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5 共通申請サービス
の基本操作 
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5.1 各種設定 
5.1.1 個⼈プロフィール 

共通申請サービスに登録されている申請者の住所、⽒名、連絡先
などの情報（申請者情報）を確認することができます。 

※ 住所、⽒名、電話番号、メールアドレスが変更になった場合は、「5.1.2
経営体プロフィール」に記載されている⼿順に従って、経営体情報の
住所、⽒名、電話番号、メールアドレスを変更してください。なお、
個⼈プロフィールの住所等は、gBizID（https://gbiz-id.go.jp/）の
マイページにおいて変更後、共通申請サービスログインすると⾃動
的に変更内容が反映されます。 

 
(1) 申請者情報を確認する 
1 ポータル画⾯上部のメニューから「各種設定」をクリックし、表⽰さ

れた⼀覧から「個⼈プロフィール」をクリックします。 

 
 

2 表⽰された「申請者情報⼀覧」画⾯右の「  」ボタンをクリック
し、「編集」をクリックします。 
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3 「申請者情報詳細」画⾯が表⽰され、申請者情報を確認することがで
きます。 
画⾯を閉じる場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。 
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5.1.2 経営体プロフィール 
共通申請サービスに登録されている申請者の経営体情報を確認・

変更することができます。 
法⼈名、住所、連絡先などに変更があった場合、こちらから経営

体情報の変更を⾏います。 
 

(1) 経営体情報を確認・変更する 
1 ポータル画⾯上部のメニューから「各種設定」をクリックし、表⽰さ

れた⼀覧から「経営体プロフィール」をクリックします。 

 
 

2 「 」ボタンをクリックし、「編集」をクリックします。 
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3 「経営体情報詳細」画⾯が表⽰され、経営体情報を確認することがで
きます。 
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4 「経営体 ID」を確認します。 
※ 経営体 ID を変更することはできません。確認のみとなります。 

 
 

5 「法⼈番号／個⼈事業主管理番号」を確認します。 
変更する場合は、⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
法⼈の場合は「法⼈番号」を、個⼈の場合は「個⼈事業主管理番号」を
⼊⼒します。（半⾓ 13 桁以内） 

 
 

6 経営体の「法⼈名／屋号」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。 

 
 

7 「法⼈名／屋号カナ」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。 

 
  

ニンテイ ケイエイタイメイ 
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8 経営体住所の「郵便番号」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
半⾓で⼊⼒します。-（ハイフン）は⼊⼒してもしなくてもどちらでも
構いません。 

 
 

9 経営体住所の「都道府県」を確認します。 
変更する場合は「   」ボタンをクリックし、表⽰された⼀覧から都道
府県をクリックします。（※必須項⽬） 

 
 

10 経営体住所の「市区町村」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。（※必須項⽬） 
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11 経営体住所の「番地等」を確認します。 
経営体住所のうち番地／ビル・マンションなどを⼊⼒します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。（※必須項⽬） 

 
 

12 経営体の「代表者⽒名」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。（※必須項⽬） 

 
 

13 経営体の「代表者⽒名カナ」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
全⾓／半⾓どちらでも⼊⼒できます。（※必須項⽬） 
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14 経営体の「代表者性別」を確認します。 
⼊⼒欄をクリックし、表⽰された⼀覧から該当するものをクリックしま
す。（※必須項⽬） 

 
 

15 「代表者⽣年⽉⽇」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒するか、クリックして表
⽰されたカレンダーから該当の⽇付をクリックします。（※必須項⽬） 
カレンダーの詳しい操作⽅法は、100 ページ「7.1.8 カレンダー⼊⼒機
能」をご参照ください。 

 
 

16 経営体への連絡先となる「電話番号（ハイフン有）」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
（ハイフンを含めて、半⾓ 13 桁以内、例︓1234-56-7890） 
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17 経営体への連絡となる「FAX 番号（ハイフン有）」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 
（ハイフンを含めて、半⾓ 13 桁以内、例︓1234-56-7890） 

 
 

18 経営体への連絡先となる「メールアドレス」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックして直接⼊⼒します。 

 
 

19 経営体の「業種」を確認します。 
変更する場合は⼊⼒欄をクリックし、表⽰された⼀覧から「業種」を
クリックします。 
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20 変更内容を保存する場合は、「経営体情報詳細」画⾯の⼀番下にある
「   」ボタンをクリックします。 

 
 
※ 保存せずに終了する場合は、「 」ボタンまたは「  」ボタ

ンをクリックします。 

 

21 問題なく保存されると「保存されました」と表⽰されます。 
「法⼈名／屋号」、「住所」、「代表者⽒名」を変更している場合は、⼀
覧表に変更後の内容が表⽰されます。 
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(2) その他の経営体情報を確認する 
経営体情報には、60 ページ「(1)経営体情報を確認・変更する」で確認、
変更できる項⽬のほかに、「振込先情報」、「構成員情報」、「申請履歴」
があり、それぞれの内容を確認することができます。 
※ 「振込先情報」、「農業経営改善計画の認定状況（認定農業者）」、「構

成員情報」については、内容を変更することはできません。 

 
1 「 」ボタンをクリックし、「編集」をクリックして「経営体詳細情

報」画⾯を表⽰します。 

 
 
2 「振込先情報」を確認します。 

交付⾦等の振込先となる各種⾦融機関／ゆうちょ銀⾏の情報です。 
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3 「構成員情報」を確認します。 

経営体に所属している⼈を⼀覧で表⽰します。 

 
 
 
 
 

  

⽒名／住所／⾝元確認状況 
各構成員の⽒名・住所情報および、 
⾝元確認の済／未済が表⽰されます。 

構成員区分 
代表者︓経営体の代表者です。 
⼀般 ︓代表以外の構成員です。 



70 

4 「申請履歴」を確認します。 
この経営体で申請した履歴が⼀覧で表⽰されます。 
申請履歴に表⽰している各項⽬（申請年度、制度、⼿続、ステータス）
は「申請情報⼀覧」の表⽰内容と同じです。 
申請内容を確認する場合は、確認したい申請の右端にある「 」ボタ
ンをクリックし、「詳細」をクリックします。 
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5 「申請情報詳細」画⾯が表⽰されます。 
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6 申請後に都道府県等での修正、または差し戻しによる変更があった場
合には、「修正記録」画⾯に表⽰されます。 

 
 

7 内容確認後「 」ボタンまたは「  」ボタンをクリックし、
「申請情報詳細」画⾯を閉じます。 
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8 「 」ボタンまたは「  」ボタンをクリックし、「経営体情報
詳細」画⾯を閉じます。 
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6 申請内容の⼊⼒・
申請 
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6.1 定期報告書の申請（提出） 
別途作成した、定期報告書（エクセルファイル）を申請（提出）

します。 

6.1.1 申請の⼿順 
(1) 申請画⾯を開く 
1 ポータル画⾯左上の「申請」ボタンをクリックし、表⽰された⼀覧か

ら「申請情報管理」を選択します。 

 
2 「申請情報⼀覧」画⾯が表⽰されます。 

画⾯右上の「新規」ボタンをクリックします。 
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3 「申請選択」画⾯が表⽰されます。 

 
 

4 「①年度を選択してください」の「▼」ボタンをクリックし、表⽰さ
れた⼀覧から該当する年度を選択します。 

 
 

5 「②業種を選択してください」の「▼」ボタンをクリックし、表⽰さ
れた⼀覧から業種を選択します。 
※ 業種については、仕様上、「農業」「林業」「⽔産業」しか選べませ

ん。このため、定期報告を⾏う場合には、皆様の業種にかかわら
ず、「農業」を選択してください。この業種選択が報告内容に影響
することはありません。（令和 2 年 4 ⽉時点） 
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6 「③制度を選択してください」の「▼」ボタンをクリックし、表⽰さ
れた⼀覧から「⾷品リサイクル法」を選択します。 

 
 

7 ③で「⾷品リサイクル法」を選択すると、「④申請する⼿続きを選択し
てください」の項⽬の下に、「⾷品リサイクル法に基づく定期報告」が
表⽰されます。左側の「〇」をクリックしてチェックを⼊れます。 

 
 

8 ⼊⼒内容に誤りがなければ、「次へ」ボタンをクリックします。「申請
情報詳細」画⾯に遷移します。 
※ 「キャンセル」ボタン、または右上の「×」をクリックすると、⼊

⼒した情報が保存されずに「申請情報⼀覧」画⾯に戻ります。 
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(2) 申請情報を⼊⼒する 
⽉⽇や提出先などを⼊⼒・登録します。 

※ データの消失を防ぐため、⼊⼒途中で「⼀時保存」することをお
勧めします。「⼀時保存」をクリックすると、それまでに⼊⼒した
データが保存され、⼀度終了しても、その状態から再開すること
ができます。 

 
 

1 「申請年⽉⽇」を⼊⼒します。（⼊⼒例︓2020/4/1） 
カレンダーから⽇にちを選択することもできます。 
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2 「提出先（地域レベル）」の「▼」ボタンをクリックし、表⽰された⼀
覧から申請を⾏う先を選択します。 
※⾷品リサイクル法に基づく定期報告では、選択肢は「地⽅」のみ 

 
 

3 「提出先（地域名）」右側の「▼」ボタンをクリックし、表⽰された⼀
覧から申請を⾏う農政局等を選択します。 

 
 
※ 各地⽅農政局等の管轄都道府県⼀覧 

地⽅農政局等 管轄都道府県 

北海道農政事務所 北海道 

東北農政局 ⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県 

関東農政局 茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、 
神奈川県、⼭梨県、⻑野県、静岡県 

北陸農政局 新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県 

東海農政局 岐⾩県、愛知県、三重県 

近畿農政局 滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県 

中国四国農政局 ⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県、徳島県、 
⾹川県、愛媛県、⾼知県 

九州農政局 福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、 
⿅児島県 

沖縄総合事務局 沖縄県 
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10 定期報告書（エクセルファイル）をアップロードします。 
「ファイルをアップロード」をクリックします。 

 
 
保存元を選択し、アップロードするファイルを開きます。 

 
 
アップロードが完了したら、「完了」をクリックします。 
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「ファイルをアップロード」の下に、添付されます。削除したい場合
は、ファイル名右側の「削除」をクリックします。 

 
 

11 申請する場合は「申請」をクリックします。後で申請する場合は「⼀
時保存」をクリックします。 
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12 「申請」ボタンクリック後、申請内容に問題がない場合は「保存され

ました」と表⽰されます。 
ステータスは「農政局受付待」となります。 
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13 「⼀時保存」をクリックした場合は画⾯上部に「⼀時保存されまし
た」とメッセージが表⽰されます。 

 
 
画⾯を閉じる場合は「キャンセル」ボタン、または右上の「×」をク
リックします。 ⼀時保存した後であれば、⼀時保存した状態から再開
することができます。 
 
⼀時保存したものが間違っている場合は、「削除」ボタンをクリックす
ると削除することができます。 

 
 
削除確認のメッセージ画⾯が出たら、「削除」をクリックします。 
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6.1.2 「⼀時保存」からの再開 
1 「申請情報⼀覧」画⾯から、⼀時保存した申請（ステータス「申請

待」）の「▼」ボタンをクリックし、表⽰された⼀覧より「編集」をク
リックします。 

 
 

2 「申請情報詳細」画⾯が表⽰され、⼀時保存した状態から⼊⼒作業を
再開することができます。 

 
  


