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MAFFアプリの概要



ユーザ属性に応じたプッシュ型の情報発信や、政策への意見や現場の要
望のリアルタイムな吸い上げ（情報の受信）等、農業者、林業者、漁業
者との間で直接・即時の情報受発信を実現。ＭＡＦＦアプリ

農林水産省農業者向けアプリ

ユーザの属性・関心等
に基づいた情報発信

農業情報
プッシュ通知

申請・手続・通知

直接・即時に受信

農林水産省共通申請サービス
による電子申請

農林
水産省

農業者
林業者
漁業者

現場の意見・要望

農林水産省から発信する関連情報は、APIを経由して
民間サービスでも受信可能。
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農業者と農林水産省をつなぐ新たなコミュニケーション・ツール
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農林水産省から農・林・漁業に役立つ情報が直接届く。

現場の情報を農林水産省に直接届ける。

政策情報等を直接配信

農林水産省からユーザ（農業者等）のスマートフォンに、農・林・漁業
に役立つ政策情報やイベント情報などを記事形式で直接配信。

現場の情報を直接、農林水産省に共有：「マフちょく」

農林水産省からのアンケートへの回答や、画像付きで現場の情
報を農林水産省に直接送付できる「マフちょく」機能を実装。

ユーザの作目や関心事項に応じた情報が届く

情報に付加されたタグ（分野・作目・地域・カテゴリ）と、
ユーザが登録するプロフィール情報や関心事項をマッチングする
ことで、ユーザが必要とする情報を表示。

大切な情報はプッシュ通知でお知らせ

特に重要な情報や緊急的な情報については、ユーザのスマート
フォンにプッシュ通知でお知らせ。

様々な手続・申請をオンラインで可能に：
「農林水産省共通申請サービス（eMAFF）」

現在、紙ベースで行われている様々な手続・申請をオンライン
で行える「農林水産省共通申請サービス（eＭAFF）」※と連携。

※ 今後、対象手続を順次拡充予定。

MAFFアプリの主な機能
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アプリの構成

①＜ホーム＞P20

②＜情報検索＞P24 ③＜マフすぐ＞P28

④＜eMAFF＞P31

①＜マイページ＞P14

② ③ ④ ⑤

⑤＜農薬検索＞P33



ホーム

情報検索

マフすぐ

eMAFF

＜タブ＞

閲覧数ランキング

マフちょく

まるみえアグリ

クリップ情報一覧

プロフィール設定

アグミル

アグリーチ

アグリ
サーチャー

病害虫

経営改善

MAFF Channel

スマート技術

気象・災害・防災

補助金

イベントカレンダー編集

新着情報

気象情報

緊急情報

動画

カレンダー

全ての情報

農福連携

新規就業

GAP

安全対策

農泊/渚泊

優良事例

農林水産省への
情報共有
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コンテンツ一覧

マイページ

＜ヘッダー＞

eMAFFとは

現地撮影依頼

農林水産省
共通申請サービス

利用規約

プライバシー
ポリシー

位置情報付写真を
撮影

現地撮影依頼

eMAFFからの
通知一覧

テキスト検索

全ての情報

お役立ち

メイン

ログイン・認証 eMAFFログイン

eMAFF認証機能

eMAFF認証

QRコード
読み取り

確認コードの表示

各機能の
情報元URL一覧

アカウント削除

aff

逆引き事典

アンケート

農薬検索 検索機能

追加機能

農薬検索に関する設定



１． iPhone/Android端末で
MAFFアプリのアイコンをタップ
してください。

２．アプリが起動します。 ３．内容がローディングされます。

初回アプリ起動～ホーム画面表示
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6. プッシュ通知の説明を確認し
「次へ」をタップしてください。

5. 「同意して始める」を
タップしてください。

初回アプリ起動～ホーム画面表示
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4. 利用規約、プライバシーポリシーを
確認し、「利用規約、プライバシー
ポリシーに同意する」のチェック
ボックスをタップしてください。
※「利用規約」、「プライバシーポ
リシー」ボタンをタップすると、
農林水産省ホームページの利用規
約、プライバシーポリシー掲載画
面に移動します。



9. ホーム画面の表示設定に関する
説明を確認し、「次へ」をタップ
してください。

8. プッシュ通知の許可設定
ポップアップが表示されるので、
内容を確認し許可してください。

初回アプリ起動～ホーム画面表示
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7. プッシュ通知の許可設定の
説明を確認し「次へ」を
タップしてください。
※Android12以下の場合は、
手順7、８の実施は不要です。
手順9へお進みください。



12. プロフィール設定に応じて
ホーム画面が表示されます。

11. プロフィール情報の登録が完
了したら、「OK」をタップして
ください。

初回アプリ起動～ホーム画面表示
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10. プロフィール設定画面に移動するので
地域、関心のある作目、分野、関心事項
等を設定し、「登録」ボタンをタップし
てください。

※「今はしない」ボタンをタップすると
プロフィール設定なしでホーム画面に
移動します。



○ 初回インストール時にユーザの属性を登録するために表示される画面です。ユーザ区分、都道府県、市区町村、分野、
関心のある作目、関心事項、性別、生年（西暦）、経営形態、主な作目、農業従事者年数等を設定可能です。

○ 「今はしない」ボタンをタップすると、プロフィール設定をスキップし、ホーム画面を表示できます。

初回アプリ起動～プロフィール設定
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何か1つ選択すると
ボタンが活性化します。



各機能について



○ マイページでは、 ユーザ自身で登録した内容や、「利用規約」「プライバシーポリシー」「情報元URL」の確認がで
きます。

○ 「プロフィール設定」ではユーザ登録時に設定した関心事項やプッシュ通知のオンオフを変更することができます。
詳細は15Pに記載しています。

ヘッダー - マイページ
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○ ユーザの属性を登録するために表示される画面です。ユーザ区分、都道府県、市区町村、分野、関心のある作目、性別、
生年（西暦）、経営形態、主な作目、農業従事者年数等を設定可能です。

○ プロフィールで設定した、地域、分野、関心のある作目、関心事項に合わせた情報を、ホームの新着に表示/プッシュ
通知でお知らせします。

ヘッダー - マイページ ＜プロフィール設定＞
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更新ボタンを押すと
変更が反映されます

ユーザ区分が農業者の方のみ表示されます



○ MAFFアプリのアカウントを削除したい場合は、マイページのアカウント削除をタップしてください。
アカウント削除すると、MAFFアプリが強制終了され、プロフィール情報等のアカウント情報が削除されます。

ヘッダー - マイページ ＜アカウント削除＞
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MAFFアプリが強制
終了し、アカウント
が削除されます。
※再起動することで
アカウントを再設定
できます。



○ 政策情報のプッシュ通知
情報作成時にプッシュ通知を選択した情報については、11時、17時のタイミングでユーザのスマートフォンにプッ
シュ通知されます。

○ 熱中症警戒アラートのプッシュ通知
気象庁より熱中症警戒アラートが出た地域をプロフィール設定で登録していた場合、7時に熱中症警戒アラートがプッ
シュ通知されます。

○ ユーザは「マイページ」のプロフィール設定でプッシュ通知のオン・オフを選択可能です。

【補足】プッシュ通知
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気象庁の
外部サイト
に移動

【政策情報プッシュ通知】 【熱中症警戒アラートプッシュ通知】

熱中症警戒アラートをタッチした場合は、気象
庁の各地方気象台詳細ページを表示します。

情報詳細
画面に移動



【補足】新着情報の表示/プッシュ通知アルゴリズム 1/2
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下記の条件を満たす場合に、情報は、新着情報に表
示またはプッシュ通知されます。

① 地域～関心事項の各項目内でのプロフィールと
情報のタグの一致条件
左図の通り、情報のタグとプロフィールが一致
する情報が選択される（プロフィールで１つも
選択がない場合は、絞り込みが行われないため
全ての項目と一致したとして選択されます）。

② 情報の絞り込みの条件
1. 地域かつ作目が一致する情報が選択されて

新着情報に表示されます。
2. 地域かつ分野かつ関心事項が一致する情報

が選択されて新着情報に表示されます。

※次ページにパターンを記載します。

③ プロフィール設定でプッシュ通知「ON」の場合
に、②の情報がプッシュ通知されます。

複数（選択不可） 一つ 無し（未選択）

全国 ー 全ての情報 全ての情報

複数 ー

少なくとも一つ重なっている
（プロフィールの地域が情報の地

域に含まれている）
全ての情報

一つ ー 合致している 全ての情報

複数 一つ 無し（未選択）

全て 全ての情報 全ての情報 全ての情報

複数 少なくとも一つ重なっている
少なくとも一つ重なっている
（プロフィールの作物が情報の作

物に含まれている）
全ての情報

一つ
少なくとも一つ重なっている
（情報の作物がプロフィールの作

物に含まれている）
合致している 全ての情報

複数 一つ 無し（未選択）

全て 全ての情報 全ての情報 全ての情報

複数 少なくとも一つ重なっている
少なくとも一つ重なっている
（プロフィールの分野が情報の分

野に含まれている）
全ての情報

一つ
少なくとも一つ重なっている
（情報の分野がプロフィールの分

野に含まれている）
合致している 全ての情報

複数 一つ 無し（未選択）

全て 全ての情報 全ての情報 全ての情報

複数 少なくとも一つ重なっている
少なくとも一つ重なっている
（プロフィールの関心事項が情報
の関心事項に含まれている）

全ての情報

一つ
少なくとも一つ重なっている
（情報の関心事項がプロフィール
の関心事項に含まれている）

合致している 全ての情報

z

【分野】 ユーザープロフィール（属性）

情報の
タグ

【関心事項】 ユーザープロフィール（属性）

情報の
タグ

【地域】 ユーザープロフィール（属性）

情報の
タグ

【作目】 ユーザープロフィール（属性）

情報の
タグ



【補足】新着情報の表示/プッシュ通知アルゴリズム 2/2
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「東京都、農業、米、経営」にチェックがある情報の新着情報への表示及びプッシュ通知の条
件について、下記のプロフィール設定に応じた表示/プッシュ通知の有無を下記の例に示します。

地域

作目

東京を選択
または１つもチェックなし

東京以外を選択
×

米チェックあり
または１つもチェックなし

米以外の作目チェック

〇

分野

農業チェックあり
または１つもチェックなし

農業チェックなし
かつ林業か漁業にチェックあり

×

関心事項

経営チェックあり
または１つもチェックなし

経営チェックなし
または経営以外にチェックあり

〇

×

〇：表示/プッシュ通知される
×：表示/プッシュ通知されない



○ アプリ起動時に最初に表示される画面。利用頻度や情報の重要性という観点から、緊急情報、熱中症警戒アラート、
気象情報、政策情報、カレンダー（スケジュール）等を表示しています。

タブ - ホーム
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緊急情報：

特に緊急度・重要度
の高い情報を表示しま
す。タップすると該当
情報に移動します。

熱中症警戒アラート：

プロフィール設定で
登録した都道府県に熱
中症警戒アラートが出
た場合に表示します。
タップすると外部ペー
ジに移動します。

気象情報：

毎日チェックする情
報として農業者から要
望の多かった気象情報
を表示します。

新着情報：

政策情報を、ユーザ
の登録した「作目」
「地域」「関心事項」
に応じて、新着順に5
件表示します。タップ
すると該当情報に移動
します。

各情報の見出しには
発信側で設定されたタ
グが表示されます。

全ての情報をみる：

タップすると情報タ
ブのすべての情報一覧
画面に移動します。

動画情報：

MAFF Channel等で
配信する動画を掲載。
タップするとアプリ上
で再生開始します。

カレンダー：

ユーザが記入した日
程情報を表示。イベン
ト情報から自動転記も
可能。「カレンダーを
見る」をタップすると
カレンダー画面に移動
します。

閲覧数ランキング：

配信された政策情報を過去30日
の閲覧数順に10件表示。他のユー
ザが関心を持っている情報を閲覧
できます。



タグ：

発信側で設定する情報の
属性。「作目」「地域」「関心
事項」の各項目について設定
されます。

画像や動画が添付されている
場合は上部に表示されます。

「おいしいネ」ボタン：

情報が役立った場合や内容に共感
した場合にタップしてください（レーティ
ング）。数字は「おいしいネ」の累計数
です。

クリップ：

タップすると、情報が「マイページ」内の
「クリップ」に保存され、いつでも閲覧でき
るようになります。

シェアボタン：

タップすると、情報の内容をメール、
LINE、Facebook、Twitterなどユーザ
のSNSアプリ等でシェアできます。

※シェアするアプリの文字数制限によって
は、全ての文言を表示できない場合が
あります。FacebookはAndroid版では
対応しておりません。

アプリ関連情報：

情報の内容に関連するアプリの情報へ
のリンクを掲載。情報タイトルをタップする
と当該情報に移動します。

参考URL：

情報の内容に関連するウェブサイト等
のリンクを掲載。タイトルが表示される。

タブ - ホーム＜情報詳細（政策情報等）＞
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タブ - ホーム＜情報詳細（イベント情報）＞
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開催場所情報：

開催場所の名称と地図を表示しま
す。

カレンダー登録ボタン：

タップするとタイトル、開催日時、開
催場所、本文等の情報が自動でカ
レンダーに転記します。



○ ホーム画面のカレンダー部分をタップするとカレンダーページに移動します。

○ ユーザが自身のスケジュールを自由に登録可能です。登録した内容はホーム画面に表示されます。イベント情報の内
容からの自動転記にも対応します。

＜月表示＞ ＜日表示＞ ＜編集画面＞

タップすると日表示に移動します。

予定登録：

タップするとカレンダー編集画面に移動します。

タブ - ホーム＜カレンダー＞
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○ ユーザが欲しい情報がある場合は、キーワードや条件絞り込みによる情報の検索が可能です。

キーワード検索：

欲しい情報をキーワードから検索でき
ます。検索対象は情報のタイトルと本文
です。

（空白区切りでand検索も可能。）

全ての情報：

「分野」「関心事項」「地域」「作
目」「掲載日」について条件を設定して
検索可能です。

お役立ち情報：

予めテーマごとにまとめら
れた関連情報を閲覧可能です。

＜テーマ＞

経営改善
スマート技術
気象・災害・防災
病害虫
イベント
新規就業
GAP
安全対策
農福連携
農泊/渚伯
優良事例
補助金

タブ-情報検索
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○ 全ての情報をタップすると、MAFFアプリ上の全ての情報を一覧で表示することができます。さらに、条件を指定する
ことで、絞り込んで情報を探すことができます。

タブ-情報検索 ＜全ての情報＞
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○ 「分野」「関心事項」「地域」「作目」「掲載日」ごとに条件を指定し、情報を検索できます。
○ 関心事項から探すにある「関心事項全てを対象とする情報を除く」にチェックすると、関心事項全てに該当する情報

（お知らせタグ）を除いて検索します。
○ 地域から探すにある「全国を対象とする情報を除く」や作目から探すにある「作目全てを対象とする情報を除く」も関

心事項と同様に、全国や作目全てに該当する情報を除く検索条件となります。

タブ-情報検索 ＜絞込検索＞
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タップして
詳細条件を指定

タップして
詳細条件を指定



○ 絞込み後に表示されている情報について「新しい順」「古い順」「おいしいネが多い順」「閲覧が多い順」で並べ替
えられます。

現在表示されて
いる情報の数を表示。 並べ替え：

「新しい順」「古い順」「おいしいネが
多い順」「閲覧が多い順」で並べ替え可能。

絞込検索

タブ-情報検索 ＜絞込結果＞
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○ 農林水産省への情報共有機能や農林水産省の提供する情報リソース等を集約したページです。

○ 「農林水産省にすぐ情報を届けられる」という趣旨で「マフすぐ」という名称になっています。

○ 農林水産省に意見・画像の提供ができる「マフちょく」、農林水産省の実施するアンケートへの回答、YouTube動
画を掲載した「MAFF Channel」、生活に役立つ情報をお届けする「aff」、補助金等が検索できる「逆引き事典」、
「まるみえアグリシリーズ」を配置しています。

アンケート：

ユーザがアプリ上で簡単に回答可能なア
ンケートを表示します。タップでアンケートの
詳細画面に移動。回答すると非表示となり
ます。

マフちょくに移動：

タップすると、ユーザがテーマごとにテキスト
及び画像を農林水産省に送付することが
可能なフォーム画面に移動します。

農林水産省逆引き事典：

タップすると、条件から補助金等を検索で
きる「農林水産省逆引き事典」のウェブサイ
トに移動します。

まるみえアグリ：

「アグミル」「アグリーチ」「アグリサーチャー」
のまるみえアグリシリーズを紹介しています。

マフちょく：

画像・意見提出機能により農林水産省
に直接情報を届けられます。

タブ-マフすぐ
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aff：

「aff」の別サイトに移動します。

MAFF Channel：

Youtubeにアップロードされている動画が最大
５件まで掲載されます。



○ 農林水産省が設定したテーマごとにユーザから情報を共有いただくことができます。情報には、テキスト情報の他に、
ユーザが撮影した画像等を添付して送付することも可能です。

○ 農林水産省は集まったテキスト情報・画像を、政策立案に役立てていきます。

画像選択・画像撮影：

既にスマートフォンに保存してある画像から
選択するか、その場で撮影した画像を送付
するか選択してください。「写真を撮影して
送付する」をタップするとカメラ機能が起動し
ます。

送信する画像が表示され
ます。送信時の日時など写
真に付属した情報も合わせ
て送付されます。

テーマ：

ユーザは答えたいテーマを選
択。

意見・情報等を入力
してください。

タブ-マフすぐ ＜マフちょく（画像付き情報共有画面）＞
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○ 農林水産省が作成したアンケートが掲載されます。

○ 回答方法として、択一選択・複数選択・自由記述などがあり、必須回答とそうでないものがあります。

設問

回答欄：

択一選択・複数選択・自
由記述などの質問形式があ
ります。

タブ-マフすぐ ＜マフちょく（アンケート詳細画面）＞
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タブ-eMAFF ＜メインタブ＞
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〇 eMAFF画面のメインタブでは、 MAFFアプリからeMAFF IDでログインすることで農林水産省共通申請サービスに

関わる各機能をご利用いただけます。詳細は「https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html」にあります、

「MAFFアプリマニュアル 別冊eMAFFタブ」をご確認ください。

本人確認を実施しeMAFFプライムを取得する際、MAFFアプリをご利用いただくことでオンライン上でのお手続が可能

です。

eMAFFとは：
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）のページに移動します。

eMAFFをご存知ない方やeMAFF IDを未取得の方は、まずこちらを
ご確認ください。

eMAFFからの通知一覧：

MAFFアプリからeMAFF IDでログインすると、農林水産省共通申
請サービスからの通知（eMAFFからの通知）をプッシュ通知で受信
し、MAFFアプリで確認できるようになります。

現地撮影依頼：
eMAFF IDでログインすることで、経営所得安定対策制度の現地

撮影依頼をMAFFアプリ上で行うことができます。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html


タブ-eMAFF ＜ログイン・認証タブ＞
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〇 eMAFF画面のログイン・認証タブでは、 eMAFF IDでログインの他、eMAFF等のシステムにおいて二要素認証登録

を行うことができる機能が配置されています。

eMAFFログイン：
eMAFF IDでのログインに移動

します。

eMAFF認証：
下部にあるeMAFF認証機能に移

動します。

eMAFF認証機能：
eMAFF等のシステムにおいて、

二要素認証登録を行うことができ
ます。

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。



タブ-農薬検索
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〇 MAFFアプリのフッターにある農薬検索タブ（ ）をタップすると、下記の農薬検索画面が表示されます。

〇 作物名、農薬名、病害虫名の入力内容に応じた農薬を検索することができます。

検索機能：
各項目の入力内容に応じた農薬を検索することがで
きます。作物名は入力必須になります。

追加機能：
作物や農薬を登録しておくことで、検索時に追加済みリ
ストとして表示され、即座に選択できるようになります。



タブ-農薬検索 ＜検索項目の指定 1/2＞
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〇 検索項目をタップすると、項目名を検索/選択するための画面に移動します。検索結果から、該当の検索項目を指定

してください。

各項目を
タップ

作物名を
入力し、
検索

検索項目に指定



タブ-農薬検索 ＜検索項目の指定 2/2＞
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〇 作物や農薬を登録しておくことで、検索時に追加済みリストとして表示され、即座に選択できるようになります。

検索項目に指定



タブ-農薬検索 ＜検索結果一覧の確認＞
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〇 必須項目の作物名を入力すると、検索ボタンをタップすることができます。検索ボタンをタップすると、検索条件

に応じた結果が一覧で表示されます。

検索結果詳細へ

検索画面へ移動し
条件を追加します



タブ-農薬検索 ＜農薬詳細画面 詳細表示＞
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〇 農薬詳細画面の使用方法をタップすると、詳細情報を表示することができます。

詳細
表示



タブ-農薬検索 ＜農薬詳細画面 各種機能＞
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〇 農薬詳細画面下部にある各種機能を記載します。

お持ちの農薬に追加します。

スクリーンショットを撮影し、写真
に保存します。

農薬登録情報提供システムに移動し、
詳細情報を見ることができます。



タブ-農薬検索 ＜追加機能 1/2＞
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〇 作物や農薬を登録しておくことで、検索時に追加済みリストとして表示され、即座に選択できるようになります。

下記は「育てている作物」の例ですが、「今お持ちの農薬」も同様の手順となります。



タブ-農薬検索 ＜追加機能 2/2＞
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〇 複数の作物/農薬を一括で追加することもできます。

育てている作物の一覧に表示さ
れます。


