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6.1.3 申請内容の入力、申請の提出、取下
げ 

申請内容を入力します。 
 

1 「6.1.1新規の申請」（99ページ）、「6.1.2過去の申請情報を利用した申
請」（106ページ）、「6.1.5一時保存からの再開」（117ページ）の手順
で、「申請書の編集」画面を表示します。 

 
ボタンとその機能 
ボタン 機能 

 入力した内容で申請します。 

 入力した内容を共通申請サービスに一時保存します。 

入力を一時中断するときや、申請内容の入力途中でデータが消失す

ることを防ぐため、一時保存してください。 

 一時保存した内容（この画面に表示されている課題提案書等の申請

のデータ全て）を削除します。 

 入力した内容を保存しないで「申請書の編集」画面を閉じます。入

力した内容を保存する場合は、これらのボタンをクリックする前

に、必ず「      」をクリックしてください。 

 課題提案書等を PDFファイルで出力します。 

 

申請 

一時保存 

削除 

キャンセル 

帳票出力 

一時保存 
× 
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入力項目と入力欄 

 
 

 
 

 

入力チェックとエラーメッセージ 

 
 

 

 

2 「申請年月日」は、入力欄をクリックすると表示されるカレンダー上で
申請年月日を選択するか、西暦で入力してください（例：2020/4/1）。 
カレンダーの詳しい操作方法は、182ページ「7.1.8カレンダー入力機
能」をご参照ください。 

 

i 「 」に、マウスカーソルを重ねると
吹き出しで補足説明が表示されます。 

 

「 」は、必ず入力する必要
がある項目（必須項目）です。 

背景が白色の入力欄  ：入力することができます。 
背景がグレー色の入力欄：入力することはできません。 

入力内容の形式に誤りがあると、次の欄に移動したときに、入力欄の枠が赤
色になり、その下に赤字でエラーメッセージが表示されます（正しい形式に
修正すると元の表示に戻ります。）。 
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3 提出先（地域レベル）で「国」、提出先（地域名）で「農林水産省」を
選択します。 

 
 

4 公募要領に従って作成した課題提案書を、以下の「ファイルをアップロ
ード」をクリックしてファイルを選択するか、「またはファイルをドロ
ップ」の囲みにファイルをドロップしてアップロードしてください。ア
ップロードできるファイル形式はword形式です。 

 
 

5 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料を、以下の「ファイルをアッ
プロード」をクリックして関係書類のファイルを選択するか、「または
ファイルをドロップ」の囲みに関係書類のファイルをドロップしてアッ
プロードしてください。ファイルが複数ある場合は、異なるファイル名
を付けて、アップロードやドロップの操作を繰り返し行ってください。
アップロードできるファイル形式は pdf 形式です。アップロードでき
る容量は合計７メガバイトまで、アップロードできるファイル数は合計
10ファイルまでです。 

 
 
※ データ消失を防ぐために入力途中で「一時保存」をクリックするよう
にしてください。「一時保存」をクリックすると、保存した状態から
再開することができます。 
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6 以上で申請内容の入力は終了です。 
入力した内容で申請を提出する場合は、画面下部の「申請」ボタンをク
リックしてください。 
後で申請する場合は、画面下部の「一時保存」ボタンをクリックして一
時保存してください。 
一時保存の詳しい操作方法は、116ページ「6.1.4入力内容の一時保存」
をご参照ください。 
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7 申請ボタンをクリックすると、申請内容のエラーチェックが行われます。 
エラーが見つかった場合は、画面上部に、赤い背景のエラーメッセージ
が表示され、申請が中断されます。 
メッセージ内容に従って、申請内容を確認・修正し、再度「申請」ボタ
ンをクリックしてください。 

 
 

8 エラーチェックで、ワーニング（警告）が見つかった場合は、画面上部
に、黄色い背景のメッセージが表示されます。 
メッセージの内容を確認し、問題がなければ「申請」ボタンをクリック
して申請してください。 
申請内容を確認・修正する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックし
てから、確認・修正し、再度「申請」ボタンをクリックしてください。 
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9 エラーチェックで、申請内容にエラーが見つからなかった場合は、画面
上部に、赤字で「以下の内容で間違いがなければ、「申請ボタン」を押
してください。」とメッセージが表示されます。 
入力内容に問題がなければ、「申請」ボタンをクリックします。 
申請を中断する場合は、「キャンセル」をクリックします。 

 
 
※ 「申請」ボタンを押すと、この欄に表示された国（農林水産省本省）
に申請が提出されます。 

 
10 「申請」ボタンクリック後、正常に申請された場合は、「申請書の編集」

画面が自動的に閉じて、「あなたの申請一覧」画面に戻り、画面上部中
央に緑色の背景で「保存されました」と表示されます。 
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11 提出した申請の受付、審査の状況を、「あなたの申請一覧」画面の「ス
テータス」欄（画面の一覧の見出しに「ス…」と表示されている欄）で
確認することができます。 
ステータスの詳細は、131ページ「6.2 申請情報の受付・審査状況の確
認」をご参照ください。 

 
 

12 申請した後であっても、申請先で受付がまだ行われていない状態（ステ
ータスが「…受付待ち」）であれば、申請を取り下げることができます。 
申請を取り下げる場合は、「あなたの申請一覧」画面で、取り下げたい
申請の「 」ボタンをクリックし、「申請書の編集」画面が表示された
ら、画面下部の「 」ボタンをクリックしてください。 
取下げ後に、申請内容を修正して再度申請することができます。 
 

 
 
 

 

  

申請 一郎 

申請 一郎 
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6.1.4 入力内容の一時保存 
入力した内容を共通申請サービスに一時保存します。 
入力を一時中断するときや、パソコンの不具合などによる入力内容の消失

を防ぐため、申請内容の入力途中でも一時保存してください。 
 

1 入力した申請内容を一時保存する場合は、「申請書の編集」画面下部の
「一時保存」ボタンをクリックします。 
正常に一時保存されると、画面の上部に「一時保存されました」とメッ
セージが表示されます。 

 
 

2 入力を中断する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、「申請書
の編集」画面を閉じます。 
また、このまま申請内容の入力を継続することもできます。 
 
一時保存からの再開は、117ページ「6.1.5一時保存からの再開」をご
参照ください。 
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6.1.5 一時保存からの再開 
1 「あなたの申請一覧」画面から一時保存した申請の「 」ボタンをクリ

ックします。 

 

 
 

2 「申請書の編集」画面が表示され、一時保存したところより項目を入力
することができます。 

 
 

  

申請 一郎 
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6.1.6 申請情報の削除 
申請する必要がなくなった申請情報を削除する手順です。ステータスが「申

請待ち」の申請情報は、削除することができます。 
 

1 「あなたの申請一覧」画面から削除したい申請情報の「 」ボタンをク
リックします。 

 

 
  

申請 一郎 



119 

2 「申請書の編集」の画面に申請内容が表示されますので、削除対象の申
請情報であることを確認した上で、画面下部の「削除」ボタンをクリッ
クし、確認メッセージが表示されたら、再度「削除」ボタンをクリック
します。 
 正常に削除されると、画面の上部に「削除されました」とメッセージが
表示されます。 
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6.1.7 修正通知が届いたら 
※本事業の課題提案書等の提出の手続においてはこの機能を使用しません。
提出された申請はそのまま審査しますので、不備のないよう提出前に十分ご
確認ください。 
申請の提出後、認定庁から、申請内容の修正について、申請者に確認を依

頼する「修正通知」が届いた場合の対応手順です。 
修正通知は、電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、ポー

タル画面の通知欄に表示されます。 
 

(1) 修正通知をポータル画面の通知欄で確認する 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、修正通知の「 」ボタンをク

リックします。 

 
   

2 修正通知の内容が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請書の編集」画面が表示されます。 
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(2) 申請書の修正内容を確認する 
1 修正通知の内容に記載のある URL をクリックすると、「申請書の編集」

画面が表示されます。 
修正内容確認のため、「修正記録」タブをクリックします。 

 
 

2 申請内容の修正履歴と、認定庁が入力した修正記録が表示されます。 
修正履歴と修正記録を確認後、「同意」もしくは「同意しない」をクリ
ックします。 
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(3) 修正内容に同意する場合 
1 修正内容に同意する場合は、「 」ボタンをクリックします。 

 
 
2 表示された「同意確認」画面の「 」ボタンをクリックします。 

 
 
3 ボタンクリック後、「結果を送信しました」と表示されます。 

修正を同意した申請のステータスが「…審査中」の状態になります。 
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(4) 修正内容に同意しない場合 
1 修正内容に同意しない場合、「 」ボタンをクリックします。 

 
 
2 ボタンクリック後、「同意しない理由」を入力する画面が表示されます。

同意しない理由を入力し、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

3 ボタンクリック後、「結果を送信しました」と表示されます。 
修正を同意した申請のステータスが「…審査中」の状態になります。 

 
 

4 認定庁では、「同意しない」理由の確認と、申請内容の審査が継続して
行われます。 
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6.1.8 差戻し通知が届いたら 
※本事業の課題提案書等の提出の手続においてはこの機能を使用しません。
提出された申請はそのまま審査しますので、不備のないよう提出前に十分ご
確認ください。 
申請の提出後、認定庁から、申請内容の見直しや修正などを申請者に依頼

する「差戻し通知」が届いた場合の対応手順です。 
差戻し通知は、電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、ポ

ータル画面の通知欄に表示されます。 
 

(1) 差戻し通知をポータル画面の通知欄で確認する 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、差戻し通知の「 」ボタン

をクリックしします。 

 
 

2 通知結果が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請書の編集」画面が表示されます。 

 

  



125 

(2) 差戻し理由を確認し、必要な修正の上、再度申請する 
1 修正通知の内容に記載のある URL をクリックすると、「申請書の編集」

画面が表示されます。 

 
2 「申請書の編集」画面が表示されます。 

「申請書の編集」画面の一番下にある「差戻・却下事由」を確認し、申
請内容を修正します。 

 
 

3 申請内容の修正後、「 」ボタンをクリックして再度申請します。 
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6.1.9 承諾通知が届いたら 
※本事業の課題提案書等の提出の手続においては、申請の受理は課題提案書
等に記載されたメールアドレスに個別にメールをお送りすることにより連絡
します。eMAFFからの通知はいたしませんのでご了承ください。 
農業経営改善計画が認定されると「承諾通知」が届きます。承諾通知は、

電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、ポータル画面の通知
欄に表示されます。 
また、認定庁が、共通申請サービスの「認定書出力」機能で、申請者に「農

業経営改善計画認定書」を電子的に交付する場合は、共通申請サービスから
認定書をダウンロードしてください。なお、認定書の交付方法については、
認定庁にご確認ください。 

 

(1) 承諾通知をポータル画面の通知欄で確認する 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、承諾通知の「 」ボタンを

クリックします。 
承諾通知のタイトルは以下になります。 
「認定農業者制度 農業経営改善計画認定の申請手続承諾通知」 

 

 

2 通知結果が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請情報詳細」画面が表示されます。 
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(2) 「農業経営改善計画認定書」を出力する 
1 承諾通知の内容に記載のある URL をクリックすると、「申請情報詳細」

画面が表示されます。 
 

2 「申請情報詳細」画面が表示されますので、画面下の「    」ボタ
ンをクリックします。 

 
 

3 認定書出力を開始します。 
出力中は以下の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。 
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4 しばらくすると、画面の一番下にメッセージが表示され、認定書の PDF
ファイルをダウンロードすることができます。 
ファイルのダウンロード・閲覧の詳しい操作方法は、193 ページの
「7.3.1ファイルのダウンロード・閲覧」をご参照ください。 

 
 
※ ブラウザのポップアップブロックの機能でファイルをダウンロード
できない場合は、ブロックを解除してください。 
ブロック解除の詳しい操作方法は、196ページ「7.3.2ポップアップ
ブロックの解除」をご参照ください。 

 
※ 帳票出力の処理に時間がかかる場合は、以下のメッセージが表示さ
れます。この場合、処理完了次第、メールおよびポータルの通知欄に
出力帳票のダウンロード URL が通知されます。詳しい操作方法は、
190 ページ「7.1.11 出力帳票のダウンロード」をご参照ください。
なお、帳票出力処理中に、続けて別の操作をすることができます。 
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※ 「農業経営改善計画認定書」の出力イメージ 
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6.1.10 却下通知の確認 
※本事業の課題提案書等の提出の手続において、補助金交付候補者となった
旨、またはならなかった旨の通知は、eMAFF上では行いませんので予めご了
承ください。 
認定庁における審査の結果、申請が却下されると「却下通知」が届きます。 
却下通知は、電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、ポー

タル画面の通知欄に表示されます。 
 

(1) 却下通知をポータル画面の通知欄で確認する 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、却下通知の「 」ボタンを

クリックーします。 
却下通知のタイトルは以下になります。 
「認定農業者制度 農業経営改善計画認定の申請手続却下通知」 

 
 

2 通知結果が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請情報詳細」画面が表示されます。 
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6.2 申請情報の受付・審査状況の確認 
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 画面上部のメニューから「申請」をクリックし、「申請情報管理」をク
リックします。 
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2 「あなたの申請一覧」の画面が表示されますので、検索条件の下に表示
されている一覧の「ステータス」欄（画面の一覧の見出しに「ス…」と
表示されている欄）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 

申請待ち 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。 

申請を取り下げた状態。 

申請の受付前に、申請を取り下げると、このステータス

になります。 

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。 

国審査受付待ち 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。  

国審査中 申請の受付が行われた状態（審査中の状態）。 

修正確認待ち 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。 

本事業では、申請者からの申請内容をそのまま審査しま

すので、国から申請内容の修正を求めることはありませ

ん。 

審査完了 申請が承認された状態。 

本事業では、共通申請サービスでの承認は行わず、別途

通知するため、このステータスにはなりません。 

却下 申請が却下された状態。 

本事業では、共通申請サービスでの承認は行わず、別途

通知するため、このステータスにはなりません。 
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6.3 申請情報の帳票出力（PDFファイ
ル出力） 

※本事業において、この機能は使用しません。 
共通申請サービスに登録されている申請情報を PDF ファイルの出力帳票

（申請様式のイメージ）で出力できます。 
PDF ファイルを印刷することで申請内容を紙ベースで取扱うことができ

ます。 
 

1 画面上部のメニューより「申請」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。 
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2 「申請情報一覧」の画面が表示されます。 

帳票出力したい申請の「  」ボタンをクリックします。 

 
 

3 「申請情報詳細」画面が表示されますので、画面下の「 」ボタン
をクリックします。 
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4 帳票出力を開始します。帳票出力中は以下のメッセージが表示されます。 

 
 
5 しばらくすると、画面の一番下にメッセージが表示され、出力帳票の

PDFファイルをダウンロードすることができます。 
ファイルのダウンロード・閲覧の詳しい操作方法は、193 ページの
「7.3.1ファイルのダウンロード・閲覧」をご参照ください。 

 
 
※ ブラウザのポップアップブロックの機能でファイルをダウンロード
できない場合は、ブロックを解除してください。 

ブロック解除の詳しい操作方法は、196ページ「7.3.2ポップアップブ
ロックの解除」をご参照ください。 

 
※ 帳票出力の処理に時間がかかる場合は、以下のメッセージが表示さ
れます。この場合、処理完了次第、メールおよびポータルの通知欄に
出力帳票のダウンロード URL が通知されます。詳しい操作方法は、
190 ページ「7.1.11 出力帳票のダウンロード」をご参照ください。
なお、帳票出力処理中に、続けて別の操作をすることができます。 
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※ 出力帳票「農業経営改善計画認定申請書」の様式イメージ 
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6.4 申請情報の CSVファイル出力 
共通申請サービスに登録されている申請情報を CSV ファイルで出力でき

ます。 
出力した CSVファイルを編集することで、申請情報を加工・分析等に活用

することができます。 
 

1 画面上部のメニューより「申請」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。 
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2 あなたの申請一覧の画面が表示されます。 

 

 
 

3 あなたの申請一覧で出力したい申請情報にチェックを入れ、「 」
ボタンをクリックすると、申請情報の CSV ファイル出力が開始されま
す。なお、複数の申請情報をチェックすることで、まとめて出力するこ
とができます。 

 
  

申請 一郎 
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4 画面の一番下にメッセージが表示され、申請情報の CSV ファイルをダ
ウンロードすることができます。 
ファイルのダウンロード・閲覧の詳しい操作方法は、193 ページの
「7.3.1ファイルのダウンロード・閲覧」をご参照ください。 

 
 

※ ブラウザのポップアップブロックの機能でファイルをダウンロード
できない場合は、ブロックを解除してください。 
ブロック解除の詳しい操作方法は、196ページ「7.3.2ポップアップ
ブロックの解除」をご参照ください。 
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