
15名

定員

無料
料金

8 /4
~1 /25

POINTその3

実際に経営改善してみよう！#3

POINTその2

専門知識をマスターしよう！#2

POINTその 1

経営プランを作ってみよう！#1

詳しくは裏面を参照

就農して間もない方

現状を正しく把握し、5年後、
10 年後の未来を変える経営
プランを作ります

県内に就農して 5年未満の方

これから就農する方

農業経営の可能性を拡げ
就農後に向けた道筋を立て
ます

概ね 1年以上の技術研修を受けている方

経営
スタートアップ

講座

令和 2 年度開講

経営を学んで
未来の農業経営を
確かなものにしよう！

経営を学んで
未来の農業経営を
確かなものにしよう！

トップレベルの講師陣

ファームサイド株式会社
佐川友彦氏

株式会社マイファーム
西辻一真

公認会計士・税理士
原田佑嗣氏

トップレベルの講師陣

ファームサイド株式会社
佐川友彦氏

株式会社マイファーム
西辻一真

公認会計士・税理士
原田佑嗣氏

期　間 2020 年 8月 4日（火）～ 2021 年 1月 25 日（月）

時　間 各回とも、原則 10：00 ～ 15：00（4時間） 受講料 無料

定　員 15名

締　切 2020 年 7月 28 日（火）対象者 将来、県内を拠点として経営を発展させていく
意思のある 50歳未満の方で、以下に該当する方
・就農後に向け概ね 1年以上の技術研修を
・受けている方
・県内に就農して 5年未満の方

会　場 茨城県農業総合センター
〒319-0292 茨城県笠間市安居 3165-1

茨城県水戸生涯学習センター（初回 /最終回）
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸 1-5-38 3階

申込先 株式会社マイファーム
ヒトユニット（担当：伊東・小野）
電話：075-746-6213　FAX：075-746-6214
E-mail: info@agri-innovation.jp　
※ 所定の書類の提出が必要になります。
　 参加を希望される方は事前に必ず管轄の農林事務所
　 経営・普及部門または地域農業改良普及センターに
　 ご相談ください。
※ 管轄の普及センターについては、以下から検索ください。
　 いばらき農業アカデミーホームページ（左記QRコード）
　 https://www.agriacademy.pref.ibaraki.jp/course/id2002



お問い合わせ（運営事業者）株式会社マイファーム　ヒトユニット（担当：伊東・小野）
電話：075-746-6213　FAX：075-746-6214　E-mail: info@agri-innovation.jp　住所： 〒600-8216　京都府京都市下京区東塩小路町 607 番地 辰巳ビル 1階

�� 経営方針や経営計画がはっきりせず、 漠然とした不安がある
�� ���������理想の農業経営実現のために、 しっかりした経営計画を作りたい

POINTその 1

営農計画を作ってみよう！#1
経営戦略や各種ツールを取り入れて、事業の安定と
発展を考えた、未来を変える営農計画を作ります。

専門家を招いて、流通構造や財務会計など、今後の
農業経営に必要不可欠な専門知識を学びます。

�� ���������財務会計やマーケティングなどについて基本から学びたい
�� ���������効率的な作付け計画の立て方、 実践手法を学びたい

POINTその2

専門知識をマスターしよう！#2

座学で学んだことや取り組みたいことを期間中に実践
し、実際の農業経営に応用していきます。

�� ���������我が家の農業経営を見直して改善したい
�� ���������やりたいことは山ほどあるが、 どう着手したらいいかわからない

POINTその3

実際に経営改善してみよう！#3

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。

その後、ファームサイド株式会社を起業。講演活動や経営コンサ
ルティングで全国を周り、農家の経営体質改善と実務ノウハウの
オープン化を旗振りしている。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。

ファームサイド
株 式 会 社

代 表 取 締 役
佐 川友 彦 氏

‖メイン講師
‖

阿部梨園の知恵袋｜農家の小さな経営
改善実例 300
（https://tips.abe-nashien.com）
メイン講師佐川氏が企画制作した経営
改善情報サイト。実践的な内容は評価
も高い。

財務会計入門第 3回

9
11/ 講師：公認会計士・税理士 原田佑嗣氏

# 財務会計 # 管理会計 # キャッシュフロー 

生産管理第 4回

10
15/ 講師：調整中

# 生産マネジメント # 作業記録 # 作付計画

特別セミナー第 5回

ヤングファーマーズミーティング

事業計画作成演習②第 7回

12
7, 16/ 講師：ファームサイド株式会社 佐川友彦氏

# ビジネスモデル # 行動計画 # プレゼンテーション

農業マーケティング入門第 2回

8
21/ 講師：ファームサイド株式会社 佐川友彦氏

 # マーケティング # 販路選択 # 商品設計

事業計画作成演習③第 8回

1
25/ 講師：ファームサイド株式会社 佐川友彦氏

# 経営計画 # 最終発表

起業セミナー
講師：株式会社マイファーム 西辻一真
# 起業の心構え # 起業に向けた準備

経営目標の設定
講師：ファームサイド株式会社 佐川友彦氏
# 経営戦略 # 経営理念 # 経営方針

8
4/ 

第 1回

農業経営者講演第 6回

10
26/ 講師：調整中

農業経営者講演
講師：調整中
# 県内の先輩農業者 # 実践事例 # ロールモデル

事業計画作成演習①
講師：ファームサイド株式会社 佐川友彦氏
# 事業計画 # 経営目標 # 環境分析

11
2/ 

第 6回

10月中


