
アグリ・ベーシック研修 ～農業経営の基礎知識を身につけよう～

この研修では、農業を始めたばかりの人を対象に、経営、財務、栽培の基礎知
識の修得を目指します。

アグリ・ステップアップ研修 ～基礎だけでは物足りないあなたへ～

この研修では、基礎知識を身につけた上で、さらにステップアップしたい方を対象
に、講義を行います。

研修メリット その１「仲間ができる！」
同じくらいの就農年数の方との交流ができ、悩んだとき等に相談できる仲間ができます。

研修メリット その２「普及指導員と仲良くなれる」

普及指導員は、経営で困った事等、相談すればしっかり対応してくれます。今後経営でつまずいた時、
もっと経営をよくしたい時の強い味方です。

研修メリット その３「自分に合った学修集団を紹介してもらえる！」

管内には、様々な品目で学修集団があります。ステップ・アップ研修で物足りなくなってしまった時で
も、自分に合った学修集団があれば紹介してもらうこともできます。

普及センターでは、農業者の学修の場として、今年度も以下
の研修を行います。ご多忙と思いますがぜひご参加ください！

農業経営講座
～決算書が読めるようになる～

・ねらい・特色
全４回で農業経営の特徴や青色申告決算書の見方
を学び、1年間の経営活動の振り返りにつなげます。

・日 時
令和２年７月１０日（金）から全４回 13:30～15:00
※詳しい日程は初回にご案内します。

・主な内容
◊農業経営とライフプラン
◊複式簿記・決算書の理解
・講師 ・持参するもの
坂本敬子 氏 （税理士） 筆記用具、電卓
農村企画担当 須波

土壌消毒マスター研修
～宮崎方式陽熱プラス等について～

・ねらい・特色
土壌病害でお悩みの方、土壌消毒方法を学びたい
方を対象に開催します。
施設園芸における土壌消毒の方法についての座学
研修と「宮崎方式太陽熱土壌消毒」の効果をより安定さ
せ、土壌の環境条件を改善するために焼酎粕濃縮液
を用いた「宮崎方式陽熱プラス」の座学及び動画等に
よる研修を行います。

・日 時
令和２年６月１８日（木）13:30～15:30

・主な内容
宮崎方式陽熱プラスの講義
・講師
野菜普及担当 野﨑

・持参するもの
メモ帳、筆記用具

アグリ・ベーシック研修

畜産基礎講座
～肉用牛繁殖に関する基礎を学ぼう～

・ねらい・特色
粗飼料・栄養管理・繁殖管理等の基礎を学びます。

・日 時
令和２年７月７日（火）から毎月１回 19:00～20:00
・主な内容
牧草の栽培、土壌管理、繁殖生理など
肉用牛繁殖経営の基礎

・講師
畜産普及担当 永友・野﨑、農業経営指導士

※ＪＡ指導員、市町村職員の方も受講できます。

※悪天候、新型コロナウイルス感染症の発生状
況によっては研修を中止、延期する場合があり
ます。



農業経営研修 １
～これからの農業経営のために～

・ねらい・特色
宮崎県で農業を営んでいく。このような時代の中、継続
して発展していくために何が必要か。これからの農業経
営に必要な視点や考えを学びます。

・日 時
令和２年７月３０日（木）13:30～15:00

・講師
県農業経営支援課 専門技術指導担当 河野
農村企画担当 須波
・持参するもの 筆記用具

研修カリキュラム

アグリ・ベーシック研修（リカレント研修部門）

アグリ・
ステップアップ研修

畜産部門技術
～「子牛の呼吸器病」を防ぐために～

・ねらい・特色
「子牛の呼吸器病」をテーマに、肺炎や風邪対策等に

ついて理解できます。

・日 時
令和２年６月中旬以降（10:00～12:00、13:30～15:30）

・主な内容
子牛の肺炎・風邪の要因と対策について
・持参するもの 筆記用具

・講師 NOSAI宮崎児湯センター 獣医師
普及センター 畜産普及担当

・会場 NOSAI宮崎児湯センター（午前の部）
JA尾鈴都農支所（午後の部）

※現在、詳細を調整中です。

経営承継研修
～上手に渡そう経営のバトン～

・ねらい・特色
近年、よく目にする「経営承継」というキーワード。長
年、普及指導員として農業者の担い手育成の支援者
でもある講師に、経営承継の現状と問題点などを含め
た知見から、具体的取組への一歩へとつなげます。こ
れから後継者へ経営を譲ろうと考えている経営主や、
経営を譲り受ける後継者の方に特にお勧めの研修で
す。
・日時
令和２年６月２３日（火）13:30～15:00
・講師
県農業経営支援課 専門技術指導担当 阿萬

・持参するもの 筆記用具

先進農家の講話 〔経営理念〕
～ワクワクする農業を目指して～

・ねらい・特色
実際に経営理念を作成し、実践している先進農家の講
話には、経営力アップのヒントが多くあります。それらを見
つけ、自身の経営力アップにつなげる事が目的です。
また、経営理念の重要性が理解できます。

・日 時
令和２年９月１日（火）13:30～15:00
・講師
ベジエイト(株) 専務 重冨裕貴 氏

・持参するもの 筆記用具

畜産部門経営～経営計画、資金繰り計画作成～

・ねらい・特色 ・日 時
経営計画、資金繰り計画を作成します。 令和２年７月中旬から毎月１回
・主な内容 13:30～15:30
繁殖図譜を基礎として、資金繰り計画の作成方法を学ぶ

・講師 畜産普及担当 永友

リカレント研修
～スペシャリストが教える農業経営・技術入門～

ねらい・特色
農業を始めたい人や経験の浅い方、基礎知識を身につけたい方のために農業総合研修センターにより計画された
研修です。 ※新型コロナウイルス感染症対策として、会場が変更になりました。

・主な内容 （時間は全て13:15～16:00）
①宮崎の農業と気象 〔７月７日（火)〕 ②病害虫防除 〔７月１６日（木）〕
③土壌肥料Ⅰ 〔７月２０日（月）〕、 土壌肥料Ⅱ 〔７月２１日（火）〕
④農業経営基礎 〔７月２８日（火）〕 ⑤ひなたＧＡＰ 〔７月２９日（水)〕
⑥鳥獣被害対策 〔７月３１日（金）〕 ⑦食品加工 〔8月６日（木）〕
⑧農作業安全 〔８月１８日（火）〕

・持参するもの ・会場 農業科学館 イベントホール（農業総合研修センターの隣）

筆記用具等 ・主催 県立農業大学校 農業総合研修センター



アグリ・ステップアップ研修

農薬・病害虫防除
～宮崎方式ＩＣＭとは？～

・ねらい・特色

農薬の種類や特徴を学び、農薬を効果的に使用する

方法について、理解を深めます。また、栽培品目の主

要な病害虫や、病害虫の適期防除についても理解を

深めます。加えて、宮崎方式ＩＣＭ（総合的作物管理）

についても学習します。

・日 時

令和２年８月５日(水) 13:30～15:30

・主な内容

農薬の種類、特徴、効果的な使用方法について

主要な病害虫の事例、感染、発生生態について

総合的作物管理（宮崎方式ＩＣＭ）について

・講師

果樹花き普及担当 徳満、野菜普及担当 黒木

・持参するもの 筆記用具

土壌肥料
～肥料の種類や特徴～

・ねらい・特色

肥料の種類や土壌診断書の見方、施肥設計について

学べます。

・日 時

令和２年９月１７日（木）13:30～15:00

・主な内容

肥料の種類や特徴について

土壌診断書の見方について

・講師

作物普及担当 若杉

・持参するもの 筆記用具

畑かん入門
～必要なかん水量の目安を知ろう～

・ねらい・特色

畑かんエリア（一ツ瀬川、綾川２期、尾鈴）内において、

各種散水器具の特徴を理解するとともに、我が家の品

目における最適なかん水方法を習得します。

・日 時

令和２年８月２５日（火）13:30～15:00

・主な内容

各種散水器の特徴

畑かん水利用による各種効果

露地野菜におけるかん水量

・講師 畑かん営農推進担当 斎藤

・持参するもの 筆記用具

ハウスの環境制御 ①
～光合成に関する植物生理～

・ねらい・特色

施設園芸で導入が進みつつある複合環境制御装置

の活用事例とCO2施用技術について理解を深めます。

・日 時

令和２年１１月５日（木）18:00～20:00

・主な内容

葉緑体、気孔など光合成に関する植物器官の主な

働きや、光合成を促進するための環境条件など

・講師

野菜普及担当 野﨑

・持参するもの 筆記用具

農業経営研修 ２、３
～法人化、消費税について学ぼう！～

ねらい・特色

個人事業主と法人の違い、法人化したらどんなメリット

があるの？その際、消費税はのように違ってくるの？

法人化と消費税について、税理士に分かりやすく説

明いただきます。

・日 時

〔法人化〕令和２年９月８日（火） 13:30～15:30

〔消費税〕令和２年９月２４日（木）13:30～15:30

・講師

坂本敬子 氏 （税理士）

・持参するもの

筆記用具

ハウスの環境制御 ②
～主要果菜類でのCO2施用技術～

・ねらい・特色

施設園芸で導入が進みつつある複合環境制御装置

の活用事例とCO2施用技術について理解を深めます。

・日 時

令和２年１２月３日（木）18:00～20:00

・主な内容

生産現場や試験研究機関で、どのようにCO2施用技

術が利用されているか、品目ごとに紹介

・講師

野菜普及担当 野﨑

・持参するもの

筆記用具




