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1 共通申請サービス
の概要 
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1.1 共通申請サービスとは 
「農林⽔産省共通申請サービス」（以下「共通申請サービス」と略

します。）とは、農林⽔産省が所管する法令に基づく申請等並びに
補助⾦及び交付⾦の申請等をオンラインで⾏うための電⼦申請シ
ステムです。 

共通申請サービスによって、様々な⼿続をいつでも容易にオンラ
インで申請できるようになるほか、ワンストップ、ワンスオンリー
など申請者の利便性を向上させることを⽬的としています。 

また、申請データがデジタル化されて保存されていくため、過去
の申請データを容易に参照できるようになるなど、審査者の業務も
効率的に⾏うことができる環境を実現します。 

 

1.2 共通申請サービスの動作環境 
共通申請サービスを利⽤するための動作環境をご確認ください。

次の環境で動作を保証しています。 
OS OS のバージョン ブラウザ※2※3 

Windows 10 ※1 Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

macOS バージョン 10.14 以上 Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Android バージョン 9.0 以上 Google Chrome 

iOS バージョン 13.0 以上 Apple Safari 
※1 Windows 7 および 8.x はサポート対象外です。 
※2 Microsoft Internet Explorer（IE）はサポート対象外です。 
※3 ブラウザは最新のバージョンをお使いください。 
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2 電⼦申請について  
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2.1 申請の流れ 
申請の⼤まかな流れを以下に⽰します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通申請サービスでは、各種申請⼿続の申請内容の⼊⼒、申請の
提出、申請の承認結果通知の確認まで⾏うことができます。 

 

  

  

アカウント 
の取得 申請 

申請の 
承認結果通知 

の確認 

gBizID アカウント 
を取得 

共通申請サービス
にログイン 

申請する⼿続 
を選択 

申請内容を⼊⼒し
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3 共通申請サービス
へのログイン・ロ
グアウト 
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3.1 共通申請サービスを利⽤するため
のアカウント 

共通申請サービスで電⼦申請をするためのアカウント（ユーザ
ID、パスワード）には、経済産業省が提供している gBizID（ジー・
ビズ・アイディー）のアカウントを利⽤します。gBizID とは、複数
の⾏政サービスを１つのアカウントで利⽤することのできる共通
的な認証システムです。 

 
 

3.1.1 gBizID アカウントの取得 
共通申請サービスで電⼦申請をするには、本⼈確認済の gBizID

アカウントが必要です。下記の gBizID ウェブサイトに掲載されて
いるマニュアルを参考に gBizID プライムを取得してください。 
 

マニュアル（gBizID プライム編）の掲載先︓ 
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 
 
ただし、他制度（経営所得安定対策など）において既に gBizID

エントリーを取得し、地域農業再⽣協議会などで本⼈確認済であれ
ば、そのアカウントを利⽤して⾷品リサイクル法に基づく定期報告
を⾏うことができます。gBizID プライムを再取得する必要はあり
ません。 
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なお、gBizID メンバーによる申請については、現在対応してい
ません。今後対応予定です。  
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3.1.2 法⼈の代表者が交代する場合 
gBizID プライムに登録している法⼈の代表者が交代することに

なった場合には、gBizID のウェブサイトにおいて、新しい代表者
で gBizID プライムを登録し、マイページから同⼀法⼈番号のアカ
ウント情報を承継することができます。 

※個⼈事業主は承継できません 
 

（参考︓gBizID の FAQ） 
4-3. gBizID プライムを保有していますが、代表者が交代するこ
ととなりました。 どうすればいいですか︖ 
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html 
 
新しい代表者で gBizID プライムを取得し、共通申請サービスを

継続して利⽤する場合は、前の代表者で申請した申請情報を新しい
代表者のアカウントに紐付けし直す必要があります。このため、新
しい代表者の gBizID プライムで共通申請サービスにログインしま
したら、以下のいずれかの⽅法で、ご連絡をお願いします。 

 
（Web フォームでのご連絡） 
① 共通申請サービスポータル（申請者⽤）の画⾯右の「お問い合

わせを」クリック 
② お問い合わせの機能で、代表者の交代について⼊⼒いただき、

お問い合わせ内容を送信 
③ 後⽇、お問い合わせの画⾯で、回答を確認 

（詳しい操作⽅法は、44 ページの「4.9 お問い合わせ」をご参照く
ださい） 
 

（お電話でのご連絡） 
0570-550-410(ナビダイヤル) 
受付時間︓9 時 30 分〜17 時 30 分（⼟⽇祝⽇・年末年始を除く） 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 
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3.2 ログイン 
共通申請サービスにログインする⽅法について説明します。 

1 下記の URL にアクセスすると、共通申請サービスのトップページが表
⽰されます。 
共通申請サービスのトップページ URL︓https://e.maff.go.jp/ 

 
2 「 」ボタンをクリックします。 

  



13 

3 gBizID のログイン画⾯が表⽰されますので、取得した gBizID のアカ
ウント ID とパスワードで、共通申請サービスにログインします。 

 
 

4 「アカウント ID」を⼊⼒します。 

 
 

5 「パスワード」を⼊⼒します。 

 
  

mail_account@example.jp 
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6 「アカウント ID」と「パスワード」を⼊⼒した状態で「ログイン」を
クリックします。 

 
 
※ 「アカウント ID 」または「パスワード」が間違っている場合は、「ア

カウント ID またはパスワードが正しくありません。」とメッセージ
が表⽰されます。その場合、「アカウント ID」または「パスワード」
を再度⼊⼒後、再度「ログイン」をクリックしてください。 
なお、パスワードを連続して 10 回間違えると、パスワードロックが
かかり、ログインできなくなります。この場合は、15 ページの「パ
スワードを忘れた場合」の⼿順でパスワードリセットをしてくださ
い。 

  

mail_account@example.jp 
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パスワードを忘れた場合 

「パスワードを忘れた⽅はこちら」をクリックし、パスワードリセット 
画⾯を表⽰します。 

 
「アカウント ID（メールアドレス）」を⼊⼒してください。 

 
パスワードのリセットをするためのメールが送信されます。 
受信したメールからパスワードを再設定します。 
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7 「ID を検証」の画⾯が表⽰され、gBizID に登録したメールアドレス
に、⼆要素認証の確認コードを通知するメールが送信されますので、
メール本⽂に記載されている確認コードを画⾯の「確認コード」欄に
⼊⼒し、「 」ボタンをクリックしてください。 
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※ ⼆要素認証の確認コードは、下記のようなメールで通知されます。 

 
 

＜タイトル＞ 
【農林⽔産省共通申請サービス】ログイン⽤の確認コードが発⾏されました。 
  
＜本⽂＞ 
ログイン⽤の確認コードが発⾏されました。 
  
確認コード︓37043 
  
------------------------------------------------------- 
本メールは送信専⽤のメールアドレスで送信しております。 
このメールについてのお問い合わせは、 
お⼿数ですが、農林⽔産省共通申請サービス問合せ窓⼝に御連絡ください。 
  
農林⽔産省共通申請サービス問合せ窓⼝ 
  
電話番号 0570-550-410 (ナビダイヤル) 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 
  
サポート時間︓平⽇ 9 時 30 分〜17 時 30 分（⼟⽇祝⽇・年末年始を除く） 
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8 初回ログイン時は利⽤規約の同意が求められますので、内容を確認の
上、同意いただき、「同意する」にチェックを⼊れ、「 」ボタン
をクリックします。 

 
※ 同意しない場合、共通申請サービスを利⽤できません。 
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9 正常にログインすると、共通申請サービスポータル（申請者⽤）の画
⾯が表⽰されます。 
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3.3 ログアウト 
共通申請サービスからログアウトする⽅法について説明します。 
 

1 共通申請サービスポータル（申請者⽤）の画⾯右上の「   」ボタンを
クリックし、表⽰された「ログアウト」をクリックします。 
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2 正常にログアウトすると、共通申請サービスのトップページに戻りま
す。 

 
  


