
 

 
 
 
 
 
 
 

農業者の経営スキル向上を目的に，経営戦略・マーケティング・財務など，ビジネス視点の科

目を中心とし，受講生の経営段階や課題に応じて４つの座学コースを設けた「ひろしま農業経

営者学校」の受講生募集を９月 15日（火）から開始します。 

経営力の高い担い手を育成するため，受講生からの要望も踏まえ，「組織管理」と「マーケテ

ィング」の科目に特化した課題解決コースを新たに設定しました。 
また，今年度から庄原でも実施します。 

 
１ コース概要 

コース名※１ 開催時期 開催場所※２ 受講料※３ 定 員 

①経営開始コース 平成 27年 11月～12月 庄 原 ２万円 20名 

②経営改善コース 平成 28年 １月～２月 東広島・庄原 ２万円 各会場 15名 

③課題解決コース【組織管理】 平成 27年 11月～12月 
東広島 １万円 

10名 

④課題解決コース【ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ】 平成 28年 ２月～３月 10名 

※１  全コース，講義時間は 10時～17時です。 

※２  東広島：県農業技術センター（〒739-0151 東広島市八本松町原 6869） 

庄 原：県立農業技術大学校（〒727-0003 庄原市是松町 55-1） 

※３  １経営体あたりの受講料で，複数名受講しても同額です。但し定員を超えた場合は人数調整を行います。 
また，経営開始コースを受講する経営開始１年以内の個別経営体に限り５千円とします。 

 
２ 受講生の募集 

募集期間 ： 平成 27年 9月 15日（火）から各コースの開講日１週間前まで 

応募方法 ： 入校願書に必要事項を記入し，下記申込み先に郵送もしくはＦＡＸで申込み。 

パンフレット・入校願書の請求は，下記申込み先，もしくは，県ＨＰから。 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/82/h27keieisyagakkou.html 

 

３ 申込み先（当事業は広島県が㈱パソナに委託して実施しています。） 
㈱パソナ パソナ・広島内 ひろしま農業経営者学校事務局 

住所：〒730-0035 広島市中区本通 7-19 広島ダイヤモンドビル 

電話：082-247-7551  FAX：082-247-7500  
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農業者の経営スキルの向上を支援し，経営力の高い担い手を育成する 

ひろしま農業経営者学校の受講生募集について 

《今年度から新たに課題解決コースを設定》 

ひろしま農業経営者学校 検索 

○ 修了人数：延べ 302名（平成 23～26年度） 

【修了者の声（主な取組について）】 

  ・外部環境や自社資源を分析し，経営計画を策定した 

   ・部門ごとの収益を把握し，経営に活用した 

   ・生産工程の記録・管理手法を改善した 

   ・販売を促進するためのツールを作成した など 

【これまでの状況】 



 
① 経営開始コース：経営開始前又は経営開始後１年以内の方 

 

② 経営改善コース：経営開始後１年以上経過しており，経営改善に取り組む方 

日程 研修日※ 科目 講師 内容 

１ 
1月 8日 経営戦略 

経営者意識 
広島経済大学教授 山本 公平氏 

経営戦略の重要性，経営戦略の

共有・実行・見直し手法 等 1月 18日 

２ 
1月 14日 

マーケティング 
株式会社ﾕｰﾐｯｸﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 渡貫 久氏 

株式会社ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ 馬田 英俊氏 

ターゲットの絞り込みと 

ニーズの把握，SWOT分析 等 1月 26日 

３ 
1月 21日 

財務 SSKC中小企業診断士事務所 佐々木 彰氏 
部門別会計について 

自らの決算書の分析 等 2月 2日 

４ 
1月 28日 

生産工程管理 
元株式会社モルテン 中川 政司氏 

佐藤経営研究所 佐藤 温彦氏 

生産記録の分析手法 

工程改善案の作成 等 2月 9日 

５ 
2月 4日 

労務・人材育成 
社会保険労務士法人たんぽぽ会 

瀬川 徳子氏・山東 晴美氏 

作業記録の分析・活用手法， 

業務拡大と従業員の育成 等 2月 16日 

６ 
2月 10日 

経営戦略 広島経済大学教授 山本 公平氏 
経営改善計画書の作成及び 

発表 2月 22日 

※上段が東広島会場，下段が庄原会場 

③ 課題解決コース【組織管理】：自身の経営課題を把握しており，その課題解決に取り組む方 

日程 研修日 科目 講師 内容 

１ 11月 12日 

組織管理 

社会保険労務士法人たんぽぽ会 

瀬川 徳子氏・山東 晴美氏 

人材確保の具体的手法 

採用の判断ポイント 等 

２ 11月 26日 有限会社ｺｰﾁ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 寺尾 幸章氏 
従業員に対するコーチングス

ルキル 等 

３ 12月 8日 株式会社穂海 丸田 洋氏 
生産記録・作業記録の分析，見

える化及び共有化 等 

 

④ 課題解決コース【マーケティング】：自身の経営課題を把握しており，その課題解決に取り組む方 

日程 研修日 科目 講師 内容 

１ 2月 1日 

マーケティング 株式会社ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ 馬田 英俊氏 

マーケティングの分析手法 

商品企画書作成・模擬商談会 

等 

２ 2月 18日 

３ 3月 2日 

 

日程 研修日 科目 講師 内容 

１ 11月 2日 
経営戦略 

経営者意識 
広島経済大学教授 山本 公平氏 

経営戦略の策定・実行手法，ロ

ードマップの作成 等 

２ 11月 9日 マーケティング 
田邊農園 田邊 圭一郎氏 

株式会社ﾕｰﾐｯｸﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 渡貫 久氏 

小売業者・加工業者・最終消費

者等のニーズの特徴 等 

３ 11月 17日 財務 SSKC中小企業診断士事務所 佐々木 彰氏 
決算書の仕組み 

営農計画の作成演習 等 

４ 11月 24日 生産工程管理 
元株式会社モルテン 中川 政司氏 

佐藤経営研究所 佐藤 温彦氏 

自社で使用する生産記録様式

の作成演習 等 

５ 12月 1日 労務・人材育成 
社会保険労務士法人たんぽぽ会 

瀬川 徳子氏・山東 晴美氏 

労働基準法・労働契約法の概

要，作業記録の取り方 等 

６ 12月 7日 経営戦略 広島経済大学教授 山本 公平氏 経営計画書の作成及び発表 


