研修後の相談も気軽に！

いままで農業の現場で培ってきた経験に、アグリカレッジ
での農業経営の考え方を学ぶことで、経営感覚がプラス
され、優れた農業の担い手としてご活躍いただけます。

アグリカレッジが
実践に役立つワケ

こんな皆様に
おすすめ

定員30名
メイン会場：２０名
サテライト会場：

１０名

静岡県の農業を牽引する担い手に。

受講後も、研修で築いたネットワークを生かして、事業連携や経営発展のチャンス！

ふじのくにアグリカレッジのご案内

日時 7月19日(水)　10:00スタート
宿泊研修（1泊2日）を含む全11回の講座です。
優良事例視察もあり、より実践的に役立つ講座をご用意しています。
※詳細は裏面

会場 メイン：静岡県立農林大学校
静岡県磐田市富丘678-1

静岡県沼津市大手町1-1-4
サテライト：ふじのくに千本松フォーラム

農家の後継者に最適、営農しながら農業経営の基礎が学べる！ ※詳細は裏面

経営計画はもちろん、財務や労務をその分野の専門講師がフォローアップ

POINT1

POINT2

・農業法人の幹部候補等（概ね就農５～１０年目）
・農業法人や農業経営体の後継者等（概ね就農５～１０年目）
・若手営農指導員等

対象

50,000円/1名（宿泊費、食事代別）受講料
※受講料は開講式受付にて徴収いたします。

本事業は静岡県立農林大学校がパソナ農援隊へ委託し実施しています

主催：静岡県立農林大学校



ふじのくにアグリカレッジへのお申し込みは、静岡県立農林大学校またはパソナ農援隊へ、以下のＵＲＬからＷｅｂで簡単申し込み！

ふじのくにアグリカレッジ

担当：静岡県立農林大学校　教務課 研修班 TEL:0538-36-1564　(株)パソナ農援隊 TEL :03-6734-1260 E-mail：agri@pasona-nouentai.jp

URL ：http://pasona-nouentai.co.jp/event/44
  個人情報のお取扱いについて    ●ご提供いただいた個人情報は適正に管理し、「ふじのくにアグリカレッジ運営業務」に利用いたします。 ●事業運営のため静岡県にも個人情報は共有されますこと、あらかじめご了承ください。
●今後、静岡県・㈱パソナ農援隊から同様のイベント・セミナーのご案内をさせていただくことがございます。 ●「個人情報」取扱いの詳細については、公開の当社ホームページの「個人情報取り扱いについて」をご参照ください。
http://pasona-nouentai.co.jp/about/privacy.php

◆全11回で農業経営の仕方がわかる！スタートに最適な講座です。

会場地図・アクセス

静岡県立農林大学校

〒410-0801
静岡県沼津市大手町1-1-4
アクセス：JR沼津駅北口　徒歩3分
駐車場：446台（有料）

ふじのくに千本松フォーラム
（プラサヴェルデ）会議室

メイン会場 サテライト会場

〒438-8577
静岡県磐田市富丘678-1
アクセス：東海道本線「JR磐田駅」下車
JR磐田駅北口のバスロータリー2番乗り場
遠鉄バス「ららぽーと行き」又は
「二俣 山東行き」に乗車
「図書館前」で下車　徒歩7分程度

8/29(火)-30(水)(1泊2日)※両日9:00～17:50 1/17(水)-18(木)(1泊2日)※両日9:00～17:50

【第1回】7/19(水)10:00-16:10 【第2回】 8/2(水)13:00-17:50
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GW ＝グループワーク※

特別学習：農業経営 優良事例視察(1)(2)(3)
視察先  ※調整中

講義

GW

演習講義 講義

経営管理：経営目標の設定
講師：株式会社イワサキ経営グループ 宮口 巧氏 ※調整中

        労務管理：雇用に関する保険制度

財務管理：農業簿記（コスト管理）(1)(2)
講義 財務管理：経営診断と財務諸表分析(初級)

- 財務管理から考える改善計画と戦略 -
講師：佐藤宏章会計事務所  佐藤 宏章氏

講義 財務管理：資産管理・相続対策・税務申告（1）（2）
講師：佐藤宏章会計事務所  佐藤 宏章氏

講義 マーケティング：経営多角化
（6次産業化・農商工連携含む）
講師：株式会社イワサキ経営グループ 宮口 巧氏 

経営管理：経営マインド醸成
講師：有限会社木之内農園会長  木之内 均氏

講義 特別学習：安心・安全（農業生産工程管理(GAP)・
衛生管理 （生産段階、加工段階→出荷））講師：※調整中

講義 特別学習：先端技術、ICT、IoT、AI
講師：PSソリューションズ株式会社e-kakashi事業本部
　　 グリーンイノベーション研究開発部
　　 部長  戸上 崇氏（博士（学術））

講演 特別学習：海外戦略
講師：オイシックス株式会社
　　 商品本部商品開発部海外担当　阪下 利久氏

　　　経営管理：ケースメソッド
　　　ー事業計画の経営分析(1)(2)
講師：株式会社イワサキ経営グループ
　　 財務コンサルティング事業部　 部長  山部氏　

講義 特別学習：現状把握、経営者管理とＧＡＰ
講師：※調整中

講義 財務管理：資金調達・金融機関との付き合い方
講師：地域金融機関 ※調整中

開講式

閉講式

【第4回】 9/6(水)13:00-17:50

【第5回】 9/20(水)13:00-17:50 【第6回】 10/4(水)13:00-17:35 【第7回】 10/18(水)13:00-17:50

【第8回】 11/8(水)10:30-17:05

【第3回】宿泊研修1 【第10回】宿泊研修2 

【第9回】 11/22(水)13:00-17:50 【第11回】 2/7(水)10:30-16:10

※サテライト有

※サテライト有※サテライト有

※サテライト有

講義 労務管理：労務管理と労務からの経営課題
解決（1）（2）（3）
講師：社会保険労務士  鈴木 泰子氏 他

視察

経営管理：経営ビジョン・経営戦略の発表(1)(2)(3)

GW 特別学習：これまでの研修の振り返り
講師：株式会社イワサキ経営グループ 宮口 巧氏 他

GW 特別学習：これまでの研修の振り返り（2）
講師：株式会社イワサキ経営グループ 宮口 巧氏 他

演習講義

        発表のフィードバック演習講義        労務管理：就業規則作成（1）（2）
講師：社会保険労務士 鈴木 泰子氏 他
演習講義

演習

講師：株式会社イワサキ経営グループ  
　　 財務コンサルティング事業部部長  山部氏
　　 総合資産事業部資産税課課長  勝又氏（農業経営アドバイザー）　
　　 監査部推進２課  西島氏（農業経営アドバイザー）
　　 宮口 巧氏

29日(火)

30日(水)

財務管理：「数字」の読み方と活用の仕方（1）（2）演習講義
講師：佐藤宏章会計事務所  佐藤 宏章氏　

経営管理：人的マネジメントリーダーシップ（1）（2）演習講義
講師：株式会社Campanula代表取締役社長   権堂 千栄実氏

マーケティング入門流通・販売・ 販路開拓戦略(1)(2)(3)演習講義
講師：株式会社イワサキ経営グループ  宮口 巧氏

経営管理：ケースメソッドー自己の経営分析（1）（2）演習講義
経営管理：経営マネジメント演習講義
講師：株式会社イワサキ経営グループ
       財務コンサルティング事業部部長 山部氏
       総合資産事業部資産税課課長　勝又氏（農業経営アドバイザー）　
       監査部推進２課　西島氏（農業経営アドバイザー）　

17日(水)

18日(木)

マーケティング：商品開発(1)(2)(3)演習講義

経営管理：経営ビジョン・経営戦略の作成(1)(2)(3)演習
講師：株式会社イワサキ経営グループ
        財務コンサルティング事業部部長 山部氏
        総合資産事業部資産税課課長　勝又氏（農業経営アドバイザー）　
        監査部推進２課　西島氏（農業経営アドバイザー）　

労務管理：農業研修制度(1)(2)演習講義
講師：社会保険労務士  鈴木 泰子氏 他

マーケティング：広告・宣伝演習講義
経営管理：経営ビジョン・経営戦略のポイント講義
講師：株式会社イワサキ経営グループ  宮口 巧氏

磐田警察署 かぶと塚公園 加茂川


