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《全国農業図書ホームページ等のご案内》 
 

◎全国農業図書ホームページ（https://www.nca.or.jp/tosho/） 
 農地や農業経営、農政などに関する実務書や解説書、リーフレットをはじめ、農業を始めたい

人、農業や食に興味を持つ人のための書籍などを取り揃えております。 

 

◎twitter（https://twitter.com/nougyou_tosho/） 

 全国農業図書に関する情報をtwitterを通じて発信しています。 

 

◎Instagram（https://www.instagram.com/nougyou_tosho/） 
 2021年1月より、全国農業図書の公式Instagramアカウントを開設しました。刊行図書の画像

等を紹介しております。 

 

◎「iju info」（https://web-iju.info/） 
 「iju info」は「人」と「農林漁業・農山漁村」を結ぶかけ橋となるため、全国農業会議所

から創刊されたフリーペーパーです。都道府県の就職・移住相談窓口やハローワーク、大学や

駅など、就業を目指している方に限らず幅広い方の目に留まるよう、全国約4,000カ所以上に送

付されています。 

 購読の申し込みや広告の掲載についてのお問い合わせはメールアドレス 

（iju-info@nca.or.jp）まで。 
 

 

 

 

全国農業委員会ネットワーク機構  都道府県農業委員会ネットワーク機構 
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全国農業図書 普及推進図書 
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全国農業図書は、農業委員会活動と農業者のための図書です。 
 

 農地や農業経営、農政などに関する実務書や解説書、リーフレットをはじめ、農業をはじ

めたい人、農業や食に関心を持つ人のための書籍などを取り揃えています。書籍を通じて農業

分野の人づくり、経営づくり、地域づくり、農地利用の最適化を推進しています。 

 

主な取扱い図書等 ＝ 書籍・リーフレット・ＤＶＤ ＝ 
 

 
    （価格はすべて2021年9月時点） 

 

 

 

 一般社団法人 全国農業会議所は、農業委員会等に関する法律に基づき、「農業委員会相互の連絡調整、情報

提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効

率的かつ効果的な実施に資すること」を目的とする全国農業委員会ネットワーク機構として農林水産大臣の指

定を受けた団体です。市町村農業委員会、都道府県農業委員会ネットワーク機構（都道府県農業会議）ととも

に農業委員会組織として活動しており、法律に基づいて以下の業務を行っています。 

１ 都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び 

  研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。 

２ 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 

３ 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。 

４ 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。 

５ 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。 

６ 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。 

７ 関係行政機関等に対して意見を提出すること。 

８ １から６に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 
（１） 農業委員会の制度・運営関係……………………………………………………… 1 

（２） 構造政策・農地流動化・経営基盤強化（法）関係……………………………… 3 

（３） 農地・農地法・農振法関係………………………………………………………… 4 

（４） 検定試験関係………………………………………………………………………… 5 

（５） 農業法人関係………………………………………………………………………… 6 

（６） 経営関係（簿記･青色申告・消費税、税制、雇用、経営全般） ……………… 6 

（７） 農業者年金関係……………………………………………………………………… 8 

（８） 担い手育成関係（新規就農、家族経営協定）……………………………………10 

（９） 農政関係・その他……………………………………………………………………10 

（10） 食農教育関係…………………………………………………………………………11 

（11） 農業技術・病害虫・雑草・鳥獣害関係……………………………………………11 

全国農業委員会ネットワーク機構 
一般社団法人 全国農業会議所 



22002222年年  農農業業委委員員会会手手帳帳（（農農業業委委員員用用））
（（22002211年年1111月月刊刊行行予予定定））

コード番号:R03-35A　ポケット判　10％税込640円

22002222年年  農農業業委委員員会会手手帳帳（（農農地地利利用用最最適適化化推推進進委委員員用用））
（（22002211年年1111月月刊刊行行予予定定））

コード番号:R03-35B　ポケット判　10％税込640円

22002222年年  農農業業委委員員会会活活動動記記録録セセッットト
（（22002211年年1111月月刊刊行行予予定定））

コード番号:R03-27　A4判  10％税込530円

令令和和版版  農農業業委委員員・・推推進進委委員員活活動動ママニニュュアアルル
--農農地地利利用用のの最最適適化化をを推推進進すするるたためめにに--

コード番号:31-40　A4判・64頁　10％税込650円

22002211年年度度　　農農業業委委員員会会業業務務必必携携　　8888号号

コード番号:R03-10　A4判・116頁　10％税込1,490円

令令和和３３年年度度版版　　農農家家相相談談のの手手引引
～～農農地地・・経経営営対対策策にに役役立立つつ！！支支援援制制度度のの資資料料集集～～

コード番号:R03-18　A4判・120頁　10％税込850円

農農業業委委員員会会研研修修テテキキスストト①①農農業業委委員員会会制制度度
－－農農地地利利用用のの最最適適化化のの推推進進－－

コード番号:R02-06　A4判・28頁　10％税込370円

農農業業委委員員会会研研修修テテキキスストト②②農農地地法法

コード番号:R02-07　A4判・38頁　10％税込480円

農農業業委委員員会会研研修修テテキキスストト③③農農地地関関連連法法制制度度
－－基基盤盤法法、、中中間間管管理理法法、、農農振振法法、、土土地地改改良良法法等等－－

コード番号:R02-08　A4判・20頁　10％税込320円

農農業業委委員員章章

コード番号:02-B（ネジタイプ）/02-C（ピンタイプ）
 10％税込1,800円、送料込

農農地地利利用用最最適適化化推推進進委委員員章章

コード番号:02-D（ネジタイプ）/02-E（ピンタイプ）
10％税込1,800円、送料込

農農業業委委員員会会会会長長章章（（農農業業会会議議会会員員章章））

コード番号:02-A（ネジタイプ）/02-AP（ピンタイプ）
10％税込2,780円、送料込

農地利用最適化の推進活動の進め方を整理し、必要な農
地制度等の基礎知識を網羅するなど、農業委員と推進委員
にとって分かりやすく解説。改訂にあたり、「人・農地プ
ラン」の実質化に向けた話し合いについて等も追加。

１１　　農農業業委委員員会会のの制制度度・・運運営営関関係係

農業委員章は、委員の重要な役割についての自覚と誇り
を表し、身分を証するために着用。太陽に囲まれた大地の
中央に“農”の文字を配し、委員が力強く輝くデザイン
で、スエード地は深緑色。

農地利用最適化推進委員章は、推進委員の重要な役割に
ついての自覚と誇りを表し、身分を証するために着用。太
陽に囲まれた大地の中央に“農”の文字を配し、委員が力
強く輝くデザインで、スエード地は紫色。

農業委員会会長章は、農業委員会会長の重要な役割につ
いての自覚と誇りを表し、身分を証するために着用。太陽
に囲まれた大地の中央に“農”の文字を配し、委員が力強
く輝くデザインで、スエード地は臙脂色。

農業委員会活動の予定と結果を記入できる、農業委員の
身分証明書付きの手帳。付録資料として委員会制度の概
要、農地法第３・４・５条の許可基準や基盤法の利用権設
定の要件、遊休農地対策等の概要をコンパクトに掲載。

農業委員会活動の予定と結果を記入できる、農地利用最
適化推進委員の身分証明書付きの手帳。付録資料として委
員会制度の概要、農地法第３・４・５条の許可基準や基盤
法の利用権設定の要件、遊休農地対策等の概要をコンパク
トに掲載。

委員の日常活動が記録できる活動記録簿と相談カードの
セット。農業委員と農地利用最適化推進委員の活動の“見
える化”をサポートする、農業委員会必須のアイテム。

農農業業委委員員・・農農地地利利用用最最適適化化推推進進委委員員  必必携携図図書書

第１・２章では全国農業図書の各種リーフレット等から
「人・農地プラン」の実質化や農地中間管理事業、農業者
年金、収入保険等の最新情報を凝縮。第３章では農水省の
主な支援策を抜粋して紹介。農家のさまざまな相談対応や
各種研修会のテキストとして活用できる必携図書。

農業委員会の役割と業務を豊富な事例を交えて解説し
た、委員のための必携図書。今年度は、委員研修で使いや
すいように、①全体をコンパクト化、②文字を極力抑え、
見やすさを重視、③メモしやすい紙質に変更しメモ欄を設
ける―など大きく誌面刷新。

農業委員会とネットワーク機構、農業委員会事務、農業
委員・農地利用最適化推進委員の役割と連携、「指針」と
目標・計画に基づく取り組み等、農業委員会活動の留意点
を説明。令和元年の農地中間管理事業法等関連法を反映し
た農業委員会必須のテキストの最新版。

農地制度の概要、農地法にもとづく農業委員会・農業委
員・農地利用最適化推進委員の業務についてわかりやすく
説明。研修教材として、総会・部会等での参考資料として
幅広く活用できるテキスト。令和元年の農地中間管理事業
法等関連法を反映した最新の改訂版。

農地法に関連する基盤法、中間管理法、農振法を中心
に、特定農地貸付法や、市民農園整備促進法、土地改良法
等について、基本的な仕組みとともに、農業委員会の役割
についてわかりやすく解説。令和元年の制度改正を反映。

農農業業委委員員会会活活動動用用  アアイイテテムム
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農農業業委委員員会会キキャャッッププ((メメッッシシュュタタイイププ))  

コード番号:16-102　フリーサイズ･56～62cm　10％税込1,060円

農農業業委委員員会会キキャャッッププ((布布地地タタイイププ))  

コード番号：17-NC　フリーサイズ･56～60cm　10％税込1,270円

農農業業委委員員会会腕腕章章  

コード番号:16-101　布製　10％税込850円

「「農農地地パパトトロローールル実実施施中中」」ゼゼッッケケンン

名入れ コード番号:29-09　10％税込3,055円

農農地地パパトトロローールル・・ママググネネッットト板板（（自自動動車車用用））

コード番号:16-100　規格:天地15cm×幅54cm
10％税込1,910円

「「農農地地パパトトロローールル」」ののぼぼりり

名入れ コード番号:29-32A,B,C,D　10％税込2,546円

農農地地パパトトロローールルポポロロシシャャツツ

コード番号:R03-A,B　SS～４Lサイズ　10％税込2,500円

【【リリーーフフ】】信信頼頼さされれるる農農業業委委員員会会ででああるるたためめにに
～～ココンンププラライイアアンンスス（（法法令令等等のの遵遵守守））をを徹徹底底ししよようう～～

名入れ コード番号:31-45　A4判・6頁　10％税込75円

【【リリーーフフ】】ああななたたもも委委員員ととししてて活活躍躍ししててみみまませせんんかか
～～ががんんばばっってていいまますす！！農農業業委委員員・・推推進進委委員員～～

名入れ コード番号:31-42　A4判・2頁　10％税込20円

【【リリーーフフ】】農農業業委委員員会会ははここんんなな活活動動ををししてていいまますす
～～ががんんばばっってていいまますす！！農農業業委委員員・・推推進進委委員員～～

名入れ コード番号:31-24　A4判・4頁　10％税込45円

【【リリーーフフ】】今今ここそそ農農業業委委員員会会にに女女性性のの力力をを！！

名入れ　コード番号:31-16　A4判・6頁　10％税込75円

改改訂訂７７版版  農農業業委委員員会会業業務務推推進進ママニニュュアアルル  CCDD--RROOMM付付

コード番号:30-03　A4判・441頁　10％税込7,334円

改改訂訂９９版版  農農業業委委員員会会法法のの解解説説

コード番号:28-12　A5判・538頁　10％税込3,055円

新新たたなな農農委委会会ののかかたたちち
地地活活（（農農地地利利用用最最適適化化活活動動））  加加速速へへのの態態勢勢強強化化

コード番号:28-34　A5判・30頁　10％税込612円

　農業委員会業務のバイブルともいわれる本書。平成27年
の農業委員会法の抜本改正等を踏まえて、最新制度に対
応。各種業務に関わる法律事項の解説、関係様式、業務フ
ローをまとめた。様式を収録したＣＤ－ＲＯＭ付き。

　鳥取県で農地白書づくりなどをリードしてきた川上一郎
氏が、農地利用の最適化を推進するためのキーワードとし
て、新たに「地活」という概念を提起。組織力と人材力、
行動力を高めるためのヒントが満載。

農委法改正に伴い、農業委員会ネットワーク機構を含む
農業委員会組織と制度、農業委員と農地利用最適化推進委
員の役割・連携、農業委員会業務の重点化等を反映。平成
25年以降の農委法改正の経緯を追加。

農業委員会への女性の参画を促すリーフレット。女性農
業委員の登用、地域活性化に力を入れる全国の優良活動事
例を紹介。「全国農業委員会女性協議会」や、女性農業者
の参画を促す国の施策も掲載。

　全国農業会議所の顧問弁護士である高木賢氏の協力のも
と「コンプライアンスとは何か」「農業委員会における法
令違反のリスクとその対処」等をまとめたリーフレット。
農業委員会の総会時等の研修資料として活用できる。

農地パトロールに際して、「遠くからでもわかるよう
に」と胸と背中に「農地パトロール実施中」と書かれた
ゼッケン。農業委員会活動“見える化”のためのアイテ
ム。

農地パトロールや日常の活動の際に着用する緑色の帽
子。農業委員章の「ロゴマーク」と「農業委員会」の文字
が白字で印刷されている。生地は夏向きのメッシュタイ
プ。キャップアジャスター付き。

農地パトロール、日常の業務の際に身につける腕章。緑
色の腕章に「農地を守り活かす 農業委員会」という文字
を白で印刷。マジックテープ・安全ピンで固定。

農地利用の監視活動や農地パトロールの際、自動車に貼
るマグネット板。警戒色である黄色のマグネット板に、文
字を黒色で印刷。

　農業委員会／農業委員・農地利用最適化推進委員の基本
的な役割や主な活動について、イラスト入りでわかりやす
く示したリーフレット。地域の方々への活動の周知や、両
委員の公募・推薦の案内に最適。

農地パトロールに最適な、白生地に紺色のプリントがさ
れたポロシャツ。両面プリントの タイプと片面プリントの
Bタイプから用途に応じて使い分けすることができる。

農農業業委委員員会会関関係係  図図書書・・リリーーフフレレッットト

　表面に農業委員・推進委員、農業委員会の活動内容、裏
面に募集に際してよくある質問（委員になるには？　任期
は？　報酬は？等のＱ＆Ａ）を掲載した啓発用チラシ。農
業委員・推進委員の募集＆委員会活動の周知に最適。

農地パトロールや日常の活動の際に着用する緑色の帽
子。「農業委員会」の文字が白字で刻まれている。キャッ
プアジャスター付き。

農業委員会活動の“見える化”に効果的なアイテム。４
つのデザインから選ぶことができ、 枚以上は市町村名等
を無料で名入れしてお届け。農業委員会活動の周知に最
適。
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ザザ・・ススーーパパーー農農委委
～～複複眼眼的的視視座座でで地地域域アアププロローーチチ～～

コード番号:26-11　B5判・32頁　10％税込612円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト1100】】

女女性性がが活活躍躍すするる農農業業委委員員会会－－新新制制度度ののももととででのの女女性性登登用用拡拡大大－－
東京農業大学准教授　五條満義　著

コード番号:28-45　A5判・51頁　10％税込509円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト】】

【【改改訂訂版版】】地地域域（（集集落落））のの未未来来設設計計図図をを描描ここうう！！
～～人人・・農農地地ププラランンのの実実質質化化をを確確実実にに進進めめてていいくくたためめのの、、思思いいををカカタタチチににででききるる座座
談談会会のの開開きき方方～～　　澤畑 佳夫　著

コード番号:R02-30 A5判・72頁 10％税込700円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト】】

全全員員がが発発言言すするる座座談談会会がが未未来来のの地地域域（（集集落落））ををつつくくるる
～～人人・・農農地地ププラランンのの実実質質化化ののたためめのの座座談談会会「「理理論論編編」」～～
釘山 健一/小野寺 郷子　著

コード番号:R02-31 A5判・104頁 10％税込900円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト1144】】

いいままここそそ、、農農地地ををいいかかししてて  めめざざそそうう地地域域のの活活性性化化
井上 和衛　著

コード番号:30-25 A5判・100頁　10％税込739円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト1133】】

未未来来のの担担いい手手をを確確保保すするるたためめにに　　香川 文庸 著

コード番号:30-18 A5判・21頁 10％税込407円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト11】】

現現場場かからら「「人人・・農農地地ププラランン」」をを考考ええるる　　～～構構造造改改革革はは地地域域かからら～～

地地域域農農業業　　どどううすすれればばいいいいかか　　　　羽多　實　著

コード番号:23-37 A5判・45頁　10％税込366円

【【リリーーフフ】】令令和和33年年度度版版  地地域域農農業業のの将将来来をを考考ええててみみまませせんんかか！！
～～進進めめよようう！！「「人人・・農農地地ププラランン」」のの実実質質化化～～

名入れ　コード番号:R03-11　A4判・8頁　10％税込100円

【【リリーーフフ】】農農地地のの安安心心なな貸貸しし借借りりをを進進めめままししょょうう～～農農地地中中間間
管管理理機機構構ををフフルル活活用用しし、、農農地地のの利利用用集集積積とと遊遊休休農農地地のの解解消消をを～～

名入れ　コード番号:31-44　A4判・6頁　10％税込75円

【【パパンンフフ】】地地域域農農業業のの担担いい手手「「認認定定農農業業者者」」

名入れ　コード番号:R02-13 A4判・12頁　10％税込110円

【【パパンンフフ】】農農地地中中間間管管理理事事業業がが新新ししくくななりりままししたた
～～人人・・農農地地ププラランンのの実実質質化化やや支支援援施施策策のの解解説説～～

名入れ　コード番号:R02-22　A4判・16頁　10％税込120円

【【リリーーフフ】】農農地地中中間間管管理理事事業業をを活活用用ししままししょょうう

名入れ　コード番号:29-29　A4判・2頁　10％税込20円

【【DDVVDD】】人人・・農農地地ププラランンのの話話しし合合いいでで進進めめるる
農農地地利利用用のの最最適適化化――千千葉葉県県香香取取市市のの活活動動にに学学ぶぶ――

コード番号:29-33　ＤＶＤ・40分　10％税込2,200円

認定農業者になるための要件や手続き、認定農業者になる
と受けられる主な支援措置など制度の仕組みとメリットを解
説。従来の内容に加え、2020年４月から始まった国・都道府
県認定とそれに伴う電子申請も説明。農業経営改善計画の様
式と記載上の注意点も収録。

会議ファシリテーター普及協会（ＭＦＡ）の釘山健一氏と
小野寺郷子氏が人・農地プランの実質化のための座談会の進
め方を丁寧に解説。「参加者が楽しく積極的に発言できる座
談会」のつくり方をＭＦＡが試行錯誤しながら培った理論に
基づいてわかりやすく紹介。

施行から５年を経て見直しが行われた農地中間管理事業の
仕組みや支援施策について、人・農地プランとあわせてわか
りやすく解説したパンフレット。機構と農業委員会が協力
し、集積・集約化が進んだ新しい４事例も収録。

「人・農地プラン」作成に向けた「集落での話し合い」の
進め方や留意点を具体的に示した。実際に話し合いをした結
果、成功した集落をモデルケースとして紹介。研修会や座談
会の資料としても役立つ一冊。

平成20年度から10回にわたり実施された「耕作放棄地発生
防止・解消活動表彰事業」の受賞組織の活動を整理・分析
し、優良事例から学ぶべき遊休農地対策のポイントをまとめ
た。著者は井上和衛氏（明治大学名誉教授）。

「農地をどうやって守るのか、地域農業の将来をどう描く
のか」―農業委員・推進委員など地域リーダーによる「未来
の担い手を確保するための話し合い」を前に進めるために役
立つ一冊。

「人・農地プランとは」から、地域の関係機関が一体と
なって取り組むべき意向把握や話し合い活動などの「人・農
地プラン実質化」の流れを５つのステップで説明。地域の皆
さんに広くお読み頂きたいリーフレット。

鳥取県農業会議前会長の川上一郎氏による、農業委員啓
発、激励に向けた渾身の書。鳥取県での実例を踏まえ、スー
パー農業委員の活躍を基礎とした、農業委員会組織の大義と
改変の方向を指し示す。

農業委員会が農政課など関係機関・団体と連携しつつ、集
落段階での人・農地プランの話し合いを推進し、農地中間管
理事業を積極的に活用して農地利用の集積・集約化を実現し
ている千葉県香取市の活動を紹介したＤＶＤ。

男女共同参画に長年取り組む五條満義氏が「第12回女性農
業委員活動推進シンポジウム」での新制度に基づく女性委員
選出現場の動きを反映したパネル討議を編集し、まとめた1
冊。

２２　　構構造造政政策策・・農農地地流流動動化化・・経経営営基基盤盤強強化化（（法法））関関係係

農地中間管理事業の活用と「人・農地プラン」の話し合い
を呼びかける２頁の簡潔なリーフレット。ＤＶＤ（コード番
号29-33、下記）の「パート３」は本リーフレットを用いた
説明動画となっており、併せてご活用頂きたい。

農家向けに農地の貸し借りの仕組みを分かりやすく解説し
たリーフレット。農地法・基盤強化法に基づく貸借・売買、
貸し手と借り手の結びつきをサポートする農地中間管理事業
の仕組みを説明。

茨城県東海村農業委員会の元事務局長で全国農業会議所専
門相談員の澤畑氏が、現場出身者ならではの目線で地域（集
落）の話し合いの具体的な進め方を伝えるブックレット。改
訂版となる本書では、新たに推薦文を加えたほか、座談会前
に取り組むべき準備についても解説。
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【【リリーーフフ】】所所有有者者がが分分かかららなないい農農地地のの貸貸しし借借りりがが
ででききるるよよううににななりりままししたた!!!!
――農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進法法等等のの改改正正のの概概要要――

名入れ　コード番号:30-26　A4判・6頁 10％税込75円

改改訂訂６６版版  農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進法法のの解解説説
（（改改訂訂７７版版をを９９月月にに刊刊行行予予定定））

コード番号:28-52　A5判・580頁 10％税込3,666円

改改訂訂三三版版

農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進法法  一一問問一一答答集集

コード番号:R02-26　A5判・324頁 10％税込2,500円

耕耕作作放放棄棄地地解解消消活活動動事事例例集集　　ＶＶｏｏｌｌ．．1100

コード番号:30-12　A4判・34頁 10％税込525円

耕耕作作放放棄棄地地解解消消活活動動事事例例集集　　ＶＶｏｏｌｌ．．99

コード番号:29-05　A4判・34頁 10％税込525円

【【リリーーフフ】】スストトッッププ！！遊遊休休農農地地
－－遊遊休休農農地地のの発発生生防防止止・・解解消消をを進進めめよようう！！－－

名入れ　コード番号:31-30　A4判・6頁　10％税込75円

【【リリーーフフ】】活活用用ししよようう生生産産緑緑地地制制度度
都都市市農農地地のの貸貸借借のの円円滑滑化化にに関関すするる法法律律とと改改正正生生産産緑緑地地法法

名入れ　コード番号:31-11　A4判・8頁　10％税込100円

【【リリーーフフ】】農農業業用用ハハウウススのの底底面面をを全全面面ココンンククリリーートト張張りり
ししたた場場合合のの取取りり扱扱いいがが見見直直さされれままししたた

名入れ　コード番号:30-30　A4判・6頁　10％税込75円

【【リリーーフフ】】農農地地パパトトロローールル（（利利用用状状況況調調査査））とと利利用用意意向向調調査査
がが新新ししくくななりりままししたた－－農農業業委委員員会会がが進進めめるる遊遊休休農農地地解解消消とと担担いい手手へへ
のの農農地地集集積積――

名入れ　コード番号:R03-17　A4判・6頁　10％税込75円

【【リリーーフフ】】農農業業振振興興地地域域制制度度ののああららまましし
～～優優良良農農地地のの確確保保とと有有効効利利用用をを目目指指ししてて～～

名入れ　コード番号:29-37　A4判・8頁　10％税込90円

新新・・農農地地のの法法律律ががよよくくわわかかるる百百問問百百答答　　改改訂訂３３版版

コード番号:R03-15　A5判・387頁　10％税込2,400円

農農地地法法のの解解説説　　改改訂訂三三版版

コード番号:R03-14　A5判・542頁　10％税込3,600円

改改訂訂４４版版　　新新・・よよくくわわかかるる農農地地のの法法律律手手続続きき
－－関関係係判判例例付付－－

コード番号:R02-33　A4判・168頁　10％税込2,200円

平成 年度の「第９回耕作放棄地発生防止・解消活動表
彰事業」で上位入賞した活動事例を紹介。応募いただいた
多数の事例のポイントをわかりやすくまとめた。

平成 年 月施行の、相続未登記等所有者の一部や全部
が分からない農地を簡易な手続きで、農地中間管理機構を
通じて貸し付けることができる新たな仕組みやその手続
き、農業委員会による所有者の探索方法と同意取得の対応
等を、コンパクトにわかりやすく解説。

遊休農地所有者への意向確認や農地中間管理機構との協
議勧告等の手続き、遊休農地の再生、農地の保全・利活用
を支援する施策をまとめて紹介したリーフレット。遊休農
地への課税については、Ｑ＆Ａ方式で詳しく説明。

農地法、基盤法、農地中間管理法等、農地に関わる法律
制度ごとに解説。今回の改訂では、平成 年、令和元年の
農地制度改正等を反映しているほか、統計数字も最新の
データに見直しを行っている。

平成 年度の「第 回耕作放棄地発生防止・解消活動表
彰事業」で上位入賞した活動事例を紹介。応募いただいた
多数の事例のポイントをわかりやすくまとめた。

法律の条文ごとに政令、省令、事務処理基準、運用通
知、事務処理要領等の通知だけでなく、過去の通達や照会
への回答、判例等も引用した農地法の解説書。改訂二版か
ら60頁増やして、さらにパワーアップ。

３３　　農農地地・・農農地地法法・・農農振振法法関関係係

年 月施行の新制度について、取扱見直しの背景と
概要、新たな仕組みに該当する施設（農作物栽培高度化施
設）の基準、届出から設置までの手続、栽培状況の確認、
違反転用の場合の手続をわかりやすく解説。

平成 年に刊行したリーフレットの改訂版。農業振興地
域制度の仕組みの基本に加えて、農業振興地域整備計画や
農用地区域の変更手続き等について説明。

平成 年５月の生産緑地法改正、平成 年６月の生産緑
地の貸借を円滑化する「都市農地の貸借の円滑化に関する
法律」の制定について解説したリーフレット。

令和３年度から新しくなった利用状況調査（新たに確認
する項目、遊休農地等の新たな区分、判定事例等）、実施
時期が前倒しされた利用意向調査・協議勧告などを簡潔に
まとめたリーフレット。

基盤法の条文ごとの解説と改正経過を掲載。平成 年の
農地法改正を受けて、農業生産法人から農地所有適格法人
への名称変更と要件緩和を加え、農業委員会等に関する法
改正等を反映。平成28年12月の省令改正にも対応。

「共有者不明農用地等同意手続き特例制度」「認定農業者
制度の見直し（国・都道府県認定）」「特例農用地利用規
程」など最新制度を加えた改訂三版。疑問にぶつかったと
きの手引きとなるよう一問一答形式でわかりやすく解説し
ている。設問数を21増やし（全260問）さらに充実。

農地の法律手続きのうち頻度の高い農地の売買・貸借、
農地以外への転用、市民農園の開設等について、「これだ
けは知っておきたい」ことを、手続きの流れ図、申請書の
記載例、判例等を交えて解説。
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改改訂訂５５版版　　新新・・農農地地のの法法律律早早わわかかりり

コード番号:R02-32　A4判・62頁　10％税込850円

農農家家ののたためめのの　　新新  農農地地全全書書　　第第８８版版

コード番号:31-46　A5判・243頁　10％税込2,400円

【【リリーーフフ】】農農地地転転用用許許可可制制度度ののああららまましし

名入れ　コード番号:R02-41 A4判・8頁　10％税込100円

改改訂訂３３版版　　農農地地転転用用許許可可制制度度ママニニュュアアルル

コード番号:R02-40　A4判・29頁　10％税込540円

改改訂訂７７版版　　農農地地転転用用許許可可制制度度のの手手引引

コード番号:R02-39　B5判・196頁　10％税込1,200円

【【リリーーフフ】】農農地地をを転転用用すするるととききはは農農地地法法のの許許可可がが必必要要でですす

名入れ　コード番号:31-29　A4判・4頁　10％税込45円

【【リリーーフフ】】ははじじめめててみみまませせんんかか！！市市民民農農園園

名入れ　コード番号:24-33　A4判・6頁　10％税込72円

最最新新版版　　交交換換分分合合のの手手引引　　第第２２版版

コード番号：21-18　A4判・244頁　10％税込3,666円

22002211年年版版　　日日本本農農業業技技術術検検定定
過過去去問問題題集集３３級級

コード番号:R03-01 A5判・236+88頁 10％税込1,100円

22002211年年版版　　日日本本農農業業技技術術検検定定
過過去去問問題題集集２２級級

コード番号:R03-02 A5判・104+36頁 10％税込700円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
耕耕種種農農業業　　施施設設園園芸芸
コード番号:R03-20 A4判・84頁 10％税込900円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
耕耕種種農農業業　　畑畑作作・・野野菜菜
コード番号:R03-19 A4判・70頁 10％税込900円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
耕耕種種農農業業　　果果樹樹
コード番号:30-31 A4判・66頁 10％税込815円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
畜畜産産農農業業　　酪酪農農
コード番号:30-32 A4判・51頁 10％税込815円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
畜畜産産農農業業　　養養豚豚
コード番号:30-29 A4判・40頁 10％税込815円

農農業業技技能能実実習習評評価価試試験験テテキキスストト
畜畜産産農農業業　　養養鶏鶏
コード番号:31-03 A4判・68頁 10％税込815円

農地転用許可制度を詳しく、わかりやすく解説した手引
書。農地法、同施行令・施行規則の規定をベースに、農地
法関係通知の記載内容を交えて具体的に解説。

市民農園の開設主体別に開設方法や法律手続き、開設手
順を簡潔に紹介しています。開設を検討している皆様や行
政関係者向け。

年から 年に実施された日本農業技術検定の５回
分の試験問題を収録。持ち運びに便利なＡ５判で、別冊と
なる「解答・解説編」つき。
【高校生、新規就農者等向け】

年に実施された日本農業技術検定の１回分の試験問
題を収録。持ち運びに便利なＡ５判で、別冊となる「解
答・解説編」つき。
【農業系大学生等向け】

農地転用許可制度のあらましをオールカラーで説明した
８ページのリーフレット。制度の概要をはじめ農地区分と
要件、農地区分ごとの許可の方針、審査事項（立地基準、
一般基準）などをビジュアルにまとめている。

農地転用は原則農地法の転用許可が必要で、無断・違反
転用を防ぐには周知活動が重要となる。転用の仕組みや手
続き、許可要件、罰則などに加え、農業用ハウスの底面を
全面コンクリート張りした場合の取り扱いも解説。

　農業技能実習評価試験の対象職種・作業である
　２職種６作業
　耕種農業：「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」
　畜産農業：「酪農」「養鶏」「養豚」
　に対応。
　初級・専門級・上級のすべての級に対応しており、実技
試験の内容も追加した、技能実習生（外国人技能実習評価
制度）の必携書籍。
　漢字にはすべて読み仮名をつけ、イラストや写真などを
多く掲載するなど、外国人技能実習生にとって、理解しや
すいように構成。
　日常の研修にはもちろん、予習や復習、試験制覇のため
のツールとして最適で、実習生受け入れの監理団体や実習
実施者でぜひご活用いただきたいテキスト。

農地の売買、転用、貸借、相続・贈与、登記、補償・収
用、紛争処理関係など、農地に関する相談を問答形式でま
とめた一冊。

農地転用許可制度の概要をわかりやすく解説したマニュ
アル。農地法、同施行令・施行規則の規定をベースに、豊
富なイラストや許可申請書・届出書を加えて解説。

４４　　検検定定試試験験関関係係

「所有者不明農地の利活用のための制度」「農作物栽培
高度化施設」「農地中間管理機構による農用地利用集積計
画一括方式」など、最新の農地制度改正の内容を反映。農
地の法律について図表を用いて分かりやすく紹介してお
り、初心者から実務者まで広く活用いただける一冊。

交換分合の仕組みや手続きなどを詳細に解説した手引
書。関連の通知に基づき、使いやすく様式の記載例などを
整理している。

最最新新刊刊

最最新新刊刊

新新刊刊

新新刊刊

新新刊刊

新新刊刊

最最新新刊刊

最最新新刊刊

5

－ 5－



QQ&&AA  農農業業法法人人化化ママニニュュアアルル  改改訂訂第第５５版版

コード番号:R02-24　A4判・103頁　10％税込900円

【【リリーーフフ】】農農業業経経営営をを法法人人化化ししまませせんんかか？？

名入れ　コード番号:R02-25　A4判・8頁　10％税込100円

改改訂訂33版版　　農農業業法法人人のの設設立立

コード番号:30-11　A4判・191頁　10％税込1,884円

農農業業法法人人のの会会計計・・税税務務ハハンンドドブブッックク

コード番号:29-23　A4判・334頁　10％税込3,871円

企企業業のの農農業業参参入入のの手手引引

コード番号:26-41　A4判・48頁　10％税込713円

簿簿記記・・青青色色申申告告・・消消費費税税

農農業業者者のの消消費費税税--届届出出かからら申申告告・・納納付付ままでで--

コード番号:R02-34　A4判・107頁　10％税込900円

改改訂訂８８版版　　ははじじめめててののパパソソココンン農農業業簿簿記記
●ソリマチ(株)農業簿記11　体験版CD-ROM　付
●別冊　演習用例題・入力結果及び演習用元帳・試算表・精算表　付

コード番号:31-36　A4判・167頁＋別冊45頁　10％税込3,000円

22002200年年版版　　青青色色申申告告かからら経経営営改改善善ににつつななぐぐ

勘勘定定科科目目別別農農業業簿簿記記ママニニュュアアルル
（（22002211年年版版をを1100月月にに刊刊行行予予定定））

コード番号:R02-28　A4判・234頁　10％税込2,160円

令令和和３３年年度度版版  よよくくわわかかるる農農家家のの青青色色申申告告

コード番号:R03-13　A4判・121頁　10％税込830円

令令和和版版　　「「わわかかるる」」かからら「「ででききるる」」へへ

複複式式農農業業簿簿記記実実践践テテキキスストト

コード番号:R02-05　A4判・138頁　10％税込1,700円

令令和和版版  記記帳帳感感覚覚がが身身ににつつくく

複複式式農農業業簿簿記記実実践践演演習習帳帳

コード番号:R03-08　A4判・48頁　10％税込420円

税税制制

令令和和３３年年度度版版
農農家家ののたためめののななんんででももわわかかるる農農業業のの税税制制

コード番号:R03-09　A5判・180頁　10％税込1,140円

農業収入や農地等に係る所得税、法人税、相続税など19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
しする特例措置をはじめ最新の税制を網羅してわかりやすく
解説。この１冊で“農家の税金”はお任せ。

「（R02-05）複式農業簿記実践テキスト」に対応した演習
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アップ。

農業参入に関心を持つ企業等に、農業に関する基礎的知識
と農業参入の流れや方針、事業計画作成のポイント、参入後
の留意点等について解説する手引書。

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
に整理しており、農業簿記の辞典として活用できる。収入保
険に係る経理処理をはじめ、最新の税制に対応。申告書等の
記入例も掲載。執筆者は税理士の森剛一氏。

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」。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。

５５　　農農業業法法人人関関係係

　農業法人の設立と運営に役立つ実務書の改訂３版。農業生
産法人から農地所有適格法人への名称、要件変更など農地制
度改正に対応。指導者はもちろん、農業経営の法人化を目指
す農業者や農業法人の経営者など関係者の必携書。

簿記記帳のイロハから実務まで網羅した手引書。特に学習
のヤマ場といわれる「仕訳」で多くの仕訳例を掲載。平成29
年６月刊行の前版に、期中取引の実際例には「リース取引」
を、決算整理仕訳の実際例には「未算入売掛金・買掛金等関
連の収益・費用計上」等を追加した最新版。

６６　　経経営営関関係係

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。

法人課税のあらましから法人税申告書の作成手順まで、法
人運営に必要な情報を盛り込んだ実務書。執筆者は税理士の
森剛一氏。

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。改訂第５版で
は、外国人材の労務管理等を新たに追記。

ソリマチ(株)の「農業簿記11」(令和元年９月発売)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。パソコン簿記を始めた
い人に最適の入門書。体験版ＣＤ－ＲＯＭ付き。

消費税の仕組みや確定申告書の作成などを解説した手引
書。消費税確定申告書の作成例では、国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」を利用する際の手順につい
て、収入や経費等の金額を入力した画面とともに説明。

最最新新刊刊

新新刊刊

最最新新刊刊

最最新新刊刊

新新刊刊

新新刊刊

新新刊刊
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改改訂訂３３版版　　農農家家のの経経営営承承継継とと
相相続続税税・・贈贈与与税税納納税税猶猶予予制制度度ののああららまましし

コード番号:31-22　A4判・28頁　10％税込428円

【【リリーーフフ】】改改訂訂２２版版　　農農地地等等のの相相続続税税・・贈贈与与税税
納納税税猶猶予予制制度度ををごご存存じじでですすかか

名入れ　コード番号:31-23 A4判・8頁　10％税込90円

一一問問一一答答集集  新新訂訂版版  農農家家のの所所得得税税
税理士　小田 満　著

コード番号:27-29　A5判・405頁　10％税込2,954円

納納税税猶猶予予とと仲仲良良くくつつききああうう方方法法
農農家家ののたためめのの相相続続対対策策

コード番号:27-24　B5判・181頁　10％税込1,222円

雇雇用用

改改訂訂５５版版　　農農業業のの従従業業員員採採用用・・育育成成ママニニュュアアルル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＣＤＤ－－RROOMM  付付

コード番号:31-34　A4判・423頁　10％税込4,200円

【【リリーーフフ】】活活用用ししよようう！！外外国国人人材材受受入入れれ制制度度
～～在在留留資資格格「「特特定定技技能能」」がが創創設設さされれままししたた～～

名入れ　コード番号:31-14　A4判・8頁　10％税込100円

改改訂訂４４版版　　農農業業のの労労務務管管理理とと労労働働・・社社会会保保険険
百百問問百百答答　　付：記載例付主要届出様式集

コード番号:29-25　A5判・273頁　10％税込1,528円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ１１  初初めめててのの従従業業員員採採用用

コード番号:R02-37　A4判・23頁　10％税込320円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ２２  初初めめててのの労労務務管管理理

コード番号:R02-19　A4判・36頁　10％税込390円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ３３  初初めめててのの労労働働保保険険・・社社会会保保険険

コード番号:31-38　A4判・20頁　10％税込419円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ４４  初初めめててのの就就業業規規則則

コード番号:R02-38　A4判・52頁　10％税込750円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ５５  初初めめててのの給給与与計計算算

コード番号:R02-20　A4判・32頁　10％税込590円

農農業業のの雇雇用用シシリリーーズズ６６  初初めめててのの人人事事評評価価制制度度

コード番号:25-18　A4判・13頁　10％税込314円

外国人を受け入れるこの制度について、仕組みや注意点、
優良事例、関係機関の連絡先などを紹介。外国人材の活用を
検討する農業者や農業法人経営者、ＪＡなど関係機関に幅広
くご活用いただけるリーフレット。

シリーズ２では、労働基準法や賃金、労働時間・休憩・休
日、休暇など基礎的な事項のポイントを整理。「農の雇用」
事業にも対応。今回の改訂では、休暇で「半日単位の付与」
「年休の計画的付与」を追加、就業規則では「パートタイム
労働者等の非正社員の就業規則」を加えた。

シリーズ３では、労働保険、社会保険、健康保険、労災保
険、雇用保険、年金等について、ポイントを整理。「農の雇
用」事業にも対応。

シリーズ４では、就業規則の記載事項、届出等の手続き等
について、ポイントを整理。就業規則と給与規程の逐条解説
付き。「農の雇用」事業にも対応。年次有給休暇の時季指定
義務化などの制度改正を反映した改訂版。

シリーズ６では、人事制度、人事評価と人材育成、評価項
目と着眼点等について、ポイントを整理。「農の雇用」事業
にも対応。

シリーズ５では、給与計算、賞与計算、年末調整につい
て、ポイントを整理。「農の雇用」事業にも対応。今回の改
訂では雇用保険料・社会保険料の料額（率）などを更新して
いる。

農業の従業員の採用や育成に関する実務的なマニュアル
書。正社員のほか、パートタイマー、研修生、外国人技能実
習生、出向等など、雇用に関するすべての事項について網
羅。第５版では働き方改革なども解説。各種様式等を収録し
たＣＤ－ＲＯＭ付き。

シリーズ１では、従業員採用にあたってのポイントを整
理。「農の雇用」事業にも対応。今回の改訂では、外国人材
について追記し、面接チェックリストも示した。

所得税に関する計算の仕組みや手続きなどのうち、農家に
関係の深いものについて説明したもので、理解しやすくする
ために問答式で解説。

相続税・贈与税納税猶予制度の概要、相続税納税猶予額の
計算例などを簡潔に解説。相続時精算課税制度や事業承継税
制も収録した、最新版の農業者向けリーフレット。

平成20年に刊行した「相続税納税猶予制度ガイドブック」
を改訂し、平成21年の農地法改正による相続税納税猶予制度
の見直しや、平成27年からの課税強化に対応。農業者の相続
対策にさらに役立つ内容に刷新。

相続税および贈与税の納税猶予制度を有効に活用できるよ
う、制度の基本的な仕組みと内容を解説。「事業承継税制」
なども収録した最新版。農地等の相続税納税猶予の計算例、
相続時精算課税制度も収録。

農業法人など雇用労働力を必要とする経営者向けに、労
働・社会保険の内容と手続きを中心とした労務管理一般につ
いての100の疑問に社会保険労務士が答える。

新新刊刊

新新刊刊

－ 7－



経経営営全全般般

農農業業再再生生のの突突破破口口　　日日本本のの農農業業・・農農業業者者をを支支ええるる

日日本本型型直直接接支支払払制制度度～～次次期期対対策策ががススタターートトししまますす～～

名入れ　コード番号:R02-04 A4判・8頁 10％税込100円

実実践践！！集集落落営営農農のの動動かかしし方方    藤井 吉隆 編著

コード番号:29-28 A4判・84頁 10％税込1,079円

【【全全国国農農業業新新聞聞ブブッッククレレッットト１１】】

農農家家ののたためめのの経経営営継継承承のの法法律律問問題題    髙木 賢 著

コード番号:28-49 A5判・59頁 10％税込509円

農農業業体体験験農農園園のの開開設設とと運運営営　　改改訂訂版版
　　特定非営利活動法人 全国農業体験農園協会　編

コード番号:28-39 A5判・85頁 10％税込1,121円

多多視視点点型型農農業業ママーーケケテティィンンググ
～～66次次産産業業化化へへののヒヒンントト7777～～    平岡 豊 著

コード番号:26-30　新書判・197頁　10％税込950円

実実践践型型農農業業ママーーケケテティィンンググ    平岡 豊 著

コード番号：18-20　新書判・179頁　10％税込837円

新新世世代代のの農農業業挑挑戦戦
～～優優良良経経営営事事例例にに学学ぶぶ～～    叶 芳和 著

コード番号：26-14　新書判・251頁　10％税込1,121円

集集落落営営農農のの持持続続的的なな発発展展をを目目指指ししてて
－－集集落落営営農農立立ちち上上げげ後後－－　　　　安藤 光義 編著

コード番号：18-32  Ａ５判・230頁  10％税込1,466円

令令和和改改訂訂版版　　農農業業者者年年金金加加入入推推進進携携帯帯パパンンフフレレッットト

名入れ　コード番号:R03-07  12頁　10％税込110円

【【リリーーフフ】】22002211年年度度版版

農農業業者者年年金金－－年年金金のの仕仕組組みみととメメリリッットト－－

名入れ　コード番号:R03-06　A4判・8頁　10％税込90円

【【リリーーフフ】】22002211年年度度版版

農農業業者者年年金金  加加入入推推進進用用リリーーフフレレッットト

名入れ　コード番号:R03-05　A4判・4頁　10％税込45円

【【リリーーフフ】】農農業業者者年年金金でで老老後後のの生生活活をを安安心心ササポポーートト

名入れ　コード番号:R03-04　A4判・2頁　10％税込20円

【【リリーーフフ】】令令和和版版　　農農家家ののたためめのの農農業業者者年年金金

名入れ　コード番号:31-18 A4判・8頁　10％税込90円

「(R03-05)2021年度版 農業者年金 加入推進用リーフレッ
ト」の内容に、老後生活の現状などを追加した充実版。令和
４年以降の制度改正の内容を新たに反映。

少子高齢時代を先取りした農業者年金制度の魅力や政策支
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リー
フレット。令和４年以降の制度改正の内容を新たに反映。

加加入入推推進進用用リリーーフフレレッットト・・パパンンフフレレッットト

農業従事者の減少や高齢化が進む中、集落営農組織が地域
農業を将来にわたって担う経営体となるために、組織強化の
ためのポイントと対応策を実際の取り組み事例をふんだんに
交えて提案。

家族経営の維持存続を図る上で課題となるのが経営の継
承。あらかじめ継承の方針を明確にし、準備することが必要
となる。本書では相続や遺言、相続税や贈与税の納税猶予制
度、遺贈など、経営継承に関わる事柄を説明。

　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。

　農業分野におけるマーケティングの第一人者がフィールド
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る。

『地域農業の維持再生を目指す集落営農』（15-44）の続
編に当たり、集落営農を立ち上げた後の運営・発展の方策を
各地の事例をもとにやさしく解説｡

①多面的機能支払（農地維持支払、資源向上支払）、②中
山間地域等直接支払、③環境保全型農業直接支払の概要を農
業者向けに説明。中山間地域等直接支払は第５期対策のポイ
ントを簡潔に整理。遡及返還のイメージ図も掲載。

　農業体験農園は、市民農園ではなく、農業経営の中で入園
者が農業を体験できる市民参加型農業経営。その開設と運営
のノウハウのすべてをまとめたマニュアル書。

　農業マーケティングの先駆者・平岡豊氏の刊行第２弾。現
場の「受け身の対応」を指摘し、６次産業化・農商工連携の
進め方を豊富な現場体験から抽出した。「主体的」活動77事
例を掲載。

農業者年金の魅力や政策支援を受ける要件などをやさしく
紹介した加入推進用のポケットサイズ（タテの長さはＢ５
判・開いた状態でのヨコの長さはＡ４判）のパンフレット。
令和４年以降の制度改正の内容を新たに反映。

農業者年金の魅力を、Ａ４判の表裏２頁にコンパクトにま
とめたチラシ。戸別訪問など農業者年金の加入推進活動や、
制度周知のための研修会に役立つ農業者向けのアイテム。令
和４年以降の制度改正の内容を新たに反映。

７７　　農農業業者者年年金金関関係係

「農業者年金の加入資格」「保険料の国庫補助を受ける資
格」についてのセルフチェックシートが付いており、農業者
が自ら加入要件等を確認できるリーフレット。

最最新新刊刊

最最新新刊刊

最最新新刊刊

最最新新刊刊

－ 8－



【【パパンンフフ】】人人生生110000年年時時代代
農農業業者者年年金金でで安安心心のの備備ええをを！！1100話話　　遠藤 吉夫 著

コード番号：30-22　A4判・12頁　10％税込160円

【【パパンンフフ】】ここんんななにに安安心心・・有有利利！！
農農業業者者年年金金　　1122話話　　福島 邦子 著

コード番号：27-03　A4判・16頁　10％税込163円

【【パパンンフフ】】ままんんがが　　農農業業者者年年金金でで未未来来をを拓拓くく

コード番号:23-32　A4判・12頁　10％税込210円

農農業業者者のの老老後後にに安安心心をを

農農業業者者年年金金制制度度とと加加入入推推進進  22002211年年度度版版

コード番号：R03-03　A4判・71頁　10％税込500円

戸戸別別訪訪問問にに取取りり組組ももうう！！

農農業業者者年年金金加加入入推推進進セセッットト

コード番号:29-30　ガイド12頁/チラシと記録簿各21枚
10％税込744円

ししっっかかりり積積みみ立立てて！！安安心心でで豊豊かかなな老老後後をを
農農業業者者年年金金  加加入入推推進進事事例例集集  VVooll..1133

コード番号：R02-29　A5判・48頁　10％税込730円

ししっっかかりり積積みみ立立てて！！安安心心でで豊豊かかなな老老後後をを
農農業業者者年年金金  加加入入推推進進事事例例集集  VVooll..1122

コード番号：31-28　A5判・48頁　10％税込734円

ししっっかかりり積積みみ立立てて！！安安心心でで豊豊かかなな老老後後をを
農農業業者者年年金金  加加入入推推進進事事例例集集  VVooll..1111

コード番号：30-23　A5判・48頁　10％税込734円

【【リリーーフフ】】農農業業者者年年金金受受給給者者ののみみななささんんへへ

名入れ　コード番号:28-07　A4判・2頁　10％税込21円

ののううねねんん　　年年６６回回発発行行（（５５・・７７・・９９・・１１１１・・１１・・３３月月））

A4判・24頁　10％税込308円（※年間購読料1,848円）

農業者年金の良さを、“くらしとお金の専門家”ファイ
ナンシャル・プランナーの立場から、 話にわけてやさし
く解説。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。

農業者年金の制度改革をはじめ制度の概要とその特徴、
加入推進活動の取り組みまで、農業者年金制度と組織活動
をわかりやすく解説した関係者向けテキスト。今回の改訂
では、令和２年の制度改正の概要等を追加。

農農業業者者年年金金　　情情報報誌誌・・定定期期刊刊行行物物

農業者年金業務の留意点や加入推進についてなどの情報
が満載の、農業者年金加入者や加入推進部長、農業委員
会・ＪＡ関係者のための「ここが知りたい」に応える情報
誌。年間購読でご活用頂きたい定期刊行物。

農業者年金の良さを特定社会保険労務士の立場から 回
に分けてやさしく解説。農業者年金情報誌「のうねん」に
同タイトルで連載したものに加筆してまとめた１冊。

加加入入推推進進用用テテキキスストト・・アアイイテテムム

農業者年金の魅力を物語で伝えるパンフレット。表紙裏
には農業者年金のメリットをわかりやすく整理。マンガの
手軽さ、読みやすさで加入推進の新たなツールに。

農業者年金の加入推進に大きな成果を上げた農業委員
会・ＪＡの取り組みの最新事例を紹介。最前線で活躍する
加入推進部長や農業委員会組織、ＪＡグループのリーダー
等による農業者への制度周知や加入のノウハウが満載。

農業者年金の加入推進活動に取り組む農業委員会・ＪＡ
の皆様の戸別訪問用のファイル形式の資料。積極的な加入
推進活動のために、説明用のガイド・チラシ・記録簿の３
点をまとめたセット。

農業者年金の受給者が年金の受給にあたって注意すべき
事項をわかりやすく紹介。表面では「現況届の提出」と
「受給者の住所変更等の届出」、裏面では「農業者年金が
減額になる場合」について説明。

農業者年金の加入推進に大きな成果を上げた農業委員
会・ＪＡの取り組みの最新事例を紹介。最前線で活躍する
加入推進部長や農業委員会組織、ＪＡグループのリーダー
等による農業者への制度周知や加入のノウハウが満載。

加加入入者者向向けけアアイイテテムム

農業者年金の加入推進に大きな成果を上げた農業委員
会・ＪＡの取り組みの最新事例を紹介。最前線で活躍する
加入推進部長や農業委員会組織、ＪＡグループのリーダー
等による農業者への制度周知や加入のノウハウが満載。

新新刊刊

最最新新刊刊
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新新規規就就農農

作作目目別別新新規規就就農農NNAAVVII　　１１野野菜菜編編

コード番号:R02-42 B5判・オールカラー25頁 10％税込440円

新新規規就就農農ナナビビゲゲーーシショョンンブブッックク

新新規規就就農農実実現現へへのの道道。。

コード番号:23-02 A4判・72頁 10％税込1,887円

家家族族経経営営協協定定

「「家家族族経経営営協協定定」」でで新新ししいい時時代代ををひひららくく
～～農農業業経経営営やや暮暮ららししににつついいてて話話しし合合おおうう～～

名入れ　コード番号:31-32 A4判・12頁 10％税込160円

農農政政調調査査時時報報　　年年２２回回発発行行（（１１００・・３３月月））

A4判・50頁程度　10％税込423円

【【パパンンフフ】】  令令和和３３年年度度　　経経営営所所得得安安定定対対策策とと米米政政策策

名入れ　コード番号:R02-36　A4判・16頁　10％税込110円

令令和和版版　　よよくくわわかかるる農農政政用用語語集集
～～農農にに関関すするるキキーーワワーードド11000000～～

コード番号:31-31　B6判・276頁　10％税込2,000円

何何ででもも聞聞いいちちゃゃええ  アアググリリのの話話
～～農農業業施施策策・・用用語語ＱＱ＆＆ＡＡ～～

コード番号:31-33　A4判・47頁　10％税込800円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト1122】】

中中山山間間地地のの稲稲作作をを誰誰がが担担ううののかか？？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川文庸・野田公夫・宇山満 共

コード番号:29-26 A5判・47頁 10％税込509円

【【全全国国農農業業図図書書ブブッッククレレッットト1111】】

地地域域にに根根ざざししたた農農業業構構造造改改革革のの基基本本的的方方向向　　　　入澤 肇 著

コード番号:29-04 A5判・26頁 10％税込509円

【【リリーーフフ】】収収入入保保険険制制度度のの導導入入がが決決定定さされれままししたた

名入れ　コード番号:28-50　A4判・4頁　10％税込45円

改改訂訂  新新・・日日本本農農業業のの実実際際知知識識
－－希希望望ももててるる日日本本農農業業－－                  羽多 實 著/折原 直 改訂共著

コード番号:28-42 新書判・214頁 10％税込1,019円

９９　　農農政政関関係係・・そそのの他他

著者はすかいらーくフードサイエンス研究所元理事長の入
澤肇氏。「地域全体による担い手農業者の育成」「規模拡大
にむけた農地流動化の推進」「所得政策の確立」について、
地域の実態を踏まえた農業改革の考え方を提示。

初版から14年。新しいデータを追加して“日本農業”の真
の姿を解説。マスコミ等からの農業に対する「誤解」、経
済・農業界からの「疑問」に回答し、ＴＰＰ問題にも言及。
より深い日本農業の理解へと導く最善の解説書。

年２回（１０月・３月）発行の、農業経営や農政問題、調
査結果等を題材にした論文を５、６点掲載する雑誌。最新情
勢の把握のためにご活用頂きたい定期刊行物。

収入保険制度の概要や補填方式について図やイラストを用
いてわかりやすく説明したリーフレット。同制度の加入に必
要な青色申告のメリットや青色申告申請書の記載例も紹介し
ている。

中山間地稲作の典型例である京都府北部の事例に注目し、
過疎高齢化による労働力不足や遊休荒廃農地の増加などの課
題を抱える中山間地稲作の「これから」を考えるための方法
を整理して紹介。

新規就農を志す人に向けた作目別のガイドブックの第一
弾。就農までの道のりや相談先、就農事例をオールカラーで
解説した。情報収集の仕方から資金・農地の確保といった具
体的な就農準備まで幅広くカバーする一冊。

　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
ド約1000語をピックアップし、わかりやすく説明した解説
書。農業関係者はもちろん、農業高校・農業者大学校での参
考書としても活用いただける。

８８　　担担いい手手育育成成関関係係

就業フローチャートに沿って、「情報収集」「方向性の選
択」「相談」「体験」「研修」「独立就農」「法人就職」に
ついてカラーの図やイラストを用いて分かりやすく解説し
た、これから農業をはじめる人に向けた入門書。

「家族経営協定」の取り組みに向けて、ポイントや制度上
のメリット、最新事例を紹介。東京農業大学・五條満義准教
授が書き下ろした農家向けパンフレットで、５年ぶりのリ
ニューアル。

令和３年度は、米の需給緩和が深刻な問題となっている。
作付転換に向けた新たな政策に加え、農業経営の安定を図る
ため、水田フル活用対策、ゲタ・ナラシ対策、収入保険制度
などの仕組みとメリットを紹介。

　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冊の本にまとめた農業施策・用語Ｑ＆Ａ。好奇心
旺盛な高校生の瑞穂と、伯父で農業委員の耕一の会話を通じ
て農業施策・用語をやさしく学ぶことができる。同紙で連載
中の「ＮＥＷＳそこが知りたい」の記事も収録。

新新刊刊

新新刊刊
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ＷＷＴＴＯＯドドーーハハ・・ララウウンンドド　　1100年年のの軌軌跡跡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　修路　著

コード番号:24-05　B5判・97頁　10％税込990円

ニニッッポポンンのの食食とと農農　　ここのの1100年年
～～命命のの糧糧をを未未来来ににつつななぐぐ～～　　　　見城 美枝子　著

コード番号:27-19　B6判・256頁　10％税込1,528円

だだれれででもも楽楽ししめめるる！！簡簡単単野野菜菜づづくくりり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園芸研究家　小林 五郎　著

コード番号:25-29　A5判・115頁　10％税込1,257円

農農業業体体験験農農園園主主ががそそっっとと教教ええるる　　菜菜園園ココツツののココツツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　義松　著

コード番号:16-18　新書判・161頁　10％税込734円

全全国国農農業業新新聞聞「「SSTTOOPP鳥鳥獣獣害害」」シシリリーーズズ

事事例例集集・・鳥鳥獣獣害害対対策策最最前前線線～～鳥鳥獣獣種種別別対対策策編編～～

コード番号:31-25　A5判・205頁　10％税込1,500円

全全国国農農業業新新聞聞「「SSTTOOPP鳥鳥獣獣害害」」シシリリーーズズ

事事例例集集・・鳥鳥獣獣害害対対策策最最前前線線～～ジジビビエエ・・２２次次利利用用編編～～

コード番号:31-26　A5判・103頁　10％税込800円

全全国国農農業業新新聞聞「「SSTTOOPP鳥鳥獣獣害害」」シシリリーーズズ

ＳＳＴＴＯＯＰＰ！！鳥鳥獣獣害害～～地地域域でで取取りり組組むむ対対策策ののヒヒンントト～～

コード番号:27-34　A5判・203頁　10％税込1,019円

病病害害虫虫・・雑雑草草フフィィーールルドドブブッックク【【野野菜菜編編】】

コード番号:改17-05　新書判・102頁　10％税込1,048円

病病害害虫虫・・雑雑草草フフィィーールルドドブブッックク【【果果樹樹編編】】

コード番号:18-01　新書判・97頁　10％税込1,048円

病病害害虫虫・・雑雑草草フフィィーールルドドブブッックク【【柑柑橘橘編編】】

コード番号:17-57　新書判・97頁　10％税込1,048円

病病害害虫虫・・雑雑草草フフィィーールルドドブブッックク【【水水稲稲編編】】

コード番号:改17-04　新書判・87頁　10％税込1,048円

エッセイスト・青森大学副学長の見城美枝子氏が全国農業
新聞に2005年１月から2014年12月まで月１回連載したコラム
を収録。食と農への熱いまなざしと、応援メッセージ・提案
にあふれた1冊。

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
りの極意だ。初めて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。

１１１１　　農農業業技技術術・・病病害害虫虫・・雑雑草草・・鳥鳥獣獣害害関関係係

　交渉開始後、10年を経たＷＴＯドーハ・ラウンド。「経済
連携協定（ＥＰＡ/ＦＴＡ）」の増加がドーハ・ラウンドに
大きな影響を与えた。世界各国が経済連携協定に傾斜する中
で、わが国の取るべき方向を示した書。

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、作目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。

水稲の主要な病害虫・雑草78種の特徴を、カラーの生態写
真とともに簡便に説明。現場に携帯できる新書判サイズの小
図鑑。病害16種、害虫23種、雑草39種を収録。

１１００　　食食農農教教育育関関係係

第１章では岐阜大学応用生物科学部の鈴木正嗣教授が、こ
の10年の鳥獣害について総括。第２章ではシカ、イノシシ等
11種の対策について、第一人者が解説する。第３章は全国農
業新聞より16の取り組みを紹介する。

主要野菜で重要視される病害虫・雑草153種の特徴を、カ
ラーの生態写真とともに簡便に説明。病害はウリ科27種、ナ
ス科26種、アブラナ科20種、レタス・イチゴ・ネギ類21種、
害虫は33種、雑草は26種を収録。

果樹の病害虫・雑草98種の特徴を、カラーの生態写真とと
もに簡便に説明。現場に携帯できる新書判サイズの小図鑑。
病害43種、害虫33種、雑草22種を収録。

柑橘の主要な病害虫・雑草78種の特徴を、カラーの生態写
真とともに簡便に説明。現場に携帯できる新書判サイズの小
図鑑。病害19種、害虫31種、雑草28種を収録。

2015年度から全国農業新聞で連載している「STOP鳥獣害」
の記事を中心に現場の取組を紹介した事例集。「ジビエ・２
次利用編」では、ジビエの利用推進に向けた施設・流通整
備、販路開拓、ブランド化、料理の提供に加えて、皮革商品
の開発など２次利用の取組、47事例を収録。

2015年度から全国農業新聞で連載している「STOP鳥獣害」
の記事を中心に現場の取組を紹介した事例集。「鳥獣種別対
策編」では、特に被害が大きいイノシシ、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た。94事例を収録。
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“目に見える”活動のために・・・農地パトロール用アイテム一覧 
農農地地パパトトロローールルやや戸戸別別訪訪問問ななどど、、現現場場ででのの農農業業委委員員会会のの活活動動をを近近隣隣住住民民のの方方にに理理解解ししててももららううたためめのの必必

須須アアイイテテムム！！  農農地地パパトトロローールル用用アアイイテテムムをを活活用用しし、、農農業業委委員員会会活活動動のの取取りり組組みみををＰＰＲＲししままししょょうう！！    
  
農農業業委委員員会会キキャャッッププ  
 布製のほか夏場のパトロール向きのメッシュタイプも 
ご用意。全員で着用することでより注目が集まり、遊休農

地解消や無断転用防止などの注意を喚起できます。 
●布地タイプ（写真左）コード番号：17-NC 
 定価：1,270 円（10％税込） 
●メッシュタイプ（写真右）コード番号：16-102 
 定価：1,060 円（10％税込） 
農農業業委委員員会会腕腕章章（（布布製製））  
ママジジッッククテテーーププ・・安安全全ピピンンでで固固定定  
 全員が着用することで注目が集まり、遊休農地解消や無断転用防止などの注意を喚起できます。 
日常の活動にも活用できます。 コード番号：16-101  定価：850 円（10％税込） 
 
農農地地パパトトロローールル実実施施中中ゼゼッッケケンン  
活活動動のの““見見ええるる化化””のの新新たたななツツーールル  
 着用することで、農地パトロール中であることが遠くからでもはっきり分かる 
新しいアイテムです。 コード番号：29-09  定価：3,055 円（10％税込） 
 
農農地地パパトトロローールル・・ママググネネッットト板板（（自自動動車車用用））  
ササイイズズ：：天天地地 1155ccmm××幅幅 5544ccmm  
 自動車のドアに貼り付けて、活動をより目に見えるようにします。                     

コード番号：16-100  定価：1,910 円（10％税込）       A    B       C       D 
 

「「農農地地パパトトロローールル」」ののぼぼりり  
ササイイズズ：：445500mmmm××11550000mmmm  
 農業委員会活動の“見える化”に効果的なアイテム。 

４つのデザインから選ぶことができます。 
コード番号：29-32 A,B,C,D  定価：2,546 円（10％税込） 

 
農農地地パパトトロローールルポポロロシシャャツツ  
ササイイズズ：：SSSS～～４４LL  
 白生地に紺色のプリントがされたポロシャツ。両面プリントの 
A タイプと片面プリントの Bタイプで使い分け可能です。 

コード番号：R03-A,B  定価：2,500 円（10％税込） 

                                 
                                （片面・両面共通）   （両面のみ） 

発行 全国農業委員会ネットワーク機構 〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 中央労働基準協会ビル 
   一 般社 団法 人  全国 農業 会議所            TEL 03-6910-1131  https://www.nca.or.jp/tosho/       

申し込みは 都都道道府府県県農農業業会会議議へへ          55,,000000 円円以以上上のの注注文文でで送送料料無無料料！！          
 

 

  

申 

 

込 

 

書 

住所：〒 

名称： 

電話番号：    （   ） 担当者： 

コード：16-102 農業委員会キャップ（メッシュタイプ） 部数：  個 

コード：17-NC 農業委員会キャップ（布地タイプ） 部数：  個 

コード：16-101 農業委員会腕章 部数：  個 

コード：29-09 農地パトロール実施中ゼッケン 部数：  枚 

コード：16-100 農地パトロール・マグネット板 部数：  枚 

コード：29-32 「農地パトロール」のぼり 部数：  枚 

コード：R03-A,B 農地パトロールポロシャツ 部数：  枚 

備考： 
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 年 月 日 
 

 購入者   住所︓〒 

名称︓ 担当者︓ 
電話番号︓ 

お届け先 住所︓〒 

名称︓ 担当者︓ 
電話番号︓ 
下記のとおり申し込みます。 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

コード番号︓ 部数︓  部 

図書名︓ 

請求に必要な書類︓請求書 通、⾒積書 通、納品書 通 

（通信欄） 

 

全国農業図書 購入申込書 



 

 

 

●送料 
図書購入額 1,000 円まで︓160 円   図書購入額 1,001 〜 2,000 円︓210 円 
  〃    2,001 〜 4,000 円︓250 円    〃    4,001 〜 4,999 円︓400 円 
  〃    5,000 円以上︓送料無料 
ただし、⾄急便をご希望の場合は 300 円追加料⾦をいただきます。 

●消費税＝すべて内税です。 
 ※2019 年９月 30 日までに刊⾏した全国農業図書の表紙・奥付等には、消費税率 8%を含む総額を表示している場合 

  があります。2019 年 10 月 1 日以降は、当目録に記載している 10%税込価格にて表示しています。 

●リーフレット・パンフレットの名入れ印刷（表紙下部に市町村名や農業委員会名を印刷）は 500 部 
 以上から対応しており（版下料 5,000 円）、1,000 部以上から版下料無料で承ります。 

 
全国農業委員会ネットワーク機構 
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内） 
TEL.03（6910）1131  FAX.03（3261）5134 
全国農業図書 HP https://www.nca.or.jp/tosho/ 
 
          は、全国農業会議所の登録商標です。 

農業会議 電   話 FAX 

北  海  道   011（281）6761 011（281）6764 

⻘  森  県   017（774）8580 017（774）8588 

岩  手  県   019（626）8545 019（629）9210 

宮  城  県   022（275）9164 022（276）3899 

秋  田  県   018（860）3540 018（823）7361 

山  形  県   023（622）8716 023（634）8640 

福  島  県   024（524）1201 024（524）1204 

茨  城  県   029（301）1236 029（301）1237 

栃  木  県   028（648）7270 028（648）7277 

群  馬  県   027（280）6171 027（255）6461 

埼  玉  県   048（829）3481 048（829）3484 

千  葉  県   043（223）4480 043（222）8320 

東  京  都   03（3370）7145 03（3379）7627 

神奈川県 045（201）0895 045（212）4613 

山  梨  県   055（228）6811 055（228）6815 

岐  阜  県   058（268）2527 058（273）6177 

静  岡  県   054（255）7934 054（273）4314 

愛  知  県   052（962）2841 052（953）0399 

三  重  県   059（213）2022 059（228）5557 

新  潟  県   025（223）2186 025（223）2401 

富  山  県   076（441）8961 076（441）8654 

石  川  県   076（240）0540 076（240）0544 

福  井  県   0776（21）8234 0776（21）8784 

⻑  野  県   026（217）0291 026（219）2953 

農業会議 電   話 FAX 

滋  賀  県   077（523）2439 077（524）0245 

京  都  府   075（441）3660 075（441）5742 

大  阪  府   06（6941）2701 06（6941）5725 

兵  庫  県   078（391）1221 078（391）8755 

奈  良  県   0742（22）1101 0742（24）8576 

和歌山県 073（432）6114 073（422）4031 

鳥  取  県   0857（26）8371 0857（29）4867 

島  根  県   0852（22）4471 0852（27）2235 

岡  山  県   086（234）1093 086（231）8841 

広  島  県   082（545）4146 082（246）1825 

山  口  県   083（923）2102 083（932）2393 

徳  島  県   088（678）5611 088（678）5664 

香  川  県   087（812）0810 087（812）0820 

愛  媛  県   089（943）2800 089（931）6069 

高  知  県   088（824）8555 088（824）8593 

福  岡  県   092（711）5070 092（711）5090 

佐  賀  県   0952（20）1810 0952（20）1818 

⻑ 崎 県 095（822）9647 095（828）7469 

熊  本  県   096（384）3333 096（385）1468 

大  分  県   097（532）4385 097（532）4749 

宮  崎  県   0985（73）9211 0985（52）1102 

⿅児島県 099（286）5815 099（286）5816 

沖  縄  県   098（889）6027 098（889）6081 

 お申し込みは、あなたのお住まいの 
 都 道 府 県 農 業 会 議 へ 

発⾏ 


