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農業者年金新任職員研修の挨拶に換えて

４月の人事異動により、農業者年金を担当される方を対象とした研修会が、新型コロ

ナウイルス拡大防止対策により中止することになりました。

つきましては、この研修会の趣旨について述べます。

年金制度は、老後の生活資金を確保するため国民年金をはじめ、厚生年金など公的年

金や個人年金がありますが、農業者年金は、国民年金の２階部分として農業者だけの公

的年金です。

公的年金は、死亡などによる受給権を失うことにならなければ支給停止になりません

が、農業者年金は、経営移譲年金と特例付加年金部分が、政策部分として年金額が増額

されています。その政策性が確保されない状態になったときに、上乗せ部分が支給停止

となります。

そこで、この研修により、制度の概要や留意事項、手続きなどのマニュアルの使い方

を説明するために行われる研修会です。

年金の手続きは、時計を止めて作業ができませんので、受給年齢に達した等、受給権

が発生した時に、農業者年金基金へ裁定請求をしたり、受給者の死亡による失権など届

け出が必要となります。

又、５月に各受給者に「現況届」が配布され、経営移譲年金、特例付加年金、老齢年

金とそれぞれ様式が違う届け出があります。それに加え、受給者が介護施設へ移転した

り、子息などの家に引っ越したりする場合もあり、丁寧な対応が必要となる場合があり

ます。

多くの場合、前任者の処理を踏襲して行われているかと推測しますが、その処理内容

を確認するための資料の利用方法を説明するものです。解説、通知、様式、マニュアル

など多義に亘るため、知りたいことが辿りつかないといったことも発生します。

これに加え、個人情報が多く含まれ、その取り扱いにつきましても細心の注意が必要

となります。

最後に、農業者年金は、任意加入になっていることから、その制度を説明し農業者に

理解してもらいたい制度です。農業者にとってかけがえのない制度ですので、資格のあ

る農業者全員が理解してから加入の有無について判断できるよう祈念申し上げます。
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「農業者年金の現況届に係る事務処理上の留意事項」

（平成24年１月20日付け23独農年業第224号独立行政法人農業者年金基金理事長通知）

第１ 趣 旨

独立行政法人農業者年金基金法施行規則（平成15年農林水産省令第95号）第41

条及び第42条の規定により｢特例付加年金｣及び｢農業者老齢年金｣（以下｢新老齢

年金｣という。）（以下これらを総称して｢新年金｣という。）に係る受給権者は現

況を届出なければならない。

また、独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）附則第６条第

３項及び農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成13年法律第39号）附則第

８条第３項及び第11条第２項の規定により、なおその効力を有するとされた旧農

業者年金基金法施行規則（昭和45年厚生・農林省令第２号）第38条及び第39条の

規定により｢経営移譲年金｣及び｢農業者老齢年金｣（特例支給の農業者老齢年金を

含む。以下｢旧老齢年金｣という。）（以下これらを総称して｢旧年金｣という。）に

係る受給権者は現況を届出なければならない。

この届出（以下｢現況届｣という。）は、受給権者が引き続き農業者年金の受給

をするために生存及び支給停止事由に該当していないことを証明するものであ

り、毎年６月１日現在の状況を６月30日までに農業委員会を通じて農業者年金基

金（以下「基金」という。）へ提出しなければならない。

この通知は、この事務処理を円滑に行うため農業委員会が留意すべきことを定

めたものである。

第２ 現況届提出対象者

新年金、旧年金の受給権者（新年金の受給権者は、当該年の前年の６月１日よ

り前に年金の裁定を受けた者等であること。旧年金の受給権者においては、当該

年の前年の７月１日より前に年金の裁定を受けた者等であること。）

ただし、当該年４月時点での差止者及び支払保留者は除く。

第３ 現況届等の様式

現況届等関係書類の様式は次のとおりとする。

１ 現況届関係

① 経営移譲年金・特例付加年金受給権者向け現況届（別紙様式１）

（諸名義確認該当者・再確認該当者及び保全管理該当者の現況届については

赤三角の印を表示）

② 旧老齢年金・特例老齢年金・新老齢年金受給権者向け現況届（別紙様式２）

③ 手書き用現況届（別紙様式３）

２ 諸届関係

① 農業者年金受給権者現況届送付書（別紙様式４）
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② 農業者年金受給権者現況届提出対象者一覧表（別紙様式５）

③ 再確認該当者リスト（別紙様式６）

④ 現況届未提出者一覧表（別紙様式７）

⑤ 督促状（別紙様式８）

⑥ 差止者調査票（別紙様式９）

第４ 書類等の種類とその時期等

基金から農業委員会又は受給権者に送付する書類及びその時期並びに農業委員

会から基金に提出する書類及びその期限は次のとおりとする。

１ 基金から送付する書類及びその時期

① 農業者年金受給権者現況届提出対象者一覧表及び再確認該当者リスト（５月

中旬：農業委員会へ）

② 現況届（５月下旬：受給権者へ）

③ 現況届未提出者一覧表（８月下旬：農業委員会へ）

④ 督促状（９月上旬より随時：受給権者へ）

⑤ 農業者年金の支払差止めの該当者について（通知）〔差止者一覧表〕（11月

上旬：農業委員会へ）

⑥ 農業者年金の支払差止めについて（11月上旬：支払差止め該当受給権者へ）

⑦ 差止者調査票（翌年１月中旬：農業委員会へ）

２ 農業委員会から基金へ提出する書類及びその期限

① 現況届（７月末日まで）

② 対象者一覧表の「諸名義確認該当者」欄に「＊」印がある受給権者について

は、諸名義の変更を確認した経営移譲管理カード（写）（７月末日まで）

③ 対象者一覧表の「再確認該当者」欄に「＊」印がある受給権者については、

「実体を伴った経営移譲及び経営継承を確保するための指導等について」（昭

和61年８月28日付け61農年１第84号農業者年金基金理事長通知、以下「実体を

伴った経営移譲等通知」という。）第１章の第３の３による確認資料（７月末

日まで）

④ 対象者一覧表の「保全管理」欄に「＊」印がある受給権者については、別途

基金から連絡する確認書類（７月末日まで）

⑤ 現況届未提出者一覧表の報告（別途基金から連絡する提出期限まで）

⑥ 差止者調査票の報告（翌年１月末日まで）

第５ 事務処理に当たっての留意事項

１ 現況届の受理と基金への送付

受給権者から現況届の提出があった場合には、全ての現況届提出対象者（ただ

し、死亡等の理由により提出できない者を除く。）の提出状況を確認するととも
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に、次のことに留意し当該現況届に記載された内容の確認等を行い基金へ提出す

ること。

① 経営移譲年金及び特例付加年金の受給権者については、現況届の「支給停止

事由等に該当していないことの自己チェック」に記入漏れがないことを確認し、

チェックが漏れている場合は受給権者に返付して記入させること。

② 経営移譲年金及び特例付加年金の受給権者については、次の支給停止事由に

ついて、農地台帳や農地法第６条第１項に基づく農地所有適格法人の報告等に

より確認し、記入に誤りがある場合は訂正の指導を行うこと。また、支給停止

事由に該当している場合は、その受給権者の現況届は基金へ送付せず、受給権

者に返付して支給停止の手続きを指導すること。

当該年６月１日以降の時点で支給停止事由に該当していないことを確認した

場合は、現況届の農業委員会確認欄に確認日を記入し、農業委員会会長印を押

印し基金へ送付すること。

なお、基金から受給権者へ送付する現況届の様式は当該年５月に配達される

場合があるため、その確認日には十分注意すること。

【経営移譲年金の支給停止事由】

ア 農地等の権利を取得する等により耕作又は養畜の事業を再開した（自

留地を除く。）

イ 農地所有適格法人の構成員（組合員、社員又は株主）となった

ウ 特定処分対象農地等の返還を受けた（支給停止除外事由に該当する

場合を除く。）

エ 特定処分対象農地等の使用収益権を移転又は設定した（支給停止除

外事由に該当する場合を除く。）

オ 経営移譲のやり直し等の支給停止除外事由に該当する特定処分対象

農地等の返還を受け、返還から１年以内に適格に処分しなかった

【特例付加年金の支給停止事由】

ア 農地等の権利を取得する等により耕作又は養畜の事業を再開した

イ 農業を営む法人の常時従事者たる構成員（組合員、社員又は株主）とな

った（構成員であっても、法人の営む農業に常時従事していない者は支給

停止とならない。）

ウ 特定処分対象農地等又は特定農業用施設の返還を受け、返還から１年以

内に譲受適格者に処分しなかった（返還から１年以内に支給停止除外事由

に該当する処分が行われる場合を除く。）

エ 特定処分対象農地等又は特定農業用施設の返還を受け、転用又は転用目

的で処分した（支給停止除外事由に該当する場合を除く。）

オ 特定処分対象農地等又は特定農業用施設の使用収益権を移転又は設定し

た（支給停止除外事由に該当する場合を除く。）
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カ 特定処分対象農地等の返還を受け、遊休農地として農業委員会の利用意

向調査を受けた

キ 特定処分対象農地等の返還を受け、農地中間管理機構に対する権利の移

転、設定を行いたい旨の申出をした場合等で、当該農地等について保全管

理が講じられていない

③ 対象者一覧表の「諸名義確認該当者」欄に「＊」印がある受給権者について

は、諸名義の変更を確認した経営移譲管理カード（写）等を現況届に添付し、

現況届の農業委員会確認欄にチェックの上、提出すること。

④ 対象者一覧表の「再確認該当者」欄に「＊」印がある受給権者については、

「実体を伴った経営移譲等通知」第１章の第３の３による確認資料を現況届に

添付し、現況届の農業委員会確認欄にチェックの上、提出すること。

また、受給権者が経営所得安定対策等交付金の申請を行っていたことが、錯

誤である場合は、申請名義を経営移譲等の相手方に是正するよう指導し、指導

日を再確認該当者リストの２欄に記入の上、再確認該当者リスト（写）を当該

受給権者の現況届に添付して基金に送付すること。

⑤ 対象者一覧表の「保全管理」欄に「＊」印がある受給権者については、別途

基金から連絡する書類で確認すること。

⑥ 経営移譲年金や特例付加年金の支給停止事由に該当していた場合は、支給停

止事由該当届を提出させるとともに、旧老齢年金や新老齢年金の併給者である

場合は、別途手書き用現況届に該当する老齢年金の年金証書の記号番号等を記

載の上、提出させること。

⑦ 現況届のとりまとめは、バーコードの記載がある現況届（経営移譲年金・特

例付加年金、新老齢年金・旧老齢年金）、「諸名義確認該当者」欄に「＊」印

がある現況届、「再確認該当者」欄に「＊」印がある現況届、手書き用現況届

・再発行した現況届ごとに行うこと。

⑧ 受給権者から提出された全ての現況届等は、７月末日（必着）までに基金へ

提出すること。

⑨ ①から⑤の確認において、不備がある場合は、現況届及び経営移譲管理カー

ド（写）又は確認資料を基金から該当農業委員会へ返戻することとなるため、

その確認を十分行うこと。

また、返戻された農業委員会は速やかに補正し、再提出すること。

２ 未提出者一覧表の確認と基金への報告

現況届の提出対象者のうち、７月末日までに基金に提出されなかった者等をリ

ストアップした現況届未提出者一覧表を、次のことに留意し、農業委員会の処理

状況と照合した後、別途基金から連絡する提出期限までに基金へ報告すること。

ただし、当該一覧表に記載された者が、農業者年金死亡関係届出書を基金へ提

出済みの者のみである場合は、基金へ報告する必要はない。
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① 現況届が未提出の場合は、該当する理由の欄に○印を付して必要な届出書の

提出の指導状況を記入すること。

② 農業者年金記録管理システムを導入しており、当該システムの「加入者・受

給権者情報照会」画面で現況届の基金処理年月日が確認できる場合は、処理確

認済欄に〇印を付し、農業委員会会長印を押印の上、基金へ送付すること。

また、基金へ現況届は送付済みだが、「加入者・受給権者情報照会」画面で

現況届の基金処理年月日が確認できない場合は、現況届を基金に送付した年月

日を送付年月日欄に記入し、農業委員会会長印を押印の上、基金へ送付するこ

と。

③ 農業者年金記録管理システムを導入していない場合は、現況届を基金に送付

した年月日を送付年月日欄に記入し、農業委員会会長印を押印の上、基金へ送

付すること。

④ 未提出者一覧表に記載のある受給権者に対し、基金からの督促状の送付を希

望する農業委員会は、督促状希望の欄（⑦欄）に○印を付して基金へ送付する

こと。

⑤ 未提出の理由欄に○印を付しただけでは死亡又は支給停止等の処理は行わな

いので、それぞれの理由に該当する届出書の提出を指導するとともに、過払い

防止のために基金へ支払保留の手続きをすること。

３ 年金の支払差止

現況届が未提出又は記載内容の誤り等により基金で受付処理ができない受給権

者については、11月から年金の支払いを差し止める。

管内に差止者がいる農業委員会には「差止者一覧表」を送付するので、次のこ

とに留意し、確認及び指導すること。

① 現況届を提出した受給権者が、差止者一覧表に掲載されていないことを確認

すること。

② 差止者一覧表に掲載された受給権者には基金から差止通知を送付するので、

照会があった場合には、至急現況届やその他必要な届出書等の提出を指導する

こと。

第６ 都道府県農業会議による指導

１ 都道府県農業会議は、基金が８月下旬に送付する「市区町村別件数表｣（現況届

の未提出者数を市区町村別に取りまとめた資料）を確認し、未提出者がいる農業委

員会に対して９月末日（必着）までに現況届を基金へ提出するよう指導すること。

併せて、基金から当該農業委員会へ送付している「現況届未提出者一覧表」に必要

事項を記載し基金へ提出するよう指導すること。

また、当該件数表を確認し、現況届の未提出件数が多い農業委員会や、現況届の

提出割合が低い農業委員会に対して都道府県農業会議が行った指導内容等を基金が

別途送付する｢現況届未提出にかかる指導結果報告書｣に記載し、別途基金から連絡
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する提出期限までに基金へ報告すること。

２ 都道府県農業会議は、年度当初に実施する新任担当者研修会等において、現況

届関係事務について、研修項目に追加するものとする。

第７ 差止者の調査

農業委員会は、「現況届未提出者一覧表」の未提出理由を農業再開等、諸名義

未変更又は再確認調査中と報告した者が、12月末日において差止が継続している

場合は、差止者調査票（別紙様式９）に届書の提出指導状況等を記載し、翌年１

月末日までに基金へ報告すること。

附 則

１ 本通知は、平成24年度の現況届関係事務より実施するものとする。

２ 農業者年金の現況届に係る事務処理上の留意事項について（平成22年２月16日

付け21独農年業第199号理事長通知）は廃止する。

附 則（平成27年改正）

本改正は、平成27年度の現況届事務処理より実施するものとする。

附 則（平成28年改正）

本改正は、平成28年度の現況届事務処理より実施するものとする。

附 則（平成29年改正）

本改正は、平成29年度の現況届事務処理より実施するものとする。

附 則（平成30年改正）

本改正は、平成30年度の現況届事務処理より実施するものとする。

附 則（令和２年改正）

本改正は、令和２年度の現況届事務処理より適用するものとする。



１ 農業者年金記録管理システムとは
業務受託機関のネットワーク環境からインターネット回線を通じて本システムにアクセスし、

① 年金加入者の最新の加入記録・受給記録等の確認

② 届出書等の作成（裁定請求書等の届出書及び送付書、保険料納付額出力、現況届再出力(※農委のみ))

③ 年金受給見込額及び死亡一時金の試算

④ 提出した届出書の手続きの進捗状況を確認

⑤ 統計情報の確認(都道府県、市町村、ＪＡ別)

を行うことのできるWebシステムです。

業務受託機関 農業者年金基金

農業者年金記録
管理システム

利用者A 利用者B
本システムの利用時間

平日 ８：３０～１７：４５

(ログイン状態であれば

１８：００まで使用可能)

しインターネット
※ＬＧＷＡＮ回線で
は利用できません

1 システムの概要



２ 農業者年金記録管理システムのメリット

３ 届出書の処理状況を確認できるので、事務処理の遅延防止に役立ちます。
被保険者資格、保険料、年金裁定などの届出書・請求書を届出書作成機能を利用して作成・提出すると、その後は受託機関でも処理状況の確

認ができるので、事務処理の遅延防止に役立ちます。

１ 最新の加入記録・受給記録を確認できます。
受託機関のパソコンで加入者の最新の加入記録、受給記録などの確認ができるので、窓口での対応や加入者からの照会への対応などがス

ムーズになります。
さらに、受託機関と基金の双方が同じ画面を見ながら、加入者の記録を確認できるので、照会業務が効率化できます。

２ 届出書作成機能が充実しているので、スムーズに届出書が作成できます。
各種届出書を作成する場合、様式番号から該当する届出書等を検索する方法、届出等の内容から届出書等の様式を検索する方法が選択でき

ます。
さらに、届出書等の様式の入力は、必要項目をガイダンスに従って入力する方式で、最新の基本情報（記号番号、氏名、生年月日、住所、性

別）が自動表示されるため、入力作業の負担及び入力ミスの発生リスクの軽減を図ることができます。

４ 帳簿や名簿類の作成・管理作業が簡素化できます。
届出書作成機能を利用すると、届出書の受付処理簿が不要になるなど、帳簿・名簿等の作成・管理作業が簡素化されます。

６ 現況届の提出状況を確認できます。
受給権者情報の画面で、その受給者が提出しなければならない現況届の年金種別(提出した場合は、その提出処理年月日)を確認できます。
さらに、加入者・受給権者情報一覧の検索画面で、現況届の提出対象者一覧の抽出、未提出者のみを抽出することもでき、現況届の提出状況

を確認できます。

５ 加入者の一覧データを抽出できます。
従来、帳簿で管理していた管内の被保険者や受給権者一覧データを抽出できます。
さらに、年金裁定前の待期者や、受給漏れのケースが多い旧制度死亡一時金のみ受給可能な者の抽出もでき、裁定手続の勧奨に利用できま

す。

７ さらに、こんな機能もあります。
被保険者が年間保険料納付額等を照会した場合、受託機関でも確認できます。
さらに、受給権者が紛失した現況届は、農業委員会で再発行できます。



３ 農業者年金記録管理システムの利用にあたって

本システムはＷｅｂシステムですので、インターネットに繋がる環境のパソコンで、Ｗｅｂブラウザ（イン
ターネットエクスプローラー）があれば利用することができます。

また、パソコンに専用のアプリケーションソフトをインストールする必要はありません。

パソコンにアプリケーションソフトを
インストールする必要はありません。

Ｗｅｂブラウザ（インターネットエク
スプローラー）があれば、農業者年金
記録管理システムを利用できます。

また、費用もかかりません。



(2) 対応ＯＳは、以下のとおり。

Windows ８．１以降

※ Windows 10は、基本動作は確認済み

(ただし使用できるブラウザはIEのみ。Edgeは不可)

４ 農業者年金記録管理システムが利用できるパソコンの条件

(3) 対応ブラウザはInternet Explorerのみ。

現在はIE11のみ！
(他はサポート切れです)

・古いバージョ
ンの場合、正
常動作をしな
いことがあり
ますので、必
ずＩＥ11で
ご利用下さい。・届出書を作成するとＰＤＦで

出力されますので、ＰＤＦを
表示するソフトが必要です。

・貴機関のシステム担当部門の担当方と基
金情報管理課で調整させていただきます
ので、ご相談下さい。

・Win１０のＰＣは、標準
でEdgeが起動しますが、
IEを利用して下さい。

・google、chrome、FireFoxも
使えません。文字化けします。

(1) インターネットに接続できること。

(5) アクセス権限、グループポリシーオブジェクト、自動構成スクリプト等の設定により、

本システムの利用に制限がかからないこと。

(4) Adobe ReaderＤＣがインストールされていること。

←ＯＳ及びＩＥのバージョン情報

(サポート終了に注意！)

サポート終了



５ 閲覧範囲の制限

業務受託機関の管轄エリア外の加入者情報については閲覧を制限しています。そのため、管轄エリア外の年
金加入者を検索しても閲覧することはできません。

（１）農業委員会・農業協同組合

農業委員会・農業協同組合が管轄しているエリアの年金加入者のみ閲覧可能。

（２）都道府県農業会議・都道府県農業協同組合中央会

農業会議・中央会が管轄している都道府県内の年金加入者のみ閲覧可能。

ａ市
ｂ町

ｃ市

Ａ農協

Ａ農協の管轄エリアに複数の農委（市町村）が
存在する場合

Ａ農協の管轄エリアがＤ農委（市町村）の一部
の場合

＜例１＞ ＜例２＞

Ａ農協の閲覧範囲は

の部分

Ａ農協

Ｄ農委

＜例３＞ Ａ農協

加入者ａ氏 加入者ａ氏

転居

加入者a氏がＡ農協の管轄
エリアに転入してきたが、
住所変更手続を行ってい
ない場合

Ｂ農協

Ｂ農協
住所変更手続きを行っ
ていないので、A農協は
閲覧できない

B農協は閲覧可能



６ セキュリティ確保のお願い

（１）農業者年金の加入者や届出者等の個人情報が記載又は印刷された書類は、業務受託機関の個人情報保護管
理規程等に基づき、厳重に管理してください。

（５） 農業者年金の加入者や届出者等の個人情報がウイルス感染等により漏えい、流出、紛失等した場合は、
「農業者年金業務受託機関において、農業者年金加入者等の個人情報の漏えい等の事案が発生した場合の
報告方法について（令和2年1月14日付け元独農年情第16号）」※ により報告をお願いします。

（２）農業者年金関係書類又は本システムで得られた個人情報を農業者年金業務以外の目的に利用しないでくだ
さい。

（３）本システムを利用するパソコンは、ウイルス対策ソフト等(常に最新の状態に更新されたもの)によるセキ
ュリティ対策が講じられたパソコンを利用することとし、セキュリティ上の問題があるパソコンは絶対に利
用しないでください。

（４）本システムを利用しているパソコン（電子証明書の設定済）が紛失、盗難などにより不正利用の恐れがあ
る場合は直ちに下記あてに連絡してください。

その連絡に基づきその利用者ＩＤの停止措置をとります。

その後、届出【 電子証明書・パスワード等紛失・盗難届（ 様式第７号 ）】が必要となります。

⇒まずは情報管理課までお電話をお願いします。

農業者年金基金業務部情報管理課 ０３－３５０２－３９４７(直通)

※「農業者年金基金ホームページ」→「業務受託機関のかた」

→「業務受託機関担当者専用コーナー」(ユーザ名、パスワー

ドが必要です)→「各部署からの情報」



【農業者年金記録管理システムの申請様式一覧】

農業者年金記録管理
システムの利用開始
には、様式番号
「第1-1号」及び
「第２号」により申
請

管理責任者が人事異
動した場合には、
様式番号「第３号」、
「第２号」及び
「第８号」により申
請

利用者が人事異動し
た場合には、様式番
号「第２号」及び
「第８号」により申
請

様式番号 名称 該当事由

第1-1号 農業者年金記録管理システム
利用申込書

農業者年金記録管理システムの利用
を新たに開始するとき。

第1-2号 農業者年金記録管理システム
閲覧範囲拡大申請書

管轄区域外の被保険者・受給権者等
の個人情報の閲覧を必要とするとき。
原則として、様式第1-1号と同時に提
出をお願いします。

第２号 農業者年金記録管理システム
利用者登録申請書

農業者年金記録管理システムの利用
者を登録するとき。利用者１名ごとに
作成してください。

第６号 パスワード再設定依頼書 パスワードの失念など、パスワードの
再設定が必要なとき。

第３号 農業者年金記録管理システム
管理責任者変更届

管理責任者に変更があったとき。

第５号 電子証明書再交付申請書 電子証明書の有効期限（３年）が満了
したときや端末の故障・更新のときな
ど、電子証明書の再交付が必要なとき。

第７号 電子証明書・パスワード等紛
失・盗難届

「ユーザID」、「パスワード」、「電子証明
書」、「秘密鍵」、「端末」等の紛失・盗
難により、システムの不正使用の恐れ
があるとき。

第８号 農業者年金記録管理システム
利用者削除届

利用者登録を削除するとき。

２システムの利用に係る手続き



《農業者年金記録管理システムの利用に係る申請書の入手方法》

クリック

各申請書は、本システムトップページの「システム利用に関する申請様式」

をクリックし、入手してください。

【農業者年金記録管理システムトップページ】

【 各種申請書（Wordファイル） 】

各種申請書の送信先メールアドレス

【system-mail@nounen.go.jp】

申請書に必要事項を記入のうえ、情報管
理課あてに、メール送信いただくか、郵
送にて送付してください。

なお、公印の押印が必要な「様式第１
号」及び「様式第３号」は、郵送により、
ご提出ください。



１.農業者年金記録管理システムを初めて利用する場合の手続き

【必要な申請様式 ：様式第１－１号 、様式第２号】

【 様式第１－１号 】

農業者年金記録管理システム利用申込書

【 様式第２号 】

農業者年金記録管理システム利用者登録申請書

利用者の登録責任者を届出

公印

管理責任者がログインする場合は、様式第１－１
号と様式第２号の両方の提出が必要です。

様式第２号を提出すると、基金からID
とシークレットコード（特定記録郵便）
を別々に送付します。

公印が必要です。



２.人事異動時の手続き

【必要な申請様式 、様式第２号、様式第８号】

【 様式第３号 】

農業者年金記録管理システム管理責任者変更届

後任の責任者を届出

公印
責任者が異動する場合

「変更前の管理責
任者」と「変更後
の管理責任者」の
管理責任者番号、
所属等の８項目を
記載してください。

公印が必要です。

(様式第３号)

○○ ○○



【必要な申請様式 (様式第３号) 、様式第２号、 】

【 様式第８号 】

農業者年金記録管理システム利用者削除届

前任者のユーザIDと氏名を記入

利用者が異動する場合

※後任者は様式２号により、

申請します(Ｐ3参照)

※後任者は、前任者のユー
ザＩＤ及びパスワードを使用
して、ログインしないでくださ
い。

システムを利用し
なくなる場合は、必
ず提出してください。

忘れがちなので、
ご注意願います。

また、ＩＤがわか
らない場合は、基金
で確認できますので、
その場合、空欄でも
かまいません。

様式第８号

ＪＡ管内の異動の場合、
前店の削除と異動後の店
での登録が必要です。



３.その他の手続き

【必要な申請様式 様式第５号】

【 様式第５号 】

電子証明書再交付申請書

利用者のユーザIDと氏名を記入

再交付の理由を選択

(１)パソコンの変更、有効期間満了(３年間)

本システムは、電子証
明書を設定して利用し
ていただくもので、電
子証明書の有効期間の
３年が満了した場合は、
この再交付申請が必要
です。

また、ＰＣの変更や故
障のため初期化した場
合や、ＯＳの更新等で
電子証明書が消えた場
合も、この再交付申請
が必要です。

本様式を提出いた
だくと、基金から、
新しいＩＤとシー
クレットコードを
それぞれ送付しま
す。



(２)パスワードを忘れてしまった場合

【必要な申請様式 様式第６号】

【 様式第６号 】

パスワード再設定依頼書

利用者のユーザIDと氏名を記入

パスワードを失念してし
まった場合などは、パス
ワードの再設定が必要で
す。

本様式を提出
していただく
と、基金から
「仮パスワー
ド」を送付し
ます。



【参考】
パスワードの有効期限、電子証明書の有効期限のお知らせ

［届出書作成］及び［受付・進達」メニューは
農業委員会及びＪＡでの利用者のみに表示されます。
(農業会議及び農協中央会の場合は表示されません)

パスワードの有効期限は、
１８０日（６ヶ月）

電子証明書の
有効期限は３年

下段：電子証明書(ユーザID)の有効期限が残り６０
日以下になるとお知らせします。

上段：パスワードの有効期限が残り４０
日以下になるとお知らせします。



オンライン申請の場合、最短で、午前
中の申請⇒当日の午後から使えるの

で、是非ご活用ください。特に、４月
～５月はシステム登録に時間がかかる
ため、オンライン申請なら早く利用で
きるようなります。

４.農業者年金記録管理システムの利用に係る申請方法

業務受託機関

農業者年金基金

農業者年金記録
管理システム

管理責任者（＝利用者C）

インターネット

利用者A 利用者B

申請方法は以下の３通りあります。

様式第1-1号(システム利用申込み書)と様式第３
号(管理責任者変更届)は、公印が必要ですので、
郵送となります。

（１）申請方法の種類

※ＦＡＸは受付していません

なお、③のオンライン申請は管理責任者がシステム利用者としても登録されている場合のみ可能です。

①郵送 ②メールに申請書添付 ③システムを利用したオンライン申請



「管理者責任者メニュー」を
クリック

（２）管理責任者によるオンライン申請の方法

管理責任者は、オンライン申請により、システム利用者に係る各申請及び決定通知を
取得することができます。

電子証明書の再交付、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの再
設定、ｼｽﾃﾑ利用者の削除申請

ｼｽﾃﾑ利用者の登録申請

決定通知の取得



（ア）申請方法「利用者登録申請（様式第２号）・電子証明書再交付申請書（様式第５号）」

②クリック

①必要事項を入力
＊は入力必須項目です。

オンライン申請を利用して、新規のシステム利用者の登録申請を行います。

①所属、氏名などの必要事項を入力して、②【 申請 】ボタンをクリックします。

※ 入力必須項目は、＊（アスタリスク）が表示されています。

これで、システム利用者の登録申請は完了です。この後、基金での処理が完了したら、決定通知(PDF)
の取得を行います。

「管理責任者メニュー」
→「利用者登録申請(様式2号)

管理者区分＊

所属＊

氏名＊

電話番号＊

氏名（カナ）＊

氏名（ローマ字）＊



再交付申請の場合は、①その理由を選択して、②【 申請 】ボタンをクリックします。これで、電子証明
書の再交付申請は完了です。この後、基金での処理が完了したら、決定通知(PDF)の取得を行います。

※ パスワード再設定依頼書（様式第６号）及びシステム利用者削除届（様式第８号）の申請も同様の操作となります。

②クリック

①再交付の理由を選択

「管理責任者メニュー」 クリック → 「利用者諸変更申請(様式5号)クリック

「利用者諸変更申請」をｸﾘｯｸすると、
ユーザー一覧が表示されるので、該当者
と様式（様式５号）を選択すると、この
画面が表示されます。



（イ）決定通知の取得

主な処理状況の表示

・申請中

・基金受付

・処理日

基金でシステム利用者の処理が完了（オンライン申請から２～３日程度）したら、業務受託機関の
管理責任者は、該当のシステム利用書の決定通知（PDF）を本画面から取得します。

決定通知は、システム利用者にお渡しください。

「未開封」をクリックすると、
PDFファイルをダウンロード
します。（決定通知は必ずシ
ステム利用者へお渡しくださ
い）

「管理責任者メニュー」 クリック → 「オンライン申請一覧」クリック



５ 利用者詳細

システム利用者本人は、システムに登録されている利用者情報の確認、修正が可能です。

(※利用者と使用するPCのどちらにも変更がない場合)

①システム利用者の登録情報の確認、修正が可能
（修正は「所属」「役職」「電話番号」「メールアドレス」のみ）

パスワードの有効期限切れにご注意ください

「管理責任者メニュー」 クリック → 「利用者詳細」クリック

②修正する場合は、クリック



申請書（業務受託機関 → 基金） 決定通知（基金 → 業務受託機関） 備 考

【 様式第１－１号 】

農業者年金記録管理システム利用申込書

【 様式第１１－１号 】

農業者年金記録管理システム利用登録完了通知書

業務受託機関がシステムを初め
て使用するとき

【 様式第１－２号 】

農業者年金記録管理システム閲覧範囲拡大申請
書

【 様式第１１－２号 】

農業者年金記録管理システム閲覧範囲拡大承認書

管轄エリア外の被保険者・受給
権者の閲覧が必要なとき

【 様式第２号 】

農業者年金記録管理システム利用者登録申請書

【 様式第１２－１号 】

農業者年金記録管理システム利用者登録のお知らせ

【 様式第１２－２号 】

シークレットコードのお知らせ

システム利用者を登録するとき
（１人１枚で申請）

【 様式第３号 】

農業者年金記録管理システム管理責任者変更届

【 様式第１３号 】

農業者年金記録管理システム管理責任者変更処理完了報告
書

管理責任者が異動するとき

【 様式第５号 】

電子証明書再交付申請書

【 様式第１５号 】

電子証明書再交付のお知らせ

【 様式第１２－２号 】

シークレットコードのお知らせ

電子証明書の有効期限（３年）
が満了、端末を変更したとき

【 様式第６号 】

パスワード再設定依頼書

【 様式第１６号 】

パスワード再設定のお知らせ

パスワードの失念等

【 様式第７号 】

電子証明書・パスワード等紛失・盗難届

－ ユーザＩＤ、パスワード及び端
末等の紛失・盗難が発生した場
合は速やかに電話等の連絡とと
もに届出をお願いします。

【 様式第８号 】

農業者年金記録管理システム利用者削除届

－ システム利用者が異動するとき

《参考》農業者年金記録管理システム関係様式一覧
※太字はオンラインによる申請が可能



（１）農業者年金記録管理システムへのアクセス

① 基金ＨＰのトップ画面のＵＲＬ

「https://www.nounen.go.jp」を

「https://www２.nounen.go.jp」に
変更し、Enterをクリックします。

② 画面下部の

「初回ご利用時または、電子証明書の再交付時の

設定はこちら」

のリンクをクリックします。

クリック
Enter
←

３ 電子証明書の設定方法

クリック



③ 下記画面の認証枠内に「ユーザＩＤ」と「シークレットコード」を入力し、「ログイン」を
クリックします。

パスワード(下段):

「様式第12-2号 シークレットコード
のお知らせ」に記載されたシーク
レットコード を入力

ユーザＩＤ(上段）:

「様式第12-1号 農業者年金記録管理
システム利用者登録のお知らせ」
に記載されたユーザＩＤ

または

「様式第15号 電子証明書再交付の

お知らせ」に記載された新ユーザ

ＩＤ を入力

ユーザID：10桁の数字

シークレットコード：
12桁の英数字

クリック



④下記画面の「電子証明書の設定」ボタンをクリックし、その後、画面下の「ファイルを開く(O)」
ボタンをクリックします。

クリック

クリック



⑤ 下記画面の☑現在のユーザーを選択し「次へ」

をクリックします。

⑥ 下記画面ではこのまま「次へ」をクリック
します。

クリック
クリック

チェック



⑦ 下記画面のパスワード欄に「シークレットコー
ド」を入力し、「次へ」をクリック

⑧ 下記画面により、「証明書の種類に基づいて、自
動的に証明書ストアを選択する(U)」を選択して「次
へ」をクリック

クリッククリック

チェック

シークレットコード
12桁の英数字を入力



⑨ 下記画面が表示されたら、
「完了」をクリックします。 ⑪ 「ＯＫ」をクリックします。

⑫ 右上「×」をクリックしてこの画面を閉じます。⑩ 「セキュリティ警告」が表示された
場合は「はい」をクリックします。

クリック

クリック

クリック

クリック



⑪ 農業者年金記録管理システムのトップページから、画面右下の「ログイン」ボタンをクリックしま
す。

クリック



⑫ 証明書の選択画面が表示される場合は、自身の名前であることを確認して、

[OK]をクリックします。

クリック

自身の名前を確認



⑬ ユーザーIDとパスワード(シークレットコード)を入力し、ログインします。

クリック

「シークレットコード」を入力「ユーザＩＤ」を入力



4.「農業者年金記録管理システム」のログイン

農業者年金記録管理システムへのログインは、トップページから行います。

【農業者年金記録管理システムのトップページ】

ＵＲＬ

「https://www2.nounen.go.jp」

クリック



農協 農委

届出書作成

送付書出力

届出書受付

取消

受付

送付書出力

届出書受付

受付

基金

届出書受付

返戻書出力

農委宛返戻

届出書の受付から始まり、基金での届出書の処理までの、本システム上における処理の大まかな流れ

未着

農協宛返戻

5-1-1.届出書の遷移図

（農協 → 農委 → 基金）の流れの場合

審査・補正※

※データ補正はできません。

未着

返戻書出力

未着

Ｂ Ｃ

Ｂ Ｃ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

処理

農協宛返戻農委宛送付

受付

基金宛送付

審査・補正※

※データ補正はできません。



【農業者年金記録管理システムで作成できる主な届出書一覧】
○加入に関する届出

農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(新)様式第１号 農業者年金通常加入申込書兼通常加入への変更申出書 ○ ○
(新)様式第２号 農業者年金政策支援加入申込書兼政策支援加入への変更等申出書 ○ ○
○脱退に関する届出
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(新)様式第３号 農業者年金被保険者資格喪失届出書・任意脱退申出書(60歳で資格を喪失する場合は不要） ○
○死亡に関する届出
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(共通)様式第K31号 農業者年金死亡関係届出書 ○
○本人情報に関する届出
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(共通)様式第11号 農業者年金生年月日訂正届出書 ○
(共通)様式第13号 農業者年金被保険者証記号番号訂正届出書・重複取消届出書 ○
(共通)様式第20号 農業者年金住所・氏名変更・訂正届出書、性別・整理番号訂正届出書 ○
○被保険者の資格に関する届出
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(新)様式第５号 政策支援加入要件不該当届出書 ○
(新)様式第６号 経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した結果届出書 ○

(新)様式第７号
短期被用者年金・農林漁業団体役員・農業法人構成員・特例事業所・特定被用者年金・
国民年金保険料免除期間該当申出書

○

(新)様式第８号 農業者年金被保険者資格取得年月日・喪失年月日・喪失事由訂正届出書 ○

(新)様式第10号
農業者年金被保険者資格等取得・喪失取消届出書、短期被用者年金・農林漁業団体役員・
農業法人構成員・特例事業所・特定被用者年金・国民年金保険料免除期間取消届出書

○

(新)様式第14号 特例保険料適用区分訂正等届出書 ○
(共通)様式第21号 農業者年金 新制度・旧制度被保険者証再交付申請書 ○ ○

進達パターン
様式名称様式番号

農業者年金記録管理システムで作成する届出書と遷移(進達)
パターン① ＊届出書の種類によって、進達の流れが異なります。



○被保険者の保険料納付に関する届出
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金

(新)様式第110号 農業者年金保険料振替口座変更・訂正届出書 ○
(新)様式第111号 農業者年金保険料額変更申出書時変更分（随時変更分） ○
(新)様式第112号 農業者年金保険料額・納付方法変更申出書 ○
(新)様式第113号 農業者年金保険料請求猶予申出書 ○
(新)様式第114号 農業者年金保険料請求猶予申出撤回申出書 ○
(新)様式第118号 農業者年金保険料納付再開申出書 ○
○裁定請求に関する届出

様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
(新)様式第K1号 新農業者年金農業者老齢年金裁定請求書 ○
(新)様式第K11号 新農業者年金農業を営む者でなくなったことの届 ○
(新)様式第K12号 新農業者年金農業を営む者となったことの届 ○
(新)様式第K21号 新農業者年金特例付加年金裁定請求書 ○
(旧)様式第50号の2 農業者年金経営移譲年金裁定請求書 ○
(旧)様式第53号－2 農業者年金農業者老齢年金裁定請求書 ○
○受給権者に関する届出

様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
（共通）様式第61号 農業者年金受給権者金融機関（口座番号）変更届 ○ ○
（共通）様式第63号 農業者年金証書再交付申請書 ○ ○
（旧）様式第80号 農業者年金経営移譲年金繰下撤回申出書 ○

(進達)パターン②



(進達)パターン③
○支給停止・支給停止除外に関する届出

様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金
（新）様式第K51号 特例付加年金支給停止事由該当届 ○
（新）様式第K52号 特例付加年金支給停止事由消滅届 ○
（新）様式第K65号 特定処分対象農地等及び特定農業用施設返還届（特例付加年金） ○
（新）様式第K66号 特定処分対象農地等及び特定農業用施設処分届（特例付加年金） ○
（新）様式第K67号 特定処分対象農地等及び特定農業用施設移転・設定届（特例付加年金） ○
（旧）様式第56号 農業者年金経営移譲年金支給停止解除請求書 ○

（旧）様式第57号
農業者年金経営移譲年金基本額年金及び加算月年金の加算額支給停止
事由該当届及び特例農業者老齢年金裁定請求書

○

（旧）様式第58号
農業者年金経営移譲年金基本額年金及び加算付年金・加算付年金の加
算額支給停止事由消滅届

○

（旧）様式第67号 第一種加算対象農地等返還届 ○
（旧）様式第68号-その１ 特定処分対象農地等（又は第二種加算対象農地等）の返還が一定の事 ○

（旧）様式第68号-その２
特定処分対象農地等（又は第二種加算対象農地等）の返還が一定の事
由に該当すること等の申立書―農地等の集団化のための農地取得

○

（旧）様式第68号-その３
特定処分対象農地等（又は第二種加算対象農地等）の返還が一定の事
由に該当すること等の申立書―譲受後継者の世帯員の事情

○

（旧）様式第69号
借換えにより譲受後継者以外の者に使用収益権の設定をした特定処分
対象農地等が返還された場合の処分届

○

（旧）様式第78号 第一種加算・第二種加算対象農地等処分届 ○
（旧）様式第90号 特定処分対象農地等返還（取得・移転）届 ○
（旧）様式第91号 特定処分対象農地等返還届 ○
（旧）様式第92号 特定処分対象農地等処分届 ○
（旧）様式第93号 農業者年金経営移譲年金改定事由該当届 ○

○その他報告書等を作成したい場合
様式番号 様式名称 農協⇒農委⇒基金 農委⇒農協⇒基金 農協⇒基金 農委⇒基金

（共通）給付-23 年金給付の支払保留について ○ ○



5-1-2.届出書の作成作業

【メインメニュー画面】

【加入者・受給権者情報照会画面】

本システムに登録されている加入者の基本情報が自動的に届出書に反映され
ます。あとは必要事項を入力することにより届出書を作成することができます。

届出書作成

加入者・受給権者情報照会

【 届出書作成画面（事由選択）】

【加入者・受給権者情報一覧画面】

【 届出書作成画面（様式選択）】

届出書作成

届出書作成画面に進むには、「情報照会から」と「届出書作成から」の２通りあります。

検索



(例) 新規に農業者年金に加入する者の届出書を作成する場合

新規に農業者年金に通常加入する場合の届出書を作成します。

（２） ［ 届出書作成画面 ］が開きます。

（１）［メインメニュー画面 ］の【 届出書作成 】をクリックし、
次に【 届出事由から作成する場合 】をクリックします。



（３）届出書を作成したい事由の選択から【 加入に関する届出 】→【 通常加入するとき 】を選択すると、「 (新)様式第
１号 」がシステムにより決定されます。次に、届出者の被保険者証記号番号を入力して、【 検索 】ボタンをクリッ
クします。

①プルダウンから「加入に関する届出」を選択

④クリック

②「通常加入するとき」を選択

③様式が選択されたら届出者の基本情
報を入力し、「検索」ボタンを押下し
ます。

新規加入は入力不要



（４）【 農業者年金通常加入申込書兼通常加入への変更申出書（様式１号）】用の入力欄が表示されるので、必要事項を入力し
て、【 出力 】ボタンをクリックします。(入力必須項目は、「*」(アスタリスク)が表示されます。)

郵便番号を入力し、【住所検索】
ボタンをクリックすると住所が
表示されます

下にスクロール

（１/２）



（２/２）

必要事項を入力したらクリック

※ 「本登録」を押した時点で「 JA受付 」の状態となります。（農協が作成した場合）

※ 「本登録」ボタンは、届出書の種類により「出力」ボタンの場合もあります。

【名前から】ボタンをクリック
すると農協コード、農委コード
の検索ができます



クリック

（５）【 ＯＫ 】ボタンをクリックします。

（６）【 開く 】ボタンをクリックし、【 ファイルボを開く 】ボタンをクリックします。

※ 作成した届出書の内容の修正について

・ ［ 届出書作成画面 ］を閉じていなければ、そのまま入力内容を修正して、【 本登録 】ボタンを
クリックします。

・ ［ 届出書作成画面 ］を閉じてしまった場合、本システムのＤＢ上に保存されたデータを修正する
ことはできません。

クリック

クリック

印刷した届出書を手書き修正するか、届出書を作り直すことになります。



印刷した届出書は必ず内容の確
認をお願いします。

（７）届出書（ PDFファイル ）が開いたら、印刷を行います。これで、届出書の作成処理は終了となりますので、PDF
ファイルを閉じて、届出書作成画面も閉じます。

作成した届出書には固有のバーコード
番号が付与されます。

バーコード番号によって、

一元管理することができます。



《参考》 誤った届出書を作成した場合の取消方法

（１）［ メインメニュー画面 ］で【 受付・進達 】をクリッ
クして、次に【 送付書を作成する場合 】をクリックします。

（２）取り消す届出書の様式番号のリンクをクリックします。

取消する届出書をクリック

クリック

クリック



（３）取消す届出書の［ 届出書詳細画面 ］が表示され
たら、【 取消 】ボタンをクリックします。

（４）【 ＯＫ 】ボタンをクリックします。

（５）届出書の取消を行った旨のメッセージが表示されたら、
【 一覧 】ボタンをクリックして前の画面に戻ります。

クリック クリック

クリック



5-1-3.届出書作成機能における一時保存（仮登録）機能について

新規加入の届出書及び裁定請求書について、入力内容の一時保存(仮登録)機能を追加しました。

被保険者証記号番号の入力がなくても、［検索］ボタンをクリックして先に進めるよう
になっています。

No 様式 届出書名

1 （新）様式１号 農業者年金通常加入申込書兼通常加入への変更申出書

2 （新）様式２号 農業者年金政策支援加入申込書兼政策支援加入への変更申出書

3 （旧）様式第50号の2 農業者年金経営移譲年金裁定請求書

4 （旧）様式第53号－2 農業者年金農業者老齢年金裁定請求書

5 （新）様式第K1号 新農業者年金農業者老齢年金裁定請求書

6 （新）様式第K21号 新農業者年金特例付加年金裁定請求書

(例) 新規に農業者年金に加入する者の届出書を作成する場合

機能の追加①

クリック



機能の追加②

新規加入の届出書様式を選択し(Ｐ９～11参照)、項目の入力を進めます。

入力項目が未確定の場合は、[仮登録]ボタンをクリックして一時保存します。

このとき、被保険者証記号番号が未入力の場合は、氏名(フリガナ)が必須となり、警告されます。

仮登録時入力必須項目

・氏名(フリガナ)

・ＪＡ情報

・農委情報

(加入される方の管轄を指定)

クリック



機能の追加③

[仮登録]ボタンを押すと、以下のメッセージが表示されます。

メッセージにある通り、仮登録後３０日以内に本登録しない場合は自動的に削除されますので
ご注意ください。

「ファイルを開く」を選択すると仮登録した時点での入力データを反映した届出書の印刷プレビューが

表示されます。

クリック クリック

クリック



機能の追加④

(例)仮登録後の印刷プレビュー

仮登録にもバーコード番号が

付与されます。



機能の追加⑤

仮登録した届出書を参照する場合、「届出書作成」より「仮登録届出書一覧」を
選択します。



機能の追加⑥

検索条件を指定して[検索]をクリックします。

農業委員会の場合は市町村コード、

ＪＡの場合は農協コードが

利用者の情報に基づいて自動入力されます。

バーコード番号が分かれば、

バーコード番号のみの入力で

検索できます。



機能の追加⑦

仮登録した届出書一覧が表示されます。

ㇾ

①届出書作成画面を見る場合は、様式番号をクリックする（→ P8へ）

②届出書を削除する場合は、チェックボックスをチェックし、

「仮登録取消」ボタンをクリックする（→ P10へ）



機能の追加⑧

仮登録届出書一覧で様式番号の箇所をクリックした場合、仮登録したデータ内容で届出書作成画
面が表示されます。データを補足し、入力が済んだ場合は[本登録」をクリックし、届出書の印刷
プレビューで内容を確認します。

①

仮登録 本登録仮登録届出書一覧に戻る

仮登録した届出書の再編集ができます。

補足データ
を入力



機能の追加⑨

（例）本登録後の印刷プレビュー

仮登録時と同じバーコード番号が

付与されます。



機能の追加⑩

７頁の②で、☑選択して「仮登録取消」をクリックした場合は、

選択した仮登録データは削除されます。

②

✔

７頁の②「仮登録取消」の操作

仮登録取消


























































































































































































































