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令和４年度農業経営者サポート事業
登録専門家一覧

山本 公平
（やまもと こうへい）

中小企業診断士，農業普及指導員資格

農事組合法人の経営診断，財務分析など

過去の支援内容

経歴
平成２年４月 広島県職員
平成１６年４月 広島大学地域連携センター 助教授
平成２０年３月 広島経済大学経済学部 准教授
平成３１年４月 大阪経済大学情報社会学部 教授

専門分野
販路開拓等マーケティング支援，中期経営計画策定支援，法人化，事業継承

連絡先：byh15633@nifty.ne.jp
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松浦 由浩
（まつうら よしひろ）

リンゴ農家，施設野菜農家，露地野菜法人の経営診断

過去の支援内容

中小企業診断士，一級販売士資格

経歴
平成１６年 松浦中小企業診断士事務所 設立
平成１９年 中小企業基盤整備機構 専門員
平成２３年 広島県６次産業化サポートセンター プランナー

専門分野
経営戦略作成，マーケティング戦略作成，事業計画作成，経営分析

連絡先：ysmat123@ms14.megaegg.ne.jp

中尾 友和
（なかお ともかず）

国産コーヒー栽培、国産バナナ加工品商品開発、販路開拓、杜仲茶販路開拓、ネギ販
路開拓

過去の支援内容

一級販売士，中小企業診断士，
キャッシュフローコーチⓇ

資格

経歴
２００４年４月 ㈱福寿園入社
２０１６年３月 中尾経営支援事務所 設立
２０１８年６月 中尾経営支援事務所株式会社 設立

専門分野
新規開拓

連絡先：info@nakaokeiei.com
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西原 州康
（にしはら くにやす）

経営計画策定支援（延べ４０社以上）
ひろしま経営者学校講師

過去の支援内容

中小企業診断士，ITコーディネータ，
宅地建物取引士，一級販売士

資格

経歴
1986年 ㈱JIEC入社 システムエンジニアとして勤務
1993年 ㈱安西事務機入社
2006年 代表取締役に就任
2012年 ㈱オフィス総合研究所 代表取締役就任

専門分野
経営計画策定支援，システムコンサルティング，事業継承支援

連絡先：nishihara@office-lab.jp

井上 明雄
（いのうえ あきお）

ビジネスブレイン：2013～2017年度 6経営体 支援回数14回
新規就農プラン評価・進捗評価：2014～2018年度 5者 支援回数10回
農業経営サポート：2021年度 6経営体

過去の支援内容

中小企業診断士
認定経営革新等支援機関

資格

経歴
2009年 中小企業診断士登録
2017年～ 中小機構中国本部 チーフアドバイザー
2021年～ 中小機構中国本部 中小企業アドバイザー（経営支援）

専門分野
経営戦略、新事業開発、事業継続力強化、SDGｓ、環境

連絡先：pandc.inoue@gmail.com
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藤原 正樹
（ふじわら まさき）

中小企業診断士資格

経歴
平成１１年 広島信用金庫 入庫
令和３年 お客様サポート部配属

専門分野
事業計画策定，資金調達

連絡先：os3@hiroshin17.jp

谷本 俊満
（たにもと としみつ）

令和３年度，農業法人の伴奏型支援（１法人）

過去の支援内容

中小企業診断士，エネルギー管理士
省エネ・脱炭素エキスパート【ビル分野】

資格

経歴
地元食品企業に４２年間勤務
平成２９年 中小企業診断士 登録
平成２９年 エネルギーマネジメント協会専門家 登録

専門分野
食品製造販売業の経営診断・生産性改善支援・新規出店支援
省エネルギー診断，カーボンニュートラル推進支援

連絡先：tanimoto.t@ab.auone-net.jp
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落野 洋一
（おちの よういち）

・農業法人の経営改善支援（計画策定、実行支援）

・有限会社の販路開拓（販売先の紹介、商談シートの作成支援）、新商品開発（レトルト
食品）の製造委託先紹介等

過去の支援内容

中小企業診断士，JGAP指導員
ASIAGAP指導員

資格

経歴
2013年4月～ 中小企業診断士落野洋一事務所 開業
2014年6月～ 広島県よろず支援拠点 コーディネーター
2018年1月～ （独）中小企業基盤整備機構 アドバイザー

専門分野
事業計画策定、経営改善、新商品開発、販路開拓、6次産業化、農商工連携

岡本 泰之
（おかもと やすゆき）

園芸農家に対する法人化のメリット・デメリットの提示
果樹農家に対する経営分析

過去の支援内容

中小企業診断士資格

経歴
おかもと診断士事務所 代表

専門分野
事業計画策定 法人化検討 資金繰り計画

連絡先：y-okamoto@mx4.tiki.ne.jp



6

藤本 彰光
（ふじもと あきみつ）

中小企業診断士，ITコーディネータ
公認モチベーション・マネージャーAdvanced

資格

経歴
約２０年間 システムベンダーにて各種業務システムの開発に従事
平成２４年 独立開業

専門分野
IT戦略立案・IT導入・各種業務のIT化，経営戦略立案，組織活性化・モチベーショ
ン管理

瀬川 徳子
（せがわ のりこ）

個人農家から法人化するにあたり，労働保険社会保険の適用について，就業規則作
成についての支援。初めて雇用するにあたり，保険の適用について，労働条件の決定，
手続きについての支援。

過去の支援内容

特定社会保険労務士資格

経歴

昭和５１年１１月 社会保険労務士試験合格
平成１９年４月 特定社会保険労務士付記
平成２３年１０月 社会保険労務士邦人たんぽぽ会 代表社員就任

専門分野
女性活躍推進，働き方改革，農業経営サポート，就業規則作成，労働相談

連絡先：segawa@tanpopokai.com
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木山 恭子
（きやま きょうこ）

個人農家から法人化するにあたり，労働保険社会保険の適用について，就業規則作
成についての支援。初めて雇用するにあたり，保険の適用について，労働条件の決定，
手続きについての支援。

過去の支援内容

特定社会保険労務士資格

経歴
平成２１年４月 セガワ労務管理事務所 入社
平成２３年１０月 社会保険労務士法人たんぽぽ会設立 社員就任
平成２６年５月 特定社会保険労務士 付記登録

専門分野
就業規則、労働環境向上、両立支援、働き方改革支援、人事評価制度

連絡先：kiyama@tanpopokai.com

三田 昌司
（みた まさし）

就業規則作成に係るアドバイスや就業規則の作成
求人に係るアドバイス

過去の支援内容

特定社会保険労務士資格

経歴
平成１９年２月 社会保険労務士 登録
平成２３年１月 三田昌司社会保険労務士事務所 開業

専門分野
労務管理，就業規則作成，人事評価制度

連絡先：info@mita-sr.com
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服部 健志
（はっとり けんじ）

令和２年，令和３年農業経営専門家

過去の支援内容

行政書士・社会保険労務士資格

経歴
平成１４年７月 行政書士 登録，開業
平成２０年９月 社会保険労務士 登録，開業

専門分野
労務管理，人材育成

連絡先：hattori@ms11.megaegg.ne.jp

山東 春美
（さんとう はるみ）

労働関係法令に関する助言，労働保険・社会保険の適用について，就業規則の作成，
人事制度，賃金制度，人材育成 ，労務管理について，セミナー講師

過去の支援内容

特定社会保険労務士資格

経歴
平成21年4月 社会保険労務士登録
平成23年4月 特定社会保険労務士登録
平成30年5月 山東春美社会保険労務士事務所 代表

専門分野
労務管理，就業規則，人事制度，賃金制度，人材育成，労働保険，社会保険

連絡先：santoh@crest.ocn.ne.jp
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正岡 明大
（まさおか あきひろ）

労働保険社会保険の適用についての支援
就業規則作成についての支援。

過去の支援内容

社会保険労務士資格

経歴
平成30年1月 社会保険労務士法人たんぽぽ会 入社
令和2年４月 勤務社労士登録
令和3年 介護処遇改善加算取得促進事業 登録

専門分野
就業規則

連絡先：masaoka@tanpopokai.com

谷川 秀行
（たにかわ ひでゆき）

水稲農家に対する法人化及び経営発展のための経営診断，水稲法人に対する経営診
断や事業計画に関する助言など

過去の支援内容

税理士，行政書士資格

経歴
平成２８年 税理士登録及び税理士事務所開設
平成２９年 行政書士登録

農業経営アドバイザー試験 合格

専門分野
経営診断，経営コンサルタント，経営管理，税務支援，法人化支援

連絡先：tanikawa.tax@gmail.com
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光廣 昌史
（みつひろ まさふみ）

農業法人化のメリット・デメリットの説明
法人としての経理実務の説明

過去の支援内容

税理士，行政書士，
ファイナンシャルプランナー

資格

経歴
昭和６０年 税理士合格
昭和６１年 光廣財務会計事務所，株式会社オフィスミツヒロに入社
平成１４年 CFP認定（日本ファイナンシャルプランナーズ協会）

専門分野
農業法人化，法人化の経理実務

奥 順夫
（おく のぶお）

広島県農業経営者サポートセンター 専門家登録
６次産業化都道府県サポートセンター 専門家登録
令和３年度 経営改善プランナーとして活動
経営戦略の作成・支援等を行う

過去の支援内容

税理士，農業経営アドバイザー資格

経歴

平成９年 株式会社合同総研 篠原税理士事務所（現 ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法
人）入社。
平成２８年より広島県農業技術大学校にて「農業簿記」講師も務める。

専門分野
税務会計
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篠原 敦子
（しのはら あつこ）

広島県農業経営者サポートセンター 専門家登録
６次産業化都道府県サポートセンター 専門家登録
平成30年 ひろしま農業経営者学校「財務」講師

過去の支援内容

税理士，農業経営アドバイザー資格

経歴
平成23年 GO&DO篠原税理士法人 代表税理士就任
平成29年 株式会社合同総研 代表取締役社長就任

専門分野
税務会計

藤﨑 英一
（ふじさき えいいち）

令和３年度 経営改善プランナーとして活動
経営戦略の作成・支援等を行う。

過去の支援内容

税理士，農業経営アドバイザー資格

経歴
広島県農業経営者サポートセンター 専門家登録
６次産業化都道府県サポートセンター 専門家登録

専門分野
税務会計
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西谷 英和
（にしたに ひでかず）

令和３年度 経営改善プランナーとして活動。
経営戦略の作成・支援等を行う。

過去の支援内容

農業経営アドバイザー資格

経歴
平成27年 株式会社合同総研 ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法人入社
個人事業主をはじめ中小企業の決算や税務申告、経営相談の対応等に従事。

専門分野
税務会計

溝部 麻由
（みぞべ まゆ）

法人化支援及び農地取得支援

過去の支援内容

司法書士，行政書士資格

経歴
平成２３年 行政書士試験合格
平成２５年 司法書士試験合格
平成２９年 みぞべ司法書士・行政書士事務所開業

専門分野
法人化支援，法人登記

連絡先：mayu@mizobe.net
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古川 充
（こがわ みつる）

６次産業化総合支援事業計画，農事組合法人の組織変更，株式会社化や合同法人化
支援，一般社団法人化

過去の支援内容

行政書士，測量士，地域活性化伝
道師，教職免許（中・高校数学）

資格

経歴
フォレスト君田 常務取締役支配人 県民の浜蒲刈 支配人
野呂高原ロッジ 支配人 JA三次 監事
県立庄原実業高等学校マイスター・ハイスクール事業 CEO（現在）

専門分野

会社設立，農事組合法人の株式会社への組織変更，農地法手続き，相続手続き，
補助金手続き，地域づくり，人材研修，営農

連絡先：kogawa.mtr@p1.pionet.ne.jp

溝入 智隆
（みぞいり ともたか）

農地法関係手続，事業計画作成

過去の支援内容

行政書士資格

経歴
平成３０年 行政書士登録，開業

専門分野
各種許認可申請，事業計画・営農計画，定款作成

連絡先：mizogyouseisyoshi@sky.megaegg.ne.jp
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近重 文男
（ちかしげ ふみお）

平成18年～平成23年に企業の農業参入支援（事業計画検討調査業務）（製薬、道路
会社、海運事業者，建設会社など）
平成27年度福山市農業経営支援事業（新規就農者等20経営体経営調査分析）

過去の支援内容

測量士補，一級土木施工管理技士，
行政書士

資格

経歴
平成１５年 広島県農林振興センター 農業振興課
平成２５年 （一財）広島県森林整備・農業振興財団 農村振興部
令和２年 ㈱農業農村計画 代表取締役 就任

専門分野
経営診断・経営コンサルタント，法人経営，事業計画作成

連絡先：chikashige@n2kei.jp

高杉 將壽
（たかすぎ まさかず）

農業法人の新規事業に関する相談について
補助金申請等の相談

過去の支援内容

資格

経歴
株式会社鳥取銀行，山本博敏税理士事務所などの勤務を経て独立
行政書士高杉将寿事務所 所長

専門分野
資金調達，融資，補助金申請，経営改善計画，広島県経営革新計画，
先進設備導入計画

連絡先：info@office-takasugi.com

行政書士，宅地建物取引士，
経営革新等支援機関，
上級相続診断士など
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有木 宏行
（ありき ひろゆき）

農業法人での認定農業者取得支援（営農計画・事業計画作成）
農家の法人化支援，事業計画（収支計画，原価管理）作成支援

過去の支援内容

行政書士資格

経歴
昭和５５年 株式会社中国銀行 就職
平成３０年 ありき行政書士事務所 開業
平成３１年 広島よろず支援拠点コーディネーター 就任

専門分野
法人化支援，資金調達，財務改善

菊川 洋一
（きくかわ よういち）

牧場，畜産協議会の支援

過去の支援内容

総括畜産コンサルタント資格

経歴
昭和５０年 社団法人広島県畜産会 就職
平成３０年 一般社団法人広島県畜産協会 退職
平成３０年 ひろしま畜産コンサルタントオフィス 設立

専門分野
畜産経営

連絡先：kikukawa504@gmail.com
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玉川 尚治
（たまがわ しょうじ）

畜産経営体に対する経営診断，酪農新規就農者への経営診断，
和牛繁殖農家の法人化支援

過去の支援内容

JA全国専門畜産経営診断士
統括畜産コンサルタント

資格

経歴
平成６年 広島県酪農業協同組合 入組
平成２２年 社団法人広島県畜産協会 入会

専門分野
畜産経営診断，畜産経営法人化，経営継承

連絡先：e-jan@lin34.jp

藤井 千春
（ふじい ちはる）

獣医師免許資格

経歴
昭和５９年 広島県経済農業協同組合連合会 入会
平成元年 社団法人広島県畜産協会 入会

専門分野
畜産経営診断，畜産経営法人化・経営継承支援

連絡先：e-jan@lin34.jp
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中川 政司
（なかがわ まさし）

生産工程管理，スマート農業，人材育成研修，標準化活動，衛生管理者の５Ｓ活動，
経営計画管理，経営診断，選果場等のレイアウト改善など

過去の支援内容

経済学修士資格

経歴
株式会社モルテン 自動車部品事業部勤務（日本，タイ，中国）
広島県立農業技術大学校 農業経営論 生産工程管理 担当講師
広島経済大学 大学院 経済学研究科 博士課程前期課程修了

専門分野
生産工程管理，５Ｓ/保全活動，工業営業活動，人的資源管理，人材育成，経営計画管理

連絡先：masashi7369@gmail.com

田中 敏章
（たなか としあき）

ＧＡＰコンサル（２０件）、経営指導（２件）、病害虫診断、防除指導等

過去の支援内容

ASIAGAP上級指導員，
ＪＧＡＰ審査員，技術士，植物医師
農業改良普及員，専門技術員（病害虫）

資格

経歴
広島県庁で病害虫防除所及び普及部門に28年間在籍
大信産業株式会社でドローン試験の企画、スマート農業の推進及びＧＡＰ指導を担
当（在席５年）

専門分野
ＧＡＰ、病害虫防除・診断、スマート農業関連
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横道 修宗
（よこみち しゅうそう）

作業見聞時の兆候の要因，改善案立案

過去の支援内容

運転免許：フォークリフト，床上操作クレーン
ガス溶接・アーク溶接，研削研石取替え
低圧電気取扱い，１級機械保全技能士

資格

経歴
１９７７年３月 中国醸造㈱ 入社
１９８６年２月 モルテン 入社

専門分野
設備/電気保全業務，外国人実習生教育，標準作業票類の作成～現場活動

連絡先：syuso.yokomichi@molten.co.jp

細野 賢治
（ほその けんじ）

農業法人に対する経営診断

過去の支援内容

博士（農学）資格

経歴
２００７年 九州共立大学准教授
２００９年 広島大学大学院生物圏化学研究科 准教授
２０２０年 広島大学大学院東郷生命科学研究科 教授

専門分野
農産物マーケティング，フード・バリュー・チェーン

連絡先：kjhosono@hiroshima-u.ac.jp
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吉田 光宏
（よしだ みつひろ）

平成２９年 印刷会社の編集者研修
令和元年 ＪＡファームの広報ＰＲについて助言
令和２年 りんご加工組合のPR、プレスリリースなどの解説

過去の支援内容

特殊無線技士（無線電話甲）資格

経歴
昭和５４年 中国新聞社編集記者
平成１１年 フリージャーナリスト 農政ジャーナリストの会会員など
平成２２年 ビジネスPRプランナー、メディアコーディネーター
平成２６年 JA広島中央会営農指導員研修講師

専門分野
メディア対策支援，出版作成支援，文章作成・編集，プレゼンテーション

連絡先：info＠prph-yoshida.com

牛来 千鶴
（ごらい ちづる）

和菓子や魚類加工品等の企画，パッケージ作成，販促支援

過去の支援内容

資格

経歴
平成１３年 広島SOHO‘オフィス 開設
平成１４年 (有)SOHO総研 設立
平成２１年 ㈱ソアラサービスに社名変更
平成２８年 新ブランド「EARTH」発表

専門分野
創業，商品開発，マーケティング，販路開拓，販売促進，事業計画

連絡先：info@soa-r.net
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有田 隆司
（ありた たかし）

県東部にて6次産業化の研修実施
県北部の農産品、加工品の貨客混載制度確立、実施

過去の支援内容

総合旅行業務取扱管理者，
旅程管理主任者

資格

経歴
平成２７年 （株）ひろでん中国新聞旅行取締役地域開発センター長退任

（株）ＫＯＩ企画ふるさと活性化研究所 設立

専門分野
地域活性化のためのコンサルティング・支援・研修講師，地域産品の販路拡大

連絡先：arita.koi3@gmail.com

専門技術員資格（農業），修士・農学

吉弘 昌昭
（よしひろ まさあき）

資格

経歴
平成１７年 農事組合法人ファーム・おだ組合長理事
平成２４年 広島県農業法人協会会長
平成２９年 内閣府ふるさとづくり実践活動チーム委員
平成２９年 東広島市農業委員会農地利用最適化推進委員
平成２９年 「旭日双光章」受賞

専門分野
農業農村のふるさとづくりの自治組織設立・運営指導，
農業法人設立・経営運営指導，
野菜栽培・営農技術指導

連絡先：yoshihiro@sky.megaegg.ne.jp
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山崎 拓人
（やまさき たくと）

資格

経歴
平成２４年 広島中央農業協同組合
平成２８年 農事組合法人重兼農場 入社
平成３０年 農事組合法人重兼農場 代表理事就任

専門分野
法人経営，農業技術指導

連絡先：yamasaki@shigekane.farm


