
ＪＡグループ広島

■お問い合わせ先：セミナー事務局（ＪＡ広島中央会内／担当：新田、野村）

農業経営者セミナーのご案内

☏０８２－２４３－６４６０ （9：00～17：00 土日・祝日を除く）

【申込期限】平成30年6月25日（月）

セミナー①「農業簿記セミナー（第1回）」 ・・・・・・・・・・・・・定員２０名 P.2

開催日時：平成30年7月10日（火）・11日（水）10：30～16：30
開催場所：東広島地域職業訓練センター

セミナー③「労務管理セミナーⅡ（人材育成）」 ・・・・・・・定員１００名 P.2

開催日時：平成30年8月7日（火）13：30～16：30
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年7月31日（火）

セミナー④「農業簿記セミナー（第2回）」 ・・・・・・・・・・・・・定員２０名 P.2

開催日時：平成30年8月21日（火）・22日（水）10：30～16：30
開催場所：広島北部地域職業訓練センター

【申込期限】平成30年7月20日（金）

セミナー⑤「事業承継セミナー」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定員１００名 P.3

開催日時：平成30年10月17日（水）13：30～16：30
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年10月10日（水）

セミナー⑥「会計・税務セミナーⅠ（個人農業者向け）」・・・定員５０名 P.3

開催日時：平成30年11月13日（火）13：30～17：00
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年11月7日（水）

セミナー⑦「会計・税務セミナーⅡ（農業法人向け）」・・・・・定員５０名 P.3

開催日時：平成30年11月14日（水）13：30～17：00
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年11月7日（水）

セミナー⑨「税務セミナー（消費税軽減税率関係）」 ・・・定員１００名 P.4

開催日時：平成30年12月19日（水） 13：30～16：30
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年11月19日（月）

セミナー⑩「農業経営相談会（個別相談）」 ・・・・・定員１０～２０名 P.4

開催日時：平成31年1月30日（水）10：30～16：00
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年12月25日（火）

セミナー②「労務管理セミナーⅠ（法令関係）」 ・・・・・・・定員１００名 P.2

開催日時：平成30年7月24日（火）13：30～16：30
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年7月17日（火）

共催：一般社団法人 広島県農業会議

セミナー⑧「経営分析セミナー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定員５０名 P.4

開催日時：平成30年12月4日（火） 13：30～17：00
開催場所：広島県立総合技術研究所農業技術センター

【申込期限】平成30年11月27日（火）



セミナー①・④ 農業簿記セミナー
【平成30年7月10日（火）・11日（水）10：30～16：30】
【平成30年8月21日（火）・22日（水）10：30～16：30】

講演テーマ

「複式農業簿記記帳実務を学ぶ」

【1日目】 複式農業簿記の基礎

Ⅰ 複式農業簿記のしくみと記帳の流れ

Ⅱ 仕訳実務

Ⅲ 減価償却

Ⅳ 決算

【2日目】 パソコン簿記ソフトの実務演習

Ⅰ 初期設定

Ⅱ 日常取引データの入力

Ⅲ 決算処理

■セミナー②・③ 講師

特定社会保険労務士

瀬川 徳子 氏

（社会保険労務士法人たんぽぽ会）

■経歴

・1976年11月 社会保険労務士 取得

・2011年10月 社会保険労務士法人たんぽぽ会

代表社員就任

・2011年4月 NPO法人「いきいき農業応援し隊」

代表理事就任

・2010年6月 全国農業経営支援社会保険労務士

ネットワーク 理事就任

・2013年5月 広島県農林水産局 ビジネスブレイン就任

・2015年4月 広島県 女性活躍推進アドバイザー就任

・2016年4月 広島市男女共同参画推進連携会議

委員就任

■セミナー②・③ 講師

特定社会保険労務士

木山 恭子 氏

（社会保険労務士法人たんぽぽ会）

■経歴

・2004年11月 社会保険労務士 取得

・2011年4月 社会保険労務士登録

・2011年10月 社会保険労務士法人たんぽぽ会

社員就任

・2014年5月 特定社会保険労務士の付記登録

・2017年4月 社会保険労務士法人たんぽぽ会

所長就任

■セミナー①・④ 講師

・（一社）広島県農業会議

平山 太郎 氏

・（株）ソリマチ

神田 良和 氏

■セミナー受講にかかる留意事項

・ テキスト代2,000円、昼食代600円程度が必要と

なります。

※代金は当日徴収いたします。

セミナー② 労務管理セミナーⅠ（法令関係）
【平成30年7月24日（火） 13：30～16：30】

セミナー③ 労務管理セミナーⅡ（人材育成）
【平成30年8月7日（火） 13：30～16：30】

講演テーマ

「農業経営者が知っておきたい労務知識・労使トラブルの

未然防止対策」

Ⅰ 労働契約について

Ⅱ 安全衛生と健康管理

Ⅲ 労働保険と社会保険

Ⅳ 労使トラブルの事例紹介と対策

講演テーマ

「体系的な人材育成制度の導入について」

Ⅰ これからの農業経営

Ⅱ 体系的な人事評価制度・賃金制度

Ⅲ 従業員のやる気を引き出す教育制度の導入と助成金

参加費無料

参加費無料
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セミナー⑤ 事業承継セミナー
【平成30年10月17日（水）13：30～16：30】

講演テーマ

「農業経営における事業承継の問題と対策」

Ⅰ 事業承継の問題提起

Ⅱ 事業承継に必要な準備とステップ

Ⅲ 税務対策（相続税・贈与税・事業承継税制等）

Ⅳ 事例研究（相談事例の紹介）

■セミナー⑥・⑦ 講師

奥 順夫 氏

（ＧＯ＆ＤＯ 篠原税理士法人）

■経歴

・1997年 株式会社合同総研 入社

GO＆DO篠原税理士法人 入社

以降、個人事業主をはじめ中小企業から上場企業まで

の決算や税務申告、経営相談の対応等に従事。

近年は、農業コンサル担当として、農業者の事業承継や

税務相談に対応。認定農業者（法人、個人）の経営

分析・診断のほか、経営ビジョンの策定や法人化、組織再

編などを支援。

2016年より広島県立農業技術大学校にて「農業簿

記」講師を務める。

■セミナー⑤ 講師

税理士（農業経営アドバイザー）

篠原 敦子 氏

（ＧＯ＆ＤＯ 篠原税理士法人）

■経歴

・1978年3月 広島修道大学大学院修士課程 修了

・1985年3月 株式会社合同総研 入社

・1989年6月 税理士登録

・2011年9月 GO＆DO 篠原税理士法人 代表税理士

・2016年9月 農林水産省政策評価第三者委員

・2017年3月 株式会社合同総研 代表取締役就任

セミナー⑥ 会計・税務セミナーⅠ
（個人農業者向け）

【平成30年11月13日（火）13：30～17：00】

セミナー⑦ 会計・税務セミナーⅡ
（農業法人向け）

【平成30年11月14日（水）13：30～17：00】

講演テーマ

「個人農業経営の適切な会計処理について」

Ⅰ 農業者（個人経営）の会計・税務上の留意点
・収益の計上（収穫基準や委託販売における収益
計上）
・期末棚卸（期末棚卸と収益の関係）
・圧縮記帳
・補助付リース
・専従者給与の取扱い 等

Ⅱ 消費税について
・消費税の仕組み
・軽減税率導入の影響（委託販売時の課税売上の
取扱い） 等

講演テーマ

「農業法人特有の会計処理について 」

Ⅰ 農業法人の会計・税務上の留意点
・利益準備金の積み立て
・役員報酬のルール
・剰余金の処分
・従事分量配当の取扱い
・「協同組合等」と「普通法人」 等

Ⅱ 消費税の軽減税率導入の影響
・委託販売時の課税売上の取扱い
・特定作業受託の取扱い
・インボイス制度導入の影響（従事分量配当の仕入税額
控除の取扱い） 等

参加費無料

参加費無料

参加費無料
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セミナー⑨ 税務セミナー（消費税軽減税率関係）
【平成30年12月19日（水） 13：30～16：30】

講演テーマ

「消費税軽減税率導入に向けた対策について」

Ⅰ 農業における軽減税率導入の留意点

Ⅱ インボイス制度導入に向けた課題と対策

■セミナー⑨ 講師

税理士（農業経営アドバイザー）

橋口 滿 氏

（橋口税理士事務所）

■経歴

・1959年 広島国税局 採用

・1972年 税理士試験合格

・2000年 広島国税局 退職

税理士登録

橋口税理士事務所 開所

・2000年10月 広島大学法学部 非常勤講師就任

・2002年4月 広島県農業法人協会 顧問就任

セミナー⑩ 農業経営相談会（個別相談）
【平成31年1月30日（水） 10：30～16：00】

テーマ

「農業経営の課題解決のための専門家による税務・労務

に関する個別相談」

【留意事項】

・相談時間は、1件あたり30分程度となります。

・相談を希望される方については、事前に相談時間帯の調整を

行いますので、申込書に記入された連絡先へ事務局より連絡

いたします。

・申込みの先着順に相談時間を調整し、希望者が多数の場合

は締め切りますのでご了承ください。

■セミナー⑩ 対応者

・橋口 滿氏（橋口税理士事務所）

・原田会計事務所 職員

・社会保険労務士たんぽぽ会 職員

※相談を希望される方については、事前に相談内容を

提出いただきます。（別途、事務局より申込書記載の

連絡先へ連絡いたします）

提出いただいた内容を踏まえ、事務局で対応者を決定

いたします。

セミナー⑧ 経営分析セミナー
【平成30年12月4日（火） 13：30～17：00】

講演テーマ

「経営分析の重要性」

～簿記を知らなくてもできる決算書の見方～

Ⅰ 決算書の見方・読み方等

・農業におけるお金とモノの流れの把握

・経営改善につながる決算書の見方・読み方 等

Ⅱ 分析結果を経営改善に活かす

・現状把握からの経営改善

・経営改善の解決力 等

■セミナー⑧ 講師

税理士（農業経営コンサルタント）

代表取締役 渡辺 喜代司 氏

（にほんのもの㈱、渡辺税理士事務所）

■経歴

・1997年 税理士事務所開業

・2001年 大阪府農業会議 スペシャリスト委嘱

・2002年 日本農業法人協会 経営診断実施

・2004年 兵庫県農業会議 スペシャリスト委嘱

・2007年 優良担い手表彰（農林水産大臣賞）審査員

・2008年 農村女性起業活動高度化支援事業

検討委員

・2013年 コンサルティング会社『にほんのもの㈱』設立

・2014年 鳥取県農業会議 スペシャリスト委嘱

・2018年 富士通㈱ 農業経営分析ソフト開発協力

参加費無料

参加費無料

参加費無料
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・別紙セミナー申込書に必要事項ご記入のうえ、ＦＡＸにてセミナー事務局にご送付ください。
・セミナーには定員がございます。申込先着順となりますのでお早めにお申込みください。
【受付FAX番号：082－504－0219】

お申込み

・定員を超え、お申込みがあった場合は、申込先着順により、参加者を決定します。
・その際、参加できない方へのご連絡を事務局からいたします。
・お申込み後、都合が悪くなり、参加をキャンセルされる場合はセミナー事務局（TEL：082-243-6460）
までご連絡ください。

お申込み
～
当日

・大雨、大雪、地震その他天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、もしくは中止する場合は、
セミナー事務局から参加申込者様にご連絡いたします。
・開催会場にご来場ください。会場にて事務局がご案内しております。

セミナー
当日

【広島県立総合技術研究所農業技術センター】

住 所：東広島市八本松町原６８６９
アクセス：JR八本松駅より…バス【広島大学行き】 農業技術センター前下車

（5分） 徒歩1分 [芸陽バス/JRバス]
JR西条駅より…バス【吉川循環線】 農業技術センター北下車

（12分） 徒歩1分 [芸陽バス] 
新幹線東広島駅より…車で15分
山陽自動車道 志和ICより…車で15分

西条ICより…車で20分

【東広島地域職業訓練センター】

住 所：東広島市八本松町吉川５７８２ー５８
アクセス：JR八本松駅・西条駅より…バス【吉川工業団地行き】

広島東映ＣＣ入り口下車 徒歩3分
［芸陽バス］

山陽自動車道 志和ICより…車で20分
西条ICより…車で30分

【広島北部地域職業訓練センター】

住 所：三次市東酒屋町３０６－６９
アクセス：JR三次駅より…バス【三次工業団地行き】 三次工業団地下車

［備北交通］
中国自動車道 三次ICより…車で5分
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＜個人情報等の取扱い＞
・個人情報の収集：一般社団法人 広島県農業会議、広島県信用農業協同組合連合会および

広島県農業協同組合中央会（以下、「弊会等」と記述）は、セミナー事務
局として、申込業務に必要な情報を収集しています。

・個人情報の利用：弊会等は、収集した個人情報を、申込書記載の利用同意の範囲内で、円滑
なセミナー運営のため、主催者を構成する農協（申込書に記載いただいた
農協）とともに本セミナー業務等に利用させていただきます。

・個人情報の管理：収集した個人情報は、弊会等にて厳重に管理・保護し、弊会等の責任のも
とで適切に廃棄・消去いたします。

・会場の写真撮影：セミナー開催会場においてセミナーの模様を撮影いたします。これらの撮
影物に参加者様の肖像が含まれる可能性があること、また、記録写真が主
催団体を構成する農協（申込書に記載いただいた農協）およびセミナー事
務局である弊会等において、各種印刷物や国内メディア取材における各種
媒体に使用・掲載することがございます。

＜申込規約＞
・申込の正式確定：セミナー事務局にて申込みを確認した時点で正式な申込みとして確定させ

ていただきます。なお、本セミナーには、定員があり、定員を超えた時点
で申込みの受付を停止いたします。かかる場合、参加のご希望に添いかね
ることがございますので、予めご了承ください。

・当日キャンセル：申込後、都合が悪くなり、申込みをキャンセルされる場合は、速やかにセ
ミナー事務局（TEL：082-243-6460）までご連絡ください。
なお、セミナー①・④「農業簿記セミナー」については、キャンセルされ
た場合においてもテキスト代等を請求することがありますので、予めご了
承ください。

・開催延期・中止等：大雨、大雪、地震その他天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、も
しくは中止することがあります。その際は、セミナー事務局から参加申込
者様にご連絡いたします。また、講演内容については、若干変更される可
能性がございます。予めご了承ください。

＜個人情報等の取扱い＞および＜申込規約＞

次の＜個人情報等の取扱い＞および＜申込規約＞に同意のうえ、セミナーの参加をお申込みください。
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農業経営者セミナー申込書

・各セミナーのお申込みは、本申込書（本面）を受付FAX番号宛てご送付ください。
【申込受付FAX番号（082-504-0219）】 ※番号お間違えの無いようお気を付けください。

申込者氏名 他 名

※一経営体から複数名参加される場合
は、申込代表者の氏名をご記入いた
だき、他○名とご記入ください。

所属法人・団体名 ※個人経営の場合は記入は不要です。

農協組合員資格

営農類型

ご 住 所
（〒 - ）

ご連絡先電話番号
（緊急連絡先）

（ ） －
緊急連絡先（携帯電話等）： － －

P.6の＜個人情報等の取扱い＞および＜申込規約＞に同意のうえ、セミナーの参加申込みをします。
ご記入日：平成３０年 月 日

耕種 園芸 畜産 果樹 その他（ ）

組合員（農協名： ） 非組合員

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）

□
セミナー①：平成３０年７月１０日（火）・１１日（水）
「農業簿記セミナー（第１回）」

申込期限：平成３０年６月２５日（月）

□
セミナー②：平成３０年７月２４日（火）
「労務管理セミナーⅠ（法令関係）」

申込期限：平成３０年７月１７日（火）

□
セミナー③：平成３０年８月７日（火）
「労務管理セミナーⅡ（人材育成）」

申込期限：平成３０年７月３１日（火）

□
セミナー④：平成３０年８月２１日（火）・２２日（水）
「農業簿記セミナー（第２回）」

申込期限：平成３０年７月２０日（金）

□
セミナー⑤：平成３０年１０月１７日（水）
「事業承継セミナー」

申込期限：平成３０年１０月１０日（水）

□
セミナー⑥：平成３０年１１月１３日（火）
「会計・税務セミナーⅠ（個人農業者向け）」

申込期限：平成３０年１１月７日（水）

□
セミナー⑦：平成３０年１１月１４日（水）
「会計・税務セミナーⅡ（農業法人向け）」

申込期限：平成３０年１１月７日（水）

□
セミナー⑧：平成３０年１２月４日（火）
「経営分析セミナー」

申込期限：平成３０年１１月２７日（火）

□
セミナー⑨：平成３０年１２月１９日（水）
「税務セミナー（消費税軽減税率関係）」

申込期限：平成３０年１１月１９日（月）

□
セミナー⑩：平成３１年１月３０日（水）
「農業経営相談会（個別相談）」

申込期限：平成３０年１２月２５日（火）

※参加申込みされるセミナーにﾁｪｯｸ☑を入れてください（複数選択可）。

セミナー⑩を申し込まれる場合は、相談内容・相談時間等の調整のため
記載いただいた連絡先に事務局より連絡いたしますのでお含みおきください。
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