
パソコン・タブレット・スマホで
いつでもどこでも新聞が読める

電子版を配信中！！

お問い合わせ

一般社団法人全国農業会議所 新聞業務部
電　話 ： 03-6910-1130（平日9：00～17：00、土・日・祝日は休み）　
メール ： gyoumu@nca.or.jp

●2021年10月以降の
　バックナンバーが
　いつでも楽しめます

●記事のキーワード
　検索が可能です

●角をドラッグで
　頁がめくれます

●黄色部分をクリックまたはタップ
　すると記事や広告の動画コンテンツや
　ホームページなどにリンクします

お申し込み

あぐりオンライン 検索検索
https://agrionline.jp/

購読料 月額 500円 ・ 年額 6,000円
クレジットカード払いのみでのお支払いとなります

全国農業新聞とは電子版の発行回数・購読料

ぞ う ぶぞ う ぶ

見やすい 分かりやすい
を追求

　全国農業新聞（1952〈昭和27〉年創刊）は、地域農業者の代表機関である農業委員会
ネットワークが発行する農業専門紙です。
　１週間の農政の動きや、現場で役立つ栽培技術・流通の情報、魅力的な農家の取り組みなど
を幅広く伝え、担い手の皆様の経営発展に役立つ新聞として高く評価いただいております。
　2020（令和２）年、業界初の紙面オールカラー化に取り組み、より「見やすい」「分かり
やすい」新聞へと生まれ変わりました。ぜひ一度手に取っていただき、情報収集のツール
として全国農業新聞をご購読いただければ幸いです。

月4回 ・ 毎週金曜日 ・ 午前0時配信

新聞紙面と同じレイアウトで記事が読める「紙面ビューアー」です。文字サイズを読み
やすい大きさに変更して読むことができます
全国すべての地方版（ブロック版、県版など）もお楽しみいただけます
郵送（新聞本紙）の購読者ならば、電子版は無料でお読みいただけます

電子版



お申込み方法や詳しい内容についてはこちら
1

2

電子版
専用サイト

お申込み専用ページ
S1読者または 

S2読者の方はこちら

マイページ
R1読者または 

R2読者の方はこちら

はじめに
お読みください 総合案内ガイド総合案内ガイド

S1（スタート 1）読者＝新規に電子版の購読を申し込まれる方
　　※パスワード取得後は「R1読者」となります

S2（スタート 2）読者＝現在、郵送される新聞本紙をご購読中で、
　　電子版を無料で読むためのパスワードの取得を申し込まれる方　

　　※パスワード取得後は「R2読者」となります
R1（レギュラー 1）読者＝現在、電子版をご購読中の方
R2（レギュラー 2）読者＝現在、郵送される新聞本紙をご購読中で、
　　同時に電子版を無料で読むためのパスワードを取得されている方

お間違いのないよう下記の読者区分を必ずお読みください。

「あぐりオンライン」の
ホームページへアクセス

「全国農業新聞電子版専用サイト」の
「総合案内ガイド」をご覧ください
●申し込みにあたり、メールアドレスをご準備くだ
さい。
●準備いただいたメールアドレスを登録いただい
た後、そこにパスワードを送信いたします。
●パスワードを忘れた際、再発行するため年月日
（生年月日等）の登録が必要となります。
●登録後は「マイページ」（Ｒ１読者、Ｒ２読者）からの
閲覧になります。

●スマホの
　方はこちらあぐりオンライン 検索検索

●パソコンの方はこちら

電子版

月額700円で購読いただければ、本紙も電子版もお楽しみいただけます。

発行　一般社団法人全国農業会議所　〒102-0084　東京都千代田区二番町9-8　中央労働基準協会ビル
TEL : 03-6910-1130　FAX : 03-3261-5132　https://www.nca.or.jp/shinbun　E-mail : gyoumu@nca.or.jp

●発行日／毎週金曜日　 ●購読料／月額700円
新聞本紙のお申込は、お近くの市役所または町村役場の農業委員会へご連絡下さい。
また、全国農業会議所へのメール、FAXでも受け付けています。お気軽にお問い合わせ下さい。

ご自宅に新聞本紙をお届けする場合は・・・

　●農政の動きと関わる経済・経営・農地・地域社会問題等、毎週様々なテーマをお伝えします
　●最新の技術や農業機械、先進農家の取り組みを紹介
　●全国の農業委員会の活躍を毎週お知らせします

■紙面の内容、特徴
１面
ニュース・解説面

２面・３面
ニュース・解説面

４～６面
経営・流通・技術面
地域・くらし面

７面
農業委員会
ネットワーク通信面

８面
地方面

●経済・経営・農地・地域社会等、毎週様々なテーマのニュースや解説記事をお伝えします。
　週替わりのコラム、特集企画　等

●農政ニュースをまとめて掲載。忙しくても１週間の動きがすぐ分かります。
●その時々の話題の農政や農業用語、技術を分かりやすく解説します。
●第一線で活躍する農業者にスポットを当てて紹介します。

●経営に役立つ管理方法や最新技術、話題の商品、先進農家の取り組み等、農業経営に役立つヒントが盛りだくさんです。
●２週・４週は、見開きのワイド面。「より読みやすく」を追求しています。
　［４面］ 経営・販売や労務管理、農村女性の活躍のQ&Aコーナー（週替わり）、新しい技術や商品の紹介　等
　［５面］ 経営に役立つ実務情報を載せます。市況（２週）、マーケット情報（４週）　等
●地域活性化に関する現地事例を紹介します。
　［６面］ 園芸講座（２週・４週）、食生活や農家生活のヒント　等

●全国の農業委員会の特徴的・先進的活動、活躍を毎週お知らせ、農業委員会活動の参考資料として、
　農業委員・推進委員必読のページです。
●農地や農家生活の法律相談、農業者年金等、情報提供活動に欠かせない情報が満載。
●有害鳥獣対策のヒントとなる取り組みを連載。

●地域ごとの頑張る農業者の記事、農業委員会活動、イベント情報等を満載。
　全国紙ですが地域の話題にも強い！ 身近な方の頑張りが伝わる地域農業の活力に繋がります。

全国農業新聞の特徴は・・・

電子版なら
全国の地方版も
読むことが
できます！



全国農業図書がお勧めする「農業経営者向け図書等」 

令 和 ４ 年 １ 月 

(一社)全国農業会議所出版部 

（価格はすべて１０％税込・送料別） 

１．米政策 

【パンフ】令和４年度 経営所得安定対策と米政策 

  （R03-28 A4判 16 頁 110 円） 

 新型コロナウイルス禍の需要減少などに伴う米価下落が問題とな

る中、主食用米から飼料用米等への作付転換の重要性が一層高まって

います。 

水田フル活用、水田農業高収益化の推進に向けた支援を活用しまし

ょう。ゲタ対策、ナラシ対策、収入保険等も掲載しています。 

 本パンフレットは、これらの制度についての普及啓発資料として幅

広く活用できます。 

２．簿 記 

①令和版 「わかる」から「できる」へ 複式農業簿記実践テキスト

（R02-05 A4 判 138 頁 1,700 円） 

 簿記の学習のヤマ場といわれる「仕訳」については、多くの仕訳例

を掲載。実際の簿記相談に裏打ちされた仕訳例は読者の手元で即戦力

となります。記帳のイロハから実務まで網羅した手引書として、初心

者や実務経験者の心強い味方になる一冊です。 

②令和版 記帳感覚が身につく 複式農業簿記実践演習帳

（R03-08 A4 判 48 頁 420 円） 

 「令和版『わかる』から『できる』へ 複式農業簿記実践テキスト」

に対応した実践的な演習帳。テキストによる学習と併せて演習問題に

チャレンジすることで、学習効果が飛躍的に高まります。

テキストの対応ページを記載した問題と解答を本冊に収録。別冊の

解答用紙は切り離して利用できます。 

③改訂８版 はじめてのパソコン農業簿記 ソリマチ（株）「農業

簿記 11」体験版 CD-ROM 付（31-36 A4判 167 頁 3,000 円）

ソリマチ（株）の農業簿記ソフト「農業簿記 11」に対応した最新版。

前半で簿記の基本、後半でパソコン簿記を学習できるよう構成した演

習用テキストで、パソコン簿記を始めたい人に最適の入門書です。 



④2021 年版 青色申告から経営改善につなぐ 

勘定科目別農業簿記マニュアル（R03-21 A4判 234頁 2,160円） 

 企業会計に即して記帳する場合のポイントを勘定科目ごとに整理。

「わからないとき」に必要な部分が参照しやすく、農業簿記の“辞

典”として活用できます。記帳の中から自己の経営をチェックする

方法も解説した本書は、経営の改善につながる農業簿記の実務書と

して、研修会のテキストとして適しています。最新の申告書や決算

書に基づく記入例も掲載。執筆者は税理士の森剛一氏。 

 

３．税 制 

①令和３年度版 よくわかる農家の青色申告 

（R03-13 A4判 121頁 830円） 

 青色申告制度、申告の手続き、記帳の実務、確定申告書の作成から

申告までを網羅、各種様式の記入例をまじえて、ていねいに解説した

最新版の入門書です。 

令和３年度版は、農業経営基盤強化準備金の制度改正などを反映し

ています。 

 

②令和３年度版 農家のための なんでもわかる 農業の税制 

（R03-09 A5 判 180 頁 1,140 円） 

 農業収入や農地等に係る所得税、法人税、相続税、贈与税のほか、

消費税とその軽減税率制度の概要と解説も掲載。農業関係の税金を、

農地集積・集約化、後継者対策など経営発展を後押しする特例措置な

ど最新の税制を網羅して、わかりやすく解説しています。第２部の「農

地税制Ｑ＆Ａ」では、照会の多い質問にていねいに答えています。 

 

③一問一答集 新訂版 農家の所得税（27-29 A5 判 405 頁 2,954 円） 

 所得税に関する計算の仕組みや手続きのうち、農家に関係の深いも

のを問答式で説明しています。日常の農業経営の中で関係すると思わ

れる疑問を網羅的に取り上げ、設問や配列にあたっては所得税の全容

の理解に役立つように配慮してあります。マイナンバー（社会保障・

税番号制度）のほか、住宅取得等資金や教育資金の贈与、ＮＩＳＡ（少

額投資非課税制度）なども新たに盛り込みました。 

 

④【リーフ】改訂２版 農地等の相続税・贈与税納税猶予制度を 

ご存じですか（31-23 A4 判 8 頁 90 円） 

 相続税・贈与税納税猶予制度の概要、相続税納税猶予額の計算例な

どを解説、相続時精算課税制度も収録。平成 31 年税制改正の「事業

承継税制」の創設を反映した最新版の農業者向けリーフレットです。 

 



４．家族経営協定、年金、認定農業者、農業法人化 

①【パンフ】「家族経営協定」で新しい時代をひらく 

（31-32 A4 判 12 頁 160 円） 

 農業経営や暮らしの現状確認を出発点に、世代や男女を問わず対 

等な立場で話し合い夢を実現する「家族経営協定」づくりのポイン

トや制度上のメリットを、東京農業大学の五條満義准教授が農家向

けに書き下ろしたパンフレットです。５年ぶりにリニューアル。 

 

②【リーフ】2021 年度版 農業者年金-年金の仕組みとメリット- 

（R03-06 A4判 8頁 90円） 

 少子高齢時代を先取りした農業者年金制度の魅力やメリット、政策

支援を受ける要件などを紹介した、加入推進用の農業者向けのリーフ

レットです。令和４年以降の改正の内容も反映。 

 

③【パンフ】人生 100 年時代  農業者年金で安心の備えを！10 話 

（30-22 A4 判 12 頁 160 円） 

農業者年金の良さをファイナンシャル・プランナーの立場から、10話

にわけてやさしく解説しました。農業者が読んで「なるほど納得！」と

いう、気軽に読める 12ページの小冊子です。 

 

④【リーフ】地域農業の担い手 「認定農業者」 

～制度が変わり、申請がしやすくなります！～ 

（R02-13 A4 判 12 頁 110 円） 

 認定農業者制度の概要やメリットを伝え、認定農業者になることを

勧めるリーフレットです。認定農業者になるための要件や、なった場

合の主な支援措置、「全国優良経営体表彰」の経営事例等を紹介。 

 

⑤【リーフ】農業経営を法人化しませんか？  

（R02-25 A4 判 8 頁 100 円） 

 農業経営の法人化を志向する農業者向けのリーフレット。 

各種計画づくりのチェックポイントや法人設立の手順、法人化のメリ

ットと義務・負担、会社法人と農事組合法人、農地所有適格法人の要

件などを解説。農業法人設立・経営相談の窓口も掲載しています。 

 

⑥Ｑ＆Ａ 農業法人化マニュアル 第５版 

（R02-24 A4 判 103 頁 900 円） 

 法人化のメリット、法人の設立の仕方、法人化にともなう負担など

の疑問に答え、法人化するかどうか、法人設立の方法などを一問一答

形式でわかりやすく解説しています。 

 



５．農業・マーケティング 

  ①新世代の農業挑戦－優良経営事例に学ぶ－ 叶 芳和 著 

（26-14 新書判 251頁 1,121円） 

 農業は「成長産業」という著者が、先進的な農業経営体の開拓者精

神と情熱、哲学、経営スピリッツに迫り、その強さの秘密を解き明か

す、農業経営事例研究の書。急速に規模拡大が進む日本農業の現状を

踏まえ、農業･農村の最前線を取材し、様々な経営類型での技術革新

や経営改善の取組を紹介します。農業経営者に元気を与える一冊です。 

 

  ②改訂 新・日本農業の実際知識 羽田 實／折原 直 改訂共著 

                 （28-42 新書判 214 頁 1,019 円） 

 初版から 12 年。新たなデータを追加・更新して「日本農業の本当

の姿」を解説しています。マスコミによる日本農業に対する多くの誤

解や経済界・農業界の疑問に対して明快に回答。ＴＰＰ問題にも言及

しています。 

 

  ③実践型農業マーケティング 平岡 豊 著 

（18-20 新書判 179 頁 837 円） 

 「農業マーケティングを成功させるには、経営形態と目指すべき方

向を見極めて、適切な顧客層と流通チャンネルを明確にすること」（第

1 章マーケティングの基礎知識より）。農業分野におけるマーケティン

グの第一人者・平岡豊氏が、フィールドワークによって得た豊富な実

例を紹介するとともに、実践的な農業のマーケティングについて述べ

ています。 

 

  ④多視点型農業マーケティング 平岡 豊 著 

（26-30 新書判 197 頁 950 円） 

 農業マーケティングの先駆者である平岡豊氏が「実践型農業マーケ

ティング」の続編として著した最新刊。日本農業はこれまで「単視点

的」発想での施策が多かったのではないか？と問いかけ、新たな視点

で現状を見直し、打開策を見い出すよう意識改革を促します。全国農

業新聞への連載「マーケティング・アイ」から選りすぐのコラム 77件

を掲載。 



全国農業図書がお勧めする「農業者向け図書」 

令 和 ４ 年 １ 月 

(一社)全国農業会議所出版部 

（価格はすべて１０％税込・送料別） 

１．「STOP鳥獣害」 シリーズ 

   ① ＳＴＯＰ！鳥獣害～地域で取り組む対策のヒント～ 

（27-34 A5判 203 頁 1,019 円） 

 第１章では岐阜大学応用生物科学部の鈴木正嗣教授が鳥獣による農

作物被害の状況はどう変わったのか総括。今後の 10 年を展望します。

第２章は鳥獣の種類別に対策をまとめました。シカ、イノシシ、サル

等 11種について第一人者が被害対策を解説。第３章では全国農業新聞

で連載中の「ストップ鳥獣害」から 16の取り組みを紹介しています。 

 

  ②【事例集】鳥獣害対策最前線～鳥獣種別対策編～ 

（31-25 A5判 205 頁 1,500 円） 

 全国農業新聞で連載中の「STOP 鳥獣害」シリーズの記事を中心に現

場の取り組みを紹介した事例集です。イノシシ、シカ、サルを中心に、

ハクビシン、アライグマなど中型獣への対策、カラスなどの鳥害対策を

取り上げています。94 事例収録。 

 

   ③【事例集】鳥獣害対策最前線～ジビエ・２次利用編～ 

（31-26 A5判 103 頁 800 円） 

 全国農業新聞で連載中の「STOP 鳥獣害」シリーズの記事を中心に現

場の取り組みを紹介した事例集です。イノシシ、シカ、サルを中心に、

ハクビシン、アライグマなど中型獣への対策、カラスなどの鳥害対策を

取り上げています。94 事例収録。 

※②と③をセットで購入すると、2,300 円→2,000円へ値引き。 

 

２．病害虫・雑草フィールドブック 

 主要な病害虫・雑草をカラー写真とともに簡便に説明した、

現場に携帯できる小図鑑です。 

①水稲編（17-04 新書判 87 頁 1,048 円） 

病害 16種、害虫 23種、雑草 39種を収録。 

②野菜編（17-05 新書判 102 頁 1,048 円） 

病害 94 種、害虫 33 種、雑草 26 種を収録。 

③柑橘編（17-57 新書判 97 頁 1,048 円） 

病害 19 種、害虫 31 種、雑草 28 種を収録。 

④果樹編（18-01 新書判 97 頁 1,048 円） 

病害 43 種、害虫 33 種、雑草 22 種を収録。 



３．だれでも楽しめる！簡単野菜づくり（25-29 A5 判 115 頁 1,257 円） 

 野菜づくりの入門書が遂に登場。野菜づくりの基本とも言える土づ

くり、肥料の施用方法のイロハから、野菜ごとの栽培方法まで、イラ

ストを使ってわかりやすく紹介しています（全ページカラー）。多数

の著書があり、野菜づくりのトップエキスパートである園芸研究家・

小林五郎氏の書き下ろし。野菜づくりを始める人はもちろん、経験が

ある人にも、きっと新しい発見がある一冊です。 

 

４．農業体験農園主がそっと教える 菜園コツのコツ 

（16-18 新書判 161頁 734円） 

 野菜作りで「手抜き」、「自己流」は失敗のもと。きちんとした手順

を踏んで確実に作業することが失敗しない野菜づくりの極意です。農

業体験農園を運営する著者の指導経験に基づき、初めて野菜づくりに

取り組んだ人でも、野菜づくりに失敗せず、おいしい野菜を栽培する

ポイントと基礎知識、栽培の手順、作業の要諦を紹介しています。 

 

５．何でも聞いちゃえ アグリの話 ～農業施策・用語Ｑ＆Ａ～ 

（31-33 A4判 47頁 800円） 

全国農業新聞で連載している「何でも聞いちゃえ アグリの話」

を１冊の本にまとめました。 

 認定農業者／ＨＡＣＣＰ／ＴＰＰ11／農地利用の最適化／収入

保険／軽減税率など、農業にまつわる用語を、Ｑ＆Ａの会話形式

で、やさしく分かりやすく解説しています。 

 

６．令和版 よくわかる農政用語集 ～農に関するキーワード 1000～ 

                （31-31 B6 判 276頁 2,000円） 

 農政に関する用語を中心に、現代の農についてのキーワードを

約 1,000語集めてわかりやすく解説した用語集です。 

 農業の法律や制度・施策をはじめ、農業関係機関・団体、経営

や生産技術、食料流通、販売、消費、環境問題などの各分野から

おおむね 1,000 語選び、わかりやすく簡潔に解説・説明を加えて

います。 
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特定技能外国人の従業員を受け入れてみたい農業経営者を対象に、オンラインにて説明会を開催します。

「こんなことが心配」「何を準備すればいいの」「言葉や食生活は」など基本的なことから、

「契約書に盛り込む内容は？」「任せられる作業は？」など具体的な就業条件まで丁寧に解説します。

農業分野における特定技能外国人
受け入れに関するオンライン説明会

全国農業会議所主催（農林水産省「令和３年度外国人材受入総合支援事業」）

定 員
各１００名程度 （先着申し込み順）

参加無料

（いずれも午後2時から開始）

開催日程

説明会内容（予定）

【制度説明】
①出入国管理制度と

在留資格について
全国農業会議所②特定技能制度の概要について

③特定技能外国人受入れに際し
農業者が押さえるべきポイント

80分程度

④特定技能外国人の
受入れに関するＱ＆Ａ

（労務管理を中心に解説）
社会保険労務士

⑤農業技能測定試験について 全国農業会議所

【受入れ機関等による事例報告】

２月 ４日：（株）フジタファーム（茨城県）

２月10日：向井農園（北海道）

２月18日：（株）ハルカインターナショナル（岐阜県）

２月24日：（株）しらみずファーム（沖縄県）

３月 ４日：（株）福島エンヤ

３月11日：（有）グリーンハウス（山口県）

20～30分
程度

【質疑応答】
※事前質問への回答

農林水産省
全国農業会議所

特定社会保険労務士
10分程度

① 2月 4日(金) ④ 2月24日(木)
② 2月10日(木)    ⑤ 3月 4日(金)
③ 2月18日(金)    ⑥ ３月11日(金)

予定していた「現地説明会」は、日程を一部変更しオンライン限定説明会に変更いたします。

------------------

※URL等の詳細は、お申込みいただきました方々に追ってご連絡いたします。



特定技能外国人従業員を雇いたいと考えている農業者や農業法人、地方自治体など行政機関、
農業協同組合関係者、登録支援機関、社会保険労務士、行政書士など

下記URLのWEBサイトより、必要事項を入力してお申し込み下さい。
追って案内メールを送付します。
ドメインが「nca.or.jp」からなるメールを受信できるよう設定しておいてください。

お申し込みページ：
https://www.nca.or.jp/seminar/local_seminar/

参加者の皆様には閉会前に感想などのアンケートへの回答をお願いしております。

1．参加対象者

３．申し込み方法

4．その他

個人情報の取り扱いについて
① ご記入いただいた個人情報は、当会の「個人情報の取り扱いについて」

（https://www.nca.or.jp/contact/#contact1）に従って適切に取り扱います。
② お預かりした個人情報は、当社において本説明会の運営及び本説明会に関する連絡、今後のご案内などの目的に

限って利用し厳重に管理します。
③ お預かりした個人情報は、事業所管の農林水産省に対し、参加者名簿として提供する場合があります。前記の場合

及び法令などに基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者には提供いたしません。

留意事項
 反社会的勢力に該当すると認められる場合は、お申し込みを受け付けすることができません。
 お申し込み多数の場合、ご参加人数の調整をお願いすることがございます。
 やむを得ない事情により、予告なくプログラムに変更が生じる場合がございます。
 録音、撮影、キャプチャ、スクリーンショットはご遠慮ください。
 実施方法が変更となる場合があります、変更の際は、事前にお知らせいたします。

◆お問い合わせ
一般社団法人全国農業会議所 経営・人材対策部 渡邉、今井、青木、八山、宍戸

電話：０３－６９１０－１１２５
email: gaikokujinzai@nca.or.jp

２．視聴方法

今回の説明会は、リモート会議アプリ「Zoom」を利用してインターネット上で生配信します。
パソコンやスマートフォン等とインターネット環境があれば、参加することができます。

使用方法等についてはZoomの公式サイトへ ⇒ ＵＲＬ：https://zoom.us/

https://www.nca.or.jp/seminar/local_seminar/
https://www.nca.or.jp/contact/#contact1
https://zoom.us/
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