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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。  
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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 ※4 

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 Windows10以外はサポート対象外です。 
※2 ブラウザは最新のバージョンをお使いください。 
※3 Microsoft Internet Explorer（IE）では、共通申請サービスを利用でき

ません。 
※4 古いバージョン「Microsoft Edge レガシ」の動作保証は令和 2年 12月

までとなっています。令和 3 年 1 月以降は、新しいバージョンの
Microsoft Edge を利用してください。パソコンに導入されている
Microsoft Edgeのバージョンは、アイコンのデザインで確認することが
できます。 

新しいバージョン 
「新しい Microsoft Edge」 

のアイコン 

古いバージョン 
「Microsoft Edge レガシ」 

のアイコン 
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1.3 共通申請サービスの稼働時間 
共通申請サービスは、システムメンテナンスの時間帯を除き、原則として、

24 時間 365 日利用することができます。なお、システムメンテナンスの実
施予定は、共通申請サービスのポータル画面（27ページ「4.1ポータル画面
の構成」参照）で確認してください。  
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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
し申請を提出 
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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
トを利用して補助金の申請等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。 
なお、gBizIDプライムのアカウントで作成することができる gBizIDメン

バーのアカウント（同じ法人に所属する従業員用のアカウント）でも補助金
等の申請を行うことができます。 
  

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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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、60ページの「4.11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。  

https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
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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 「gBizIDでログイン」ボタンをクリックします。 

  

https://e.maff.go.jp/
https://e.maff.go.jp/
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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、17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、
二要素認証の認証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認証コードを画面の「認証コード」欄に入力し、
「 」ボタンをクリックしてください。 
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※ 二要素認証の認証コードは、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】ログイン用の認証コードが発行されました。 
  
＜本文＞ 
ログイン用の認証コードが発行されました。 
  
認証コード：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 受信したい電子メールの種類の設定、および「代理申請」、「グループ申
請」を利用するかどうかの設定をし、「 」ボタンをクリックします。 
この画面は、初回ログイン時にのみ表示されますが、これらの設定は後
から他の画面で変更することができます。詳しい操作方法は、74 ペー
ジ「5.1.1 個人プロフィール」および 77 ページ「5.1.2 経営体プロフ
ィール」をご参照ください。また、下図のとおり、標準の設定では、個
人情報が公開されることはありませんので、このまま先に進んでいただ
いても問題ありません。 

 

  

申請代行者の機能を利用
する 
代理申請を行う申請代行
者のための設定です。代
理申請を依頼する側の申
請者は設定しないでくだ
さい。 
 
 
グループ申請の参加依頼
を許可する 
本事業の申請では使用し
ません。 
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10 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。 
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3.4 自動ログアウト 
共通申請サービスの画面を操作しない状態が２時間以上続くと、セキュリ

ティ確保のため、自動的にログアウトされます。この際、入力途中のデータ
は保存されませんので、入力を中断する場合は、データを一時保存するよう
にしてください。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。 
なお、下記のメッセージが表示された場合は、「続けて使用する」ボタンを

クリックすると、自動ログアウトされずに引き続き使用することができます。
メッセージ表示後 30秒経過すると自動的にログアウトされます。 
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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、申請者用のポータル画面が表示され

ます。ここから、各種操作メニュー画面に移動します。 

 

  
 

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。 

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
からログアウトする
場合は、「 」ボタン
をクリックし、表示さ
れたメニューから「ロ
グアウト」を選択して
ください。 

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。 

操作マニュアル 
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。 

よくあるご質問 
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。 

お問い合わせ 
共通申請サービスのシステムに関するお
問い合わせをすることができます。 

（ホーム） 
ポータル画面に戻るためのボタンです。 

申請 
農業経営改善計画の認定の申請、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。 
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新規申請 
新規申請を行うことが
できます。 
詳しい操作方法は 99
ページ「6.1.1 新規の
申請」をご参照くださ
い。 

過去の申請データ
の確認・活用 
申請の受付・審査の状
況確認や、過去に提出
した申請情報をコピー
して新たな申請を行う
ことができます。 
詳しい操作方法は 106
ページ「6.1.2過去の申
請情報を利用した申
請」をご参照ください。 

ダッシュボード 
申請した内容のステータス別申請件数が表示されます。詳しい
操作方法は 50 ページ「4.8 ダッシュボード」をご参照くださ
い。 
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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 
画面上部のメニューについて説明します。 

 
 

メニュー 説明 

申請 申請情報管理 補助金の申請等、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 本事業の申請では使用しません。 

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。 

代理申請一覧 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。 

グループ管理 本事業の申請では使用しません。 

操作マニュアル 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。 

よくあるご質問 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。 

お問い合わせ Web フォームで共通申請サービスのシステムに関するお

問い合わせを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 「あなたの申請一覧」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。 
詳しい操作方法は、98ページ「6 申請内容の入力・申請」をご参照く
ださい。 

 
一括登録、一括取下については、本事業の申請では使用しません。 

 



32 

(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。 
詳しい操作方法は、74ページ「5.1.1 個人プロフィール」をご参照く
ださい。 
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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。 
詳しい操作方法は、77 ページ「5.1.2 経営体プロフィール」をご参照
ください。 
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(4) 操作マニュアル 
1 「操作マニュアル」ボタンをクリックします。 

 
 
2 「マニュアル一覧」が表示されます。詳しい操作方法は 54ページ「4.9

マニュアルの閲覧方法」をご参照ください。 
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(5) よくあるご質問 
1 「よくあるご質問」ボタンをクリックします。 

 
 

2 「よくあるご質問(FAQ)」が表示されます。詳しい操作方法は 56ページ
「4.10 よくあるご質問とその回答(FAQ)」をご参照ください。 
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(6) お問い合わせ 
1 「お問い合わせ」ボタンをクリックします。 

 
 
2 「お問い合わせ一覧」が表示されます。詳しい操作方法は 60 ページ

「4.11 お問い合わせ」をご参照ください。 
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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、173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、178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、187 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、171 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ます。 

 
 

2 「お知らせ」の内容が表示されます。 
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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。 
なお、本事業の課題提案書の提出の手続では、審査結果は eMAFFによら

ない方法（メールまたは郵便）で通知するため、審査結果については
eMAFF上に表示されません。予めご了承ください。 

 

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、173 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、171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、187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、178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ます。 

 
 

2 「通知」の内容が表示されます。 
通知内容に URLが含まれている場合、URLをクリックすると該当の申
請内容を表示することができます。 
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4.5 定期的に申請する手続 
申請者ご本人が共通申請サービスで過去に申請された手続のうち、定期的

に申請が必要となる手続一覧を表示します。年度単位に申請が必要となる手
続の申請漏れなどを防止するために利用してください。 

 
1 ポータル画面の過去の申請データの確認・活用から「定期的な手続」を

クリックします。 
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2 「定期的な手続」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

検索機能 
一覧に表示する「申請していない
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、178 ページ
「7.1.6リスト検索」をご参照くだ
さい。 
 

定期的な手続のうち、申請していな
い手続 
定期的な手続のうち、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、173 ページ「7.1.3 表
示順番を並び替える」をご参照ください。 
表示されている手続の右端の「 」ボタン
を押すと、その手続の申請を新規に行うこ
とができます。 

 

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、187ページ「7.1.10ペー
ジ送り」をご参照ください。 

表示件数 

「定期的な手続」の総件数と画面に表示してい
る「定期的な手続」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「定期的な手
続」の件数を変更できます。 
詳しい操作方法は、171 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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3 新規に申請する場合は、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

4 「申請情報詳細」画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 
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4.6 よく利用されている手続 
よく利用されている手続を一覧で表示します。 

 
1 ポータル画面の新規申請から「よく利用されている手続を見る」をクリ

ックします。 
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2 「よく利用されている手続」が表示されます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

全国タブ 
全国的によく利用されている手続を表示します。 
※申請数が多い上位 20件の手続を一覧に表示します。 

地域タブ 
お近くでよく利用されている手続を表示します。 
※申請者の経営体が所在する市区町村の中で、申請数が多い上位 20 件の
手続を一覧に表示します。 

業種タブ 
同じ業種でよく利用されている手続を表示します。 
※経営体プロフィールの業種欄に入力されている業種と同じ業種の中で、
申請数が多い上位 20件の手続を一覧に表示します。 

絞込条件 
期間による絞り込みが可能です。 

よく利用されている手続 
よく利用されている手続を一覧表示します。 
表示されている手続の右端の「 」ボタンを押すと、その手続の申請を新規
に行うことができます。 



46 

3 新規に申請する場合は、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

4 「申請書の編集」画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 
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4.7 手続をキーワードで探す 
手続を対象者、目的などの条件で探します。 
 

1 ポータル画面の新規申請から「新規申請」をクリックします。 

 
 
2 「手続をキーワードで探す」画面が表示されます。 
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3 キーワードを指定して「検索」をクリックします。 

 
 

4 検索結果が画面に表示されます。 
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5 新規に申請する場合は、検索結果の右側にある詳細の「 」をクリッ
クします。 

 
 

6 「申請書の編集」画面が表示され、新規申請を行うことができます。 
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