
１ 趣旨

ビジネス経営体や認定農業者の育成、それを支える経営幹部や後継者となる人材
を養成するため、生産技術や経営ノウハウ、新たなアグリビジネスにチャレンジす
るために必要な知識を学ぶ研修を実施します。

２ 研修場所
静岡県⽴農林環境専⾨職⼤学（磐⽥市富丘６７８－１）

R4アグリフォーレ公開講座

農業者向けスキルアップ講座

静岡県立農林環境専門職大学



３ 各講座の内容

（１）アグリ実践講座 新規就農者向け

◆⽬ 的 農業の生産に関する基礎的知識や基本技術の講義・実習を⾏い、農業知識
を実際の生産場面でどのように活かしていくかを学ぶ。

◆対象者 概ね就農３年以内の野菜生産者（後継者・新規就農者・生産法人社員など）
◆受講料 7,000円（※⼀括前払いです。⽋席等による返⾦は⾏いません。）
◆定 員 10人程度
◆内 容 講義では、⼟壌肥料や植物生理、病害虫防除など、栽培管理に係る基礎を、

実習では主に露地圃場でのレタスの作付けから収穫までの作業を⾏います。
◆持ち物 農作業が可能な服装で、⻑靴及び⾬天時の合⽻を御持参下さい。

（２）アグリビジネス講座 新たな事業展開を⽬指す農業者向け

◆⽬ 的 農林業経営における現在の事業展開の再評価により、取扱商品の価値の最⼤化を
図るために、新規顧客開拓や新たな商品開発等に必要な基礎知識を学ぶ。

◆対象者 既存市場浸透、新規市場開拓及び新たな商品開発等を⽬指す農業者等
◆受講料 6,000円（※⼀括前払いです。⽋席等による返⾦は⾏いません。）
◆定 員 10人程度
◆備 考 オンラインでの参加が可能です（第６回を除く）

講義内容は昨年度のものとほぼ同⼀です。

回 開催月日 内容 講師

１
８月 23日
（火）

講義 ガイダンスと農産物流通の基礎知識 教授 菊池宏之
実習 流通販売施設（視察） 講師 ⼤⽯ ⻯

２
８月 30日
（火）

講義 ⼟壌肥料の基礎知識 教授 松尾和之
実習 作付前圃場・元肥施用 講師 ⼤⽯ ⻯

３
９月 13日
（火）

講義 農業機械の構造と安全作業
講師 ⻑藤亮彦

実習 農業機械の操作・メンテナンス

４
９月 27日
（火）

講義 植物生理の基礎知識 教授 稲葉善太郎

実習 露地野菜の定植 講師 ⼤⽯ ⻯

５
10月 18日
（火）

講義 病害虫防除の基礎知識 教授 外側正之
実習 薬剤調整及び散布 講師 ⼤⽯ ⻯

６
11月１日
（火）

講義 農業用ハウスの構造・環境制御 教授 佐藤展之
実習 施設野菜の栽培管理作業及び環境管理 講師 ⼤⽯ ⻯

７
11月 15日
（火）

講義 収穫後生理・貯蔵流通の基礎知識 講師 池ヶ谷篤
実習 収穫・調整作業 講師 ⼤⽯ ⻯



（３）ファーム・マネジメント講座 スキルアップを⽬指す農業者向け

◆⽬ 的 今後の農業を担う優れた経営感覚を備えた農業人材の育成のため、農業経営や
マーケティングについて学ぶ。

◆対象者 概ね就農５〜10年程度の農業者や農業法人の幹部候補者、JA 営農指導員など
◆開催回数 ５回（予定）
◆受講料 5,000円（※⼀括前払いです。⽋席等による返⾦は⾏いません。）
◆定 員 20人程度
◆備 考 講義内容は昨年度のものとほぼ同⼀です。

回 開催月日 内容 講師

１
８月９日
（火）

経営環境不確実性時代に不可⽋な経営⾰新推進課題を考える
教授 菊池宏之

競争優位性確保に向けた 6 次産業化推進で考えること

２
８月 30日
（火）

既存生産品の価値再発⾒と価値訴求の再検討
教授 菊池宏之

参加企業⼜は先⾏事例の有意性等の再確認に関する意⾒交換

３
９月６日
（火） 増収益⾷品ＳＭの戦略と課題及び意⾒交換 教授 菊池宏之

外部講師

４
９月 13日
（火） ６次産業化の取組と課題及びディスカッション 教授 前⽥節子

外部講師

５
９月 20日
（火）

インバウンド時代の農業経営
①ｱｸﾞﾘﾂｰﾘｽﾞﾑ ②越境 E ｺﾏｰｽ 教授 柯 麗華

６
10月４日
（火）
【実習】

加工⾷品実習（予定） 教授 前⽥節子

回 開催月日 内容 講師

１
10月 11日
（火）

農業経営及び新技術開発（品種開発から ICT・RT まで） 教授 天野哲郎
農業経営の組織 講師 ⼤⽯ ⻯

２
10月 18日
（火）

農業経営における人材育成
准教授 横⽥茂永

農業の人材育成に向けた地域連携

３
10月 25日
（火）

生鮮品の消費者購買⾏動変化と流通業の対応
課題からみる生産者として考えること 教授 菊池宏之
農業生産者の消費者適応戦略を考える

４
11月１日
（火）
【実習】

経営の診断と分析法
①収益構造図と原価配分法によるコスト分析②損益分岐点分析 教授 ⼩林信⼀

５
11月８日
（火）
【実習】

農業経営のモデル化と経営計画手法
①オペレーションズ・リサーチ ②LP 実習 教授 天野哲郎



４ 受講について

（１）研修申し込み
・別紙「研修申込書」を７月１日（⾦）までに下記の[送付先]あて御提出下さい。
・申請書の提出方法は郵送⼜はメールとします（FAX不可）。本学に直接お申込下さい。
・各講座の定員を超えた場合、本学において選考を⾏い、受講者を決定します。
・受講の可否については、御応募いただいた全員の方に、７月中旬頃に通知させてい
ただきます。

・受講料については、受講者決定後に、県から発⾏する納⼊通知書にて⼀括でお支払
いただきます。なお、納⼊後は、⽋席等を理由とした返⾦は⾏いません。

[送付先]
〒４３８－８５７７ 磐⽥市富丘６７８－１
農林環境専⾨職⼤学 総務企画課
メールアドレス︓noukandaisoumu@pref.shizuoka.lg.jp

（２）受講に当たっての留意事項
・開講時間は原則として 13︓00〜16︓20までとなります。
・講座は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌対策を⾏った上で実施します。
・新型コロナウイルス感染症拡⼤等の状況により、開講日程が変更したり、中⽌とな
ることがあります。

・講座実施中の万⼀の事故に備えるため、あらかじめ障害保険などへの加⼊をお願い
します。

【お問い合わせ先】
○受講の申し込み、受講料の振込みについてのお問い合わせ
総務企画課 ０５３８－３１－７９０１

noukandaisoumu@pref.shizuoka.lg.jp
○講座の内容に関するお問い合わせ
教務課 ０５３８－３１－７９０６

noukandaikyoumu@pref.shizuoka.lg.jp
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