
ＪＡグループ広島

■お問い合わせ先：セミナー事務局（ ＪＡ広島信連内／担当：米倉、竹井）

セミナー②「労務管理セミナー（個人農業者等向け）」 定員50名

農業経営者セミナーのご案内

セミナー③「労務管理セミナー（農業法人等向け）」 定員50名

セミナー④「会計・税務セミナー（農業法人向け）」 定員100名

セミナー①「事業承継セミナー（個人農業者向け）」 定員100名

☏０８２－２４８－９５１５ （9：00～17：00 土日・祝日を除く）

参加費無料
各セミナーごとに定員がございます。

（申込先着順）

お申込みについて

・別紙のセミナー申込書によりお申込みください。
・各セミナーには定員がございますので、お早めにお申込み
ください。

開催会場

広島県ＪＡビル １０階 講堂
（広島県広島市中区大手町4丁目7-3）

講演テーマ：個人経営における事業承継の問題と対策
開催日時 ：平成29年11月7日（火） 13：30～16：30

講演テーマ：雇用するうえでの心構え、知っておきたい労働法等の基礎知識
開催日時 ：平成29年11月22日（水） 13：30～16：30

講演テーマ：人材育成・定着の鍵となる人事評価制度等
開催日時 ：平成29年12月1日（金） 13：30～16：30

講演テーマ：決算整理にかかる適切な会計処理について
開催日時 ：平成29年12月6日（水） 13：30～15：30

各セミナーの詳細内容は、本パンフレット中面をご覧ください。

セミナー①申込期限
平成29年10月31日（火）

セミナー②申込期限
平成29年11月10日（金）

セミナー③申込期限
平成29年11月17日（金）

セミナー④申込期限
平成29年11月17日（金）

平成29年10月17日改訂



セミナー① 事業承継セミナー（個人農業者向け）
【平成29年11月7日（火） 13：30～16：30】

講演テーマ

「個人経営における事業承継の問題と対策」

Ⅰ 事業継承とは（取り組み意義）

Ⅱ 問題提起

Ⅲ 相続による手続き（相続税の扱い）

Ⅳ 生前の経営継承（譲渡、贈与、消費税）

Ⅴ 個人経営から法人化へ（資産・負債の引継にかかる

税務対策）

Ⅵ 事例研究（相談事例の紹介）

Ⅶ 参加者からの質疑応答等

（セミナーのポイント）

個人農業者の世代交代が進む中、事業承継時に発生する

納税義務に備えて、必要とされる税務知識を紹介します。

また、事業承継や経営規模拡大の際に、法人化が検討され

ますが、法人化に伴う税務についても解説します。

※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。あらかじめご了承ください。

■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

■講演実績

・2007～2011年

徳山商工会議所において、「税制改正」・「税務調査」等の講師

・2008年

広島商工会議所において、「超やさしい！決算書の読み方・活か

し方」の講師

・2009～2012年

もみじコンサルティングにおいて、「中小企業の事業継承」の講師

・2010～2012年

広島商工会議所において、「税務調査」等の講師 他多数

セミナー② 労務管理セミナー（個人農業者等向け）
【平成29年11月22日（水） 13：30～16：30】

講演テーマ

「雇用するうえでの心構え、知っておきたい労働法

等の基礎知識」

Ⅰ より良い人材を採用・育成するために

Ⅱ 労働管理の知識

Ⅲ 安全衛生と健康管理

Ⅳ 労働保険と社会保険

Ⅴ 参加者からの質疑応答等

（セミナーのポイント）

労務管理の構築に必要な基礎知識を紹介します。

これから整備される方以外にも、既に整備済みの方も、

今一度自己の労務管理を再点検できます。

※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。あらかじめご了承ください。

■講 師

特定社会保険労務士

入来院 重宏 氏

（キリン社会保険労務士事務所）

■経歴

・1985年武蔵大学経済学部卒業

・損保会社勤務を経て、2002年キリン社会保険労務士事務所を

開業

・中小企業や農業法人、農畜産団体等に対して、労務・社会保険

の事務手続きから日常の労務管理のアドバイスや給与計算、就

業規則の作成等を行っている。

・全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長（2010年～）

■講演実績

・「農業法人における人材育成」

・「雇用導入にあたり知っておくべきこと」 他多数

■著書

・「改訂４版 農業の従業員採用・育成マニュアル」

（全国農業会議所）

・「改訂３版 農業の労務管理と労働・社会保険百問百答」

（全国農業会議所） 他多数



セミナー④ 会計・税務セミナー（農業法人向け）
【平成29年12月6日（水） 13：30～15：30】

講演テーマ

「人材育成・定着の鍵となる人事評価制度等」

Ⅰ より良い人材を採用・育成するために

Ⅱ 人事評価制度と賃金制度

Ⅲ 情報提供（農の雇用事業、技能実習生制度）

Ⅳ 参加者からの質疑応答等

（セミナーのポイント）

農業法人等の離職率は高く、最大の原因は「賃金に

関する不満」といわれています。経営者も透明性のあ

る賃金制度や人事評価制度の構築・確立を通じて、

人材育成・定着を図ることで、安定的な農業経営に

繋がると考えられます。本セミナーでは、人材育成・

定着の鍵となる人事評価制度について、賃金制度

とともに、講師が解説します。

※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。あらかじめご了承ください。

■講 師

特定社会保険労務士

入来院 重宏 氏

（キリン社会保険労務士事務所）

■経歴

・1985年武蔵大学経済学部卒業

・損保会社勤務を経て、2002年キリン社会保険労務士事務所を

開業

・中小企業や農業法人、農畜産団体等に対して、労務・社会保険

の事務手続きから日常の労務管理のアドバイスや給与計算、就

業規則の作成等を行っている。

・全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長（2010年～）

■講演実績

・「農業法人における人材育成」

・「雇用導入にあたり知っておくべきこと」 他多数

■著書

・「改訂４版 農業の従業員採用・育成マニュアル」

（全国農業会議所）

・「改訂３版 農業の労務管理と労働・社会保険百問百答」

（全国農業会議所） 他多数

セミナー③ 労務管理セミナー（農業法人等向け）
【平成29年12月1日（金） 13：30～16：30】

講演テーマ

「決算整理にかかる適切な会計処理について」

Ⅰ 利益準備金の積み立て

Ⅱ 圧縮記帳

Ⅲ 補助付リース

Ⅳ 役員報酬のルール

Ⅴ 剰余金の処分

Ⅵ 従事分量配当の取扱い

Ⅶ 法人形態（協同組合等）

Ⅷ 参加者からの質疑応答等

（セミナーのポイント）

農業法人の経営の効率化・高度化に向け、農業法人

の特性を活かした、適確な会計処理および税務申告

について解説します。

※講演内容については、平成28年12月開催の【経営者

セミナー「会計・税務」】の内容と同様です。

※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。あらかじめご了承ください。

■講 師

税理士（農業経営コンサルタント）

渡辺 喜代司 氏

（渡辺税理士事務所）

■経歴

1997年 税理士事務所開業

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

2006年 NPO J-PAO理事就任

2008年 農村女性起業活動高度化支援事業検討委員

2010年 富士通㈱ 農業会計ソフト開発協力

2014年 鳥取県農業会議 スペシャリスト委嘱

■講演実績

「農業経営の法人化」（兵庫県担い手支援センター主催）

「農家経営総合診断士フォローアップ」（JA熊本中央会主催）

「農業経営の決算」（JA広島中央会主催）

「農業法人の税務上の留意点」（島根県農業会議主催）

他多数



お申込み

•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。

•【セミナー①申込期限：平成29年10月31日（火）】【セミナー②申込期限：平成29年11月10日（金）】

•【セミナー③④申込期限：平成29年11月17日（金）】

•【受付FAX番号：082－248－9545】

申込～当日

•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：082-248-9515）までご連絡ください。

セミナー当日

•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。

広島県ＪＡビル 10階 講堂
（広島県広島市中区大手町４丁目７－３）

（至 紙屋町、広島BC）
【広島県ＪＡビルまでの交通手段】

＜ＪＲ広島駅より＞
路面電車：［路線１番］紙屋町経由広島港行
広電バス：［3号線］紙屋町経由観音ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟ行又は広島ﾍﾘﾎﾟｰﾄ行
広島バス：［21号線］紙屋町経由広島港行又はｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ広島行
※上記経路はいずれも「市役所前」下車
＜広島バスセンターより＞
路面電車：［路線1、3、7番］「本通り」電停乗車 広島港行など
広電バス：「本通り」バス停乗車

［3号線］ 観音ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟ行又は広島ﾍﾘﾎﾟｰﾄ行 など
広島バス：「本通り」バス停乗車

［21号線］広島港行又はｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ広島行 など
※上記経路はいずれも「市役所前」下車
＜広島港より＞
路面電車：［路線１番］紙屋町経由広島駅行 など
広島バス： ［21-2号線］ﾍﾞｲｼﾃｨ経由広島駅方面行
※上記経路はいずれも「市役所前」下車

上記ご案内は本パンフレット作成時（平成29年8月）のものです。


