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4 共通申請サービス
の画⾯  
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4.1 ポータル画⾯の構成 
共通申請サービスにログインすると「共通申請サービスポータル

（申請者⽤）」の画⾯（以下「ポータル画⾯」と略します。）が表⽰さ
れます。ここから、各種操作メニュー画⾯に移動します。 

 

（ホーム） 
ポータル画⾯に戻るためのボタンです。 

申請 
定期報告の申請、申請情報の管理、帳票出⼒を⾏いま
す。 

各種設定 
個⼈プロフィール、経営体プロフィールの確認・修正を
⾏います。 

お知らせ 
システムメンテナンス
情報など、各種お知ら
せが表⽰されます。 

通知 
審査結果やお問い合
わせに関する通知が
表⽰されます。 

申請の進捗状況を確認する 
申請の進捗状況の確認を⾏い
ます。 

申請可能な⼿続 
申請可能な⼿続の確認を⾏い
ます。 

困ったときはこちら 
操作マニュアル、よくあるご質
問の確認や、問い合わせフォー
ムから新規の問い合わせを⾏
います。 

アカウントアイコン 
利⽤者名を表⽰します。
共通申請サービスからの
ログアウトもここから⾏
います。 
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画⾯の⽂字を⼤きくしたい場合 

ブラウザの設定で⽂字のサイズを拡⼤することができます。 
 

Microsoft Edge の場合 
「 」ボタンをクリックして表⽰されるメニューから、「拡⼤」の「 」
をクリックします。 

 
 

Google Chrome の場合 
「 」ボタンをクリックして表⽰されるメニューから、「ズーム」の「 」
をクリックします。 
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4.2 メニュー 
ポータル画⾯の以下のメニューについて説明します。 

 
 

申請 申請情報管理 ⾷品リサイクル法に基づく定期報告の申請⼿

続、および申請した情報の管理をします。 

また、申請内容が表⽰された帳票（申請様式）

を PDF ファイルで出⼒することができます。 

帳票出⼒ ⾷品リサイクル法では使⽤しません。 

各種設定 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。 

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・修正することができます。 
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(1) 申請情報管理 
1 「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」

をクリックします。 

 
 

2 「申請情報⼀覧」の画⾯が表⽰されます。 
この画⾯から、新規に申請をすることができます。 
また、⼊⼒・申請した申請情報の検索、申請内容の確認、申請の取下、
申請情報を CSV ファイルで出⼒することができます。 

 
※ ⼀括登録については、⾷品リサイクル法では使⽤しません。 
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(2) 個⼈プロフィール 
1 「各種設定」ボタンをクリックし、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 「申請者情報⼀覧」の画⾯が表⽰されます。 
この画⾯では、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）の確認ができます。 
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(3) 経営体プロフィール 
1 「各種設定」ボタンをクリックし、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 「経営体情報⼀覧」の画⾯が表⽰されます。 
この画⾯では、共通申請サービスに登録されている、申請者の経営体情
報の確認および修正ができます。 
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4.3 お知らせ 
お知らせには、システムメンテナンス情報のように、共通申請サ

ービスを利⽤する全てのユーザに対する告知が表⽰されます。 
 

4.3.1 画⾯構成 
  お知らせ 
「掲載⽇付」が新しい順にお知らせが表⽰されます。 
未読の通知には左端に「新規」が表⽰されます。 
⾒出しをクリックすると表⽰順を並べ替えること
ができます。 
詳しい操作⽅法は、92 ページ「7.1.3 表⽰順番を並
び替える」をご参照ください。 

検索機能 
⼀覧に表⽰する「通知」の絞り
込みを⾏うことができます。 
詳しい操作⽅法は、97 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照く
ださい。 

ボタン 
表⽰している画⾯のページを移動するボタ
ンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ「7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表⽰件数 
１ページに表⽰する「お知らせ」
の件数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ

「7.1.2「１ページあたりの表⽰
件数」の変更」をご参照くださ
い。 表⽰件数 

「お知らせ」の総件数と画⾯に表⽰している
「お知らせ」の件数（通し番号）です。 
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4.3.2 お知らせ内容の確認⽅法 
 

1 確認したいお知らせの「 」ボタンをクリックし、「 」をクリ
ックします。 

 
 

2 「お知らせ」の内容が表⽰されます。 

   

システムメンテナンスのお知らせ（5 ⽉ 3 ⽇（⽇）1:00〜2:00） 

2020/04/24 

システムメンテナンスのお知らせ（5 ⽉ 3 ⽇（⽇）1:00〜2:00） 

共通申請サービスのシステムメンテナンスのため、5 ⽉ 3 ⽇（⽇）1:00〜2:00 の間、１分程度の通信断が複数回発⽣いたします。 
 
メンテナンス期間中、接続が途切れるなどのエラーが発⽣した場合は、お⼿数をお掛けしますが、再接続・再ログインいただき、
操作をやり直していただきますようお願いいたします。 
 
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 
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4.4 通知 
通知には、申請の審査結果やお問い合わせの回答などの通知が

⼀覧で表⽰されます。 
 

4.4.1 画⾯構成 
 
 
 
 
 
 

 
  

通知 
「通知⽇付」が新しい順に「通知」が表⽰されます。 
⾒出しをクリックすると表⽰順を並び替えること
ができます。 
詳しい操作⽅法は、92 ページ「7.1.3 表⽰順番を
並び替える」をご参照ください。 

１ページあたりの表⽰件数 

1 ページに表⽰する「通知」の件
数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ 

「7.1.2「１ページあたりの表⽰
件数」の変更」をご参照くださ
い。 表⽰件数 

「通知」の総件数と画⾯に表⽰している「通
知」の件数（通し番号）です。 

ボタン 

表⽰している画⾯のページを移動するボタ
ンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ「7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

検索機能 
⼀覧に表⽰する「通知」の絞り込
みを⾏うことができます。 
詳しい操作⽅法は、97 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照く
ださい。 
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4.4.2 通知内容の確認⽅法 
 

1 確認したい通知の「 」ボタンをクリックし、「 」をクリック
します。 

 
 

2 「通知」の内容が表⽰されます。 
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4.5 申請の進捗状況の確認⽅法 
共通申請サービスで提出した申請の進捗状況を確認することが

できます。 
 

1 ポータル画⾯右のメニューから「申請の進捗状況を確認する」をクリ
ックします。 

 
 

2 申請情報⼀覧の画⾯が表⽰されますので、検索結果に表⽰されている
⼀覧の「ステータス」で、申請の進捗状況を確認します。 
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主なステータス 
ステータス 説明 

申請待 申請内容を⼊⼒して保存した状態。 

このステータスの場合、まだ申請はされていません。 

申請が差し戻された状態。 

申請内容に何らかの問題があったために、差し戻されると、

このステータスになります。 

都道府県受付待 申請の受付を待っている状態。 

申請直後は、このステータスになります。  地⽅農政局受付待 

国受付待 

都道府県待 申請の受付が⾏われた状態（審査中の状態）。 

地⽅農政局待 

国待 

修正確認待 都道府県、地⽅農政局または国（農林⽔産省本省）におい

て、申請内容が修正され、申請者に修正内容の確認依頼が⾏

われた状態。 

審査完了 申請が承認された状態。 

定期報告の審査が完了されると、このステータスになりま

す。 

却下 申請が却下された状態。 
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4.6 申請可能な⼿続 
申請者ご本⼈が共通申請サービスで申請できる⼿続のうち、申請

していない⼿続を⼀覧で表⽰します。 
 

1 ポータル画⾯右のメニューから「申請可能な⼿続」をクリックします。 
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2 「申請可能な⼿続」が表⽰されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 制度や⼿続に関する資料を、「参考情報」からダウンロードして確認で
きます。資料が掲載されていない場合、この欄は空欄になっています。 

  

検索機能 
⼀覧に表⽰する「申請可能な⼿続」
の絞り込みを⾏うことができま
す。 
詳しい操作⽅法は、97 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照くだ
さい。 

申請可能な⼿続 
申請できる⼿続のうち、申請していない⼿
続を表⽰します。 
⾒出しをクリックすると表⽰順を並べ替え
ることができます。 
詳しい操作⽅法は、92 ページ「7.1.3 表⽰
順番を並び替える」をご参照ください。 

ボタン 

表⽰している画⾯のページを移動するボタ
ンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ「7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

表⽰件数 

「申請可能な⼿続」の総件数と画⾯に表⽰し
ている「申請可能な⼿続」の件数（通し番号）
です。 

１ページあたりの表⽰件数 
１ページに表⽰する「申請可能な
⼿続」の件数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ

「7.1.2「１ページあたりの表⽰
件数」の変更」をご参照ください。 
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4.7 マニュアルの閲覧⽅法 
共通申請サービスの操作マニュアルを閲覧することができます。

マニュアルは PDF ファイルで提供されますので、Adobe Acrobat 
Reader などでご覧ください。 

 
1 ポータル画⾯右のメニューから「操作マニュアル」をクリックします。 

 



38 

2 「マニュアル⼀覧」が表⽰されます。 

 
  

マニュアル 
ダウンロードできるマニュ
アルを⼀覧で表⽰します。 

検索機能 
⼀覧に表⽰するマニュアルをタイトルで絞り
込んで表⽰できます。 
詳しい操作⽅法は、97 ページ｢7.1.6 リスト
検索｣をご参照ください。 

ボタン 
表⽰している画⾯のページを移動するボタ
ンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ｢7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表⽰件数 
１ページに表⽰する「マニュア
ル」の件数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ
｢7.1.2「１ページあたりの表⽰件
数」の変更」をご参照ください。 

表⽰件数 
「マニュアル」の総件数と画⾯に表⽰してい
る「マニュアル」の件数（通し番号）です。 
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3 「マニュアル⼀覧」から、閲覧したいマニュアルのタイトルをクリッ
クします。 

 
 
4 マニュアルの PDF ファイルがダウンロードされますので、ダウンロー

ド後、ファイルを開いてマニュアルを閲覧します。 
ファイルのダウンロード・閲覧の詳しい操作⽅法は、107 ページの
「7.2.1 ファイルのダウンロード」をご参照ください。 

  



40 

4.8 よくあるご質問とその回答(FAQ) 
よくあるご質問の内容とその回答を確認することができます。 
 

1 ポータル画⾯右のメニューから「よくあるご質問」をクリックします。 
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2 「よくあるご質問（FAQ）」が表⽰されます。 
  

検索条件 

「検索結果」に表⽰する内容を絞り込むための条
件です。画⾯表⽰時点では条件を設定していな
い状態です。 
詳しい操作⽅法は、95 ページ「7.1.5 検索条件
による絞り込み表⽰」をご参照ください。 

検索結果 

「よくあるご質問」を
⼀覧で表⽰します。 

ボタン 

表⽰している画⾯のページを移動するボ
タンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ「7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表⽰件数 
１ページに表⽰する「よくある
ご質問」の件数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ

「7.1.2「１ページあたりの表⽰
件数」の変更」をご参照くださ
い。 

検索機能 

⼀覧に表⽰する「よくあるご質
問」の絞り込みを⾏うことがで
きます。 

詳しい操作⽅法は、97 ページ
「7.1.6 リスト検索」をご参照く
ださい。 

表⽰件数 

「よくあるご質問」の総件数と画⾯に表⽰
している「よくあるご質問」の件数（通し
番号）です。 
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3 「検索条件」に確認したい質問のカテゴリやキーワードを設定し、 

「 」ボタンをクリックします。 

 
 

4 回答を確認したい質問の「  」ボタンをクリックし、表⽰された⼀覧
から「詳細」をクリックします。 
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5 「よくあるご質問（FAQ）詳細」画⾯が表⽰され、「A（回答）」を確
認することができます。 

 
 

6 確認が終了したら、「 」ボタンをクリックして画⾯を閉じま

す。 
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4.9 お問い合わせ 
共通申請サービスのシステムに関するお問い合わせを、コールセ

ンターへすることができます。 
 

(1) お問い合わせをする 
 

1 ポータル画⾯右のメニューから「お問い合わせ」をクリックします。 
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2 「お問い合わせ⼀覧」が表⽰されます。 

 

検索条件 

「検索結果」に表⽰する「お問い合わせ」の検索条件を
指定します。 
詳しい操作⽅法は、95 ページ「7.1.5 検索条件による
絞り込み表⽰」をご参照ください。 

お問い合わせ⼀覧 

ご⾃⾝が発信したお問い合わせを⼀覧で表⽰します。 

「新規」ボタン 

「お問い合わせ」を作成
します。 

ボタン 

表⽰している画⾯のページを移動するボタ
ンです。 
詳しい操作⽅法は、104 ページ「7.1.10 ペ
ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表⽰件数 

1 ページに表⽰する「お問い合わ
せ」の件数を変更できます。 
詳しい操作⽅法は、90 ページ

「7.1.2「１ページあたりの表⽰
件数」の変更」をご参照くださ
い。 表⽰件数 

検索結果の総件数と画⾯に表⽰している
「お問い合わせ」の件数（通し番号）です。 検索機能 

⼀覧に表⽰する「お問い合わせ」
の絞り込みを⾏うことができま
す。 
詳しい操作⽅法は、97 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照く
ださい。 
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3 「新規」ボタンをクリックします。 

 
 

4 「お問い合わせ」⼊⼒画⾯が表⽰されますので、「お問い合わせ元情報、
お問い合わせ内容」を⼊⼒します。 
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5 「⽇付、時刻、お問い合わせ番号、お問い合わせステータス、お問い
合わせ先」はお問い合わせ作成時に⾃動的に⼊⼒されます。（⼊⼒する
ことはできません。） 

 
※ 「お問い合わせ先」には、お問い合わせ新規作成時に⾃動的に「コー

ルセンター」が⼊⼒されます。 
 

6 「お問い合わせ元情報」を⼊⼒します。 

 
 

7 「⽒名」には、ご⾃分の⽒名が⾃動的に⼊⼒されます。（変更すること
はできません） 

 
 

8 「都道府県」をクリックし、表⽰される⼀覧から、所在地（住所）の
都道府県を選択します。（必須項⽬） 
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9 「申請先 市区町村」に、所在地（住所）の市区町村を⼊⼒します。 

 
 

10 「連絡先電話番号」、「連絡先メールアドレス」を⼊⼒します。 

 
※ お問い合わせ内容に関する確認等のため、連絡をする場合があり

ますので、連絡先の電話番号⼜はメールアドレスを⼊⼒してくだ
さい。 

 

11 「お問い合わせ内容」を⼊⼒します。 
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12 「お問い合わせ分類」をクリックし、表⽰される⼀覧から、お問い合
わせしたい内容の分類をクリックします。 

 
 

13 お問い合わせに関する「画⾯名称」を⼊⼒します。 

 
 

14 「対象制度」の⼊⼒欄をクリックし、表⽰された⼀覧から⾷品リサイ
クル法をクリックします。 
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15 お問い合わせの「タイトル」を⼊⼒します。 

 
 

 

16 「お問い合わせ内容」を⼊⼒します。 
（必須項⽬） 

 
 

17 「回答」欄にはお問い合わせに対する回答が表⽰されます。新規のお
問い合わせ作成時は何も表⽰されていない状態です。 
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18 お問い合わせ内容⼊⼒後、画⾯右下にある「 」ボタンをク
リックします。 

  
※ 必須項⽬である「都道府県」、「タイトル」、「お問い合わせ内容」のい

ずれかが⼊⼒されていない状態で「 」ボタンをクリックす
ると、「（都道府県／タイトル／お問い合わせ内容）は必須⼊⼒項⽬で
す。必ず⼊⼒してください。」とメッセージが表⽰されます。 
その場合は、指定された箇所に⼊⼒後、再度「 」ボタンを
クリックします。 
 

※ お問い合わせしない場合は「 」ボタンまたは「 」ボタン
をクリックします。 
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19 お問い合わせが正常に送信されると、「お問い合わせを送信しまし
た。」と表⽰されます。 

20 「検索結果」に送信したお問い合わせのステータスが「受付待」とし
て表⽰されます。 

 
 
※ お問い合わせのステータスは以下のとおりです。 

ステータス 内容 

受付待 お問い合わせを送信し、コールセンターでの受付を待ってい

る状態です。 

「再問合せ」をした場合も同じ状態となります。 

対応中 コールセンターがお問い合わせに対応中の状態です。 

回答済 コールセンターから回答が返信された状態です。 

ポータル画⾯の通知に「照会回答通知」が届き、お問い合わ

せの回答内容欄には回答が記載されています。 

完了 「 」ボタンをクリックした状態です。 

該当のお問い合わせは完了となります。 
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(2) 回答を確認する 
1 コールセンターから回答が返信されると、ポータル画⾯の通知に「照

会回答通知」が届きます。 
通知内容を確認する場合は「 」ボタンをクリックし、「 」を
クリックします。 

 
 

2 通知結果が表⽰されます。 
確認後、「 」ボタンをクリックして画⾯を閉じます。 
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3 「(1)お問い合わせをする」と同様の操作⽅法でお問い合わせ⼀覧を表
⽰します。「検索結果」より、確認するお問い合わせの「 」ボタン
をクリックし、「編集」をクリックします。 

 
 

4 「お問い合わせ」画⾯が表⽰されます。 
「お問い合わせ」画⾯下部の「回答」欄に、回答が表⽰されます。 
記載された回答内容で問い合わせが解決できた場合、「 」ボタ
ンをクリックします。 
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5 「お問い合わせを解決しました。」とメッセージが表⽰されます。 
「検索結果」のお問い合わせのステータスが「完了」と表⽰されます。 

 
 

6 追加でお問い合わせをする場合は、「 」ボタンをクリックしま
す。再問合せの画⾯が表⽰されるので、お問い合わせ内容を 
⼊⼒し、「 」ボタンをクリックします。 
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7 画⾯上部に「再問合せを送信しました」とメッセージが表⽰されます。 

 
画⾯を閉じる場合は「 」ボタン、または「 」をクリックします。 
 

8 「検索結果」に送信したお問い合わせがステータス「受付待」として
表⽰されます。 

 
※ 「再問合せ」後の確認⽅法は、お問い合わせの確認⽅法と同じです。 

 


