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２．農地情報管理に関連するプロジェクト
① 農林水産省共通申請サービス
② 筆ポリゴン



農業データ連携基盤（本年４月から本格稼働）、個別業務システム等

関係機関
航空写真、農地区画、気象、土
壌、生育予測等の関連データ

○ 法令に基づく申請や、補助金及び交付金の申請なども含め、農林漁業者等に係る農林水産省関係の様々な手続を一元的に
行えるできるシステム。それにより、申請者はいつでも容易にオンラインで申請可能となるほか、ワンストップ、ワンスオン
リー（一度登録した情報を再度入力する必要がない）など申請者の利便性を向上

○ 農林漁業者等からの申請データをデジタル化することにより、農業経営や農林水産行政等のデータを集約・分析できる環境を
整備し、政策の効果測定や農林水産施策の推進に活用

○ 申請データに加え、各種システムとの連携により集められた各種データを集約・分析して農林漁業者等へ提供することにより、
データ利活用型農林水産業を実現

○ 令和３年からの本番運用に向け、現在、システムを設計・開発を行うとともに、一部制度・事業（※）の試行を行う予定。

（※）認定農業者制度、経済所得安定化事業、農業保険、強い農業・担い手交付金など

共通申請サービス

県・市町村 等

申請者
（農林漁業者、
グループ等）

農林水産省

法人共通認証基盤
によるログイン

相談 代理申請
等の支援

法令に基づく申請、補
助金等申請

審査・承認

審査・承認

データ連携

農業経営に関わる
データの提供

共通申請サービスのポイント

農林水産省共通申請サービス
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農林水産省共通申請サービスの背景等

○ 共通申請サービスの構築と併せて、農林漁業の従事者数が大幅に減る中で、農林漁業者に、事務作業ではなく、できる限り
経営に注力していただくため、申請等に係わる書類や申請項目などの抜本的な見直し（BPR（※））にも取り組む。

（※）Business Process Re-engineering （業務プロセス見直し）

共通申請サービスの本庁運用に向けた添付書類や申請パターンの根本見直し

農林水産省所管の交付金申請手続における添付資料一式の例

機密性２情報 IT予算ヒアリング関係者限り
農林水産省共通申請サービス
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（筆ポリゴン：青色の線）

（出典）国土地理院の地理院タイルに筆ポリゴンを重ね合わせたサンプルイメージ

○ 筆ポリゴンとは、作物統計調査等の母集団情報として、全国の土地を隙間なく200
メートル四方（北海道は、400メートル四方）の区画に区分し、そのうち耕地が存在する
約290万区画について衛星画像等をもとに筆ごとの形状に沿って作成した農地の区画
情報。

○ 2019年３月に全国すべての筆ポリゴンの整備が完了し、４月からオープンデータとし
て幅広く提供を開始。（提供開始時点での全国の筆数は約3,000万筆）

筆ポリゴンの提供実績（2019年４～９月）

区 分 件 数

民間企業等 １４７

大学・研究機関 ９４

国・地方自治体 ４２

JA等関係団体 ３０

個人 １２２

合 計 ４３５

農地の区画情報（筆ポリゴン）について
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農林水産省では、筆ポリゴンへのID付与ルールを定め、IDを付与しました。

・農林水産省では、利用制限を設けずに提供を行っている『農地の区画情報（筆ポリゴン）』について、付加価値の向上
や更なる利活用の推進を図ることを目的として、以下のとおり筆ポリゴンへのID付与ルールを定め、IDを付与しました。

・筆ポリゴンにIDが付与されれば、様々なデータと筆ポリゴンとの紐づけが容易になり、筆ポリゴンの利活用の幅が広が
るものと考えております。

・今後、農林水産省から御提供する筆ポリゴンには、このルールに基づきIDを付与してまいりますので、IDが付与されて
いない筆ポリゴンを活用されております場合には、是非とも、IDを付与した筆ポリゴンを御活用いただけますようお願いし
ます。

農林水産省統計部

 筆ポリゴンへのID付与ルール
都道府県コード（２桁）、座標系コード（２桁）、重心点座標（X座
標（７桁）、Y座標（７桁））を組合せた18桁の数値をＩＤとする。
・都道府県コードは、JIS X 0401 に定められている01～47の２桁の
コード

・座標系コードは、平面直角座標系01～19のコード
・重心点座標は、平面直角座標系によりｍ単位で表示した数値を小数
点第１位で四捨五入した７桁の正負の数（負の数は頭に－を追加、
桁が小さいものは頭に0を追加して計7桁とする。）

～ IDイメージ ～

（参考）都道府県コード22は静岡県

筆ポリゴンへのIDの付与ルールについて
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（出典）国土地理院の電子地形図に筆ポリゴンを重ね合わせたイメージ

変化抽出

新たに入手した人工衛星画像
データを解析し、筆ポリゴンの形
状や地目等の変化を自動判別。

筆ポリゴン変化抽出モデルを活用し、農地の形状や地目等に変化があった筆ポリゴンを
自動判別する手法を開発 → 効率的な筆ポリゴンの情報の更新に活用

（筆ポリゴン）

AI ※黄色の
線が新た
に引き直
した筆ポ
リゴン

筆ポリゴンの情報の更新

抽出された筆ポリゴンの形
状や地目等を更新。

時期の異なる人工衛星画像データの変化について、AIに、教師データを覚えさせ、学習させて、
筆ポリゴン変化抽出モデルを構築

教師データを
覚え、学習

筆ポリゴン変化
抽出モデル構築

筆ポリゴン変化
抽出モデル

過去の形状や地目等と
比較し、変化のあった
筆ポリゴンを抽出

農地の形状や
地目等の認識

AIを活用して、時期の異なる人工衛星画像
データを比較・解析し、現況の変化を特定す
る手法開発を2018年度から国立研究開発法人
産業技術総合研究所と共同研究契約を締結し
て実施しており、2020年度から筆ポリゴンを
毎年最新の情報にアップデートする計画。

「ほ場」の形状変化に伴う筆ポリゴンの
更新は、これまで職員の目で人工衛星画像
等を確認して行っていたため、１年間に更
新ができる筆ポリゴンは全国の５分の１に
留まっていた。

ＡＩを活用した、筆ポリゴンにおける農地の形状や地目等の変化を特定する手法の開発
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（参考）農地ポリゴン（農地台帳）と筆ポリゴンについて

○ 農地ポリゴン（農地台帳）は、農業委員会が登記簿ベースの情報を整理したもの
で、一方、筆ポリゴンは、50cm解像度の人工衛星画像等を用いて、統計部の職員等が
人の手により、現況ベースで作成・整備したもの。

○ したがって、農地ポリゴン（農地台帳）では、農地であっても実際には耕作され
ない場合等があることから、現況ベースの筆ポリゴンとは必ずしも一致しない。

水色：農地ポリゴン（農地台帳）、オレンジ色：統計部の筆ポリゴン

農地法に基づき市町村農業委
員会が農地台帳を整備。

全国農地ナビにて、農地の所
在地（地番等）、面積、地目等
の情報を公開。

農地ポリゴン（農地台帳）とは
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まとめ（農地情報の管理の実態）
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まとめ （農地情報の管理の実態）

農地情報の入力・修正 現地確認

農業委員
会関係手
続

１． 農地の権利取得手続等に係る申請について、複葉にわたる申請書類（第３
条許可の場合は10枚程度）の内容を申請ごとに農地台帳に入力・管理。

２． 農地台帳への農地情報の入力・管理に関する業務が増加。農地の集積・
集約化の進展に伴って今後も業務量は増加の見通し。

３． 市町村独自の農地台帳システム（スタンドアローン型）と国が推進している
農地情報公開システム（クラウドシステム型）があり、特に後者の更新状況が
低位となっている上、二重に入力作業が発生している。

４． 当該業務に必要なシステム（クラウドシステム）に関する専門性を備えた体
制が整備されず、農地台帳等の入力作業に遅れが生じている現状。

（現況の確認）

１． 農地の利用状況調査では、
年１回、農業委員会管内のすべ
ての農地を対象に、一筆ごとに
現地確認。

２． 農地ナビの地図情報が古い
ため、そのまま現地調査に使用
できない農業委員会もある。
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まとめ （農地情報の管理の実態）

農地情報の入力・修正 現地確認

経 営 所 得
安定対策

１． 経営所得安定対策等に係る申請について、申請者の農地を一筆ごとに入力・管理。

２． 入力情報は約16項目あり、100筆所有する申請者の場合、1,600項目程度のデータ量。

３．申請書は前年度の情報を印字して配布するものの、変更箇所は手書きで修正、提出が
必要。また、新規申請の場合はすべての筆・項目を新たに入力することが必要。

４． 農業共済と申請書類が複写式により一体化している地域もあるが、その場合でも、農
業共済とのデータ共有は手動（メール等）で行われており、農業共済のデータベースとの
整合性の確保に要する業務負荷が高い。

５． 一体化している場合であっても、地域によっては、手書きの申請書類の打ち込み作業
を再生協議会と農業共済で二重で行っているケースも存在。

（作付面積の確認）
１． 申請書類と実際のほ場の状況を確認
し、野帳等に記録。地域の農業規模によっ
て異なるが、１市町村で数千～数万筆に
ついて現地確認。

２． 必要に応じて同じ農地に年複数回の
現地確認を実施（例：播種、収穫、輪作等）

３． 申請書類と差異があった場合は、農業
者に確認の上、データの修正が必要。

農業共済 １． 申請書は前年度の情報を印字して配布するものの、当年度の内容と差異が生じる場
合は手書きで修正・提出を求めており、100筆を超えるような大規模農業者の場合は修
正に多くの手間が発生。

２． 経営所得安定対策と申請書類が一体化されていない地域では、
① 申請者は、両制度の申請書類をそれぞれ記載することが必要
② 共済組合は、加入申請書の配布、回収作業に労力がかかる
③ 地域農業再生協議会のデータと突合作業が必要

３． 経営所得安定対策と申請書類が一体化されている地域においても、地域再生協議会
からデータの提供を受ける場合、農業共済のフォーマットに加工（不要な項目の削除等）
を行い、共済組合のシステムに取り込む必要。

４． データに修正が生じた場合は、その都度、共済組合と地域再生協議会で共有を図って
いるが、担当者が共有を失念し、古いデータのまま手続が進められる場合あり。

５． 一体化している場合であっても、地域によっては、手書きの申請書類の打ち込み作業
を再生協議会と農業共済で二重で行っているケースも存在。

（作付面積及び被害面積）
１． 共済金を受け取る者（平成30年産：４
万人）の被害農地について現地確認。損
害評価結果を野帳に記録の上、事務処理
システムに入力。

２． 共済組合が県域で合併しているため、
損害評価に当たり、農地の所在地の特定
が困難になっており、被害農地の案内に
農業者等の協力を依頼せざるを得ない場
合もある。

農地ごとの引受面積、収穫量を基礎として共済金額等を算出する仕組みとなっていること、農地ごとに被害状況を確認して共済金を支
払う仕組みとなっていることから、農地ごとの情報を管理する必要があるとともに、損害評価について人手をかけて行う必要。

( 一筆方式は令和３年産をもって廃止される予定であり、今後、制度のあり方を検討する中で、農地情報の取り扱いについても検討する必要がある。なお、
既に収入保険へ移行した者については、農地情報の管理は不要。） 33
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まとめ （農地情報の管理の実態）

○ 農業委員会や地域農業再生協議会、農業共済組合が保有する農地情報は、機関ごとにバラバラに収集・管理されているのが
現状（情報のサイロ化） 。このため、

① 農業者は、農地情報をはじめとする申請に必要な情報を、各実施機関に申告しなければならず、
② 農地情報が縦割りで収集・蓄積され、異なるデータベースで管理されており、
③ 突合作業も十分行われないことから、それぞれの実施機関が保有する農地情報に整合性がない状態。

○ 今後、担い手農業者への農地の集積・集約化が進む一方で、市町村や農業関係団体等の職員数の増加が見込みがたい中、
農地の有効利用のための農地情報の更なる整備が必要。

○ 発展著しいデジタル技術や令和3年度から本格運用される農林水産省共通申請サービス（仮称）、筆ポリゴン等を活用して、「デ
ジタル地図」による一元的な農地情報の管理方法やその効率的な活用方法を検討する必要があるのではないか。

経営所得
安定対策

市農業委員会
事務局

農業共済
組合

地域農業
再生協議会
（農協等）

農地権利関係

経営所得
安定対策

収入保険

農業共済

理想像（概念図）

農水省
共通申請
サービス

独自DB

独自DB 独自DB

市農業委員会
事務局

農業共済
組合

地域農業
再生協議会
（農協等）

農地権利関係

収入保険

農業共済

農地台帳
農地ポリゴン

水稲共済
データベース

水田台帳

現状（概念図）

・農地の所在地
・農地の面積
・所有者
・耕作者…

約1,700

約109 約1,600

・農地の所在地
・農地の面積
・所有者
・耕作者…

・農地の所在地
・農地の面積
・所有者
・耕作者…

・農地の所在地
・農地の面積
・所有者
・耕作者…

筆ポリゴンを活用した「デジタル地図」に反映
（個人情報の取扱いに細心の注意を払う）
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