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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、190 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、193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、
187 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 



135 



136 
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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、190 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、193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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6.5 申請内容に関するお問い合わせ 
「申請書の編集」画面で、申請の提出先（認定庁）に、申請内容に関するお
問い合わせをすることができます。 
この機能は、申請の提出先に、申請内容に関するお問い合わせをする機能

のため、事前に、申請の提出先が入力されている申請情報を保存しておく必
要があります。 

 

(1) お問い合わせ内容の入力・送信 
1 「あなたの申請一覧」画面に表示されている申請情報の中から、お問い

合わせをする申請情報の右端の「 」ボタンをクリックします。 

 

 
 

2 「申請書の編集」画面が表示されたら、「お問い合わせ」タブをクリック
します。 

  

この欄に、提出先が表示されて
いる必要があります。 

申請 一郎 
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3 お問い合わせの内容が表示されます。 
新規のお問い合わせをする場合、「お問い合わせ作成」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、「タイトル」と「お問い
合わせ内容」を入力します。 
「日付、時刻、お問い合わせ番号、お問い合わせ元、お問い合わせ先、
お問い合わせステータス」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）。 

 
  



142 

5 「タイトル」（必須）、「お問い合わせ内容」（必須）を入力します。 
また、任意でファイルを添付することができます。 

 
※ 必須項目である「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、「（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「 」ボタンをクリックします。 
 
 

6 「お問い合わせ」ボタンをクリックすると、お問い合わせ内容確認画面
が表示されます。 
お問い合わせ先、及びお問い合わせ内容に誤りがないことを確認し、送
信ボタンをクリックします。 

 
※ 記載内容を修正したい場合は「 」ボタンをクリックします。 
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7 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。 
「検索結果」に送信したお問い合わせのステータスが「対応中」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 

対応中 お問い合わせ先が対応中の状態です。 

回答済 お問い合わせ先から回答が返信された状態です。 

ポータル画面の通知に「申請照会回答通知」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。 

  

申請 一郎 
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(2) 回答を確認する 
1 審査組織から回答が返信されると、ポータル画面の通知に「申請照会回

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。 

 
 

3 申請照会回答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（申請済みの場合は「申請書の参照」）」画面が表示されます。 
回答内容確認のため、「お問い合わせ」タブをクリックします。 
※ 「申請書の編集」画面では、未完了のお問い合わせがある場合には、
「 」アイコンを表示します。 
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4 お問い合わせ一覧より、確認するお問い合わせの「 」ボタンをクリッ
クします。 

 
 

5 「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。 

 
  

申請 一郎 
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6 「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。 

 
 

7 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。 

 
 

 

申請 一郎 
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8 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「 」ボタンをクリックします。 
 

9 「検索結果」に送信したお問い合わせがステータス「対応中」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。 

  

申請 一郎 
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6.6 代理申請 
申請者は、代理申請の機能を利用して、共通申請サービスでの申請内容の

入力・申請を、行政書士等の申請代行者に委託することができます。 
申請代行者は、自ら取得したアカウント（gBizIDプライム）で共通申請サ

ービスにログインし、申請者に代わって、申請内容の入力や申請、審査結果
に関する対応を行います。 
なお、代理申請を委託するための契約等につきましては、別途、申請者と

申請代行者との間で事前に行ってください。 
 

共通申請サービス上で代理申請を行うための処理 
第三者が無断で代理申請を行うことなどがないように、申請者および申
請代行者は、共通申請サービス上で、代理申請の委託・受託の処理を行
います。 

 
 

共通申請サービス上で、申請者が申請代行者に依頼し、申請代行者が承
諾した場合に限って代理申請が可能となります。 
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代理申請を受託するための準備 
申請代行者が、申請者からの代理申請依頼を受付けるためには、申請代
行者の機能を有効化する必要があります。機能の有効化は、「経営体プ
ロフィール」画面にて行うことが可能です。 
※「経営体プロフィール」画面の詳細については、77ページ「5.1.2経
営体プロフィール」を参照してください。 
 
申請代行者の機能を有効化する場合は、「経営体プロフィール」画面に
て「プロフィール設定」の「・申請代行者の機能を利用する」のチェッ
クを下図のように「ON」に変更してください。 

 
設定の変更後、「経営体プロフィール」画面の「    」ボタンをクリ
ックし、設定を保存してください。 

 
申請代行者の機能を有効化した場合、共通申請サービス上で法人名/屋号、
代表者、市町村が公開されます。 

  

（参考） 
OFF 
 
ON 
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6.6.1 代理申請の委任・受任 
申請者が、申請代行者に代理申請を依頼し、申請代行者が代理申請を引き

受ける手順です。 
 

(1) 申請者による代理申請の委任 
1 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代

理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 
 

2 「代理申請一覧」画面が表示されます。 

 

  



151 

3 「代理申請一覧」画面の「     」をクリックすると「経営体情報検
索」画面が表示されますので、「経営体情報検索」画面の検索条件に、
申請代行者の「法人名/屋号」や「代表者氏名」を入力し、「   」ボ
タンをクリックして、申請代行者の経営体情報を検索します。 

  
※ 申請代行者が「申請代行者の機能」を有効にしていない場合は、表示
されません。その場合は、別途、申請代行者に同機能を有効にするよ
うに連絡してください。 

 
4 代理申請を依頼する申請代行者が一覧に表示されたら、左端の「○」を

クリックして選択（  ）した後に、「   」ボタンをクリックします。 

 
 

5 「経営体情報検索」画面で選択した申請代行者の経営体 IDが、代理申請
一覧画面の「経営体 ID」に設定されます。 
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6 「制度」の入力欄をクリックし、申請代行者に代理申請を依頼する制度
をクリックします。 

 
 

7 申請者が過去に申請した内容について、申請代行者による閲覧を認める
場合、「過去申請内容閲覧」を可にします。 

 
 

8 申請者の経営体プロフィールの内容について、申請代行者による閲覧を
認める場合、「経営体プロフィール閲覧」を可にします。 

 
 

9 「      」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されま
す。 

 
確認メッセージに表示されている申請代行者（代理経営体）の法人名/
屋号、代表者氏名、所在地（都道府県、市区町村）を確認し、再度、
「      」ボタンをクリックします。 
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10 代理経営体一覧に、代理申請の委任を依頼した申請代行者の情報が表示
されます。 

 
 

※ この時点では、申請者から申請代行者に依頼をしている状態であり、
代理申請の委任は完了していません。申請代行者には、電子メールお
よびポータル画面の通知欄に、代理申請依頼が届きます。 

 
※ 申請代行者が、申請者からの代理申請の依頼について、承諾または不
承諾をすると、申請者に、代理申請結果通知が届きます。代理申請結
果通知の確認に関する詳しい操作手順については、158ページ「(3) 
申請者による代理申請結果通知の確認」をご参照ください。 
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(2) 申請代行者による代理申請の受任 
申請代行者は、電子メールやポータル画面の通知欄で、申請者からの代理

申請依頼通知が届いていることを確認し、代理申請を受任します。 
 

1 ポータル画面の通知欄に表示されている代理申請依頼通知の「  」ボ
タンをクリックします。 

 
 

2 事前に代理申請の契約等を交わした申請者からの依頼であることを確
認し、「承諾」ボタンをクリックします。契約等を行った覚えのない依
頼の場合は、「不承諾」をクリックします。 

  
※ 「承諾」、「不承諾」の操作を行うと、申請者の電子メールアドレスお
よびポータル画面の通知欄に、承諾または不承諾に関する結果通知
が届きます。  
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3 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代
理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

4 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理申請の依頼者の経営体情報
が表示されます。 

 
 
 

5 代理申請の受任を承諾した場合、依頼者のステータスが「承諾」になっ
ていることを確認します。 
※ 不承諾した場合、ステータスが「不承諾」になります。 
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6 承諾した場合、申請代行者は、代理申請の依頼者に代わって申請内容を
入力し、申請することができるようになります。 

申請代行者は、申請内容を入力する「申請情報詳細」画面において、「別
名義で申請」ボタンを押下して、表示された依頼者の一覧から該当の依
頼者を選択し、その依頼者に代わって申請情報の入力と申請を行います。 

 
 

 
※ 申請提出後に、各審査組織から届く、修正確認、差戻し、承諾、却下
等の通知については、依頼者と申請代行者の双方に、電子メールおよ
びポータル画面の通知欄で通知されます。 
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7 依頼者が「過去申請内容閲覧」を可にしていた場合、申請代行者は、依
頼者が過去に申請した内容を、「申請情報一覧」画面から閲覧できるよ
うになります。 

 
 

8 依頼者が「経営体プロフィール閲覧」を可にしていた場合、申請代行者
は、依頼者の経営体の内容を、「経営体情報一覧」画面から閲覧できる
ようになります。 
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(3) 申請者による代理申請結果通知の確認 
申請者は、電子メールやポータル画面の通知欄で、申請代行者が代理申請

の依頼を承諾したか否かを通知する代理申請結果通知が届いていることを確
認することができます。 

 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、代理申請結果通知の「  」

ボタンをクリックします。 

 
 

2 申請代行者が代理申請の依頼を「承諾」した場合は、承諾された旨が表
示されます。 

 
※ 「不承諾」した場合には、不承諾された旨が表示されます。 
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3 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代
理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

4 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理経営体一覧に申請代行者の
情報が表示されます。 

 
 

5 代理経営体一覧の「ステータス」で、申請代行者が代理申請の依頼を「承
諾」または「不承諾」したことを確認します。 

 

  



160 

6.6.2 代理申請の解除 
申請者は、申請代行者への代理申請を解除することができます。申請者が

代理関係を解除した場合、申請代行者に対して電子メールで通知されます。 
なお、申請代行者から代理申請を解除することはできません。 
 

(1) 申請者による代理申請の解除 
1 ポータル画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧

から「代理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

2 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理申請を依頼した申請代行者
の情報が表示されます。 
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3 代理申請を解除したい申請代行者の「   」ボタンをクリックし、表示
されたメニューから「解除」をクリックします。 

 
 

4 画面上部に登録解除のメッセージが表示され、代理経営体一覧の「解除
日」に解除を行った日が設定されます。 
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(2) 申請代行者による代理申請解除の確認 
申請代行者は、電子メールで、申請者からの代理申請解除に関する通知を

確認できるほか、共通申請サービスの「代理申請者一覧」画面でも、代理申
請が解除されたことを確認することができます。 

 

1 ポータル画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧
から「代理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

2 「代理申請一覧」画面を表示すると、代理経営体一覧の「解除日」に解
除が行われた日が設定されています。 
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7 補足資料 
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7.1 共通操作 
共通申請サービスで共通する各種操作方法を記載します。 
 

7.1.1一覧の文字表示方法の変更（ラップ／クリップ） 
7.1.2「１ページあたりの表示件数」の変更 
7.1.3表示順番を並び替える 
7.1.4サーチ機能 
7.1.5検索条件による絞り込み表示 
7.1.6リスト検索 
7.1.7文書・画像ファイルのアップロード／ダウンロード機能 
7.1.8カレンダー入力機能 
7.1.9入力欄の追加／削除 
7.1.10ページ送り 
7.1.11出力帳票のダウンロード 

 
 
 

7.1.1 一覧の文字表示方法の変更（ラップ
／クリップ） 

(1) 概要 
一覧の文字表示方法を以下 2通りより選択することができます。 
テキストをラップ 折り返してすべての文字を表示 

テキストをクリップ 幅に合わせて文字を表示 

（幅に収まらない文字を切捨て表示） 

※ 初期設定は「テキストをクリップ」です。 
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(2) 操作方法 
1 一覧の各項目名の右側「 」ボタンをクリックし、表示される一覧か

ら表示方法をクリックします。 

 
 

2 「テキストをラップ」を選択すると、対象項目の列内の幅に収まるよう
に文字を折り返して表示します。 
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3 「テキストをクリップ」を選択すると、対象項目の列内の幅に収まらな
い文字を切捨てして表示します。 
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※ 「検索結果」各項目の境目線をクリックしたままドラッグすることで、
項目列の幅を調整できます。 

 
 
 

 
 
 

 
  

項目の境界線をクリックします 

項目の境界線をクリックしたまま
広げたい位置まで移動（＝ドラッ
グ）します 

項目列の幅を変更することができます 
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7.1.2 「１ページあたりの表示件数」の変
更 

(1) 概要 
１ページ（画面）に一度に表示する件数を変更することができます。 
初期設定は「5件」です。 

 
 

 
 
 
 

(2) 操作方法 
1 1 ページ当たりの表示件数を変更したい場合は、「1 ページあたりの表

示件数」の「 」をクリックし、表示された一覧から希望する表示件
数をクリックします。 

「1ページあたりの表示件数」で
設定した件数が表示されます 

一度に表示する件数を設定します。 
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2 選択後、表示件数が更新されます。 

 
  

例）「1ページあたりの表示件数」に「10」
を設定した場合、一度に 10 件の情報が
表示されます。 
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7.1.3 表示順番を並び替える 
(1) 概要 

タイトル行をクリックすることで情報の並び替えをすることができま
す。 
↑ 昇順 

↓ 降順 

 

(2) 操作方法 
1 クリック時の矢印が上の状態で、「昇順」に並びます。 

 
 

2 クリック時の矢印が下の状態で、「降順」に並びます。 

 
 
※ 表示順番はクリックするたびに変わります。（昇順⇔降順） 
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