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<研究・技術情報>

「営農NaviJI法人NaviJのシステム開発

要

井村直樹*費藤義崇件桂J11 聡ネ

佐々木右治判*志和一也ね
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米政策改革が翌年に迫った平成15年，各市町村に求められる水旧農業どジョン策定を支援するため，

上)11農業改良普及センターでは主要農作物40品目の農業生産技術体系を作成，配布した。併せて，7)<.

悶農業ビジョンの呂指すべき経営類型を策定するにあたり，試算計画が箆伎な f営農NaviJのシス

テム開発を行った。さらに， i営農NaviJのシミュレーション機能を活用し，法人化計磁を支援する

「法人NaviJのシステム開発を行った。

「営農NaviJは，操作が簡単で面接相談しながら正確な綬営シミュレーションができるシステム

であり，発表さ当初から高い評価を得た。農業者自身の経営設計や関係機隠による経営改善計4画の作成，

普及活宣言jにおける経営指導など，会道で有効に活用されている i法人NaviJも，法人組織を設立す

る際の支援システムとして優れた能力を活かし，谷地で多くの実績を上げている O

1.図的

稲作地帯の農業経営は，後継者不足，米価の下

落による収益性の低下，機械・資材等のコスト

等により厳しさを増している。個別農家での経営

の見直し，地域における集落営農の推進，地域農

業のシステム化等，新たな地域農業の張興対策が

求められていた。

水田農業ビジョンを策定するにあたり，重要な

部分はタイプ別の経営類型の作成である O 管内の

愛別町では地域の実態に基づき，個別経営 7類型，

法人経営 3類型を目指すべき経営類型として作成

し， ビジョンに位置づけることになった。

その経営類型の作成は普及センターが受けもつ

ことになった。

「営農NaviJ は平成15年，農業生競技術体系
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を有効に活用し，簡便に経営類型の作成や経営の

試算計画ができるようにすることを自的にシステ

ム開発に取り組んだ。

「法人NaviJは平成17年，揺作経営の構造改

革を推進し，館別経営から共同化や集落営農の組

織化・法人化を穣極的に進めるため， r営農NaviJ

の試算システムを活用して，法人を設立すること

を目的に開発を行った。

2.取り組みの経過

1)農業生産技術体系の作成

作物別lの生産技術体系は，平成10年作成の

長野地域の農業生産技術体系Jの様式をそのまま

踏襲し，後でデータ修正がしやすいようにExcel

ファイルで作成した。ファイルは 1枚目を経済性

指標 2枚目を生産技術体系， 3枚目を労働時間

表とした。

農業生産技術体系を作成する品目は，地域です

でに作付けされている主要な品司に加え，今後導

入される可能性のある品目を選定した。

技術内容や労働時間は，地域の栽培実態に合わ

せて作成した。 収量水準や価格水準私生産叛売

実績に基づき，実現可能な数値に設定した。
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図 r営農NavUの篠成

関 2 r営幾NavUの特徴である労働グラフ

2) I営農NaviJのシステム開発

(1 ) システムの構成

システムは，表計算ソフト Excelを活用して作

成した。はじめのワークシートは入力用シートと

し，労働力，農地面積，選択作物と面穣等を入力

するようにした。次に，作成した経済性指標と労

働時間表を一覧表とし，それぞれを一つのワーク

シートとしてあらかじめデータを入力した。

先頭の入力用シートから，作物選択と面積の入

力を行い， VLOOKUP関数を活用し，経済性指

標と労働力シートからデータを拾い上げ，集計し

た後，複数作物を作付けした場合の直護費・間接

費の経営収支と必要労働時間を自動計算すること

にしfこ。

(2) 償却資産台帳の作成

経済性指標には，機域・施設の減価償却費と修

理費等が含まれていない。このため，償却資産入

-88 

力表のワークシートと償却資産一覧表のワークシー

トを作り，償部資産一覧表のシートに想定される

機械・施設のデータをあらかじめ入力しておき，

選択した作物に必要な償却資産を償却資産入力シー

トに入力することにより，減価償却費と修理費，

さらには施設費を計算するようにした。

(3) 労働グラフの作成

労働総括のシートを作り，労働グラフを表示し

て保有する労働力と選択作物の必要労働時間が一

目でわかるようにした。保有する労働力でカバー

できない部分(折れ線より上に出た部分)は，自

動的に雇用労働費を計算するようにした。

これにより，グラフを見ながら，簡単に作物の

組み合わせや聞穫を調整できるという， I営農

NaviJの痩れた特徴を生み出すことができた。

(4) シミュレーション精度を高めるための工夫

ア〉入力用シートで，農地の小作料の基準を入力

する表を付けた。

イ)計算据整用単価入力表に，土地改良費の入力

欄を付けた。

稲作経営では，水利費や基盤整備等の償還金の

負担額が大きく， しかも地域によって金額が大き

く異なるため，この金額を地域の実態に合わせて

入力する必要がある O

ウ)計算調整用単価入力表に，公課諸負担，一般

管理費の入力欄を付けた。

農業者は， JA賦課金や農事組合費等各種の負

担金や賦課金が多く発生している実態がある。そ

のため，北海道で実摘している農家経営実態調査

(300戸調査)や地域の簿記研究会の協力により得

られたデータを活用し公課諸負担や一般管理費を

労働時間当たりの係数として計上し，初期{直とし

て入れた。

エ)償却資産台帳の耐用年数を法定(1ft用王手数より

50%程度延長させて計算する機能を付けた。

償却資産台11長の鮒用年数を法定酎用年数で計算

すると，減価償却費の金額が実態よりも大きくな

りすぎるので，メニュー麗面で法定謝用年数より

も1.5倍程震耐用年数を伸ばした目標耐周年数を

選択できるようにした。
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オ)労働時間は自動計算機能を付けて謁整した。

労働時間の計算は，技術体系の労働時間に面積

をかけて計算するが，規模拡大により作業効率が

向上し，単位面積当たりの労働時間は若干少なく

なるような自動計算機能を付けた。

間H乍土/11ゆ染地区箆築2草食器民台シター
経醤ーヌロタxlJト子山ゐ

級悌夜蓄委採...笈総将司 " 

1E13 初期の「営農NaviJの菌室百

図 4 愛別町の経営類裂を試算している画面

3)普及センターの統合による作物別技術体系

の再整備

平成16年 4月，上JlI中央i也監と姐JlI地区の普及

センターが広域統合したため， I営農NaviJの心

臓部である作物別技術体系を整備する必要があっ

た。作物別技術体系を従来の40品目から83品目へ

増やして充実させることにより「営農NaviJを

利指できるエリアを拡大させた。

4) I法人NavUのシステム開発

(1 ) システムの構成

「法人NaviJは平成17年春， I営農NaviJの

89 

機能に機械・施設の法人への引継を試算する機能

を加えた法人化設立支援システムとして開発した。

「法人NaviJの特徴は， I営農NaviJの優れ

た収支のシミュレーション機能をベースに，共同

化により法人経営を開始した場合の機械・施設の

個人や利用組合からの引継の試算システムと構成

員の所持の試算システムにある。

(2) 機械・施設の引継試算機能

共同化による法人組織を設立した場合，個人の

機械・施設を引継，引継出来ない場合は，新規に

取得しなければならない。

設立直後の法人は，資金繰りが厳しいため，施

設・機械等の設備投資を最小隈にするため，間人

からの引継においても，分割払いや資金利用が必

要になる。そのための負債償還計画表が組み込ま

れた。

(3) 共同化した場合の所得の試算機能

個人経営していた者が，複数戸での共同化に踏

み切る場合は， f毘人経営よりも共同化した方が所

得が確実に増えるという見込みがなければ，共同

化するメリットはない。

そこで， I営農NaviJの優れた試算機能で売り

上げや原価を試算し，構成員の所得となる給与や

地代等を試算できる機能をもたせた。

「法人NaviJの最大の特徴といえる合理的な

機械・施設の引き継ぎ計算機能や公平・公正の原

員立に基づいた所得の配分の考え方は，普及センター

管内において，複数戸の農業生産法人の設立支援

という実績を上げていた開発スタッフの努力と経

験によりに裏付けられた現場技術の蓄積の成果で

ある。

3.活動の成果

1) I営農NavUの成果

f営農NaviJの初期の成果は，平成15年に作

成された愛別町水田農業ビジョンに記載された語

い手の経営類型，平成16年に作成された愛ちIJ町農

業振興計画の中に記載された経営類型，平成17年

に作成された愛別町・上川町の農業基本構想、に記

載された経営類型等がある。
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また，愛別町では， JA上}II中央が認定農業者

経営改善計磁を作成する際に， r営農NaviJを活

用して作物別経営収支を試算し，経営改善計画を

作成しているため，認定農業者の認、定に際しでも

大きな役割を果たしている。

普及センターの独自事業としては，平成16年か

ら17年の 2カ年間，青年ゼミナールにおいて管内

の若手農業者を普及センターに集め， r我が家の

経営改善計画の作成Jをテーマとした経営改善の

研修会を実施した。内容は「営農NaviJを配布

して普及員のサポートにより，我が家の経営改善

計画を樹立し発表するカリキュラムであった。

平成16年 3月には， r営農NaviJを活用して12

タイプの経営類型を試算し，それぞれの解説と提

案型の営農指導資料「営農Navi (ナビ)太鼓判J

を管内農業者全戸に配布した。

これは，上川中部農業改虫普及推進協議会発行

とし，印刷部数は2，200部であった。

普及センターが開発した発表当時は，新聞報道

等もあり， r営農NaviJの無料配布を希望する農

業者が次々と普及センターを訪れ，その対応に追

われる毎日であった。

実際に利用した農業者の評価は高く，特に農業

者の中でもパソコン等で経営管理をしている経営

管理能力の比較的高いと思われる人達から「シミュ

レーション結果はかなり正確に計算される」との

い評価を得ることができた。

関係機関等への対応では，平成16年 l丹市町村・

JAの担当職員を対象に， r営農NaviJの説明会

を開催し， r営農NaviJ の概要，操作方法や活用

写真 1r営農NaviJの操作方法を研修する青年

写真2 我が家の経営改養計画を発表する青年

方法を説明してCD-ROMを無償記布した。また，

欠席した関係機関に対しては，日Ij途， CDωROM 

の無償配布を行った。

1) r法人NaviJの成果

「法人NaviJの初期の成果は，愛別町で惰)M

農園の設立支援に使用したことである O

(有)M農園の設立支援は，平成17年 4 月 ~5 月に

表 1 愛別町における農業緩営指標と「営農NaviJの活用状況(平成15年12月)

;~;t~経営指枕: (1判、1::ha，人， UJ'1，千IJD

13~災手声明
経営規模

生涯モデノレ !;27よ見 rf~'}
Navi活用の

12M出前iも11 労働力 有 :OJrr¥:x 
20ha以Jニ倒号1)経営 20，0 2.0 ;)<稲12.0，大23.0，小さら1.0，小豆0.5，アスパラ0.5 5，100 。
20ha以下関iJl)経営 10.0 2.0 水稲7.0，小豆0.5，かぼちゃ0.5，きゅうり 0.3，飼料{干物1.7 5，498 。
|京12作物.，IJ.l"J経営 5.0 3.5 いちご0.6，飼料作物4.4 5，286 。
きのこ複合経営 7.0 2.0 ノ'J<fiR5.0，小麦2.0，推お'10，000袋 1，94宮 X 

議牛販売肉牛経常ー 23.0 2.0 京牛'j;~時300~1l (続料作物) 5，5∞ 〉〆¥

ij[';l守牛i波光経営 40.0 2，0 11[';脊!j二 ì;ìll寺400~fj (飼料作物) 6，000 x¥ 

完全共同経営 50.0 6.0 ノ'KfiTi30，とまとQふ 1)、f7.1.5，そ{ま12.0，自uJ料f'fl'JJ6.0 1，500 。
日;jiP'J共|母緩慢 30.0 8，0 水稲10.0，大1210.0，小口~3.0，そ(:f.1. 0， tこいこん3.0 自，538 。
Jtlii)経営 100.0 13.0 ノ'1<稲60.0，大(/..1.5，小交5.5，だいこん11.0，かぼちゃ1.0，飼料作物11.0 7守883 O 
平成15jj'.WI点 愛j}1)IIlJノKIIJI::l;Ilビジョン素案より

90-
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かけて行った。当時， r法人NaviJは完成された

ものではなかったが，法人設立支援システムとし

てその威力を発揮した。

共同化した場合の保有する資源を活用した経営

計画は， r営農NaviJの機能を活かし，構成員所

得の試算ができるため，メンバーが法人化の決断

をする大きな判断材料となった。

また，構成員と利用組合の保有する機械・施設

の法人への引継計算作業も，合理的で早く正確に

試算できるという優れた機能を発降した。

また，陪じく平成18年に，愛別町の(有)K社，

川町の惰)8ファームの設立支援に際して活用され，

法人設立支護システムとして極めて優れた能力を

発障した。

「法人NaviJの対外的な公開は，平成18年 2

月に普及センター管内の関係機関に対する説明会

であった。ここで「法人NaviJの CD-ROMを

無償配布した。

この「法人NaviJのCD-ROはの中には，パー

ジョンアップした「営農NaviJのほか，付録シ

ステムとして「総務NaviJ， r資金収支NaviJ，

「中期資金NaviJや， さらには「法人NaviJの

マニュアルがインストーノレされており，経営支援

システムとしてかなり完成されたものとなった。

4.考察

1) r営農 NaviJのシミュレーション精度の高

さと評価を得ている理由

システムの心臓部は，農業生産技指体系であり，

地域の実態に合わせて作成しているため，地域の

実態のデータが計算の根拠となっている。

システムがExcelファイルで作成しているため

扱いやすく，その操作方法も簡単である。

労働グラフや経営総括を見ながら，作物や組み

合わせを繰り返し替え，試行錯誤しながら経営設

計ができる。

簿記研究会や法人組織の連携の中から，提供さ

れた現場のデータを根拠として，なるべく実態に

近いシミュレーションができるような工夫が随所

に組み込まれている。

上JI!'担援総隠農3祭器恩官孝昌センター

図5 r法人NaviJ公開時に配布したマニュアル 2006.2

2) r営農NaviJの使用上の留意点

「営農NaviJは農業振興計画に位置づける経

営類型を作成する場合に鐙れた能力を発揮する。

しかし単年度の運転資金の資金繰り計聞や機械・

施設等の設備投資計画がない。

そのため，新規就農する場合や新たな部門を開

設する場合は，単年度の資金繰り計関や設備投資

にかかる資金収支をキャッシュフローの観点で計

した長期の資金収支計画が必要になる。

米政策改革に併せて，稲作地帯向けに開発され

た経営シミュレーションシステムであるため，稲

作地需の経営設計は適しているが，苔産経営には

適していない。

3) r法人NaviJの有効活用

「法人NaviJは， r営農NaviJ!こ比べて複雑

で操作方法がやや難しく，実際に法人設立指導の

場面でなければ使用する必要がないため，

NaviJ ほど利用頻疫が多くないと思われる O

しかし，法人設立支譲の際には，極めて優れた

支援システムであるため，今後とも普及センター

や関係機関における法人化設立支援のシステムと

して活用すべきである。

91-
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4) I営農NavUI法人NavUの/'¥-ジョンアッフ。

これらのシステムは，主に平成15年~17年の 3

年開設置された経営プロジェクトチームにより整

備されたが，その後の平成18~19年の間において

も品目横断的経営安定対策への移行により，一部

修正を行った。最新パージョンは表 2とおりであ

る。

また，平成19年には，農業生産技術体系の見直

しと上JII管内の一本化を行った。 103類型の作物

別技術体系が整備され， I営農NaviJの関連シス

テムはネットワーク化により情報の共有化が実現

し，管内の各支所で同システムを利用できるよう

にしfこO

5)会選基本ソフトへの位置づけ

「営農NaviJI法人NaviJは，上JII管内を中

心に利用され，普及職員研修を通じて全道の普及

センターに広がりつつあった。

北海道は平成19年四月，水稲・畑作・盟芸の経

営設計用基本ソフトとして位置づけることとした。

その際， I営農ナビ」という名称がすでに民間企

表2 r営産量NaviJr法人NaviJの最新版

名称

営農Navi

法人Navi

最新パージョン

ver 5.1 

professional 2.1 

前パージョンに追加した機能

誠整淑シートで資材!dfi格上昇

分を試算できる機能を追加I

iJSH空間 νー卜で資材悩格上昇

分を試算できる機能を追加i

業により商標登録されていたため，正式名称を

IHokkaido営農ナどJI法人ナビ」としてプログ

ラム著作権を北海道が取得し，全道の普及センター

へCD-ROM版が配布された。

6)耕畜連携システムの開発

「営農NaviJの欠点であった畜産部門の計算

機能がない点と，長期の資金収支計画がない点に

ついて，利用者からの改善の要望があるため改良

をすることとした。

現在， I営農NaviJをベースとして既存の肉牛

経営や酪農経営のシミュレーションシステムを合

体させ，さらに10年間の収支計麗を組み込んだ有

畜複合経営のシミュレーションシステムの開発を

進めている。

謝辞

f営農NaviJr法人NaviJのシステム開発は，平成

15~17年の 3 ヶ年開設置されていた経営'プロジェクト

チームによって作業を進めた。

システムの心臓部は農業生漆技術体系であり，当時，

上川!農業改良普及センターに夜籍していた全職員の協

力によって作成されたものであり，関係した職員の皆

様に深くお礼申し上げる O

また， システム設計の主要な部分は，普及センター

管内の簿記研究会や法人組織との鷲及活動の一環で提

供いただいたデータが基礎データとなり，計算根拠と

して使用されている。関係した農業者の皆様にも深く

感謝申しよけ、る次第である。
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