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1 システムへのログ
イン・ログアウト 

データ移行作業においては、本番環境とテスト環境の 2 環境を使用す
ることとなります。 
本番環境へのデータアップロードの前に、必ずテスト環境へアップロ
ードし、移行データに問題がないことを確認してください。 
 
本番環境及びテスト環境においては、利用するアカウントや URL に違
いがあります。よくご確認の上作業をお願いいたします。 
 
データアップロードにおける作業手順については、本番環境とテスト
環境で全く同じとなります。 
本手順書では、本番環境での手順を仮に記載をしておりますが、テス
ト環境でも同じ手順でアップロードを行ってください。 
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1.1 組織管理者アカウントの発行 
1.1.1 組織管理者アカウント発行におけ

る注意事項 
(1) アカウント数の制限 

登録できる組織管理者アカウント数は、原則、一つの組織当たり、
１アカウントです。ただし、管理する審査者数が非常に多いなど、２
アカウント以上必要になる場合は、下記にメールで御相談ください。
（連絡先） 
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

メールアドレス:e@maff go jp 

 

(2) 登録するメールアドレスの制限 
組織管理者アカウントに登録するメールアドレスについては、所属

組織から個人に支給されているメールアドレスを登録してください。
また、なりすましによる不正利用の防止のため、課のメールアドレス
等の複数の者で共有しているメールアドレスの登録は、ご遠慮くださ
い。 

所属組織から個人に支給されているメールアドレスがない場合は、
各組織内で当該メールアドレスを準備してください。 

 

(3) 通知メール受信の為の事前確認 
共通申請サービスのアカウント発行メールを受け取る為に、インタ

ーネット経由のメール受信が可能であるメールアドレスのご準備をお
願いいたします。 
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1.1.2 アカウント申請 
共通申請サービスを利用するにあたり、アカウント申請書（エクセルファ

イル）に必要事項を入力して、農林水産省 県域拠点等様より、運用保守事業
者に送付してください。 

利用開始希望日の 3 開庁日前（例:7/7 であれば 7/5、土日祝・年末年始
を除く。）までに送付してください。 

 

 
 

  

■アカウント申請書の提出先 
 宛先:SB テクノロジー 運用保守チーム 
 メールアドレス:ks-ope@tech.softbank.co.jp 
 
 メール件名 :【共通申請サービス】アカウント申請依頼（拠点名・協議会名） 
 メール本文 :（任意） 
 添付ファイル:アカウント申請書の Excel ファイルを添付してください。 
※送付前に共有メールアドレスでないことを再度ご確認をお願いいたしま
す。 
※記載不備があった場合、上記メールアドレスからご連絡をいたします。 
必ず受信可能なメールアドレスからご連絡をお願いいたします。 
 ※アカウント発行における連絡事項がありましたら、メール本文にご記入く
ださい。 
 （例:○月○日～○月×日は、休暇のため、パスワードメールは送信しない
でください、共有メールアドレス利用許可を事前に農林水産省デジタル戦略
グループに確認済等） 
 
■アカウントに関するお問合せ先 
＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞ 
 メールアドレス system-helpdesk@emaff-ks.jp  
 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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1.1.3 アカウントとログイン ID について 
(1) アカウント取得について 

 農林水産省共通申請サービスに対して「アカウント申請」を行うと、
「テスト環境用」アカウントが発行されます。 
テスト環境でのアップロードに問題がなければ、再度「アカウント申
請」を行ってください。「本番環境用」アカウントが発行されます。 
 
それぞれのアカウントの使用用途は以下になります。 

 
 
※協議会の下位組織として【地区】が存在する場合、【地区】数分の下記ア
カウントが発行されます。 
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1.1.4 アカウント発行通知 
(1) アカウント発行通知メールについて 

運用保守事業者は、アカウント申請書（組織管理者）記載の利用開
始希望日に、共通申請サービスにアカウント登録を行います。 

アカウントが発行されるとアカウント利用者のメールアドレス宛て
に、共通申請サービスから 2 通のメールが届きます。 

 

 
※１アカウントに対して、必ず２通メールが届きます。メールの順番はパス
ワードリセットが先に来る場合もございます。     
 

 

  



8 

(2) アカウント発行通知メール（サンプル） 
【ようこそメールサンプル】 

 
【メール件名】 
■本番環境 
【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスにようこそ 

■テスト環境 
Sandbox:【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスに 
ようこそ ※件名の接頭に「Sandbox:」 
【ユーザ名】 
■本番環境 

アカウント利用者メールアドレス ＋ .ks 
■テスト環境 

アカウント利用者メールアドレス ＋ .datamig 
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【パスワードリセットメール（サンプル）】 

 
※ パスワードリセットメールは原則利用しません。 

お客様環境により新 eMAFFID を利用したログインができない場合
のみ利用します。 
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1.1.5 アカウントの初期設定 
1 「【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスへよう

こそ」というメールの(イ)～（ロ)に記載されているいずれかの URL
にアクセスします。 
インターネット環境にて新 eMAFF ID をご利用の方は（イ）の URL
へアクセスします。 
LGWAN 環境にて新 eMAFF ID をご利用の方は（ロ）の URL へアクセ
スします。 
 （イ）又は（ロ）の URL へアクセスできない方は（ハ）を参照し、ユー
ザ登録を行ってください。詳細な手順は組織管理者マニュアル「3.6 旧
eMAFFID を利用したログイン（初回）」をご参照ください。 
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2 「ユーザー登録」画面が開きます。パスワードを設定し、「仮登録」を
クリックします。 

 
 
パスワードのルールは以下のとおりです。 

パスワードに使用できる

文字 

英字(大文字、小文字)、数字、下記の記号 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ 

_ ` { | } ~ 

パスワードの⾧さ 8 文字以上であること 

パスワードに使用できる

文字の組合せ 

英大文字、英小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を

含めること 

※ユーザ名の先頭に使われている文字列は、パスワー

ドに含めることができません。（例）test@maff.go.jp

の場合、「test」は使用不可となります。 

パスワードの有効期間 なし 

同じパスワードの再利用 5 回前までのものは再利用不可 

アカウントのロック ログインの連続失敗 10 回でロック 
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3 以下の画面に切り替わります。 

 
 

4 業務用メールアドレス宛に確認メールが届きます。本文中の「メールア
ドレスを確認する」というリンクをクリックします。 

 
※ 共通申請サービスは、Internet Explorer には対応していません。ご利

用の環境で既定のブラウザが Internet Explorer になっている場合は、
リンクをクリックすると Internet Explorer が開き、エラーになって
しまいます。この場合は、リンクの文字列を共通申請サービスに対応
している他のブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge 等）のア
ドレスバーに貼り付ける、既定のブラウザを変更するなどの対応をし
てください。 

 メール受信後、24 時間が経過し有効期限切れになった場合は 47 ペー
ジ「新 eMAFF ID（eMAFF IdP）のパスワードを忘れた場合」をご参照
ください。 
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5 共通申請サービスが開くため「新 eMAFF ID でログインする」をクリッ
クします。 

 

 
6 ログイン画面が表示されるため、業務用メールアドレスとパスワードを

入力し「ログイン」をクリックします。 
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7 登録されたメールアドレスに届いた確認コードを「コードの入力」欄
へ入力し、「続ける」をクリックします。 

 
※ インターネット経由の場合は「スマートフォンで認証する」より、SMS

認証と MAFF アプリ認証に変更することが可能です。 
手順は組織管理者マニュアル 3.4.2「エラー! 参照元が見つかりませ
ん。エラー! 参照元が見つかりません。」と「エラー! 参照元が見つか
りません。エラー! 参照元が見つかりません。」をご参照ください。 

※ LGWAN 経由の場合はメール認証のみとなっており、「スマートフォン
で認証する」は表示されません。 

 
【二要素認証メール（サンプル）】 
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8 共通申請サービスへのログインが成功し、共通申請サービスの画面が開

きます。 
 

9 ログイン操作を行うと「【eMAFF】ログイン通知」というメールが届き
ます。ログイン試行があったという通知のため特段操作は不要です。 

※ 「【eMAFF】ログイン通知」はログイン成功／失敗に関わらず、ログイ
ン操作を行った際に毎回送信されます。 

 

 
10 次回以降は以下の URL からログインしてください。 

なお、これは組織管理者アカウントのログイン URL のため、組織管理者
以外のアカウントはここからログインできません。 
※ URL はブックマークしておくことを推奨します。 
■本番環境 
https://e-maff.force.com/kanrisha/login 
 
■テスト環境 
https://datamig-e-maff.cs114.force.com/kanrisha/login 
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1.2 審査者アカウントの発行 
1.2.1 審査者アカウント発行における注

意事項 
(1) 審査者アカウント数の上限 

登録できる審査者アカウント数の上限は、原則、制度ごとに、一つ
の部署当たり、5 アカウントまでです。 

（例）Ａ機関のＢ課:2 アカウント Ｃ機関の本所のＤ課 :5 アカウント 
 Ｃ機関の本所のＥ課 :2 アカウント 
 Ｃ機関のＦ支所 :2 アカウント 
 Ｃ機関のＧ支所 :1 アカウント 

 
ただし、審査件数が非常に多いなど、6 アカウント以上必要になる場合

は、下記にメールでご相談ください。 
（連絡先） 
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 
メールアドレス:e@maff.go.jp 

(2) メールアドレスの登録 
審査者アカウントに登録するメールアドレスについては、所属組織

から個人に支給されているメールアドレスを登録してください。ま
た、なりすましによる不正利用の防止のため、課のメールアドレス等
の複数の者で共有しているメールアドレスの登録は、ご遠慮くださ
い。 

所属組織から個人に支給されているメールアドレスがない場合は、
各組織内で当該メールアドレスを準備してください。 
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1.2.2 審査者アカウントの発行手順 
組織管理者アカウントにて、審査者が共通申請サービスにログイ

ンするためのアカウントを発行します。 
 

(1) 組織管理者・審査者等情報管理画面を開く 
1 「ユーザ管理」をクリックし、表示されたリストから「アカウント管

理」をクリックします。 
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2 「アカウント一覧」が表示されます。 

 
 

3 「新規」ボタンを選択します。 
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4 「組織管理者・審査者等情報登録」が表示されます。 
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5 「ログイン ID」を入力します。（必須項目） 
ログイン ID は、他と重複しない値であれば任意の文字列でかまいま
せん。ただし、管理上、メールアドレスの末尾に[.ks]（テスト環境の
場合は[.datamig]）を追加した形式で入力することとしてください。 
入力例 
メールアドレス: abcd@efg.jp 
ログイン ID（本番環境）: abcd@efg.jp.ks 
ログイン ID（テスト環境）: abcd@efg.jp.datamig 
 
※ 組織管理者と審査者を兼務する場合、同一ログイン ID によるアカウ

ント登録ができないため、[メールアドレス]＋[識別子]＋[.ks]（テス
ト環境の場合は[メールアドレス]＋[識別子]＋[.datamig]）の形式
で入力してください。 
入力例 
メールアドレス: abcd@efg.jp 
ログイン ID（本番環境）: abcd@efg.jp.sinsa.ks 
ログイン ID（テスト環境）: abcd@efg.jp.sinsa.datamig 
 

 

 
 

6 「ユーザ区分」右側の「 」ボタンをクリックし、「審査者」を選択
します。（必須項目） 
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7 「審査者区分」右側の「 」ボタンをクリックし、「行政事務」を選
択します。（必須項目） 

 
 

8 「アカウントステータス」右側の「 」ボタンをクリックし、表示さ
れる一覧から「有効」をクリックします。（必須項目） 

 
 

9 「アカウント有効期間開始日」を入力します。 
（入力例:2020/01/01） 
アカウント有効期間開始日を入力すると、その日より前に共通申請サ
ービスにログインすることはできません。審査者がアカウント発行日
からアカウントの利用を開始する場合は、当日日付を入力してくださ
い。 
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10 「アカウント有効期間終了日」を入力します。 
（入力例:2099/03/31） 
アカウント有効期間終了日を入力すると、その翌日から、共通申請サ
ービスにログインすることができなくなります。 
※ 有効期間終了日を過ぎるとステータスが「無効」に自動更新され
ます。 

 

 

11 「所属組織」には、組織管理者の所属組織が設定されておりますの
で、そのままにします。（必須項目） 

 

 
12 「役職」を入力します。 

 
 

13 「氏名」を入力します。（必須項目） 

 
 

14 「氏名カナ」を入力します。（必須項目） 
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15 「電話番号（ハイフン無）」を入力します。（必須項目） 

 
 

16 「FAX 番号（ハイフン無）」を入力します。 

 

 

17 「携帯番号（ハイフン無）」を入力します。 

 
 

18 「メールアドレス」を入力します。（必須項目） 

 
※ 所属組織から個人に支給されているメールアドレスを登録してくだ

さい。 
なりすましによる不正利用の防止のため、課のメールアドレス等の
複数の者で共有しているメールアドレスの登録は、ご遠慮ください。
所属組織から個人に支給されているメールアドレスがない場合は、
各組織内で当該メールアドレスを準備してください。 
 

19 「二要素認証用メールアドレス（予備）」を入力します。 

 
 

 「二要素認証用メールアドレス（予備）」は、旧 eMAFF ID でログインす
る場合のみ使用します。二要素認証及び旧 eMAFF ID については組織
管理者マニュアル「3.1eMAFF IdP」を、新旧ログイン手順については
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組織管理者マニュアル「3 システムへのログイン・ログアウト」をご参
照ください。 
 旧ログイン手順を使う場合で、「メールアドレス」に LGWAN のメール
アドレスを設定した場合、LGWAN のメールを確認することができるパ
ソコンがないと、認証コードを受信できず、ログインできません。この
ような場合は、「二要素認証用メールアドレス（予備）」に、他の業務用
パソコン（業務利用可能な携帯電話等を含む）等で確認できる別のメー
ルアドレスを登録しておくことにより、このアドレスで認証コードを受
信することができるようになります。 
 「二要素認証用メールアドレス（予備）」は任意入力項目です。必要がな
い場合は、空欄のままでかまいません。 
 「二要素認証用メールアドレス（予備）」に登録したメールアドレスに届
くメールは、ログイン時の二要素認証のメールのみです。その他のお知
らせ等のメールは届きません。 
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20 画面右下の「保存」ボタンをクリックします。これで審査者アカウン
トが発行されます。 

 
※ 入力項目に不足がある場合、保存ボタンをクリックすると「赤く表示

されている個所を確認してください。」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を入力後、再度保存ボタンをクリックし
てください。 
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21 「アカウント一覧」に発行した審査者アカウントが表示されます。 

 
 
22 発行した審査者アカウントの「編集」ボタンをクリックします。 
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23 「組織管理者・審査者等情報更新」が表示されます。 

 
 

24 「担当手続割当設定」をクリックします。 
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25 「プロセス選択」ボタンをクリックします。 

 
 

26 「プロセス選択」が表示されます。 
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27 手続に「交付金交付申請情報」と入力し、「検索」ボタンをクリックし
ます。 

 
 

28 表示された交付金交付申請情報のうち、申請年度がデータ移行する年度
の交付金交付申請情報にチェックを入れ、「選択」ボタンをクリックし
ます。 
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29 選択したプロセスが「担当手続割当設定」に表示されます。 

 
 

30 「プロセス選択」ボタンをクリックします。 
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31 「プロセス選択」が表示されます。 

 
 

32 手続に「営農計画情報」と入力し、「検索」ボタンをクリックします。 
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33 表示された営農計画情報のうち、申請年度がデータ移行する年度の営農
計画情報にチェックを入れ、「選択」ボタンをクリックします。 

 
 

34 選択したプロセスが「担当手続割当設定」に表示されます。 
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35 「保存」ボタンをクリックします。 
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36 「メールアドレス」に記入したメールアドレス宛に共通申請サービスか
らメールが送付されます。 
 

 
※ @salesforce.jp が迷惑メールにならないように設定してください。 
  

＜タイトル＞ 
【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスへようこそ 
 
＜本文＞ 
xxxx@xxxxx.xx.shinsa.ks 様 
 
農林水産省共通申請サービスへようこそ。 
ご利用を開始するには、下記の URL にアクセスしてください。 
 
https://xxxx.xxxx.xxx/～ 
 
------------------------------------------------------- 

（以下略） 
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1.2.3 アカウント発行通知 
(1) アカウント発行通知メールについて 

アカウントが発行されるとアカウント利用者のメールアドレス
宛てに、共通申請サービスから１通のメールが届きます。 
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(2) アカウント発行通知メール（サンプル） 

 

 
【メール件名】 
■本番環境 
【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスにようこそ 

■テスト環境 
Sandbox:【農林水産省共通申請サービス】農林水産省共通申請サービスに 
ようこそ ※件名の接頭に「Sandbox:」 
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1.2.4 アカウントの初期設定 
1 前述の審査者アカウント発行後のメールに記載された(イ)～(ロ)に記

載されているいずれかの URL にアクセスします。 
 本番環境へのデータアップロードを実施する前に、必ずテスト環境でデ
ータ移行を実施してください。 
 

2 インターネット環境にて新 eMAFF ID をご利用の方は（イ）の URL
へアクセスします。 
LGWAN 環境にて新 eMAFF ID をご利用の方は（ロ）の URL へアクセ
スします。 
 （イ）又は（ロ）の URL へアクセスできない方は（ハ）を参照し、ユー
ザ登録を行ってください。詳細な手順は共通_審査者マニュアル「4.2.5
旧 eMAFFID を利用したログイン（初回）」をご参照ください。 
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3 「ユーザー登録」画面が開きます。パスワードを設定し、「仮登録」を
クリックします。 

 
パスワードのルールは以下のとおりです。 
パスワードに使用できる
文字 

英字(大文字、小文字)、数字、下記の記号 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ 
_ ` { | } ~ 

パスワードの⾧さ 8 文字以上であること 
パスワードに使用できる
文字の組合せ 

英大文字、英小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を
含めること 
※ユーザ名の先頭に使われている文字列は、パスワー
ドに含めることができません。（例）
test@maff.go.jp の場合、「test」は使用不可となり
ます。 

パスワードの有効期間 なし 
同じパスワードの再利用 5 回前までのものは再利用不可 
アカウントのロック ログインの連続失敗 10 回でロック 
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4 以下の画面に切り替わります。 

 
 

5 業務用メールアドレス宛に確認メールが届きます。本文中の「メール
アドレスを確認する」というリンクをクリックします。 

 
※ 共通申請サービスは、Internet Explorer には対応していません。ご

利用の環境で既定のブラウザが Internet Explorer になっている場
合は、リンクをクリックすると Internet Explorer が開き、エラーに
なってしまいます。この場合は、リンクの文字列を共通申請サービス
に対応している他のブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge 等）
のアドレスバーに貼り付ける、既定のブラウザを変更するなどの対
応をしてください。 

※ メール受信後、24 時間が経過し有効期限切れになった場合は 47 ペ
ージ「新 eMAFF ID（eMAFF IdP）のパスワードを忘れた場合」を
ご参照ください。 
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6 共通申請サービスが開くため「新 eMAFF ID でログインする」をクリ
ックします。 

 
 

7 ログイン画面が表示されるため、業務用メールアドレスとパスワード
を入力し「ログイン」をクリックします 
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8 1 つのメールアドレスで複数の審査者アカウントを保持している場合
は、以下の画面が表示されます。プルダウンから利用したい旧 eMAFF 
ID（共通申請サービス ID）を選択し、「決定」ボタンをクリックして
ください。 

 
【プルダウンを開いた例】 
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9 登録されたメールアドレスに届いた確認コードを「コードの入力」欄
へ入力し、「続ける」をクリックします。 

 
【二要素認証メール（サンプル）】 

 
※ インターネット経由の場合は「スマートフォンで認証する」より、

SMS 認証に変更することが可能です。 
手順は共通_審査者マニュアル 4.2.3「SMS 認証」と「MAFF アプリ
認証」をご参照ください。 

※ LGWAN 経由の場合はメール認証のみとなっており、「スマートフォ
ンで認証する」は表示されません。 
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10 共通申請サービスへのログインが完了し、共通申請サービスの画面が
表示されます。 
※ ログインを行うと「【eMAFF】ログイン通知」メールが届きます 

 
 

11 次回以降は以下の URL からログインしてください。 
なお、これは審査者アカウントのログイン URL のため、審査者以外の
アカウントはここからログインできません。 
※ URL はブックマークしておくことを推奨します。 
■本番環境 
https://e-maff.force.com/shinsasha/login 
■テスト環境 
https://datamig-e-maff.cs114.force.com/shinsasha/login 
 
本番環境へのデータアップロードを実施する前に、必ずテスト環境でデ
ータ移行を実施してください。 
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1.3 ログイン 
審査者の、共通申請サービスへのログイン方法について説明しま

す。 
 

1 下記の URL にアクセスします。 
これは審査者アカウントでログインする際に使用する URL です。審査
者以外のアカウントはここからはログインできません。 
■本番環境 
https://e-maff.force.com/shinsasha/login 
■テスト環境 
https://datamig-e-maff.cs114.force.com/shinsasha/login 
 
本番環境へのデータアップロードを実施する前に、必ずテスト環境でデ
ータ移行を実施してください。 
 

2 右側の「eMAFF ID でログインする」をクリックします。 
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3 ログイン画面が開きます。審査者アカウントとして発行された eMAFF 
ID の「メールアドレス」及び「パスワード」を入力し、「ログイン」
をクリックします。 

 
 

4 メールアドレスとパスワードによる認証が完了すると、登録したメー
ルアドレス宛に確認コードが送信されます。送信された確認コードを
入力し、「続ける」をクリックしてください。 

 

 
※ 「SMS 認証」「MAFF アプリ認証」を設定した場合は、共通_審査者

マニュアル 4.2.4「（２）SMS 認証」、「（３）MAFF アプリ認証」をご
参照ください。 
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5 1 つのメールアドレスで複数の eMAFF ID を保持している場合は、以
下の画面が表示されます。プルダウンから利用したい旧 eMAFF ID
（共通申請サービス ID）を選択し、「決定」ボタンをクリックしてく
ださい。 

 
【プルダウンを開いた状態】 
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新 eMAFF ID（eMAFF IdP）のパスワードを忘れた
場合 

 

 ログイン画面の「新 eMAFF ID でログインする」をクリックします。 

 
 

 ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックします。 
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 「パスワード再設定」画面が表示されるため、業務用メールアドレスを入
力し「再設定用のリンクを送る＞」をクリックします。 

 
 
 パスワードの再設定メール内の「こちらをクリック」をクリックします。 
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 「パスワード再設定」画面が表示されるため、新しいパスワードを入力し
「パスワードの再設定」をクリックします。 

 
 
 「パスワードの再設定が完了しました。」と表示されるため、ログイン画

面の「新 eMAFF ID でログインする」からログインを行います。 
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6 正常にログインすると、共通申請サービスポータル（審査者用）が表
示されます。 
※ データ移行については、審査者アカウントにて行う必要があります。 

「共通申請サービスポータル（組織管理者用）」と表示されている場
合、「1.4 ログアウト 1.4」にてログアウトを行い、審査者アカウン
トで再ログインしてください。 
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1.4 ログアウト 
1 共通申請サービスポータル（審査者用）画面右上部のアカウントアイ

コンの「 」ボタンをクリックし、「ログアウト」をクリックしま
す。 

 
 

2 ログイン画面が表示されます。 
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移行データのアッ
プロード 
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2.1 前年度データの準備 
初めてオンライン申請を行う農業者については、まず前年のデー

タをシステムに登録し、それをもとに新しいデータの登録が行える
よう準備します。 

共通申請サービスに移行するためのデータとして、「農林水産省
共通申請サービス データ移行インタフェース仕様書」に定義され
ている、「01_交付金交付申請書情報」、「02_営農計画書情報」、「03_
農地情報」の 3 ファイルが手元にあることを確認してください。 

過去に交付金交付申請を行っていないまたは交付金交付申請情
報を持っていないという農業者の営農計画書情報と農地情報の移
行データを共通申請サービスへ登録するには、交付金交付申請書情
報のダミーデータを作成する必要があります。ダミーデータの作成
方法は「2.1.3 「交付金交付申請書情報」のダミーデータの作成」
を参照してください。 

ファイルの準備が出来たら、下記の Step1、Step2 の手順を実施
してください。 

 
Step 1. レイアウト変換の実施 

データ移行ツールを利用して、水田台帳情報を共通申請サ
ービスで登録可能なレイアウトに変換してください。レイア
ウトの変換方法については、「共通申請_データ移行ツール
(操作マニュアル)_X.XX_XXXXXXXX-XX.docx」をご参照く
ださい。※X には数字が入ります。 

 
Step 2. データのエラーチェックの実施 

「データ移行ツール」から出力された移行データが、共通申
請サービスで登録可能なデータになっているかを移行デー
タチェックツールを利用して確認してください。データの
確認方法については、「共通申請_移行データチェックツー
ル(操作マニュアル)_X.XX_XXXXXXXX-XX.docx」をご参
照ください。※X には数字が入ります。 



54 

 データ移行作業の流れは以下のとおりです。 
 
 

 
 
  

Step.1 

Step.2 
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2.1.1 「交付金交付申請書情報」の移行 
1 画面左上の「申請・審査」ボタンをクリックし、表示された一覧から

「審査する」をクリックします。 
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2 「申請情報一覧」画面が表示されます。 

 
 

3 画面右上の「一括登録」ボタンをクリックします。 

 
 

4 「申請選択」画面が表示されます。 
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5 「業種を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「農業」をクリックします。 

 
 

6 「制度を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「経営所得安定対策等」をクリックします。（必須項目） 

 
 

7 「手続を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「交付金交付申請情報」をクリックします。（必須項目） 
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8 「申請する年度を選択」が自動で入力されます。自動で入力されない
場合、複数の申請する年度があるため、「 」ボタンをクリックし、
表示された一覧から前年度データを登録したい年度をクリックし、「次
へ」ボタンをクリックします。（必須項目） 

 
 

9 選択した年度の「申請情報一括登録: 経営所得安定対策等 交付金交
付申請情報」が表示されます。 
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10 申請情報ファイルのファイルアップロードボタンをクリックし、移行
用に用意した「01_交付金交付申請書情報（ファイル名は任意）」を選
択し、「開く」ボタンをクリックします。 

 
 

11 アップロード状況が表示されます。アップロードが完了すると、
「 」マークが表示されますので、「完了」ボタンをクリックしま
す。 
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12 選択したファイル名が表示されます。 

 
 

13 「過去データ登録」ボタンをクリックします。 
※アップロードを行わずに画面を閉じる場合、「閉じる」ボタンをクリ
ックしてください。 

 
 

14 「過年度登録確認」画面が表示され、問題がなければ「過年度登録」
ボタンをクリックします。 
※前画面に戻る場合、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 
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15 「過年度登録」ボタンを押下すると画面上部にメッセージが表示され
ます。 
登録結果は後からポータル画面の通知欄に通知されます。 
また、登録されているメールアドレスにメールが届きます。 

 
 

 

16 登録結果を通知画面から確認し、取り込み件数と成功件数が一致して
いることを確認します。 
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※通知は、ポータル画面より確認できます。ポータル画面を開くと通
知一覧が表示され、問合せの回答や申請後の確認メールの閲覧ができ
ます。なお、詳細未読の通知には「未開封」の文字が通知の先頭に表
示されます。 
通知の確認方法 
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。 
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17 処理内容の失敗件数に数値がある場合は、「再登録用ファイル」ボタン
をクリックし、エラー内容ファイルと再登録用ファイルをダウンロー
ドします。 

 
※「再登録用ファイル」ボタンをクリックした際、画面上部に複数フ
ァイルのダウンロードについて確認を求めるメッセージが表示される
場合があります。その場合は「許可」を選択してください。 

 
 
エラー内容ファイル 

 
A 列:エラー対象ファイル 
B 列:取り込みファイルの行番号 
C 列:エラー内容及び修正方法 
エラー内容をもとにダウンロードした再登録用ファイルの修正を行い
ます。 
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 「再登録用ファイル」をクリックすると、登録が失敗したデータのみ抽
出したファイルと、エラーリストが出力されます。 
再度データをアップロードする際は、再登録用ファイルで出力される失
敗データを修正し、修正分アップロードしてください。 
再登録用ファイルではなく、取込ファイルを修正し再アップロードしよ
うとすると、成功したデータは紐づけ ID が重複するためエラーとなり
ます。ご注意ください。 
 

18 「閉じる」ボタンをクリックします。 

 

 

19 「申請情報一覧画面」にて、アップロードしたデータが表示されてい
ることを確認します。手続きが「交付金交付申請情報」となっていま
す。 
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20 詳細情報を確認するには、「 」ボタンをクリックします。 
「申請書の編集:経営所得安定対策等 交付金交付申請情報」画面にて
移行データの内容を確認します。 

 

 

21 交付金交付申請書情報の移行が完了しました。 
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2.1.2 「営農計画書情報、農地情報」の
移行 

1 画面左上の「申請・審査」ボタンをクリックし、表示された一覧から
「審査する」をクリックします。 
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2 「申請情報一覧」画面が表示されます。 

 
 

3 画面右上の「一括登録」ボタンをクリックします。 
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4 「申請選択」画面が表示されます。 

 
 

5 「業種を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「農業」をクリックします。 

 
 

6 「制度を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「共通」をクリックします。（必須項目） 
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7 「手続を選択」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧か
ら「営農計画情報」をクリックします。（必須項目） 

 
 

8 「申請する年度を選択」が自動で入力されます。自動で入力されない
場合、複数の申請する年度があるため、「 」ボタンをクリックし、
表示された一覧から前年度データを登録したい年度をクリックし、「次
へ」ボタンをクリックします。 

 
 

9 選択した年度の「申請情報一括登録: 共通 営農計画情報」が表示さ
れます。 
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10 申請情報ファイルの「ファイルアップロードボタン」をクリックし、
移行用に用意した「02_営農計画書情報（ファイル名は任意）」を選択
し、「開く」ボタンをクリックします。 

 
 

11 アップロード状況が表示されます。アップロードが完了すると、
「 」マークが表示されますので、「完了」ボタンをクリックしま
す。 

 
  



71 

12 選択したファイル名が表示されます。 

 
 

13 申請情報（子）ファイルの「ファイルアップロード」ボタンをクリッ
クし、移行用に用意した「03_農地情報（ファイル名は任意）」を選択
し、「開く」ボタンをクリックします。 
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14 アップロード状況が表示されます。アップロードが完了すると、 

「 」マークが表示されますので、「完了」ボタンをクリックしま
す。 

 
 

15 選択したファイル名が表示されます。 
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16 「過去データ登録」ボタンをクリックします。 
※アップロードを行わずに画面を閉じる場合、「閉じる」ボタンをクリ
ックしてください。 

 
 

17 「過年度登録確認」画面が表示され、問題がなければ「過年度登録」
ボタンをクリックします。 
※前画面に戻る場合、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 
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18 「過年度登録」ボタンを押下すると画面上部にメッセージが表示され
ます。 
登録結果は後からポータル画面の通知欄に通知されます。 
また、登録されているメールアドレスにメールが届きます。 

 
 

19 登録結果を通知画面から確認し、取り込み件数と成功件数が一致して
いることを確認します。件数は、営農計画情報のデータ件数となりま
す。 
 
通知の確認方法は 2.1.1『「交付金交付申請情報」の移行』の手順を参
照してください。 
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20 処理内容の失敗件数に数値がある場合は、「再登録用ファイル」ボタンを
クリックし、エラー内容ファイルと再登録用ファイルをダウンロードし
ます。 

 
 

 

※「再登録用ファイル」ボタンをクリックした際、画面上部に複数ファイルのダウンロ

ードについて確認を求めるメッセージが表示される場合があります。 

その場合は「許可」を選択してください。 
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エラー内容ファイル 

A 列:再登録用ファイル 

B 列:再登録用ファイルの行番号 
C 列:エラー内容および修正方法 
エラー内容をもとにダウンロードした再登録用ファイルの修正を行い
ます。 
 
 「再登録用ファイル」をクリックすると、成功分を除いた、登録が失敗
したデータのみ抽出したファイルと、エラーリストが出力されます。 
再度データをアップロードする際は、再登録用ファイルで出力される失
敗データを修正し、修正分のみをアップロードしてください。 
再登録用ファイルではなく、取込ファイルを修正し再アップロードしよ
うとすると、成功したデータは紐づけ ID が重複するためエラーとなり
ます。ご注意ください。 
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よくあるエラーのお問い合わせ 

営農計画情報、農地情報の登録を行った際、下記の 2 パターンの 
エラーについてお問い合わせが多いです。 
 
パターン① 農地情報のない営農計画情報 
 
エラー内容ファイルの C 列: 

「申請情報（子）ファイルの登録に失敗した為、申請の登録を取消しま
した。」 
 
エラー原因と対応方法: 
共通申請サービスでは農地情報がない営農計画情報を登録することが
できないため、エラーとなります。 
農地情報がない営農計画情報を登録する場合には、登録する営農計画
情報に対応する農地情報を移行データに追加してください。 
 

パータン② 交付金交付申請情報のない営農計画情報 
 
エラー内容ファイルの C 列: 

「紐づけ ID に紐づく経営体情報が存在しません。」 
 
エラー原因と対応方法: 
登録する営農計画情報と対応する交付金交付申請情報が存在しない 
ため、エラーとなります。 
交付金交付申請情報の移行を行っていないか、対応する交付金交付申
請情報の「紐づけ ID」と異なる値を営農計画情報の「紐づけ ID」に設
定している可能性があります。 
移行データを確認し、対応する交付金交付申請情報を登録するか、営
農計画情報の「紐づけ ID」を対応する交付金交付申請情報の「紐づけ
ID」に修正してください。 
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21 「閉じる」ボタンをクリックします。 

 
 

22 「申請情報一覧画面」にて、アップロードしたデータが表示されてい
ることを確認します。手続きが「営農計画情報」となっています。 
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23 詳細情報を確認するには、「 」ボタンをクリックします。 
「申請書の編集:共通 営農計画情報」画面にて移行データの内容を確
認します。 

 
 

24 営農計画情報の移行が完了しました。 
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25 農地情報を確認するには、「農地利用計画」の「 」をクリックしま
す。 
「農地の利用計画」画面にて、移行データ内容を確認します。 
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26 農地情報の移行が完了しました。 
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2.1.3 「交付金交付申請書情報」のダミ
ーデータの作成 

「1.1 前年度データの準備」に記載のとおり、過去に交付金交付
申請を行っていないまたは交付金交付申請情報を持っていないと
いう農業者の営農計画書情報と農地情報の移行データを共通申請
サービスへ登録するには、交付金交付申請書情報のダミーデータを
作成する必要があります。 

ダミーデータを作成は、「2.1 前年度データの準備」の Step１.
で交付金交付申請書情報の CSV ファイルを作成した段階と同じ状
態となります。交付金交付申請書情報のダミーデータ作成ができま
したら、「2.1 前年度データの準備」の Step2.へと進んでください。 

交付金交付申請情報のダミーデータを作成は、下記に記載の内容
を参考にして作成してください。 

 
● 交付申請書情報のダミーデータ作成で入力が必要な項目一覧 
※ファイルレイアウトや項目順はデータ移行インターフェース仕様書を参照し

てください。一覧の No はファイルレイアウトの項目 No です。 
 下記一覧に記載のない項目は、空欄で構いません。 
No 入 力 が 必 要

な項目 
入力内容 例 

1 ファイル識別コー
ド 

交付金交付申請書情報であることを識別
するために半角数字の「1」を設定してく
ださい。 

1 

3 紐づけ ID 都道府県コード 2 桁＋地域協議会コード
3 桁＋協議会等管理コード 13 桁の英数字
18 桁を設定してください。 
協議会等管理コード 13桁のダミーデータ
は下記の「協議会等管理コード」を参考に
してください。 
同じ申請者の営農計画書情報と農地情報
の紐づけ ID にも同じ値を設定してくださ
い。 

010010010010010001 

5 申請年度 移行データの申請年度を半角数字で設定
してください。 

2022 

6 都道府県 申請者が所属する都道府県コードを設定
してください。 

01 
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No 入 力 が 必 要
な項目 

入力内容 例 

7 地域協議会 申請者が所属する地域協議会コードを設
定してください。 

001 

8 地域協議会等管理
コード 

経営所得安定対策で申請者を管理する 13
桁の管理コードが申請者に存在する場合
は、その 13 桁を設定してください。 
申請者の地域協議会等管理コードが存在
しない場合は、ダミーデータ（市町村コー
ド 3 桁、999、999、9999）などの他の申
請者とも被りがなく、使用予定のないコー
ドを設定してください。 

0019999999999 

10 市町村 申請者が所属する市町村コードを設定し
てください。 

001 

17 法人名/屋号カナ 申請者の情報を全角カナで設定してくだ
さい。 

シンセイ タロウノウエ
ン 

18 法人名/屋号 申請者の情報を全角文字で設定してくだ
さい。 

申請 太郎農園 

19 代表者氏名カナ 申請者の情報を全角カナで設定してくだ
さい。 

シンセイ タロウ 

20 代表者氏名 申請者の情報を全角文字で設定してくだ
さい。 

申請 太郎 

21 郵便番号 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。ハイフンは不要です。 

9999999 

22 住所（都道府県） 申請者の情報を全角文字で設定してくだ
さい。 

北海道 

23 市区町村 申請者の情報を全角文字で設定してくだ
さい。 

ダミー市 

24 番地等 申請者の情報を全角文字で設定してくだ
さい。 

ダミー１－２－３ 

27 電話番号 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。ハイフンは不要です。 

9999999999 

30 経営形態 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「1」を設定してください。 

「1」:個人、「2」:集落営農、「3」:法人 

1 

32 担い手経営安定法
の対象農業者 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:対象、「0」:非対象 

0 

33 認定状況 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:認定農業者、「2」:認定新規就農者、
「3」:集落営農（ゲタ・ナラシ対象）、「0」:
認定なし 

0 
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No 入 力 が 必 要
な項目 

入力内容 例 

36 収入保険の加入状
況 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:加入している、「0」:加入していない 

0 

38 口座届出書 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「0」:変更なし、「1」:新規加入、「2」:口
座変更 

0 

39 代理申請区分 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「0」:なし、「1」:代理申請 

0 

51 水田活用の直接支
払交付金の申請 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:申請する、「0」:申請しない 

0 

52 畑作物の直接支払
交付金（ゲタ）の申
請（面積払） 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:申請する、「0」:申請しない 

0 

53 畑作物の直接支払
交付金（ゲタ）の申
請（数量払） 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:申請する、「0」:申請しない 

0 

54 収入減少影響緩和
交付金（ナラシ）の
申請 

申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:加入する、「0」:加入しない 

0 

72 個人情報取扱確認 申請者の情報を半角数字で設定してくだ
さい。該当する情報がない場合は、ダミー
データとして「0」を設定してください。 

「1」:同意する、「0」:同意しない 

0 
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1 本紙の別紙「共通申請-09-0002-01_操作マニュアル_経安_審査者
（協議会）【データ移行用（別紙）】_第 X_X 版 XXXXXXXX.xlsx」を
開いてください。※X には数字が入ります。 
 

 
 

2 「交付金交付申請書情報ダミーデータ作成」シートを開いてくださ
い。 
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3 上記の「交付申請書情報のダミーデータ作成で入力が必要な項目一
覧」を参考にしてダミーデータの値を入力してください。 
ヘッダー行である 1 行目がオレンジ色で塗りつぶされている項目が入
力が必要な項目です。 
ヘッダー行がオレンジ色でない項目は入力不要ですので、空欄のまま
にしてください。 
 

 
 

4 手順３で入力した値が消えないよう、ファイルの上書き保存をしま
す。「ファイル」をクリックしてください。 
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5 「上書き保存」をクリックして保存してください。 
 

 
6 ダミーデータの入力が終わり、ファイルの保存ができましたら次に

CSV ファイルとしての保存を行います。「ファイル」をクリックして
ください。 
※CSV ファイルとしての保存は「交付金交付申請書情報ダミーデータ

作成」シートの内容を CSV ファイルとして保存する操作です。 
 手順４, 5 を行わずに手順６の操作を行うと、次回「共通申請-09-

0002-01_操作マニュアル_経安_審査者（協議会）【データ移行用
（別紙）】_第 X_X 版 XXXXXXXX.xlsx」を開いたときに手順３で入
力したダミーデータが入力されていない状態へ戻ってしまいますの
で、手順４,５で Excel ファイルの状態を保存してから手順６の操作
を行ってください。 
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7 「名前を付けて保存」をクリックして、「その他のオプション」をクリ
ックしてください。 
 

 
8 保存先を選択するダイアログが開かれますので、保存先を選択した

後、「ファイルの種類」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）」選
択して、何のデータであるかわかるように任意で名前を付けた後、「保
存」ボタンをクリックしてください。 
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9 注意事項のダイアログが表示されます。今回の手順では選択している
シート（「交付金交付申請書情報ダミーデータ作成」シート）のみを保
存しますので、注意事項のとおり「OK」をクリックします。 
 

 
10 保存先に設定したフォルダに保存した CSV ファイルがあることを確認

してください。 
 

 
11 開いていた「共通申請-09-0002-01_操作マニュアル_経安_審査者

（協議会）【データ移行用（別紙）】_第 X_X 版 XXXXXXXX.xlsx」を
閉じてください。 
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12 交付金交付申請書情報ダミーデータ作成は以上です。本紙の「2.1 前
年度データの準備」の Step2.へと進んでください。 

 
以上 

 


