
わかやま農業ＭＢＡ塾開催要領 

 
第１ 趣旨 

  農業従事者の減少と高齢化が進む中、産地の維持・振興を図るため、意欲溢れる担い手を対象とし

て、ビジネスマインドの醸成や経営管理能力の向上、マーケティング戦略など、経営者として必要な

能力を修得できる農業経営塾を開講し、産地をけん引する農業経営者を育成します。 
 
第２ 主催  和歌山県 

 
第３ 内容 

（１）時 期  平成 30年 7月 17 日（火）から平成 31年 3月 5日（火）までの計 12回 

        （※一部講義のみの受講はできません。） 

（２）カリキュラム  別添「わかやま農業ＭＢＡ塾カリキュラム」のとおり 

（３）会 場   

和歌山県自治会館（開講式・第 1回） 和歌山市茶屋ノ丁 2-1 

わかやま農業協同組合 中央営農センター（第 2 回、第 4 回～第 11 回） 和歌山市栗栖 660-1

ホテルアバローム紀の国（第 12 回・修了式） 和歌山市湊通丁北 2-1-2 

（４）受講料  20,000 円 

        （※会場までの旅費・交通費・燃料費、飲食費等は受講者で負担してください。） 

 
第４ 募集 

（１）定   員  20 名程度 

（２）受講対象者  就農年数が概ね 5 年以上で、青色申告の知識があり、自らの経営や地域の発展に

意欲のある和歌山県内で農業に従事する者 

（３）募 集 期 間  平成 30年 6月 14 日（木）から平成 30 年 7月 4日（水）まで 

（４）申込手続き  以下のホームページからエントリーの上、入塾願書をダウンロードしてください。 

なお、入学願書は事前に記入していただき、面接時に持参してください。 

https://agri-innovation.jp/wakayama/ 

（５）面 接 選 考  次の面接日のいずれかに参加してください。 

日時 7 月 2 日（月）13時～17 時、7月 5日（木）13時～17 時 

場所 和歌山県民文化会館 101 会議室（両日とも） 

（６）受 講 決 定  7 月 6 日（金）を予定し、応募者全員に対し合否通知を行います。 

 

第５ わかやま農業ＭＢＡ塾修了証の交付基準 

  次のいずれも満たす場合に交付しますが、原則として全日程に出席してください。 
  ① 出席率 75％以上（代理出席は出席に含めない） 
  ② 経営計画の策定・提出・発表 
 
第６ お問い合わせ先 

和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 担当：増田、宮向 
TEL 073-441-2932 FAX 073-424-0470 メール e0709001@pref.wakayama.lg.jp 



わかやま農業MBA塾カリキュラム ※予定であり変更する場合があります。

実施日 時間割 分類 内容・目的 講師 会場

第1回 10:00-12:00

7月17日
12:45-14:45

MBA塾の概要、経営戦略
（計画の策定）方法

火
15:00-17:00

経済情勢を見通した
経営戦略

第2回 10:00-12:00 経営戦略策定方法の実際
アグリコネクト株式会社
 マネージャー 大野一成

7月24日
12:45-14:45 先進事例に学ぶ経営戦略

浅井農園
 代表取締役 浅井雄一郎

火
15:00-17:00

経営革新をもたらす
リーダーシップ論

アグリコネクト株式会社
 マネージャー 大野一成

第3回 10:00-12:00

7月下旬 12:45-14:45

予定 15:00-17:00

第4回 10:00-12:00 農業の財務管理

8月21日 12:45-14:45 原価計算

火 15:00-17:00 自己の経営分析

第5回 10:00-12:00

9月4日 12:45-14:45
火 15:00-17:00

第6回 10:00-12:00

10月23日
12:45-14:45 労務管理 労務管理基礎知識

社会保険労務士
 橋本將詞

火
15:00-17:00 財務管理

資金調達と
経営の健全性確保

公認会計士・税理士
 原田佑嗣

第7回 10:00-12:00

11月13日 12:45-14:45 農業生産管理の基礎知識

火 15:00-17:00 農業生産管理の実際

第8回 10:00-12:00

1月15日 12:45-14:45

火 15:00-17:00

第9回 10:00-12:00 商品のブランド化

1月22日 12:45-14:45 プレゼンテーション

火 15:00-17:00 模擬商談会

第10回 10:00-12:00 経営方針

2月5日 12:45-14:45

火 15:00-17:00

第11回 10:00-12:00

2月26日 12:45-14:45

火 15:00-17:00

第12回 10:00-12:00

3月5日 12:45-14:45

火 15:00-17:00 修了式

テーマ

和歌山県
自治会館経営管理

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、
開講式 アグリコネクト株式会社

 代表取締役 熊本伊織農業・経済
情勢

その他
先進農家視
察

先進農家現地研修
こと京都 株式会社(京都府)
圃場・カット工場視察・利用
店舗を視察

こと京都
（京都府）

経営管理

経営戦略の
実際

わかやま農業
協同組合中央
営農センター

実践事例

リーダー
シップ論

財務管理 財務会計
公認会計士・税理士
 原田佑嗣

わかやま農業
協同組合中央
営農センター

労務管理
コミュニ
ケーション

個性を活かす人材活用
YPYエデュケーション
 マネージャー 土井祐介

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
株式会社マイファーム
 取締役 平野幸廣

労務管理

資金調達

経営管理 GAP
株式会社ファーム・アライア
ンス・マネジメント
 代表取締役 松本 武

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
データを活用したマーケ
ティング

テラスマイル株式会社
 代表取締役 生駒祐一

経営管理
経営計画
作成

アグリコネクト株式会社
 マネージャー 大野一成経営計画策定

経営管理
経営計画
作成

経営計画策定

アグリコネクト株式会社
 マネージャー 大野一成
 取締役副社長 前田慶明
 コンサルタント 成相陽平

経営管理

経営計画
発表会 経営計画策定

アグリコネクト株式会社
 代表取締役 熊本伊織
株式会社マイファーム
 代表取締役 西辻一真

ホテル
アバローム
紀の国


