令和3年度「沖縄型産業中核人材育成事業」生産性向上のための経営改善手法およびICTを取り入れた担い手経営体育成プログラム

 県外視察の交通費無料
 集合研修の交通費無料

農業経営講座
経営について学べる

経営計画を作れる

ビジネスや経営にはセオリーがあります。競争

経営方針が定まったら中期の経営計画を作成

戦略やビジネスモデル、マーケティングなどを

しましょう。計画の有無で目標達成の確率は

学び、自分の実現したい農業経営について方針

変わります。経営計画に必要な要素、実現性の

を明確にしましょう。

高い経営計画の作り方について学べます。

先進事例に触れる

個別指導を受けられる

県内外の先進農業経営者の話を伺い、農業経営

農業者の指導やコンサルティングに経験豊富な

の可能性を拡げるとともに、目標とする農業

メイン講師とコーディネーターが皆さんの経営

経営の解像度を高めます。本講座でしか聞け

課題に向き合ってサポートします。

ないエピソードや実務テクニックがあるかも？

1 対 1 で相談できる機会も設けています。

おきなわ
おきなわ
農業経営
農業経営
マスター講座
マスター講座

改善の習慣が身につく

経 営 課 題 を 洗 い 出 し、因 果 関 係 を 整 理 し て

業務改善や経営改善に必要なのは知識や

見える化します。問題の構造に応じた正しい手

テクニックだけではありません。日々見直し、

法で、課題解決を効果的に進めるための、原理

行動を続ける習慣です。本講座で改善を実践し

原則と実務テクニックを学びます。

ながら、自分なりの進め方を見つけましょう。

ICT活用講座
農業ICTを知る

農業ICTを取り入れる

近年発達した ICT 技術を活用することで農業も、

学んだ知識を活かし、自社の農業生産に ICT 技

データ収集や生産管理の自動化など、生産性向

術を取り入れた、現実的な ICT 活用プランを作

上が実現可能になりました。ICT 活用のための

成します。これにより、中長期での生産性向上、

基礎知識と実践事例を学びます。

経営発展を計画しましょう。

運営事務局 株式会社マイファーム （担当 ： 小野、 丸）
メール ： okinawa_master@myfarm.co.jp 電話 ： 03-6435-9675

経営・カイゼン・スマート農業を
学んで、未来の農業経営を

内

後継就農
（予定） 者
家業を発展させる経営

経営を俯瞰しながら

変える経営プランを

改善手法について

農園の主戦力として

作ります 

学べます 

活躍できます 

容

・ 農業経営講座（全 12 回）、経営改善研修（全 8 回）、ICT 活用講座（全 6 回）の 3 パート、全 26 回の講義
※県外視察研修、経営プラン発表会（集合研修／最終回）あり

期

メールで下記の必要事項を okinawa_master@myfarm.co.jp までお送りください。

間

3. ファックス

 の申し込み用紙に必要事項を記入の上、03-6435-9676 までお送りください。

対象者

・ 2021 年 7 月 27 日（火）
～ 11 月 23 日（火）
・ 主に野菜、花卉、果樹を栽培する方

電話番号（携帯）

ファックス

定

員

30 名

受講料

無料※
※

・ 約 5 年程度の農業経験を有する方

ご住所

農業経営者（個人農家）、後継予定者、
農業法人の従業員等
電話番号（固定）

リーダー候補
従業員

・ オンライン受講（必要な方には Wi-fi、ノートＰＣ等を貸与）

2. メール

年齢

締

切

県外視察研修、最終発表会への出席にかかる
交通費も全額補助

2021 年 7 月 19 日（月）

・ 現状に課題意識を持ち、

メールアドレス

改善しようという意志がある方

申込先

裏面を参照

※視察研修、最終発表会を含む
現在の状況（該当するものに☑）

□ 生産法人経営者、個人農家（就農年数：
□リーダー候補従業員

□その他（

公認会計士・税理士
原田佑嗣氏

5年後10年後の未来を

講座 web サイト内の申し込みフォームからお申し込みください。
�� http://okinawa-master.agri-innovation.jp �� 右記 QR コードからもアクセス可能です。

お名前（カナ）

ウォーターセル株式会社
藤原拓真氏

トップレベルの講師陣

確かなものにしよう！

生産法人経営者、
個人農家

料金

ファックス ： 03-6435-9676

1. インターネット

お名前（漢字）

ファームサイド株式会社
佐川友彦氏

無料

名

定員

締切

課題と解決策がわかる

お申し込み

30

7/19

経営改善研修

問い合わせ

 通信環境や通信機器が
ない方には機器を貸与

会

年） □ 後継就農（予定）者

場

主催 ： 内閣府

すべての回に参加可能な方
オンライン会議サービス「Zoom」を使用

運営 ： 株式会社マイファーム

）

協力 ： 沖縄県

琉球大学農学部 亜熱帯地域農学科 農業経済学研究室

JA おきなわ

沖縄総合事務局

おきなわ
農業経営

オンラインで自宅から受講可能 ！
仲間と一緒に経営を見直そう

マスター講座

開講スケジュール
7月

8月

9月

10月

11月

12月

農業経営講座

経営改善研修

ICT活用講座

1泊2日の県外研修

受講開始！

信回線や通信機器がない方には
機器を貸与します。使い方もフォ
ローしますのでご安心ください。

個別面談・フォロー

県外の先進事例・優良生産法人
を訪問し、受講生同士で親睦を

経営計画作成

期間中に 2 回、メイン講師と個

深めつつ、実践的な事例を学び

目指すべき農園のビジョンとそ

別面談の機会があります。経営

ます。

れを実現するためのアクション

課題についての相談や、経営計

を将来の経営計画としてまとめ、

画作成のアドバイスを受けられ

農業経営講座の最終回に所信表

ます。

明として各自発表します。

面談以外にも、受講内容や学習

また、受講終了後に経営計画を

の進め方について、事務局やコー

再度見直すブラッシュアップ期

ディネーターが随時サポートし

間を設け、指導を受けながら計

ます。気軽にご相談ください。

画を仕上げます。

メイン講師
東京大学農学部、同修士卒。外資メーカーを経て、2014
年より阿部梨園に参画。代表阿部の右腕業を務め、バック
オフィスから経営改善を推進した。小規模ながらスマート
経営と、直売率 99% 超を達成した。
阿部梨園の改善実例 300 件を公開するクラウドファンディ
ングを実施し、300 人以上から約 450 万円の支援を集めて
話題を呼んだ。その成果はオンラインメディア「阿部梨園
の知恵袋」として無料公開されている。
ファームサイド株 式 会 社
代 表 取 締 役 佐 川友 彦 氏

その後、ファームサイド株式会社を起業。各地の農業経営
塾やセミナーに登壇し、豊富な指導実績をもつ。
2020 年 9 月、ダイヤモンド社より『東大卒、農家の右腕
になる。小さな経営改善ノウハウ 100』を出版。

『東大卒、農家の右腕になる。
小さな経営改善ノウハウ 100』
佐川友彦著、ダイヤモンド社

阿部梨園の知恵袋
https://tips.abe-nashien.com

内容

担当講師

日程

第1回

経営プラン①経営戦略、経営方針

ファームサイド 佐川友彦

7/27（火）

第2回

経営プラン②経営目標、環境分析

ファームサイド 佐川友彦

8/3（火）

第3回

農業経営のための沖縄農業概論

琉球大学 内藤重之、杉村泰彦

8/17（火）

第4回

各論① マーケティング

ファームサイド 佐川友彦

8/24（火）

第5回

各論② 財務会計

公認会計士・税理士 原田佑嗣

9/7（火）

第6回

経営プラン③ ビジネスモデル、経営計画

ファームサイド 佐川友彦

9/14（火）

第7回

各論③ 人事労務

社会保険労務士 橋本將詞

9/28（火）

第8回

経営プラン④ 行動計画

ファームサイド 佐川友彦

10/5（火）

第9回

経営拡大のための農業協同組合活用

JAおきなわ

10/19（火）

第10回

県外優良事例視察

県外農業者3件

10/26-27（火, 水）

第11回

県内先進農業者講座

県内農業者

11/9（火）

第12回

経営プラン⑤ 最終発表会

ファームサイド 佐川友彦、他

11/23（火）

回

経 営 戦 略、人 事 労 務、マ ー ケ テ ィ ン グ の 基 本 の
学びと、ファームサイド佐川さんの講義に興味が
あり参加しました。

農業生産法人の代表をしており、経営規模拡大を
目指す中で、効率化の図り方、今後の戦略の立て方
を学ぶために参加しました。

経営を意識しておこなっていく為の基礎的な要素が
的確に順序良く整っており、ゴール（経営計画策定）
への導きもスムーズでした。
オンラインの受講は離島から参加しやすく、全体的
に和やかなムード作りがあり、安心して発表でき、
㈱農業生産法人西原ファーム
初めての内容を楽しく受講することができました。
新川潤（西原町）

経営改善研修

講座をきっかけに、作業時間を集計、分析する重要
性を感じ、農業日誌アプリを導入して作業記録を
つけ始めました。講義と同時にみずからの経営改善
を行いながら進むカリキュラムは、目に見える形で
改善をおこなうことができてよかったです。

開催時間：各回13時~17時（4時間）
※開催日時は変更になる可能性があります

内容

担当講師

日程

第1回

経営改善実習① 経営改善手法

ファームサイド 佐川友彦

7/31（土）

第2回

課題解決講座① 問題解決

ファームサイド 佐川友彦

8/14（土）

第3回

課題解決講座② 仮説検証

ファームサイド 佐川友彦

8/28（土）

第4回

課題解決講座③ 生産工程管理

ファームサイド 佐川友彦

9/11（土）

第5回

経営改善実習② 中間発表

ファームサイド 佐川友彦

9/25（土）

第6回

課題解決講座④ 意思決定

ファームサイド 佐川友彦

10/10（日）

第7回

課題解決講座⑤ 品質管理

ファームサイド 佐川友彦

10/23（土）

第8回

経営改善実習③ 最終発表

ファームサイド 佐川友彦

11/6（土）

回

ICT活用講座

開催時間：各回19時~21時（2時間）。ただし、第5回は農業経営講座第10回と合同
※開催日時は変更になる可能性があります

内容

担当講師

日程

第1回

農業ICT概論

ファームサイド 佐川友彦

8/10（火）

第2回

農業ICT活用事例

ICT活用農業者、ファームサイド 佐川友彦

8/31（火）

第3回

ICTツール活用講座

ICT専門家、ファームサイド 佐川友彦

9/21（火）

第4回

データ活用講座

ファームサイド 佐川友彦

10/12（火）

第5回

ICT活用事例視察

ファームサイド 佐川友彦

10/26（火）

第6回

ICT活用プラン作成

ファームサイド 佐川友彦

11/2（火）

回

昨年度受講生の声

宮古島マルシェ MANNA
真壁美州（宮古島市）

開催時間：各回基本的に19-21時（2時間）。ただし、第10回は1泊2日、第12回は13時~17時（4時間）
※開催日時は変更になる可能性があります

（交通費無料）

自宅からパソコンやタブレット
でオンライン受講可能です。通

農業経営講座

