
令和２年度農業経営者養成事業運営業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

 令和２年度農業経営者養成事業運営業務 

 

２ 委託予定期間 

 契約日から令和３年３月31日まで 

 

３ 業務委託の目的 

島根県農業において、高齢化、担い手不足が緊急の課題となる中、農業経営者と必要な知

識や技術について、基礎から最新分野まで県内外の専門家を招へいし、農林大学校の教育カ

リキュラムと一体化して研修を実施する。 

 

４ 業務委託の内容 

 ●農林大学校 特別集中講義 

将来の担い手を対象に、農業経営者として必要な知識習得のための講義を実施する。

島根県立農林大学校の農業経営者養成機能の補完的位置付けの講義となるほか、農林大

学校在学生に限らず島根県農業の担い手となることが見込まれる者の経営力の養成を

行う。 

＜概要＞ 

 対象：島根県立農林大学校在学者、その他農業の担い手となることが見込まれる者 

 内容：経営力入門、マーケティング、会計、マネジメント、農業基礎知識、経営革新

などの分野の講義を年間概ね30回程度 

 会場：島根県立農林大学校 研修館（予定） 

 

＜業務委託の内容＞ 

・カリキュラムの作成 

令和２年４月から令和３年２月までに年間30回程度の講義を実施すること。なお、

カリキュラムについては下記の要件を満たすとともに、実施時のカリキュラムの作成

並びに講師の選定にあたっては、県及び島根県立農林大学校と充分に協議を行いなが

ら実施すること。 

 講義は受講生が各テーマ毎に希望講義を選択して受講することとする。今後の参考

として聴講を希望する農業者等、県及び市町村の関係者等が希望する場合も受講でき

るよう考慮のこと。 

 

カリキュラム要件： 

カリキュラムは別紙１の内容を最低要件として策定することとし、別紙１の各

講義毎に講師案を提案のこと。講師案の提案にあたっては、別紙２の講義内容の

詳細を参考のこと。 



なお、農業経営者として必要な知識習得を図る観点から、別紙１の講義に追加

して講義及び講師案を提案すること、また別紙２の講義内容を変更して講師案を

提案することは差し支えない。その際は、企画提案書に別紙１及び別紙２との相

違点が分かるように記載のこと。 

聴講中心の研修とならないよう、実習や事例研究、成果発表等を積極的に取り

入れるとともに、各講義においては極力講師と受講生並びに受講生同士の意見交

換の機会を設けること。 

 

 

・受講生の募集 

島根県立農林大学校在学生への受講生募集を農林大学校と連携して実施のこと。ま

た、農林大学校在学生に限らず島根県農業の担い手となることが見込まれる者の受講

生募集を県及び農林大学校と連携して実施のこと。 

  ・受講募集パンフレットの作成及び配布 

  ・講師の手配及び調整、講師への謝金等の支払い 

・研修会場の確保 

原則、島根県立農林大学校で実施を予定しているが、催し等により農林大学校を使

用できない場合の会場の確保を行うこと。 

  ・受講生への連絡、受講生の取りまとめ 

・講義当日の運営 

・講義実施日以外も含めた受講生の相談等フォロー 

  講義に対する質疑や問い合わせに対応できるよう窓口を設けること。また、講義を

受講できなかった受講生に対しては、講義を記録したDVD又はブルーレイディスク等

により自宅等での自習が出来るようにすること。 

・レポート・アンケートの実施 

受講者にはレポートの作成と提出を求めるとともに、修了式直前の講義の際に、年

間の研修についての受講者向けアンケートを実施すること。 

 

 

５ 委託事業費等 

(1)事業の実施状況等により契約額や契約内容を変更・調整することがあること。 

(2)「人件費」とは、賃金、通勤手当等の諸手当及び共済費（社会保険料、雇用保険料、労

災保険料等の事業主負担分）並びに賞与等とし、原則、社内規定等において支給が義務

付けられているものとし、その水準は、労働条件、市場実勢等を踏まえて適切に設定す

ること。 

(3)機械・機器等の購入経費、土地・建物を取得するための経費、施設や設備を設置又は改

修するための経費は原則として委託事業費の対象としないこと。 

(4)業務委託の経理については、次のとおりとする。 

ア．会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、委託費の

使途を明らかにしておくこと。 



イ．支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに業務委託の完了した日の

属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるよう保存して

おくこと。 

 (5)本業務は、法令、国・県の会計・財務規定に従った処理を行うこと。 

 

６ 業務委託完了後の提出書類 

 本業務委託終了後、速やかに、以下の書類を提出すること。 

(1)委託業務完了報告書 

(2)実績報告書 

 

７ その他 

(1)受託者は、本業務の実施の進捗状況を適宜報告し、県と調整を図ること。 

(2)島根県は、受託者からの請求に基づき概算払いを行う場合があること。 

(3)本業務委託完了後、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたときは、

返還の対象とすること。 

(4)本仕様書に明記なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者の協議により業

務を進めるものとすること。 

(5)契約締結後、速やかに事業計画書に基づく業務を開始すること、また業務の実施にあ

たっては、県と充分協議したうえで行うこと。 

(6)契約に要する経費は受託者の負担とすること。 

(7)本業務は、令和２年度島根県予算の成立を前提しているため、予算が成立しない場合

においては、本業務委託を行わないことがあること。 



（1コマ=1日=6hを想定）

部門 講義名 講義概要 コマ数 時期

農業経営者入門
（事例学習）

県内外の先進農業経営体の経営者を招き、経営のあり方を
決める経営者の考え方や哲学を学び、自身の農業観や哲学
を持つことを目指す。

2 5月

経営戦略
農業経営における経営戦略の重要性を理解し、戦略を立案
していくための経営的思考能力を身につける。 1 6月

経営者としての心構え
経営に必要となる考え方や理念の必要性を学び、自身の経
営の目標・社会的意義等を再考する機会とする。演習を通
して、最終的に自身の経営理念を策定する。

3 5～7月

マーケティング入門
まず基本となるマーケティングの理論や用語についての知
識を習得する他、先進事例に基づき農業分野でのマーケ
ティングの考え方の活用手法や必要性を学ぶ。

1 8月

農産物流通の仕組み
市場流通などの流通機能概略や近年の流通チャネルの変化
などを学び、農業経営者として実務で活用できる知識の取
得を目指す。

1 9月

農産物の販路拡大に向けて
農産物販売において流通業者や実需者側から求められる点
を理解し、新規就農者が販路拡大をするために取るべき情
報発信や営業の手法などのテクニックを学ぶ。

2 10月

農業簿記
簿記の基本的な仕訳から農業特有の勘定科目、決算処理、
財務諸表の作成など、農業簿記検定3級程度の知識習得を
目指す。

4

会計管理とファイナンス
農業経営を数字で分析･把握し、金融機関等に資金調達に
向けた説明が適格に行える会計管理技術を習得する。（農
業簿記の基本知識が前提）

2

経営と税制
経営者として理解しておくべき税制（消費税・社会保険な
ど）の知識を身につける。 2

農業におけるリスク管理
農業生産における食品安全のリスクに対し、ＧＡＰの考え
方に基づきどのように対応していくのか、リスク管理手法
について習得する。

2

農業での労務管理
雇用を始めるにあたっての入門として、人材確保しやすい
労働環境を構築していく労務管理の基本や労働関係法規の
基礎知識を学ぶ。

1

コーチング
雇用者の実力を十分に引き出したり、課題を円滑に把握
し、改善に向けた指示等を出すための手法を習得する。 1

経営者としての法知識
経営者として理解しておくべき法律知識（民法に基づく契
約の概念や法制度からみる法人化の流れ等）の知識を身に
つける。

1

土壌・肥料・農薬
農業生産の基本となる土壌・肥料・農薬についての基礎知
識を学ぶ。 3

農業機械
農作業安全、農機の仕組みやメンテナンス方法、経営面積
に応じた適切な農業機械の選択など、農業機械についての
基礎知識を学ぶ。

1

スマート農業
普及が進みつつあるスマート農業技術の活用方法から、研
究が進む最新の新技術についてスマート農業全般について
幅広い知識を身につける。

2

6次産業化の基礎
６次産業化や食品加工を始める前に知っておくべき各種法
規や衛生管理などの基礎知識を学ぶ。その他、６次産業化
へのヒントを得ることを目的に先進事例学習を行う

2
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別紙２

農林大学校 特別集中講義の詳細について



概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

県内外の先進農業経営体の経営者を招き、経営のあり方を決める経営者の考え方や哲学を

学び、自身の農業観や哲学を持つことを目指す。

・先進農業者の事例から学ぶ【３時間×４人（県内２人・県外２人）】

　（事例（軌跡、経営理念など）をもとに、実際に講師がこれまでの経営上の課題にどの

　　ような考えでどのように対応したかを学び、経営者として持つべきマインドや哲学を

　　学ぶ。）

先進農業経営者（県内２人・県外２人）

講義名 時間数 時期

講義名 時間数 時期

農業経営入門 6h（１日）×２回 ５月

講義名 時間数 時期

経営者としての心構え 6h（１日）×３回 ５月、６月、７月（各１日）

経営戦略 6h（１日）×１回 ６月

農業経営における経営戦略の重要性を理解し、戦略を立案していくための経営的思考能力

を身につける。

・日本農業の変遷【２時間】

・農業経営を巡る環境の変遷から考えるこれからの戦略立案について【４時間】

　（環境分析手法（ＳＷＯＴ、ＰＥＳＴ）・マーケティング分析手法（４Ｃ、ペルソナ）などを

　　用いた戦略立案の演習を行う）

※戦略立案≒マーケティング戦略と関連しているためマーケティング講義との重複がないよう実施

農業経営コンサルタント

経営者に必要となる考え方や理念、リーダーシップの必要性を学び、自身の経営の目標・

社会的意義等を再考する機会とする。演習を通して、最終的に自身の経営理念を策定す

る。

・経営者に必要な「志」とは何か【３時間】

・農業経営者に求められるリーダーシップ【３時間】

・農業経営者にとっての経営理念【３時間】※先進事例学習

・経営理念策定演習【９時間】

農業経営コンサルタント、先進農業経営者



概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

マーケティング入門 6h（１日）×１回 ８月

まず基本となるマーケティングの理論や用語についての知識を習得する他、先進事例に基

づき農業分野でのマーケティングの考え方の活用手法や必要性を学ぶ。

・マーケティングの理論と基本用語【２時間】

・先進農業者の事例から学ぶ【４時間】

　（事例（軌跡、商品など）をもとに、実際に講師がこれまでの販売上の課題にどのよう

      な考えでどのように対応したかを学び、経営者として知っておくべきマーケティング

      の必要性を学ぶ。）

農業経営コンサルタント、先進農業経営者

講義名 時間数 時期

市場流通などの流通機能概略や近年の流通チャネルの変化などを学び、農業経営者として

実務で活用できる知識の取得を目指す。

・市場流通の概要（機能、専門用語、取引の流れなど）【２時間】

・市場流通と他の流通を比較したメリット、デメリット【２時間】

・最新の流通のトレンドについて【２時間】

流通業関係者

講義名 時間数 時期

講義名 時間数 時期

農産物流通の仕組み 6h（１日）×１回 ９月

農産物の販路拡大に向けて 6h（１日）×2回 10月

農産物販売において流通業者や実需者側から求められる点を理解し、新規就農者が販路拡

大をするために取るべき情報発信や営業の手法を学ぶ

・流通の視点からの農産物【３時間】（売り先毎の違い、バイヤー目線の商材の見方等）

・消費者から選べばれる農産物【３時間】（消費者の嗜好調査、プロモーション手法等）

・情報発信手法について【３時間】　（ネット販売、ファン獲得、ＳＮＳの活用方法等）

・農産物の営業活動について【３時間】　（マナー、スキル、商品説明シートなど）

バイヤー、先進農業者（先駆的な販路拡大の取組を行っている方）



概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

講義名 時間数 時期

農業簿記 6h（１日）×4回 11月～2月

会計管理とファイナンス 6h（１日）×２回 11月～2月

農業経営を数字で分析･把握し、金融機関等に資金調達に向けた説明が適格に行える会計管

理技術を習得する（農業簿記の基本知識が前提）

・原価計算の仕組みと考え方【４時間】

・財務諸表分析、経営判断【４時間】

・資金調達、ファイナンス【４時間】

税理士（農業を専ら扱う方が望ましい）

簿記の基本的な仕訳から農業特有の勘定科目、決算処理、財務諸表の作成など、農業簿記

検定3級程度の知識習得を目指す。簿記未修者でも理解ができるよう財務会計の用語や概念

などの基礎から講義を実施。最終的に、青色申告ができるようになることを目指す。

・簿記の専門用語【３時間】

・複式簿記の概念、賃借対照表、損益計算書【３時間】

・仕訳（日々・月次・年次）、勘定科目、資産と負債【１２時間】

・決算書、青色申告書の作成【３時間】

・復習【３時間】

資格専門学校からの講師派遣

講義名 時間数 時期

経営者として理解しておくべき税制（消費税・社会保険など）の知識を身につける

・消費税【4.5時間】（課税事業者が必要な手続きの流れ）

・社会保険、給与計算、年末調整、源泉徴収【4.5時間】（雇用者が必要な手続きの流れ）

・税制面からの法人化について【３時間】

税理士（農業を専ら扱う方が望ましい） 

講義名 時間数 時期

経営と税制 6h（１日）×２回 11月～2月



概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

講義名 時間数 時期

講義名 時間数 時期

農業での労務管理 6h（１日）×１回 11月～2月

農業におけるリスク管理 6h（１日）×２回 11月～2月

農業生産における食品安全のリスクに対し、ＧＡＰの考え方に基づきどのように対応して

いくのか、リスク管理手法について習得する。

・ＧＡＰ制度の概要【３時間】

・ＧＡＰ取得に向けた各種帳票の作成演習【９時間】

　（自身の経営や農大のほ場をモデルに、ＧＡＰ取得に必要な各種帳票の作成演習を行う）

農業経営コンサルタント（ＧＡＰ指導の有資格者）

コーチング 6h（１日）×１回 11月～2月

雇用者の実力を十分に引き出したり、課題を円滑に把握し、改善に向けた指示等を出すた

めの手法を習得する。

・先進農業者の事例から学ぶ【６時間】

　（先進農業者の事例（経営発展の軌跡、雇用事例など）をもとに、実際に講師がこれまで

　　の経営上の課題にどのような考えでどのように対応したかを学び、経営者として持つべ

　　きマインドや哲学を学ぶ。）

先進農業者

雇用を始めるにあたっての入門として、人材確保しやすい労働環境を構築していく労務管理

の基本や労働関係法規の基礎知識を学ぶ。

・雇用関係法規について【３時間】

　※「経営と税制」で扱うの社会保険などと一部重複するが、本講義では流れのみの簡易

な

　　　説明にとどめる。

・人材確保の手段と求人が集まる労働環境の整備【３時間】

社労士、人材サービス企業（農業の求人を専ら扱う方）

講義名 時間数 時期



概要・狙い

内容

講師想定

概要・狙い

内容

講師想定

概要

内容

講師想定

事業展開や組織運営を行う際に最低限身につけるべき法律知識として、民法に基づく契約

の概念や経営場面での活用等を習得

・民法に基づく契約の概念（契約書の取り交わしにおける留意点など）【３時間】

・法制度上の法人化までの流れ【３時間】

弁護士、税理士、社労士（法人化部分）

講義名 時間数 時期

講義名 時間数 時期

経営者としての法知識 6h（１日）×１回 11月～2月

時期

農業機械 6h（１日）×１回 11月～2月

土壌・肥料・農薬 6h（1日）×3回 11月～2月

農業生産の基本となる土壌・肥料・農薬についての基礎知識を学ぶ。

・土壌【６時間】

・肥料【６時間】

・農薬【６時間】

各分野の専門家（農業現場に明るい方が望ましい）

農作業安全、農機の仕組みやメンテナンス方法、経営面積に応じた適切な農業機械の選択

など、農業機械についての基礎知識を学ぶ。

・農作業安全について【２時間】

・農機の仕組み、メンテナンスについて【２時間】

・経営面積に応じた農業機械の選択について【２時間】

農機メーカー

講義名 時間数



概要

内容

講師想定

概要

内容

講師想定

６次産業化や食品加工を始める前に知っておくべき各種法規や衛生管理などの基礎知識を

学ぶ。その他、６次産業化へのヒントを得ることを目的に先進事例学習を行う

・六次産業化を始める上での経営チェックポイント【２時間】

・食品加工に関する関係法規（食品衛生法、ＪＡＳ法、食品表示法など）【２時間】

・衛生管理の基本と食品営業許可【２時間】

・六次産業化の成功事例から学ぶ【６時間】（３時間×２人）

六次産業化アドバイザー、先進農業者

講義名 時間数 時期

６次産業化の基礎 6h（１日）×２回 11月～2月

ＩＣＴ入門 6h（１日）×２回 11月～2月

普及が進みつつあるスマート農業技術の活用方法から、研究が進む最新の新技術について

スマート農業全般について幅広い知識を身につける。

・スマート農業技術の紹介（ハード）【３時間】-例：環境計測システム、環境制御システム、ドローンなど

・ＩＣＴ農業技術の紹介（ソフト）【３時間】　-例：筆管理ソフト、技術の見える化、記帳支援アプリなど

・農業新技術研究の現状と今後【３時間】　　　-例：無人トラクター、自動収穫機　など

・県内先進経営体でのスマート農業技術の活用方法【３時間】

メーカー、先進農業者（技術を導入している方）

講義名 時間数 時期


