
2022鹿有機協（認）第 15号 

2022年 5月吉日 

事業者各位 

オンライン有機 JAS 講習会のご案内 

鹿児島県有機農業協会 

理事長  田代 正一 

 皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

早速ですが下記のとおり、オンライン有機 JAS講習会を開催いたします。 

 オンライン有機 JAS 講習会では、JAS 法、有機食品の検査認証制度、指定農林物資、有機農産物・有

機加工食品・有機飼料の日本農林規格、認証の技術的基準、格付（表示）実務、証票管理等についてご

説明いたします。これから認証取得を目指される方につきましては、申請書の記入方法につきましても

ご説明させていただきます。また既に認証を取得されている方で、新たに生産行程責任者、格付責任者(担

当者)を追加される場合は、有機 JAS講習会の受講が資格要件となっております。 

 受講を希望される方は裏面の「参加申込書」にて事前にお申込ください。 

 また、オンライン受講に関しましては、別紙の「オンライン有機 JAS講習会に関するご案内」をご確

認ください。 

 

記 

◎ 開催日１週間前までに MAIL又は FAXでお申込ください。 

◎ 開始時間につきましては、若干の変更がある場合があります。その場合は、受講希望者へ別途ご案

内させていただきます。 

 

※1 緑茶の申請で自ら生産した茶葉を荒茶加工し、荒茶を加工する事業者へ出荷する場合は有機農産

物の認証で有機として出荷が可能になります。ただし、茶葉を自ら生産せず、他者から購入し荒

茶製造を行う場合、仕上げ加工を行う場合、荒茶の状態で消費者に直接販売する場合等は有機加

工食品の認証が必要になります。 

 

※2 事前の銀行振込をお願いします（別紙参照）。料金は消費税込みになります。 

 

※3 入会いただける場合は、申込書「会員」の欄に○を付してお申し込みください。別途入会案内

等を送信いたします。また、会費は受講料とともにお振込みください。 

 

 ※4 詳細については、別紙「オンライン有機 JAS 講習会に関するご案内」をご参照ください。 

 
日時 農林物資の種類と業種 (※1) 対象者 

受講料 

（※2） 

場所 

（※4) 

有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
講
習
会 

2022年 

6月 23日（木） 

10：00-16：30 

・有機農産物（きのこを含む。） 

の生産行程管理者、小分け業者 

・有機飼料(農産）の生産行程管理者、

小分け業者 

・新規認証申請を 

予定している方 

・既存の認証事業者 

で初めて受講する方 
会員（※3） 

4,000円 

非会員 

8,000円 

オンライン 

2022年 

6月 24日（金） 

10：00-16：30 

・有機加工食品（有機酒類を含む。）

の生産行程管理者、小分け業者 

・有機飼料（加工）の生産行程管理

者、小分け業者 

・新規認証申請を 

予定している方 

・既存の認証事業者 

で初めて受講する方 



オンライン有機 JAS講習会（2022年 6月 23日、24日）参加申込書 

会社名、団体名 

（個人の場合は記載不要） 

作物名または製品名 

（必須） 

 

 

（ふりがな） 
氏名 

住所及び連絡先（※5） 種別 
ハンドブック 

（※6） 
会員 

ふりがな 〒 

住所: 

 

MAIL: 

 

TEL: 

FAX： 

（ ） 6/23 
 有機農産物・飼料 
有機 JAS 講習会 

 
 

（ ） 6/24 
有機加工食品・ 
飼料 
有機 JAS 講習会 

（ ）購入する。 

 1,000 円/冊 

（ ）既に本人または同居 

家族が個人会員。 

（ ）既に会社が法人会員。 

（ ）入会する。 

（ ）入会しない。 

ふりがな 〒   -     

住所: 

 

MAIL: 

 

TEL: 

FAX:  

 

（ ） 6/23 
 有機農産物・飼料 
有機 JAS 講習会 
 
 

（ ） 6/24 
有機加工食品・ 
飼料 
有機 JAS 講習会 

（ ）購入する。 

  1,000 円/冊 

（ ）既に本人または同居 

家族が個人会員。 

（ ）既に会社が法人会員。 

（ ）入会する。 

（ ）入会しない。 

ふりがな 〒   -     

住所: 

 

MAIL: 

 

TEL: 

FAX:  

（ ） 6/23 
 有機農産物・飼料 
有機 JAS 講習会 
 
 

（ ） 6/24 
有機加工食品・ 
飼料 
有機 JAS 講習会 

（ ）購入する。 

  1,000 円/冊 

（ ）既に本人または同居 

家族が個人会員。 

（ ）既に会社が法人会員。 

（ ）入会する。 

（ ）入会しない。 

質

問 

1、小分けの認証申請を予定していますか？   
（ ）予定あり。（ ）予定なし。 

2、有機農産物の講習会にお申込の方で、きのこの認証申請を予定していますか？ 
（ ）予定あり。（ ）予定なし。 

3、有機加工食品の講習会にお申込の方で、有機酒類の認証申請を予定していますか？ 
（ ）予定あり。（ ）予定なし。 

4、領収書の発行を希望しますか。また、会社名で複数名分を合算した領収証の発行を希望しますか？ 
（ ）希望する。（ ）希望しない。 ／ 会社名での合算領収書 （ ）希望する。（ ）希望しない。 

5、JAS 法等資料集の発送を希望しますか？ 
（ ）希望する。（ ）希望しない。 

 
※5 データの送信先になるメールアドレス、日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。 

 
※6 講習の際に使用しますハンドブックは、冊子版を 1,000 円で販売しております。購入を希望される場合

は、受講料とともにお振込みください。受講後に送付させていただきます。尚、ハンドブックは農林水
産省のホームページに公表されております。 

 

特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会  担当：榊 

〒890-0046 鹿児島市西田 2-11-8 明日ビル 2F 

TEL:099-258-3374 / FAX:099-258-2204 / MAIL: koaa@koaa.or.jp 

mailto:koaa@koaa.or.jp


オンライン有機 JAS 講習会に関するご案内 

 

１．オンライン受講にあたって  

 ・オンライン講習会はＺｏｏｍで行います。  

・講習会の受講に係るインターネット通信料は、参加者の負担となります。安定したネットワ

ーク環境にて受講をお願いします。 

・オンラインでの当日参加はできません。 

・資料等につきましては、お振込み確認後、講習会開催前日までにメールでお送りします。 

・当日、音声等の確認をいたしますので、開始時間 20分前までの間に一旦入室いただき、事前

の接続確認をしてください。  

・受講される方は、映像をオンにして画面に受講者名を表示していただき、受講中はマイクを

オフにしてください。 

 

２．受講料のお振込みについて 

     【振込期限】 ２０２２年６月２０日（月） 

・受講料につきましては、上記期限までに以下にてご案内しております振込口座へお振込みくだ

さい。尚、振込手数料はご負担願います。 

・ご依頼人名義は受講者個人名でお願いします。会社名等でのお振込みの際は、振込用紙の詳細

欄へ、受講者個人名が確認できるように記入いただくか、事前にご連絡ください。 

・振込期限までにお振込みいただけない場合は、受講決定を取り消させていただく場合がありま

す。 

・受講をキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。ご入金後、参加できなくなった

場合は、振込手数料を差し引きさせていただき、返金いたします。ご了承ください。 

 

≪振込先≫ 

金融機関名 預金の種類 口座番号 口座名義 

鹿児島銀行  真砂支店 （普） ５５５０５５ 
特定非営利活動法人 

鹿児島県有機農業協会 

郵 便 振 替 口 座 ０１７６０―４―９５５７４ 鹿児島県有機農業協会 

 

３．受講後について 

・受講修了証及び購入されたハンドブックにつきましては、講習会受講後、郵送いたします。ま

た、JAS法等資料集の送付を希望された方へは、こちらも同封いたします。 

・講習会開催中に不具合等が起きましたら、後日改めて、続きを受講していただいた後に受講修

了証を発行、発送いたします。 

 

上記の内容をご理解のうえ、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。 

以上 
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