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　 講師：泉保繁美　田中和幸　萩内美里

1. 香川県農業共済組合
　 研修内容：農業簿記
　 研修期間：平成29年6月2日
　　　　　～平成29年6月30日（5日間）

　 講演：田中和幸　棚田光亮　萩内美里　田中亜紀
　
1.香川県農業共済組合
　講演内容：個人農業者のための青色申告の基礎知識に
　ついて
　講演日：平成29年2月23日、平成29年2月24日、
　　　　 平成29年2月27日、平成29年2月28日
2.香川県、一般社団法人香川県農業会議
　講演内容：農業経営発展支援セミナー
　「事業計画書（資金計画）作成にあたっての留意点」
　講演日：平成29年6月23日、平成29年6月27日、
　　　　平成29年7月4日
3.香川県、一般社団法人香川県農業会議
　講演内容：農業経営発展支援セミナー
　【人材確保・育成編】
「労働力確保、人材育成にあたっての留意点」
　講演日：平成29年7月20日
4.香川県西讃農業改良普及センター
　講演内容：農業経営力向上支援セミナー
　【求人・雇用実務編】
　「求人・雇用の実務について」
　講演日：平成29年9月8日
5.香川県農政水産部農業経営課
　講演内容：集落営農法人の会計・税務について
　　　　　「経営発展に向けて留意すべき点」
　講演日：平成29年10月19日
6.香川県東讃農業改良普及センター
　講演内容：経営能力ブラッシュアップ研修（第3回）
　「法人化推進講座」
　「法人化にあたっての雇用対策
　　～労働時間や賃金など～」
　講演日：平成29年10月19日
7.ＮＯＳＡＩ香川三豊青年部
　講演内容：節税対策と財務分析について
　講演日：平成29年11月2日
8.香川県農業共済組合
　講演内容：事例で学ぶ相続税
　講演日：平成29年12月14日
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講 師 実 績

講 演 実 績

研 究 会 発 表

1. 一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会
　講演内容：農業経営コンサルタント養成セミナー
　　　　　　「会計基準の概要について」
　講演日：平成29年6月6日
　講演：泉保繁美
2. 一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会
　講演内容：農業経営コンサルタント養成セミナー
　「税務調査における農業特有の課題への対応について」
　講演日：平成29年10月17日
　講演：泉保繁美

検 定 試 験

配偶者控除 及び配偶者 特別控除の改正

①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受ける
ことができないこととされました（改正前は、給与所得者の合計所得金額の制限は無し）。
②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました（改正前
は、38万円超76万円未満）。

配偶者控除及び配偶者特別控除について改正が行われました。
この改正は平成30年分以降の所得税について適用されます。

〔改正前〕 〔改正後〕

配偶者の年収（万円）

※合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。

配偶者の年収（万円）
0 103 141

老人加算

配偶者控除 配偶者特別控除

0 103 150 201

老人加算

配偶者控除 配偶者特別控除

イメージ（合計所得金額が900万円以下の場合）

改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の一覧表
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配偶者の合計所得金額　38万円超　85万円以下

90万円超　95万円以下

38万円 26万円 13万円

48万円 32万円 16万円

38万円 26万円 13万円

1,030,000円超　1,500,000円以下

36万円 24万円 12万円 1,500,000円超　1,550,000円以下

31万円 21万円 11万円 1,550,000円超　1,600,000円以下

26万円 18万円 9万円 1,600,000円超　1,667,999円以下

21万円 14万円 7万円 1,667,999円超　1,751,999円以下

16万円 11万円 6万円 1,751,999円超　1,831,999円以下

11万円 8万円 4万円 1,831,999円超　1,903,999円以下

6万円 4万円 2万円 1,903,999円超　1,971,999円以下

3万円 2万円 1万円 1,971,999円超　2,015,999円以下

0円 0円 0円 2,015,999円超

90万円超　95万円以下

95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

123万円超

居住者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額）

【参　　考】

900万円以下
（1120万円以下）

900万円超
950万円以下
1120万円超
1170万円以下

950万円超
1000万円以下 配偶者の収入が給与所得だけの場合

の配偶者の給与等の収入金額

1,030,000円以下

1170万円超
1220万円以下

　共同経営センターでは、昨年も多くのご依頼をいただき、講師・講演活動等を行ってまいりました。
　会計の基礎から、経営に役立つ知識まで幅広くご期待にお応えし、皆様の経営の一助になれるよう励んでおります。

活動紹介

執 筆

1. 平成28年度農業経営法人化等全国推進委託事業　
　（農水省受託事業）
　検討委員会委員就任（有識者）
　「農業経営法人化ガイドブック」
　「税務会計について」
　執筆：原　ゆきこ

2. 「NOSAIかがわ　2017年5月～2018年3月」　
　 「確定申告基礎知識」　全6回シリーズ
　執筆：原　ゆきこ

2.社会福祉会計簿記初級・中級講座 
　研修内容：社会福祉会計簿記
　研修期間：平成29年7月14日
　　　　　～平成29年9月23日（4日間）
3.香川県立農業大学校
　研修内容：農業簿記
　研修期間：平成29年11月27日
　　　　　～平成29年12月18日（4日間）

配偶者の合計所得金額　38万円以下

老人控除対象配偶者

　 担当：三井景子　田中和幸　萩内美里

1. 主催：一般財団法人総合福祉研究会
　　　　「社会福祉会計簿記認定試験」
　　　　香川県試験担当
　　　　平成29年12月2日
2. 主催：一般財団法人日本ビジネス技能検定協会
　 監修：一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会
　　　　「農業簿記検定」
　　　　香川県試験担当
　　　　平成29年7月2日
　　　　平成29年11月26日
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受　賞

有限会社 赤松牧場
最優秀賞・農林水産大臣賞　受賞第35回全農酪農経営体発表会

有限会社 キウイバードコーポレーション 代表取締役　島田満沖さん
緑白綬有功賞　受賞

　北海道から熊本まで、全国から推薦で代表に選ばれた6名の
酪農家が経営技術や将来の目標を発表し、㈲赤松牧場が最優
秀賞・農林水産大臣賞を受賞されました。
　酪農家として日 「々当たり前のことを、当たり前にする」こと
で、良い牛乳を作ることを大前提とした上で、赤松牧場が中心
になって進めた耕畜連携・循環型農業の取組が、地域一帯に定
着したことが評価されました。良い堆肥を耕種農家の農地に還
元することで、耕種農家の作物が高品質化し、その一部は牛の
餌となります。これにより持続可能な農業が生まれると同時に、
堆肥の品質などの話し合いの中で地域の農家間のコミュニケー
ションが密になります。これらは地域の農業を守り、ひいては地
域の農地、日本の国土を守ることにもつながると考えられます。
毎日排出されるふん尿を、『やっかいなもの』ではなく『宝の山』
と考える、発想の転換です。
　3人の後継者とともに、これからの赤松牧場の経営は益々広
がりをみせていくことでしょう。

有限会社　赤松牧場
〒761-1402 香川県高松市香南町由佐2240　TEL 087-879-3446

有限会社　キウイバードコーポレーション
〒765-0061 香川県善通寺市吉原町1407-1　TEL 0877-63-1006

農業女子PJ2016オブ・ザ・イヤー　受賞（主催：農林水産省等）
平成28年度　農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）受賞（主催：（公社）日本農業法人協会）

　秋篠宮文仁親王殿下が総裁を務める公益社団法人大日本農会は、明治27年以来、農事改良の奨励または実行
上功績の顕著な方などを、農事功績者として毎年表彰しています。
　島田満沖さんは、長年にわたり県育成のキウイフルーツ
品種の導入や育成を積極的にされてきました。また、そのキ
ウイの高品質・安定生産体系を確立することで高品質ブラン
ドとしての地位を確立し、独自の販売を行っています。更に、
地域農業の担い手の育成や、学校給食へのキウイの導入に
よる食育活動、耕作放棄地の活用など様々な地域貢献など
もされてきました。今回、このような功績が認められての受
賞となりました。
　今でも自らキウイの栽培や品質管理の先頭に立ち、忙しく
されている島田さん。益々のご活躍が期待されます。

株式会社 Sun so 取締役 尾池美和さん
株式会社 Sun so

　女性農業者が活躍していることや、女性活躍の先進的な取り
組みを実践しているとしてＷ受賞となりました。
　株式会社 Sun soは、香川県観音寺市でネギの生産をしてい
る法人です。
　尾池美和さんは、早くから自社での女性の活躍の必要性を感
じていました。そこで、自らがネギの育成のすべてを学び、その
作業工程を、力仕事なら二人で作業をする、作業機械を導入す
るなどの変更をすることで、女性でも現場作業までできる環境
を整えていかれました。工夫と改善を積み重ねて、段取りをしっ
かりとすることで「農業は力仕事だから男性でなければ」という
「常識」にとらわれない経営をされています。また、ライフスタイ
ルに応じて退勤時間を選べるようにするなどの取組みもしてい
ます。長い期間勤めてもらうことで、大切な人材が育っていくと
考えていらっしゃいます。
労働力不足の懸念されるこれからの日本では、女性の活躍なく
して経営の安定は難しいものと考えられます。その先頭に立っ
て、先見性をもって、より良い経営を目指されています。

株式会社 Sun so
〒769-1621 香川県観音寺市大野原町中姫1301番地1 TEL 0875-54-4620

『森のピッツェリア VACCA』『森のチーズ工房 VACCA』
『森のジェラテリア MUCCA』

　平成29年4月、有限会社広野牧場による「森のピッツェリア VACCA」そして「森のチーズ工房 VACCA」が三木町にオープンしま
した。平成25年にオープンした「森のジェラテリア  MUCCA」の隣に、またひとつ素敵空間ができました。
　ピザは「香川県産さぬきの夢2009」と「北海道産はるゆたかブレンド」を最高のバランスでブレンドし、ホシノ天然酵母で発酵させ
たもっちりとしたピザ生地に、広野牧場の生乳から作ったチーズをトッピングして、窯の中で焼き上げています。街の喧騒から離れた静
かな場所で、築90年の納屋をリノベーションした建物の古い梁を見上げながら食べるピザは異空間の心地よさを感じます。
　いちご狩りの「森のいちご」、ジェラート、ピザ、チーズと広がりを見せる「アミューズメントFARM」。次はどんなステキを見せてくれ
るのか楽しみで仕方ありません。

森のピッツェリア VACCA
森のチーズ工房 VACCA

〒761-0613　香川県木田郡三木町上高岡1611　
TEL 087-899-8899
営業時間　9:00～11:00（モーニング）
　　　　／11:00～15:00（ピザメニュー）（定休日：水曜日）

森のジェラテリア MUCCA

〒761-0613　香川県木田郡三木町上高岡1613
TEL 087-899-1530　
営業時間　11:00～17:30（定休日：水曜日）

店舗紹介
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　　　　／11:00～15:00（ピザメニュー）（定休日：水曜日）

森のジェラテリア MUCCA

〒761-0613　香川県木田郡三木町上高岡1613
TEL 087-899-1530　
営業時間　11:00～17:30（定休日：水曜日）

店舗紹介
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共同経営センター

共同経営センター
〒760-0014
香川県高松市昭和町二丁目14番17号 昭和町ビル
tel.087-833-6006（代） fax.087-833-6099

昭和町駅

共同経営
センター

瀬戸内海放送

ミニストップ
TSUTAYA

紫雲中学校

高松市
中央図書館 香川大学

教育学部

香川大学
経済学部

紫雲町
ステージワン

ジョイフル

有限会社 詫間清掃　代表取締役　藤田勝利
〒７６９－１１０１三豊市詫間町詫間６９０７番地２２
ＴＥＬ ０８７５－８３－２４１９
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1
J a n u a r y

2 0 1 8

共同経営センター

事務所の創立に思いを馳せると、私達の経営理念は、「“納税者の立場に立つ”ということをいつも心がけていると分かって
くれますよ」という、労苦を惜しまず税理士として生きてきた斯界の先達のあの笑顔から出るこの一言に尽きます。

1.私達は、納税者が納得して納税できる公平な税制の実現を目指します。
2.私達は、顧問先企業者が経営判断に必要とする情報を提供します。
3.私達は、顧問先企業者が「心から語り合える」相談相手になれるように努めます。
4.私達は、研鑽に努め自ら成長し、誠実な専門家集団を目指します。

経 営 理 念

C O N T E N T S

◆税務会計
◆東京農大経営者フォーラム経営特別賞を受賞/社内研修会/
　東京農大「経営者の群像」
◆活動紹介
◆配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
◆受賞「有限会社 赤松牧場」「株式会社 Sun so」

「有限会社 キウイバードコーポレーション」
◆店舗紹介「森のピッツェリア VACCA」「森のチーズ工房 VACCA」

「森のジェラテリア MUCCA」
◆顧問先紹介「有限会社 詫間清掃」
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　「オヤジに散々、叩き込まれたからな。」

　朝４時。

　重機を操り作業しているのは有限会社　詫間清掃の社長

藤田勝利氏です。

　破砕機により産業廃棄物である木材をチップにしていま

す。木の枝のほかパレットなどが大量にでるため、一年中処

理を行っています。作業をスムーズに行うためには人が不在

の時間帯がよく、毎朝この時間から従業員の出社前まで

行っているそうです。

　㈲詫間清掃は主に産業廃棄物の処理、三豊市の一般廃棄

物の処理、浄化槽の管理を行っています。詫間町の粟島の

廃棄物の処理も担当しているため、専用の船舶による作業

も行っています。

　生活が豊かになった現代、豊かさに比例してごみの量も

増えてきました。華やかな生活の影には必ず大量の廃棄物

がうまれています。

　現代人の生活には欠かせない仕事になりました。

　その反面、地球環境の悪化にともない現場の作業に対す

るチェックは厳しさを増しています。

「有限会社 詫間清掃」

顧問先紹介顧問先紹介

新
春
を
迎
え
、謹
ん
で

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　廃棄物の処分のため焼却炉を有しています。老朽化が目

立ち毎年修繕費がかさんでいます。現在新しい焼却炉の建

設を計画していますが、計画の段階で生活環境影響調査な

ど厳重な審査を受けています。

　現在、従業員は２５人います。

　社長の課題は人の育成です。

　すべての中小企業の最大の課題です。

　一つは、現場で重機を操れる人材の育成です。社長自身、

先代である父親に一から叩き込まれました。昭和初期の人

間だったから厳しかった、とおっしゃっていました。

　破砕機の作業は責任が大きいため現在は社長が行ってい

ます。しかし少しずつ若い従業員といっしょに作業するよう

にし、経験を積ませ早く任せていきたいそうです。

　もう一つは、全体をみることのできる人材の育成です。

　これが一番必要であり、一番難しい問題です。

　現在の仕事を維持しながら世代交代も行いたい、とおっ

しゃっていました。




