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主催：一般社団法人福島県農業会議／福島県担い手育成総合支援協議会／
　　　福島県農業協同組合中央会

　近年、農業を取り巻く情勢は大きく変化してきています。単に農畜産物を生産して売るだけでなく、各
種マネジメントを行いながら「企業的経営」を目指すことが推奨されるようになり、今までにはなかった
税務や労務管理、あるいは法人に関する知識が必要となってきました。
　本研修会では、専門家の指導のもと、法人化に必要な知識や税務、経営管理等に関する講座を開設しま
す。この機会に経営発展に必要な事項を学び、今後の事業にお役立ていただきたいと思います。

　農業者や農業法人の経営者・従業員（農業者等）の受講は無料です。農業団体、行政等からの参加者（団体
等）は講座により受講料が発生しますので、パンフレットで確認のうえ、所定の料金を当日現金でお支払いく
ださい。その他の方の受講料については事前に主催者にお問い合わせください。
※食事や宿泊のあっせんを希望する場合は農業者等であっても別途料金が発生します。当日現金にてお支払い
ください。

　講座内容を確認のうえ、本パンフレットの申込書に必要事項を記載し、FAX または郵送で開催日の10日
前までにお申し込みください。送付先は、参加申込書の「主催者」欄に記載の組織となります。

①　各講座の定員は40名です。定員に達した場合は申し込みを締め切らせていただく場合があります。
②　新型コロナウイルス感染拡大等の状況により研修が中止・延期になる可能性があります。
③　食事・宿泊のあっせんをキャンセルする際には、キャンセル料が発生する場合があります。
④　参加人数が５名以下の場合、食事のあっせんができない場合がありますのであらかじめご了承ください。
⑤　研修終了時間は若干前後する場合があります。

　本研修会には、農業経営の改善・発展を目指す農業者をはじめ、農業法人等の経営者・従業員・研修生、
生産組織や集落営農組織等の構成員など、どなたでも参加いただけます。
　また、市町村、JA、県関係機関などの担い手育成担当者の方々の参加もお待ちしておりますので、お気
軽にお申し込み下さい。

（アグリビジネススクール2021）

農業経営確立発展研修会
開催のお知らせ

開催趣旨

受 講 料

申し込み方法

注意事項

対 象 者

講座①②　複式農業簿記� 受講料：無料

ねらい

　自身の経営を知るには、第一に正確な簿記記帳が
重要です。本講座では簿記の基礎知識を学ぶことで、
複式記帳を始めるきっかけを作っていただきます。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

① JA福島教育センター　第２教室
　福島市飯坂町平野字三枚長１－１　TEL：024-554-3042

令和３年７月１日㈭
　　　　　～２日㈮ １日目

　10：00～16：00
２日目
　９：00～15：00

昼食を１食600円、宿泊を１泊２食付き5,000円であっせ
んします。希望される方は申込書に記入してください。

② 郡山ユラックス熱海
　郡山市熱海町熱海２丁目148－２　　TEL：024-984-2800

令和３年８月26日㈭
　　　　　～27日金

昼食・宿泊等はあっせんいたしませんので、各自で手配
してください。

講師 講座①　税理士法人寺田共同会計事務所　税理士　深瀬　善太
講座②　板倉雄一郎税理士事務所　　　　税理士　板倉雄一郎

研修事項

・複式農業簿記の原理・仕組み
・仕分けのルール
・簿記記帳の一連の流れ　　　など

　※講座①と②は同じ内容の研修となります。

※２日間連続した研修ですので、１日のみの参加はできません。



講座③④　マネジメントゲーム 受講料：農業者等無料

　　　　団体等講座③3,000円、講座④無料

受講料：農業者等無料

　　　　団体等3,000円

受講料：農業者等無料

　　　　団体等講座⑧⑨ともに1,500円

講座⑤⑥　雇用労働者の労務管理� 受講料：無料

講座⑦　農業にかかわる税務研修

講座⑨　農業法人会計・税務研修

ねらい

　「経営」を学ぶための参考書は世の中にあふれてい
ますが、その内容を実行するのは勇気が必要です。
この研修では、卓上ゲームを通して経営をシミュレー
トすることで、実践しながら経営戦略を学びます。
　従業員が経営者の視点を学ぶために開発された
ゲームなので、経営者・従業員ともに役立つ研修です。

ねらい

　働き方改革やコロナ禍で、世の中の雇用・労働情勢
は目まぐるしく変化しています。このような中では、経
営者にとって多様な働き方に合わせた労務管理のため
の知識が必要不可欠です。
　本講座では、雇用環境を整え、優秀な人材を確保す
るため、農業特有の制度等を学びます。

ねらい

　農業経営には多くの税金が関係し、制度も複雑であ
るため経営者にとっては事務的な負担が発生します。
　本講座では、スムーズな税務関係手続のための手
続きを学ぶとともに、農業特有の税制等に関する知識
などを学びます。

ねらい

　農業経営の法人化は、経営基盤の強化等に大きな効果がある一方、
個人経営ではかからなかった費用負担や事務負担も発生します。
　本講座では、スムーズな経営発展につなげるために法人設立の基
礎知識や、会計制度の違いを学びます。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

③ JA福島教育センター　第２教室
　福島市飯坂町平野字三枚長１－１　TEL：024-554-3042

令和３年11月29日㈪
　　　　　～30日㈫

１日目
　10：00～18：00
２日目
　９：30～17：30

昼食を１食600円、宿泊を１泊２食付き5,000円であっせ
んします。希望される方は申込書に記入してください。

④ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52　TEL：024-947-8010

令和３年12月７日㈫
　　　　　～８日㈬

昼食・宿泊等はあっせんいたしませんので、各自で手配
してください。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

⑤
JA福島教育センター　第２教室
　福島市飯坂町平野字三枚長１－１　TEL：024-554-3042

令和３年11月11日㈭
　　　　　～12日㈮

１日目
　10：00～16：00
２日目
　９：00～15：00

昼食を１食600円、宿泊を１泊２食付き5,000円であっせ
んします。希望される方は申込書に記入してください。

⑥ 令和３年11月25日㈭
　　　　　～26日㈮

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

⑦ JA福島教育センター　第２教室
　福島市飯坂町平野字三枚長１－１　TEL：024-554-3042

令和３年11月17日㈬
　　　　　～18日㈭

１日目
　10：00～16：00
２日目
　９：00～15：00

昼食を１食600円、宿泊を１泊２食付き5,000円であっせ
んします。希望される方は申込書に記入してください。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考
⑧ JA福島教育センター　第２教室

　福島市飯坂町平野字三枚長１－１　TEL：024-554-3042
令和３年12月22日㈬ 10：00～17：00 昼食を１食600円、宿泊を１泊２食付き5,000円であっせ

んします。希望される方は申込書に記入してください。⑨ 令和３年12月23日㈭ 10：00～17：00

講師

講師

講師

講師

税理士法人　三部会計事務所

キリン社会保険労務士事務所

東北税理士会福島支部

講座⑧　（一社）福島県農業会議・JA福島中央会
講座⑨　（一社）JA全中　税理士　栗山　賢陽

研修事項

研修事項

研修事項

研修事項

　盤面、カード、駒を使ったゲームを通して経
営をシミュレートしながら学びます。実際の経
営と同じように、決算書の作成も体験します。
※講座③と④は同じ内容の研修となります。

講座⑤　初心者向け講座
　従業員の雇用を考えている方や雇用経験の浅い方などを対象
に、労務管理の基本を学びます。

講座⑥　雇用経験者向け講座
　労務管理の基礎を復習するとともに、従業員の昇給や人事考
課など、高度な労務管理を学びます。

・所得税の仕組みと手続き
・消費税の仕組みと手続き
・農業特有の税制　など

※個人経営の方向けの研修となります。
　 法人の税務等について学びたい方は

講座⑨を受講してください。

講座⑧　農業法人設立基礎研修
・農業法人とは何か
・法人設立のメリットと発生する義務・負担
・法人設立の手続き　など

講座⑨　農業法人会計・税務研修
・農業法人の会計・税務の留意点　など
※講座⑨には法人経営者も参加いただけます。

※２日間連続した研修ですので、１日のみの参加はできません。

※いずれも２日間連続した研修ですので、１日のみの参加はできません。

※いずれも２日間連続した研修ですので、１日のみの参加はできません。

※２日間連続した研修ですが、いずれか１日のみの参加も可能です。参加費は各1,500円ですので、２日間参加される方は3,000円をお支払いください。

講座⑧　農業法人設立基礎研修



講座⑩　決算書の読み方� 受講料：無料

講座⑪　経営継承� 受講料：無料

講座⑫　ディスプレイ・POP� 受講料：無料

ねらい

　複式簿記記帳によって作成した決算書類からは、様々な情報を読み
取ることができます。
　本講座では、決算書のどこにどのような数字がかかれているのか、ま
た、どのような意味を持つのかを学ぶことで経営改善に役立てていた
だきたいと思います。

ねらい

　農業者の平均年齢が67.8歳である今日において、後継者となる担い
手への経営継承は重要な課題です。
　本講座では、親族のみならず第三者に事業を継承させることも念頭
に置き、経営継承の課題と対策について学びます。

ねらい

　商品を販売する際に非常に重要なのが差別化です。しかし、農畜産物は同
じ品目であれば見た目で大きな差別化をするのが難しい商品です。
　本講座では、商品の魅力を伝えるためのディスプレイの方法やPOP広告の
作り方を実践を通して学び、販売力向上を目指します。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

⑩ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52　TEL：024-947-8010 令和４年１月19日㈬ 13：00～16：00 午後のみの研修となります。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

⑪ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52　TEL：024-947-8010 令和４年２月２日㈬ 13：00～16：00 午後のみの研修となります。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　考

⑫ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52　TEL：024-947-8010 令和４年２月４日㈮ 10：00～16：00 昼食のあっせんはいたしませんので、各自でご手配くだ

さい。

講師

講師

講師

たむら中小企業診断士事務所　中小企業診断士　田村　俊和

株式会社マイナビ

POPセンター福島　川村　洋一

研修事項

研修事項

研修事項

問い合わせ先会場案内

・損益計算書と貸借対照表とは
・決算書データの活用方法　など

※ 個人経営の決算書を中心とした講座です。法人の方は
一部様式が異なりますのでご注意ください。

・経営継承の課題
・円滑な継承のための準備　など

・魅力ある商品のディスプレイ方法
・伝わるPOPの書き方
・POPづくりの実践　　など
※ペンや紙を使って実際にPOPを作る練習をします。

講座①、②、④、⑩、⑪、⑫について
　一般社団法人福島県農業会議
〒960-8043　福島県福島市中町8-2
TEL：024-524-1201

講座③、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨について
　福島県農業協同組合中央会
〒960-0294　福島県福島市飯坂町平野字三枚長1-1
TEL：024-554-3042

　研修会場のうち、JA福島教育センターは、「JA福島
ビル」（福島市飯坂町）と同一敷地内にある建物です。

国
道
13
号
線
方
面

（
敷
地
内
通
路
）

（敷地内通路）

JA福島ビル
（農協会館）

JA福島教育
センター



令和３年度農業経営確立発展研修会　参加申込書
１．送信先…申込書を提出する団体に○を記入願います　　※ 表に記載されている「主催者」に送信してください。
　〔　　　〕一般社団法人福島県農業会議　行き　FAX：024-524-1204
　〔　　　〕福島県農業協同組合中央会　　行き　FAX：024-552-2786
２．申込者情報

３．研修コース…受講を希望する講座の参加欄に○印を記入願います。（昼食や宿泊のあっせんを希望する場合も○印を記入願います。）

ふりがな 性別（該当箇所に○） 参加者区分（該当箇所に○）

受講者
氏　名

（　）男（　）女
（　　）回答しない

（　　）農業者　（　　）法人経営者　（　　）法人等従業員
（　　）農業団体　（　　）行政等　（　　）その他

住　所

〒
電話番号
携帯番号 　　　　　　－　　　　　　－

FAX 番号 　　　　　　－　　　　　　－

E-mail 　　　　　　　　　＠

講座
番号 講　座　名 開　催　日 場　　　所 参加 受　講　料 食事・宿泊のあっせん希望 備考 主催者

①

複式農業簿記

令和３年７月１日㈭
　　　　　　２日㈮

JA 福島
教育センター 無　料

昼食 宿泊等

農業会議
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

② 令和３年８月26日㈭
　　　　　　27日㈮

郡山
ユラックス熱海 無　料 農業会議

③
マネジメント

ゲーム

令和３年11月29日㈪
　　　　　　30日㈫

JA 福島
教育センター

農業者等：無料
団体等：3,000円

昼食 宿泊等

中 央 会
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

④ 令和３年12月７日㈫
　　　　　　８日㈬

ビッグパレット
ふくしま 無　料 農業会議

⑤
雇用労働者の

労務管理
（初心者向け）

令和３年11月11日㈭
　　　　　　12日㈮

JA 福島
教育センター 無　料

昼食 宿泊等

中 央 会
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

⑥
雇用労働者の

労務管理
（雇用経験者向け）

令和３年11月25日㈭
　　　　　　26日㈮

JA 福島
教育センター 無　料

昼食 宿泊等

中 央 会
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

⑦ 農業にかかわる
税務研修

令和３年11月17日㈬
　　　　　　18日㈭

JA 福島
教育センター

農業者等：無料
団体等：3,000円

昼食 宿泊等

中 央 会
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

⑧ 農業法人設立
基礎研修 令和３年12月22日㈬ JA 福島

教育センター
農業者等：無料
団体等：1,500円

昼食 宿泊等

中 央 会
１日目 ２日目 宿泊等 夕食 朝食

１食600円 １泊２食付き5,000円

⑨ 農業法人会計・
税務研修 令和３年12月23日㈭ JA 福島

教育センター
農業者等：無料
団体等：1,500円

昼食

中 央 会
１日目 ２日目

１食600円

⑩ 決算書の読み方 令和４年１月19日㈬ ビッグパレット
ふくしま 無　料 農業会議

⑪ 経営継承 令和４年２月２日㈬ ビッグパレット
ふくしま 無　料 農業会議

⑫ ディスプレイ・
POP 令和４年２月４日㈮ ビッグパレット

ふくしま 無　料 農業会議

※個人情報の取り扱いについて
⑴参加申し込みにより御提供いただいた個人情報は、一般社団法人福島県農業会議個人情報取扱規程および福島県農業協同組合中央会個人情報取扱規程に基づき、安
全に管理し、保護の徹底に努めます。⑵個人情報は、本研修事業にのみ利用させて頂きます。⑶法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供するこ
とはございません。⑶申込書に個人情報を記入するか否かの判断は御本人様次第ですが、必要な個人情報が不足していた場合は、本研修会の受講をお断りすることが
ありますことをご了承願います。


