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営農計画書入力支援ソフトウエアの開発

須藤茂樹
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1．はじめに

現在，農家や農業関連機潤等において情報機器の利活用がさまざまな形で進ん

でいる。情報機器の適切な利活用による，情報の迅速性・正確さ・再利用性の確

保が農業経営や関連機関の運営に果たす役割は大きいと思われる。80年代以降，

単位農協において，組合員勘定やファックス同報システム等にみられる情報機器

の導入・利活用が急激に普及しつつある一方，立ち遅れている分野も存在する。

導入・利活用が進まない理由として，それぞれの分野において必要な技術習得に

かかる負担や，業務処理体系の変更にかかる負担などが考えられよう。そのよう

な中，導入・利活用を進めるためには，情報処理教育の推進を通じた技術習得に

よる情報機器の利活用水準の向上，業務処理体系の変更にかかる負担の軽減やス

ムーズな情報機器の導入方法の検討などといった，利用者の立場を踏まえた対応

が求められているといえよう。

現在，農協では紙文書（註1）が正式な文書形式として用いられており，電子

文書（註2）の導入は途上の段階にある。農家から農協へ提出する諸文書も同様

であり，提出にあたっては所定の様式を備えた紙文書への筆記による記入が必要

となるため，誤記・脱字・計算の誤り等がしばしば生じている。記入・諸計算の

自動化を含む電子文書化による農協業務の効率性の向上は大きいと予想され，農

家レベルから農協レベルまでの，一貫性のある農協業務における情報化の推進が
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期待されるといえる。

　このような状況を示す事例として，北海道栗山町に所在する栗山町農業協同組

合（JAくりやま）における，農家による営農計画書（註3）の記入・提出にか

かわる問題があげられる。現在，営農計爾書は紙文書であり，記入の煩雑さによ

って入力データの誤記・脱字・金額計算のミス等が頻発しており，データの確認・

再入力作業等に要する農協担当者の作業負担が問題となっている。農協は，営農

計画書の電子文書化による解決策を模索しており，電子文書化に寄せる期待とし

て以下をあげている。短期的には，農家自身の電子文書化によるミス・作業負担

等の減少，換言すれば，一貫性のある情報化による農協業務の効率化であり，長

期的には，データの蓄積・分析を通じた，農家の経営管理能力・経営分析能力・

経営計画能力の向上といった，様々な経営能力の向上と，農協の経営指導業務の

強化である。しかしながら，電子文書による業務処理が既存の業務処理と並行し

つつ段階的に導入されることを条件としている。

そこで今回，①営農計画書の電子文書化による一貫性のある情報化，②電子文

書による業務処理の段階的な導入，③将来的な農家の経営能力の向上と農協の経

営指導業務の強化，以上の条件整備を課題とし，営農計画書入力支援ソフトウェ

アを開発した。

　本ソフトウェアの概要は以下のとおりである。

　醗　一般に幅広く普及している表計算ソフトウェア上で動作する，VBA（Visual

　　　Basic　fbr　Applicaもions）によるマクロを含むワークシート群（ブック）か

　　　らなる。ソフトウェア利用の円滑化・表入力データの再利用の円滑化を目

　　　的としている。

　囎　自動計算等の入力補助機能（収入・支出・経営診断等の諸計算，転記の自

　　　動化，画面内に紙文書の内容の再現，移動ボタン等のオブジェクト及びマ

　　　クロの付加等）により，入力作業の円滑化を図っている。

　働　電子文書として農家から農協への授受が可能である一方で，電子文書の所

　　　定の様式に沿った紙文書化を可能とする様式調整機能をもつ。

2章で本ソフトウェアのシステム構成を述べ，3章で本ソフトウェアの主たる

特徴である入力補助機能・様式調整機能を述べ，4章で本章の課題に基づき，本

ソフトウェアの到達点を明らかにする。

2．システム構成

1）開発環境および稼動環境
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本ソフトウェアはMicrosoft　Exce12000，　Microso貨Vis資al　Basic　6．0を用いて

開発した。システムが稼動する環境は，Microso代Wi賊owsの32bi七タイプのOS

上における，Microso銑Exce12000上である。解像度はVGA（640×480）以上の

環境であり，推奨メモリは64MB以上である。各ワークシート内の入力用の諸表

はJAくりやまにおけるフォーマットを利用しており，他農協での利用にあたっ

てはフォーマットの大幅な変更等が必要となる。

2）本ソフトウェアの構成

本ソフトウェアは2枚のMicrosof℃Excel　Book形式のファイルによって構成さ

れる。

各ファイルには8枚ずつのワークシートが含まれており，ワークシートー枚が

一枚の紙文書と対応しており，Exce1ブック上のワークシート上で，紙文書の営

農計画書の様式が再現され，画面上で入力が可能となっている。営農計画書の内

容は表のとおりである。
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表　営農計画書の内容

1　組合員の現況

・　家族の現況　・土地の現況　・施設の現況

・　常雇の現況　・家畜の現況　・5力年計画（投資予定〉

・　車両及び農機具の現況

2　収入計画
・　農産収入（米・麦類・雑穀・馬鈴しょ・甜菜・玉葱・青果ボその他（花，種子等）の作付面積・販

　　売金額・各品目内の内訳
・　畜産収入の頭数・販売金額等の見込み

・　農外収入，資金受入，その他収入（固定資産売却等）の見込み・内訳

3　支出計画
・　労賃支出，肥料・農薬・種苗購入，生産資杉購入，水道・光熱費支幽，飼料購入，養蓄費，農業共

　　済掛け金，負担金，賃料料金支出，修繕費支出，租．税公課支出，その他経営費支出，家計費支繊，

　　年金各種共済支出，貯金積立，資金造成残高，以上の見込み・内訳

・　農業機械購入における銘柄・規格・実施時期・金額等支出の見込み，内訳

・　その他（会計臨時支出，家畜・土地購入，土地改良，施設改善，その他（パソコン等））支出の見込

　　み・内訳
・　資金償還計画（プロパー資金・制度資金・受託資金・その他（改良匿弁済金））の細目別繰越残高，

　　平成14年借入金額・償還金額・残高・支払利立雛

4　収入総括
・　農産収入（米，油類，雑穀類，馬鈴しょ，甜菜，玉葱，青果，その他農産物，奨励補助金）の前年

　　度計画・実績，本年度計画
・　畜産収入（生乳，牛，鶏卵，その他畜産物の前年度計画・実績，本年度計画

・　農外収入の前年度田圃・実績，本年度計画

・　資金借入，受入，その他収入

・　組勘外（共済担保借入，農機・施設・土地資金）の前年度計画・実績，本年度計翻

・　経営診断（農業所得・農家所得・経済余剰の前年度計画・実績，本年度計懸）

5　支出総括

・　種別（労賃・肥料・農薬・種苗・生産諸資材・水道代金等）の前年度計翻・実績・本年度計画

・　家計費の前年度計画・実績・本年度計画

・　資金返済，年金各種共済，貯金，農業機械，その他支出の前年度計画・実績・本年度計画

・　共済担保返済，農機・施設・土地取得の前年度計爾・実績・本年度計蜘

6　現金供給申込書（労賃・肥料・農薬・種苗・生産諸資材・水道代金等）の月別現金供給申込書

7　自己診断書（収入額と農業支出・家謙費，資金返済山雨によって算出される階層区分表）

（資料）JAくりやま営農計画書
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3。本ソフトウェアの特徴

本ソフトウェアの機能面の特徴として入力補助機能と様式調整機能があげられ

る。ここでは4点指摘する。

　王入力箇所の明確化

営農計画書の原本は白黒印刷であるが，本ソフトウェアでは入力規則の設定に

より，白色の欄内のみ記入・選択可能となっている（図1参照）。このことは，視

認性向上，誤記防止に加え③で解説する自動的に転記・引用される欄内への記入

防止を罠的としている。

　鑓　　・・

暴君1婁ll饗llllll認可凝iilll：：黄：｛llillll灘擁lll畠i　llllll餐ll骸lll雛l

　　　A1　　▼　　謂i

等
温、

蕃

箋‘

馨

A
／lll

樹

孫

騰

自動で営農計画書を作成します、

白色のところに記入できます。
配入できます． 記λできません、

1列） 家族の現況

氏 名 ’柄i開の膏耀 生 皇日i年齢i
喜

…

ダブルクリックすれば記入、もしくは選択することができます。

例） 家族の現況 ダブルクリックして記入します

浅 呂 続柄　團居の葛無i 生 驚…月 日 年齢

栗山三郎 H9． 4． i　2
垂 垂

図1　記入方法の解説画面

註）パソコン画面上において記入欄は白色，背景はクリーム色，氏名等の属性

　　欄はグレー色である。
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　II入力の簡便化

本ソフトウェアではExce1ブック上のワークシート上で，紙文書の営農計趣書

の様式が再現されている。入力漏れ・誤記入の防止のためボタン等のオブジェク

トを設置し，項目間を移動する機能等を付加した。また，続柄・性別・生年月El

等，選択回答の項目は欄内より選択させる形をとっている（以上，図2参照）。年

齢は生年月日をもとに自動算出される。入力項麗に関する解説や注意喚起は適宜

ダイアログや入力補助画面等によって行われる（図3，図4参照）。
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図2　項目選択方法，移動方法の解説画面
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III転記・計算の自動化

紙文書において，同一の入力箇所を複数もつ項目（氏名等）は，初回の入力後

に内容が他の箇所へ自動的に転記される（図5・図6参照。図5で入力した氏名

が，図6で組合員名欄へ転記されている）。また，他の箇所で計算に用いられる入

力項目（生産量・作付面積・諸費用等）が自動的に引用されるため，正確な計算

が可能となる（図6参照。販売金額の計算のため，入力した主食米の販売量と基

準単価の積算が自動的に行われている。更に，販売金額は総販売金額の計算に利

用され，総販売金額は更に総収入総括部門の計算に利用され，最終的に経営診断

に利用される（図7参照））。

齪璽網≦≧｛墨　　看の「V」のホタンを押して選択してくだ包、

組合員＝］一ドド・

甫外局番を選択してください。
5一稔34
ﾌようにλ力し、

亀話雷署

FAX蚕号

鵜帯鍵話醤号

〈090）葉234一

1234
のよう｛こλカし

てください。

図5　表紙の氏名入力画面
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図6　収入の自動計算画面
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縫営診断

科　　　　　　　目 前隼慶計圃 能痒度ii鍵績 ：本算度計画

農業三門く農業収入計｛Aト農業支出計｛C））
10，QQQ ／Q諺000 「1，cゆ。

農家所露（農業所得十撰外収入｛B）） 1aGoo 露ooo り3，000
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収糞差額　（収λ盒爵一資盆借入）一伎出含計一償還元稠金）
12◎Q 12QQ 「2QO

　瞑支差額＝償還財源（借入金の返済可能額）

図7　経営診断画面

IV紙文書化のための様式調整（図8参照）

入力画面の色設定の解除，ボタン等のオブジェクトの削除等を実行する様式調

整マクロにより，所定の様式に沿った紙文書化が可能である。処理後は様式が紙

文書と同一となり，印刷後は正式な紙文書としての利用が可能である。

　　　平成r4奪脱

営　農　計　画　書
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　一＿＿＿　　1234　　　　　　　　　　　　　　　のように入力
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　　　平成14年度

営　農　計　画　書

組念呂　　右のrV1のポタノを撫！て過択してくたさい

組9員コード・

FAX爵讐

組合漫＆ ㊥

図8　様式調整マクロ実行画面（左が実行前，右が実行後）
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4．おわりに

開発にあたっては，①営農計画書の電子文書化による一貫性のある情報化，・②

電子文書による業務処理の段階的な導入，③農家の将来的な経営能力の向上と農

協の経営指導業務の強化，以上の条件整備を課題とした。

本ソフトウェアは平成13年末に試験的に配布が開始されている。配布先は青色

申告に関する研究会内のソフトウェア利用希望農家であり，配布数は約20であ

る。ソフトウェアの評価に関する調査，ソフトウェアの改良は今後実施される予

定であるが，執筆時点（平成14年2月）において，課題とした条件整備の証左

を示すものとして，以下の点があげられる。利用者より「計算の入力が楽になっ

た」といった意見が執筆時点までに数件寄せられており，農家による電子文書記

入の円滑化の実現は，①における一貫性のある情報化の条件整備として有効と思

われる。また，電子文書の紙文書化も可能としたことは，②における段階的な導

入の条件に答えるものといえる。更に，ソフトウェアの形態を表計算ソフトウェ

ア上で動作するブックとし，データの円滑な利活用を可能としたことは，③にお

ける経営能力向上・経営指導業務の強化につながる条件整備として有効といえる。

今後は，③の条件整備の方向に沿い，電子文書データの更なる利活用へ向けた

ソフトウェア改良・開発等の取り組みが必要と思われる。

（註）

（註1）紙上のデータにより構成される文書を指す。

（註2）電子記憶装置上のデータにより構成される文書を指す。

（註3）営農計画書は，北海道において一般的な組合員勘定（亡霊）取引におけ

る，組盃供給限度額設定の基礎資料となるため，農産収入の計画生産量・売上額

をはじめ，資金償還計画を含む支出内容・支出額等の正確かつ詳細な記入が農家

に求められている。

参考文献

［1】前田知美・直木秀明・大原明美『Exce197VBAプログラミングリファレンス』

技争掻喬平皇宮，　1999

（補足）

　本ソフトウェアは筆者が栗山町農業情報センター勤務時（平成12年10月～），

JAくりやま営農部経営企画課の依頼により製作したものである。
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