
受講生募集！
９月１８日（金）まで

■主催：一般社団法人 滋賀県農業会議
■共催：滋賀県　　■協力：滋賀県農業協同組合中央会

令和２年度

マーケティング・スキルアップ編

しがの農業経営塾
～一歩踏み出したその先へ～

しがの農業経営塾
～一歩踏み出したその先へ～



日　程 時　間 講　義　内　容 場　所

【第１回】 
１０月９日（金）

9：30～10：00 【開講式・オリエンテーション】

【大津市】 
滋賀県 

大津合同庁舎
10：00～12：00

【講演】～目標を持って経営するということ～ 
（株）きたなかふぁーむ　代表取締役　北中良幸氏

13：00～17：00 【講義】農業の可能性と成長志向について

【第２回】 
１０月２２日（木） 
１０月２３日（金）

9：00～17：00
【個別相談】1 人 60 分の個別相談 
　・経営理念と経営ビジョンの深耕 
　・損益計算書分析

【近江八幡市】 
アクティ近江八幡

【第３回】 
１１月１３日（金）

10：00～17：00
【講義】経営理念・経営ビジョンの考え方 
　・魅力的な経営ビジョンを描き、目標を設定する 

【講演】卒業生実践事例報告①

【第４回】 
１１月２７日（金）

10：00～17：00
【講義】財務分析 
　・現状分析による経営ビジョンとのギャップ認識

【第５回】 
１２月１０日（木）

10：00～17：00
【講義】マーケティング戦略 
　・売れる商品を開発し、儲かる農業をデザインする 

【講演】卒業生実践事例報告②

【第６回】 
１２月１１日（金）

10：00～17：00
【講義】中期経営計画作成Ⅰ 
　・売上、原価、経費、投資を計画する

【第７回】 
１２月２５日（金）

10：00～17：00
【講義】中期経営計画作成Ⅱ 
　・行動計画の作成 

【講演】卒業生実践事例報告③

【第８回】 
１月１４日（木） 
１月１５日（金）

9：00～17：00
【個別相談】1 人 60 分の個別相談 
　・中期経営計画の完成

【第９回】 
２月５日（金）

10：00～17：00
【発表練習】経営計画プレ発表、ブラッシュアップ 
【講演】卒業生実践事例報告④

【第１０回】 
（両コース合同） 
２月１２日（金）

10：00～16：00 【発表】経営ビジョン・中期経営計画発表会 【大津市】 
滋賀県 

大津合同庁舎16：00～17：00 【修了式】

※日程・時間・講義内容については、事情により変更することがあります

◆ しがの農業経営塾で学べること ◆

◆ ベーシック（基礎）コース　全 10 回 ◆

１．経営者に必要不可欠なリーダーシップ論、マーケティング、財務分析などの経営ノウハウを学びます。

２．自社や自らの歩みを客観的に整理し、経営分析を行い、現状を把握します。

３．講義を通じて、自社の経営理念や経営ビジョン、経営戦略、経営計画を作成します。塾修了後には、
これらに基づき各自が経営にチャレンジします。

４．同年代の農業者とともに学び、議論することにより、情報交換や仲間づくりができます。卒業後も、
卒業生同士の交流の場があります。

　経営者に求められる本質的な知識や技法を学び、経営者としての判断・決断ができる資質、能力を
育みます。

【対 象 者】40歳代までの農業経営者、または農業経営継承予定者の方で、農業経営の基礎知識を
　　　　　　習得し、目標を持って計画的な経営を行いたい方
【定 　  員】１５名　　【受 講 料】２万円
【修了要件】全講義に出席し、経営ビジョン・中期経営計画を発表すること。

個別相談

個別相談



日　程 時　間 講　義　内　容 場　所

【第１回】
１０月８日（木）

13：00～13：30 【開講式・オリエンテーション】 【奈良県】
（有）山口農園

代表取締役
山口　貴義 氏

【大津市】
滋賀県

大津合同庁舎13：30～17：00
【先進経営者事例発表・意見交換】
　中山間地域の経営確立と担い手育成

【第２回】
１１月１２日

（木）
13：00～17：00

【先進経営者事例発表・意見交換】
　少量多品目栽培の農業経営

【香川県】
（有）コスモファーム

取締役会長
中村　敏樹 氏

【近江八幡市】
アクティ近江八幡

【第３回】
１１月２６日

（木）
13：00～17：00

【先進経営者事例発表・意見交換】
　業務の見える化と人材育成

【新潟県】
（株）穂海
代表取締役
丸田　洋 氏

【第４回】
１２月９日（水）

13：00～17：00
【先進経営者事例発表・意見交換】
　広域農業者連携

【埼玉県】
（株）関東地区昔がえりの会

代表取締役
小暮　郁夫 氏

【第５回】
１月１３日（水）

13：00～17：00 【中期経営計画作成・意見交換】

【第６回】
（両コース合同）
２月１２日（金）

10：00 ～ 16：00 【発表】経営ビジョン・中期経営計画発表会 【大津市】
滋賀県

大津合同庁舎16：00 ～ 17：00 【修了式】

※日程・時間・講義内容については、事情により変更することがあります

◆ アドバンス（発展）コース　全６回 ◆

　先進農業経営者の経営発展事例を研究し、既存の価値や考え方を越えた経営発展に取り組み、
滋賀県を代表し、地域のリーダーとなる農業経営者を育成します。

【対 象 者】40歳代までの農業経営者で、経営発展を目指し、売上向上（売上１～３億円程度）を
　　　　　　志向する方
【定 　 員】５名　　【受 講 料】２万円
【修了要件】全講義に出席し、経営ビジョン・中期経営計画を発表すること。

講師　庄  司  和  弘   氏
ホライズンコンサルティンググループ㈱　代表取締役
● 経営士【経営部門】

● キャリアカウンセラー【日本キャリア開発協会認定 CDA】

● 内閣府「食の 6 次産業化プロデューサー」 レベル 4

● 一般社団法人食品需給センター認定

　 食農連携コーディネーター（FACO）

　「企業・人材の『夢と希望の未来』創造パートナー」を活動理念とし、中小企業はもちろん、
起業家のインキュベーション、農業者の 6 次産業化、農商工連携、障害者の所得向上の
ための新商品開発や販路開拓など、真摯に課題解決に取り組む姿勢をもつクライアントが

「次の一歩を踏み出せる深く・丁寧な関わり」をモットーに活動している。
　またキャリアカウンセラーとして企業内人材の能力開発支援はもとより、高校生・大学生・
一般求職者のキャリア開発、求職のためのセミナー講師としての顔も持つ。 



■一般社団法人 滋賀県農業会議（しがの農業経営塾 事務局） 担当　稲本・松井

〒 520-0807　　滋賀県大津市松本１丁目２－２０      

ＴＥＬ：（０７７）５２３－２４３９　　ＦＡＸ：（０７７）５２４－０２４５　    

E-mail：shiganou ＠ nca.or.jp

◆ 申  込  方  法 ◆
◎申込〆切　2020 年 9 月 18 日（金）
◎申込方法　申込書にご記入の上、FAX またはメールにてお申し込みください。
　　　　　　メールの場合は、申込書の PDF を添付いただくか、本文に必要事項をご記入

　　　　ください。
◎受講審査　受講申込書により書類審査を行い、受講生を決定致します。
◎合否案内　申込者全員に対し、2020 年 9 月 25 日（金）までに審査結果を電話連絡にて
　　　　　　行います。

令和２年度　しがの農業経営塾　受講申込書

ふりがな

氏　名
希望コース

（該当するものに○）
ベーシック  ・  アドバンス

法　人
（法人経営の場合）

携帯電話

生年月日 S・H　　 年　 　月　 　日　　  歳 E-mail

住　所
〒

法人事務所

所在地

〒

経営形態
（該当するものに○）

個人経営・法人経営・その他（　　　　 ） 経営開始（継承）時期
（注１） 

西暦　　　　　年　　　月

経営概要

品目・面積等

経営塾で

学びたいこと

2020 年　　月　　日

（注１）経営継承予定者の場合、継承予定時期を記入してください。
※ 個人情報の取り扱いに関しまして、適正に管理することに努め、しがの農業経営塾（受講生名簿の配布やしがの農業経営塾に
　 関する事務処理）運営以外には使用いたしません


