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農業経営アドバイザー
登録情報WEBシステムへの登録手続きのご案内

①ウェブサイトを開きます。
https://nougyoadvisor.force.com/s/login

②登録したアドレスに届いたURLを開き、パスワードを設定します。

新規登録をクリックします。 裏へ

2020年６月

農業経営アドバイザー登録番号
（案内状に記載）を入力

確認コード（案内状に記載）を入力

パスワードを設定後、
マイページにログインします。
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※2019年1月までに合格された方には「アドバイザー登録番号」と「確認コード」を記載した通知を送付
しています。よくお読み、空欄にご入力ください。紛失した方は、氏名・勤務先・連絡先を記載のうえ、
Eメールで問合せてください。



お名前をプルダウンし、「マイページ」を選択

④「マイページ」を開き、内容の確認・変更を行ってください。

③「ホーム」ページが開きます。

「マイページ」から更新書類の提出や全国農業
経営アドバイザーミーティングへの申込みができま
す。それぞれの操作については、「ホーム」ページ
の「ライブラリ」の「マニュアル」をご覧ください。
URL:http~~~

情報を変更する場合は、
「編集」をクリック

●一時保存できません
→入力途中で一時保存できません。また、必須項目を入力しないと保存できませんのでご注意ください。

●マイページを保存後、画面が移動してしまったときは
→上記③の要領でマイページに戻ってください。また、ページ上部「最近参照したデータ」をプルダウンし、
「全て」を選択すると、お名前が表示されますのでクリックしてマイページに戻ってください。

●何を入力すればわからない、入力の規則が知りたいときは
→項目右横のｉ（インフォメーション）マークににカーソルを合わせ、ポップアップで表示される内容をご確認
ください。

操作のポイント

日本 太郎
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農業経営アドバイザー
マイページ 登録情報の確認と変更

①マイページを開き、編集ボタンをクリックします。

②「編集」画面を開きます。

「基本情報」を確認し、変更があれば、
修正してください。
作業が終わったら、「保存」ボタンを押して
ください。

2020年6月

情報を変更する場合は、
「編集」をクリック

2018年度までに名簿登録された方は、
「マイページ」に当該情報に基づき、予め
一部の項目が入力されています。

項目の道横にある マークに
カーソルを合わせると、入力の
規則が表示されますので、
必ず確認してください。

項目の右横にある マークを
クリックしても、「編集」画面が
開きます。画面が開きます。

（名前をクリック→プルダウンから「マイページ」を選択してください）



③その他の情報を確認します。

「勤務先」登録情報を確認してください。

※入力必須

2

「アドバイザー資格情報」および「アドバイ
ザー更新要件」は、操作できません。
誤りがある場合は、運営事務局に連絡し
てください。

更新要件について、確認できます。

上級農業経営アドバイザー資格保有者
の方は、「上級農業経営アドバイザーの
方へ」から、更新要件を確認してください。

運営事務局等から郵送する書類等
の送付先を選択してください。

※入力必須
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「保有資格」を確認してください。

「業務別専門分野」を確認してください。

※入力必須
※３つ以内で選択してください。（４つ
以上選択した場合、保存後、エラーメッ
セージが表示されます。）

「その他」を選択の場合、「得意分野を
ご記入ください」の空欄に具体的な分野
を入力してください。

「営農類型別専門分野」を確認してくだ
さい。

※入力必須
※３つ以内で選択してください。（４つ
以上選択した場合、保存後、エラーメッ
セージが表示されます。）

「その他」を選択の場合、「得意分野を
ご記入ください」の空欄に具体的な分野
を入力してください。



登録情報の提供・公開について、内
容をよくお読みになり、入力してくださ
い。

※入力必須

「プライバシーポリシーに同意して以下
の情報を提供・公開する」を選択した
場合、以下が必須項目です。
・勤務先
・属性
・電話番号

また、以下の項目について公開/非公
開の選択が必須です。
・アドバイスを求める方への自己PR
・農業経営アドバイザー連絡
協議会(所属)

・保有資格公開設定
・営農類型別専門(得意)分野
・業務別専門(得意)分野

上記マイページの情報」とはアドバイ
ザー資格情報、合格証書/合格更新
証書の送付先を除く情報です。
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農業経営アドバイザー連絡協議会の
入会について、内容をよくお読みになり、
回答してください。

※入力必須

農業経営アドバイザー連絡協議会に
入会すると、各会が主催する勉強会
や更新要件となる農業経営アドバイ
ザーミーティング等の案内が送付され
ます。

要確認！

農業経営アドバイザーミーティング参
加履歴の確認や、資格更新手続き、
上級農業経営アドバイザー試験の申
込み、上級農業経営アドバイザー資
格更新手続き等ができます。
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情報を新たに入力したり変更した場
合には、保存ボタンをクリックして、終
了してください。

入力内容に不備があると、エラーメッ
セージが表示されます。該当項目を
修正して保存してください。



農業経営アドバイザー
農業経営アドバイザーミーティング申込方法

①「マイページ」にログインします。

②「申込画面」を開きます。

2020年６月

1

ページ上部の「ミーティング参加申込」タブ
をクリックしてください。

※受付期間外は、申込できません。
※開催予定は、Eメールおよび「ホーム」
でお知らせします。

開催概要を確認してください。

「ワークショップ」がある場合に表示されます。
※参加する場合のみ、 ✔をいれてください。

「次へ」をクリックします。



申込後、Eメールで「受講票」が届きま
す。また、「マイページ」下欄の「アドバ
イザーミーティング参加履歴」に申込
済みであることが表示されます。

受講料振込み後、受講料に✔が入り
ます（手動のため即時反映はされま
せん。ご入金から１-２週間で照合し
データを反映します。）
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受付完了が表示されます。

ミーティング参加後、「マイページ」の
「農業経営アドバイザー更新要件」の
「更新要件となるアドバイザーミーティ
ングへの参加」に✔が表示されます。

連絡協議会主催で「更新要件となる農業経営アドバイザーミーティング」に参加した場合、開催の翌月末までに、
「マイページ」下欄の「アドバイザーミーティング参加履歴」および「更新要件となるアドバイザーミーティングへの参
加」に表示されます。



農業経営アドバイザー
資格更新書類の提出・確認

①マイページのページ下欄に移動します。

②「資格更新 書類提出」画面を開きます。

2020年６月

1

新規ボタンをクリックします。

更新要件、審査更新料や提出方法につ
いての記載です。必ずお読みください。

下にスクロールすると提出画面になります。



③「活動実績報告」「レポート」を入力します。

記載例を参考に「活動実績報告」を
入力してください。

「活動実績報告」は、最大10件まで
入力できます。すべて直接入力してく
ださい。

※「活動実績報告」のうち「＊」印は
入力必須
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資格取得または資格更新から、提出
日まで、農業経営アドバイザーとして活
動した期間を入力してください。

～
「レポート」は2,000字以内で入力し
てください。
※入力必須

提出する場合は、「更新書類内容確
定(提出）」に✔を入れて「保存」をク
リックしてください。
※✔がない場合は提出されません。
※✔を入れず保存した場合は、一時
保存となり後から変更が可能です。



上級農業経営アドバイザー試験
１次選考申込方法

①マイページにログインし、ページ下欄に移動します。

②「新規上級農業経営アドバイザー試験（1次選考） 」画面を
開きます。

2020年６月

1

「上級農業経営アドバイザー試験（1
次選考）」の右にある「新規」ボタンを
クリックします。

注意事項や試験日程が記載されていま
すので、必ずお読みください。

下にスクロールすると入力画面になります。



③「志望動機」「「活動実績報告」「レポート」を入力します。

「略歴」
文字数制限があります。指定の数以上
入力できません。ご注意ください。
最低１件の入力、最大10件まで入力
できます。

～

～

「志望動機」
文字数制限があります。指定の数以上
入力できません。ご注意ください。
※入力必須

「活動実績」
文字数制限があります。指定の数以上
入力できません。ご注意ください。
最低１件の入力、最大10件まで入力
できます。

「レポート」
すべて直接入力してください。文字数制
限があります。指定の数以上入力できま
せん。ご注意ください

提出する場合は、
「申込内容確定(提出）」に✔を入
れて保存してください。

※ ✔を入れずに保存した場合は、
提出されません（一時保存状態。
提出せず後日編集したい場合は、
✔を入れず保存してください。）



✔を入れずに保存した場合、マイ
ページ「上級農業経営アドバイ
ザー」ページに戻ります。
一時保存した内容の確認および
提出には、「申込番号」の数字をク
リックします。

申込みを完了するには、「申込内容
確定(提出」のチェックボックスに✔を
入れて保存してください。

申込後、システムから自動でEメール「１次選考料のご案内」が送信されます。
よくお読みになり、指定期間に受験料を振り込んでください。
一次選考結果は、Eメールでお送りします。

ページを開いたら「編集」ボタンをク
リックします。

試験申込みが完了しました。

試験申込書類が作成されました。



上級農業経営アドバイザー試験
２次選考申込方法

「上級農業経営アドバイザー試験（1次
選考）」合格者の方には、「上級農業経
営アドバイザー試験(2次選考)」の項目が
作成されます。
1次選考合格をお知らせするＥメールをよ
くお読みになり、指定期間に「２次選考
受験料」を振り込んでください。

論述試験・面接試験の詳細は、1次選考の合格結果のＥメールでご案内します。
２次選考の結果は、Ｅメールおよびマイページで確認してください。



上級農業経営アドバイザー
資格更新書類の提出・確認

①マイページにログインし、ページ下欄に移動します。

②「新規上級農業経営アドバイザー資格更新 書類提出」画面
を開きます。

2020年６月

1

「上級農業経営アドバイザー資格更
新 書類提出」の右にある「新規」ボ
タンをクリックします。

更新要件やマイページでの更新要件の
確認方法が記載されていますので、必ず
お読みください。

下にスクロールすると入力画面になります。



③「農業経営アドバイザーを対象とした指導や助言」「農業経営者
を対象とした相談対応」を入力します。

上級農業経営アドバイザーとして、
「農業経営アドバイザー」への指導や
助言を報告してください。

10件であれば「10」、20件であれば
「20」と入力してください。

文字数制限があります。指定の数以上
入力できません。ご注意ください。
*印は入力必須

上級農業経営アドバイザーとして、
「農業経営者」への相談対応を報告
してください。

10件であれば「10」、20件であれば
「20」と入力してください。
「なし」の場合は、「０（ゼロ）」を入力
してください。
*印は入力必須



「レポート」
2,000字以内で入力してください。

✔を入れずに保存した場合、一時
保存した「上級農業経営アドバイ
ザー資格更新 書類提出」ページ
に戻ります。

提出する場合、「更新書類内容確
定(提出）」に✔を入れて保存してく
ださい。
※✔を入れずに保存した場合、提出
されません（一時保存状態。提出
せず後日編集したい場合は、 ✔を
入れず保存してください。）

一時保存した書類を編集する場合は
作成された書類番号をクリックします。
書類が表示されたら「編集」をクリック
してください。提出は上記に同じ。

「マイページ」で提出済みを確認します。

審査結果は、Eメールおよび「マイペー
ジ」でお知らせします。
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「マイページ」「農業経営アドバイザー
更新要件」からも、確認できます。

（2022年より）
④資格の有効期間（5年）内に、３回以上「期待する活動レベ
ルにある（適）」と審査された方は、更新年度に更新手続きを
行ってください。
※手続きをされた方には「合格証書」を郵送します。
※手続きが無かった場合、資格は失効します。

「マイページ」に「上級農業アドバイ
ザー資格更新 申請」欄が表示されま
す。

Ｅメールで「資格更新のご案内」をお
送りします。内容をよくお読みになり、
更新希望の方は、指定期間に更新
料を振り込んでください。

振込みはＥメールおよび 「上級農業
アドバイザー資格更新 申請」で確認
してください。

Ｅメールで更新を連絡します。また、
「合格更新証書」を郵送します。

審査結果「適」が3回以上で、次回の
更新が可能となります。


