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上記①〜④の⼿続は、従来使⽤計画書の様式に記載していた内容を、 eMAFF
の⼊⼒フォームに記⼊していくものです。

⑤および⑥の⼿続は、以下のURLから「農薬使⽤計画書様式（ゴルフ場）エ
クセルファイル（⼊⼒補助あり）版」を⼊⼿、必要事項を記⼊した上で、
eMAFFの⼊⼒フォームに添付いただくようお願いいたします。

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/keikaku/index.html （農林⽔産省ウェブページ内）

提出時の注意

１．はじめに

農薬使⽤計画書については、農薬を使⽤する者が遵守すべき基準を定める
省令（平成15年農林⽔産省・環境省令第5号）により、農薬を使⽤する者（以
下「農薬使⽤者」）は、以下の1から3までのいずれかに該当する場合には、
毎年度、当該農薬を使⽤しようとする最初の⽇までに、農薬使⽤計画書を提
出しなければならないとされています。また、これを変更しようとするとき
も、同様とされています。

1. 農薬使⽤者（⾃ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使⽤する
者を除く。）が、くん蒸により農薬を使⽤しようとするとき（省令
第3条）

2. 農薬使⽤者が、航空機（航空法（昭和27年法律第231号）第2条第1
項に規定する航空機をいう。）を⽤いて農薬を使⽤しようとすると
き（省令第4条）

3. 農薬使⽤者が、ゴルフ場において農薬を使⽤しようとするとき（省
令第5条）

そのため、eMAFFでは、次の６つの⼿続に分けて提供しています。

① くん蒸による農薬使⽤計画書の提出
② くん蒸による農薬使⽤計画書の変更
③ 航空機を⽤いた農薬使⽤計画書の提出
④ 航空機を⽤いた農薬使⽤計画書の変更
⑤ ゴルフ場における農薬使⽤計画書の提出
⑥ ゴルフ場における農薬使⽤計画書の変更

届出の内容に応じて①〜⑥から適切な⼿続を選び、農薬使⽤者の所在する
地域を管轄する地⽅農政局等（北海道の場合は北海道農政事務所、沖縄県の
場合は沖縄総合事務局）を選んで、提出してください。

農薬使⽤計画書の提出について
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２．電⼦申請

（１）eMAFFにログイン

（２）画⾯左上の「⼿続きを探す」から
「あなたの申請⼀覧からさがす」
を選択

（３）画⾯右上の「新規に申請する」を
クリック

（４）⾍眼鏡マークをクリックし、事業名や⼿続きを選択し次へ

【業種】農業

【法令名】（空欄）

【制度】
農薬取締法

【⼿続き】
１ページに記載した
６つの⼿続から選択

する。

届出の内容に合わせ
て、適切なものを選

ぶ。

【申請する年度】
（適宜⼊⼒）

ここで表⽰されない
⼿続は電⼦申請でき
ません
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（５）必要事項の⼊⼒及び提出書類を添付
（ファイルの添付⽅法は次ページ参照）

２．電⼦申請

例として⼿続①「くん蒸による農薬使⽤計画書の提出」の申請画⾯を利⽤していますが、基本的な
画⾯構成や操作は、１ページで紹介した他の⼿続②〜⑥でも共通です。

戻る 保存せずに申請画⾯を閉じる。
（最後に保存した時点に戻る）

削除 ⼊⼒内容すべてを削除
（⼀時保存した内容も消える）

⼀時保存 現時点までの⼊⼒内容を保存
申請 ⼊⼒した内容で申請

制度名を確認 ⼿続名を確認

「地⽅」を選択

申請⽇⼊⼒
（カレンダーから
の選択も可）

提出先の農政局等を選択

農薬使⽤者の住所、⽒名を⼊⼒

⼿続①〜④（くん蒸、航空機）の場合：⼊⼒フォームに従い記⼊
⼿続⑤、⑥（ゴルフ場）の場合： エクセルファイルを添付
（参照：１ページの「提出時の注意」）

３

中 略



２．電⼦申請

【参考】添付ファイルの添付及び削除⽅法

ファイルをアップロード または ファイルをドロップ

「ファイルをアップ
ロード」をクリック

ファイルを選択後、
「開く」をクリック

ファイルを
ドラッグ＆ドロップ

ファイルを開く際は
ファイル名をクリック

ファイルを消す際は
「削除」をクリック

「完了」に⾊が付いたらク
リック（時間がかかる場合が

ある）

４



２．電⼦申請

（７）「申請」ボタンをクリック

保存されましたと
表⽰されればOK

５

中 略

⼊⼒エラーがある場合 エラーがない場合

エラーの箇所が⾚く表⽰される。確
認・訂正し、「申請」を再度クリック

申請する場合は「申請」
修正する場合は「戻る」



２．電⼦申請
【参考】⼀時保存した申請の編集

（１）画⾯左上の「⼿続きを探す」から
「あなたの申請⼀覧からさがす」
を選択

（２）表⽰された申請情報⼀覧の中から、
⼀時保存した申請を探し、✏マー
クをクリックする。

⼀時保存した申請画⾯（３ページ
と同じもの）が開くので、適宜編
集する。

６

【参考】申請の取下げ

農政局等の受付前（ステータス欄に「○○受付待ち」などと表⽰）であれば、申請の取り下
げが可能です。
受付済の場合は、申請者から取り下げることはできませんので、農政局等に電話、メール等
でご連絡ください。

（１）上記の⼀時保存の⽅法を参考に、
取り下げたい申請を探し、✏マー
クをクリックする。

（２）開いた画⾯右下にある「取下」を
クリックすると申請が取り下げら
れる。

・取り下げたあと、修正して再度申
請したり、申請を削除することが
できる。

⼀時保存した申請は、ステータ
ス欄に「申請待ち」と表⽰され

ている。

申請年⽉⽇、制度、⼿続などで
検索して、申請を絞り込むこと

ができます。



３．農政局等からの修正確認依頼・差戻への対応
３ｰ１ 修正確認依頼への対応

（１）メールで修正確認依頼の連絡がある

（２）農林⽔産省共通申請サービスにログ
インし、当該申請の申請画⾯を開く

（３）申請画⾯上部にある「修正履歴」の
タブをクリック

（４）修正記録を確認し、「同意」または
「同意しない」をクリック

同意しない理由を⼊⼒し、
確認をクリック 同意を

クリック

（５）「結果を送信しました」と表⽰され
る

７

メール中のURLからも、農林⽔産省共
通申請サービスのログインページや、
当該申請の申請画⾯にアクセスできま
す。

同意しない

同意する

使⽤計画書の修正が必要な場合、農政局等から修正確認依頼が来ることがあります。



（３）申請画⾯下部に表⽰された差戻・
却下理由に従い内容を修正し、
「申請」をクリック。

（４）「保存されました」と表⽰される

申請を取り下げたい場合は「削除」を
クリック

８

（１）メールで差戻の連絡がある

（２）農林⽔産省共通申請サービスにログ
インし、申請画⾯を開く

メール中のURLからも、農林⽔産省共
通申請サービスのログインページや、
当該申請の申請画⾯にアクセスできま
す。

３．農政局等からの修正確認依頼・差戻への対応
３ｰ２ 差戻への対応
使⽤計画書の修正が必要な場合、農政局等から差戻されることがあります。



４．結果確認
４−１ 結果確認

（１）申請が承諾（または却下）される
と、申請者宛にメールが届く

メール中のURLから、当該申請
の申請画⾯にアクセスし、申請
結果や却下理由を確認できます。

【参考】 共通申請サービス上での確認

（１）eMAFFにログイン

（２）画⾯左上の「⼿続を探す」から
「あなたの申請⼀覧から探す」
を選択。

（３）「完了している申請を表⽰する」
に✔をいれて検索

（４）ステータスを確認
審査完了 → 承諾
却下 → 却下

✏マークをクリックすると
申請の詳細が閲覧可

９



７．結果確認

（１）農政局等から「お問合せ」機能に
よる連絡が来た旨、申請者にメー
ル通知が届く

４−２ 連絡等の確認
共通申請サービスの「お問合せ」機能を通じて、農政局等から連絡が来ることがあります。

（２）農林⽔産省共通申請サービスにロ
グインし、当該申請の申請画⾯を
開く

仕様上、タイトルには「申請照会通知」、
本⽂には「ご連絡」などと表⽰されます。

（３）申請画⾯上部の「お問合わせ✉」
タブをクリック

（４）農政局等からのお問合せの⼀覧が
表⽰される。

タイトルや⽇付を参考にして、
メール通知されたお問合せの詳細
マークをクリック

（５）お問合せの詳細が表⽰される。

⾃治体がファイルを添付している
場合、画⾯下部にある⻘字のファ
イル名から、ダウンロードできる。

⼀度開くと✉マークは
消えます。

１０

メール中のURLから、
当該申請の申請画⾯に
アクセスできます。
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