
件名：農業センサスを中心とした総合データベース整備業務

※ 別添の仕様書は、当該業務における仕様内容の主要な部分を抜粋

したものであり、入札にあたっては、必ず別途配布している入札説

明書をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いし

ます。
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農林業センサスを中心とした総合データベース整備業務仕様書 

 
 
１ 目的 

我が国の急速な少子高齢化に的確に対応し、それぞれの地域で住みよい環境を確

保して活力ある社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づき、政府一体となって関連施策が推進されている。 

一方、新たな食料・農業・農村基本計画においては、地域コミュニティ機能の発

揮による地域資源の維持や農村における雇用の確保、都市住民の移住・定住の促進

等の取組を総合的に推進することとしている。 

このような農業・農村政策は、地域の実情に応じた企画、推進と効果検証が必要

であり、対象とする農山村地域のコミュニティ単位に人口、経営体、生産、地域の

取組等の各種統計データと各施策の対象、範囲、取組等のデータをリンケージした

重層的な俯瞰による現状分析、小地域単位での比較や将来的な予測も含めた分析が

必要であることから、2010年農林業センサス農業集落データを基盤として、各政策

部局が保有する生産基盤情報、日本型直接支払実績等の各種事業情報並びに国勢調

査結果等の統計情報を農林水産省ホームページで提供しているところである。 

本業務は、2015 年農業集落データが完成したことを受け、2010 年農業集落別の

各種データを 2015年農業集落をベースにしたデータに更新するものである。 

 

２ 業務の内容 

(1) 業務計画書の作成 

本業務の施行に当たり、業務計画書を作成し契約締結後２週間以内に提出し、

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室（以下「担当部署」という。）の

承認を得ること。 

また、作業計画に対して変更の必要が生じた場合は、修正した作業計画書及び

変更理由・内容等をまとめた任意様式の書面を作成し、担当部署の承認を得るこ

と。 

 

(2) 国勢調査データの編成 

ア 国勢調査結果の農業集落別集計 
貸与する平成 17年及び平成 22年の国勢調査地域メッシュ統計（詳細は「地

域メッシュ統計の作成」（http://www.stat.go.jp/data/mesh/gaiyou.htm）を

参照）について、「国勢調査結果の農業集落別集計論理書」（別紙１）の手法に

基づき、農業集落別集計（別添２－１）を行う。 

 

 

http://www.stat.go.jp/data/mesh/gaiyou.htm
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イ 農業集落別人口の将来予測 
アで作成したデータを用いて、「農業集落別将来人口推計論理書」（別紙２）

の手法に基づき、平成 27、32、37、42 年の農業集落別人口を推計（別添２－

２）する。 

 

(3) 経済センサスデータの編成 

ア 経済センサス活動調査の調査区別集計 
貸与する平成 24 年経済センサス活動調査個票データ（別添３－１）から、

経済センサスの調査区別に集計（別添３－２）する。 

イ 経済センサス活動調査の農業集落別集計 
アで作成した調査区別集計結果について、「経済センサス結果の農業集落別

集計論理書」（別紙３）の手法に基づき、農業集落別に集計（別添３－４）を

行う。 

また、作成した別添３－４のうち、項目を抽出したデータを別途作成（別添

３－４－１）し、別紙５の手法に基づき、秘匿処理を行う。 

 

(4) 農業基盤情報基礎調査データの編成 

ア 農業基盤情報地図データへの農業集落情報の付与 

農業基盤情報地図データ（別添４－１）と農業集落地図データ（別添１－１）

を GIS を用いて比較し、農業基盤情報地図データの属性情報に該当する 2015

年農業集落のコードと名称を付与する。 

なお、農業基盤情報地図上の各地物が複数の農業集落と重なる場合は、重な

る面積が最も大きい農業集落のコードと名称を付与する。 

 

イ 農業基盤情報データの農業集落別集計 
農業基盤情報地図データと農業集落地図データを GISを用いて比較し、農業

集落別に農業基盤情報地図データの属性情報を集計（別添４－２）する。 

なお、複数の集落と重なる場合は、GIS で求めたポリゴンの面積の比率で各

属性の値を按分すること。 

また、作成した別添４－２のうち、項目を抽出したデータを別途作成（別添

４－２－１）する。 

 

(5) 多面的機能支払交付金データの編成 

ア 多面的機能支払対象地域の農業集落の特定 
貸与する多面的機能支払対象地図データ（別添５－２）と農業集落地図デー

タ（別添１－１）を GISを用いて比較し、多面的機能支払対象地図データの属

性情報に該当する 2015年農業集落のコードと名称を付与する。 

なお、多面的機能支払対象地図上の各地物が複数の農業集落と重なる場合は、
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重なる面積が最も大きい農業集落のコードと名称を付与する。 

また、多面的機能支払対象組織実施状況整理表データ（別添５－１）に対し

ても農業集落のコードと名称を付与し、関連農業集落コード等を整理する。 

 

イ 多面的機能支払対象データの農業集落別集計 
多面的機能支払対象地図データと農業集落地図データをGISを用いて比較し、

多面的機能支払地図データの属性情報を農業集落別に集計（別添５－３）する。 

なお、複数の集落と重なる場合は、GIS で求めたポリゴンの面積の比率で各

属性の値を按分すること。 

また、作成した別添５－３のうち、項目を抽出したデータを別途作成（別添

５－３－１）する。 

 

(6) 中山間地域等直接支払交付金データの編成 

ア 中山間地域等直接支払対象地域の農業集落の特定 
貸与する中山間地域等直接支払対象地図データ（別添６－２）と農業集落地

図データ（別添１－１）を GISを用いて比較し、中山間地域等直接支払対象組

織地図データの属性情報に該当する 2015 年農業集落のコードと名称を付与す

る。 

なお、中山間地域等直接支払対象地図上の各地物が複数の農業集落と重なる

場合は、重なる面積が最も大きい農業集落のコードと名称を付与する。 

また、中山間地域等直接支払データ（別添６－１）に対しても農業集落のコ

ードと名称を付与し、関連農業集落コード等を整理する。 

イ 中山間地域等直接支払対象データの農業集落別集計 
中山間地域等直接支払対象地図データと農業集落地図データをGISを用いて

比較し、中山間地域等直接支払対象地図データの属性情報を農業集落別に集計

（別添６－３）する。 

なお、複数の集落と重なる場合は、GIS で求めたポリゴンの面積の比率で各

属性の値を按分すること。 

また、作成した別添６－３のうち、項目を抽出したデータを別途作成（別添

６－３－１）する。 

 

(7) 環境保全型農業直接支払データの編成 

ア 代表者所在地の農業集落の特定 
貸与する環境保全型農業直接支払代表点地図データ（別添７－２）と農業集

落地図データ（別添１－１）を GISを用いて比較し、環境保全型農業直接支払

代表点地図データの属性情報に該当する 2015 年農業集落のコードと名称を付

与する。 
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イ 環境保全型農業直接支払対象地域の農業集落の特定 
貸与する環境保全型農業直接支払対象地図データ（別添７－３）と農業集落

地図データ（別添１－１）を GISを用いて比較し、環境保全型農業直接支払対

象地図データの属性情報に該当する 2015 年農業集落のコードと名称を付与す

る。 

なお、環境保全型農業直接支払対象地図上の各地物が複数の農業集落と重な

る場合は、重なる面積が最も大きい農業集落のコードと名称を付与する。 

また、環境保全型農業直接支払対象組織実施状況整理表データ（別添７－１）

に対しても農業集落のコードと名称を付与し、関連農業集落コード等を整理す

る。 

 

ウ 環境保全型農業直接支払データの農業集落別集計 
アで作成した環境保全型農業直接支払代表点地図データと農業集落地図デ

ータを GISを用いて比較し、環境保全型農業直接支払代表点地図の属性情報を

農業集落別に集計（別添７－４）する。 

 

(8) 集落営農実態調査データの編成 

貸与する集落営農実態調査データ（別添８－１）について、農業集落別に集計

（別添８－２）を行う。 

 

(9) 国土数値情報等の農業集落別データの作成 

ア 農業集落中心地地図の作成 
貸与する農業集落地図データ（別添１－１）について、「農業集落中心地決

定論理書」（別紙４）の手法に基づき、全国の農業集落（約 14万集落）の農業

集落中心地地図データ（別添１－２）を作成する。 

イ 農業集落別国土数値情報データの作成 
国土交通省国土政策局国土情報課がインターネットで公開している国土数

値情報（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）のうち、以下の情報について、農業

集落別に取りまとめる（別添９）。 

(ｱ) 標高・傾斜度４次メッシュ 

農業集落の中心地が属するメッシュの平均標高、平均傾斜角度及び、農業

集落全体と重なるメッシュの最高標高・最低標高。 

(ｲ) 土地利用（森林地域、農業地域、都市地域、用途地域） 

森林地域、農業地域、都市地域、用途地域について、それぞれの地域区分

別の農業集落と重なり合う面積。 

(ｳ) DID人口集中地区 

農業集落と重なる DIDの ID。なお、複数の DIDと重なる場合は、重なる面

積が大きい方の DIDとする。 
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(ｴ) 中学校区、小学校区 

農業集落の中心地が属する中学校区及び小学校区の設置主体、名称と農業

集落内における小学校の有無。 

(ｵ) 施設 

市町村役場及び公的集会施設、警察署、消防署、郵便局、医療機関、福祉

施設、文化施設、学校、燃料給油所、地場産業関連施設の農業集落内の数。

なお、それぞれの施設を分類可能な場合は、分類ごとに集計する。 

 

(ｶ) 交通（バスルート、バス停留所、鉄道） 

農業集落内を通るバスルート、鉄道の有無及び農業集落内にあるバス停留

所、駅の数。 

 

３ 貸与物件 

(1) 貸与物件 

ア 2015年農林業センサス農業集落地図データ（都道府県別） 

イ 国勢調査結果の農業集落別集計論理書 

ウ 国勢調査地域メッシュ統計データ（都道府県別） 

エ 農業集落別将来人口推計論理書 

オ 経済センサス活動調査個票 

カ 経済センサス調査区地図（都道府県別） 

キ 経済センサス結果の農業集落別集計論理書 

ク 農業基盤情報基礎調査地図データ（都道府県別） 

ケ 多面的機能支払対象組織実施状況整理表データ（都道府県別） 

コ 多面的機能支払対象地図データ（都道府県別） 

サ 中山間地域等直接支払データ（都道府県別） 

シ 中山間地域等直接支払対象地図データ（都道府県別） 

ス 環境保全型農業直接支払対象組織実施状況整理表データ（都道府県別） 

セ 環境保全型農業直接支払代表点地図データ（都道府県別） 

ソ 環境保全型農業直接支払対象地図データ（都道府県別） 

タ 集落営農実態調査データ（９月上旬に貸与） 

チ 農業集落中心地決定論理書 

 

なお、これら以外に必要な貸与物件がある場合は、担当部署と協議の上、貸与

申請を行うこと。 

 

(2) 貸与物件の取扱いについては、以下の事項について遵守すること。 

ア 貸与物件は、作業終了後速やかに返却すること。 

イ 貸与を受ける情報・データの適正な管理を行うこと。 
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ウ 貸与を受ける情報・データ及びそれらを利用して加工・編集された情報並び

に中間成果物（以下、「貸与データ等」という。）を当該業務以外の目的で使用

してはならない。 

エ 貸与データ等の全部又は一部を第三者に譲渡・貸与・提供をしてはならない。 

オ 貸与データ等の全部又は一部を担当部署の許可なくして複製をしてはなら

ない。 

カ 当該業務終了後は、複製した貸与データ等の抹消をすること。 

キ 貸与データ等の管理・使用に当たっては担当部署の指示に従うこと。 

 

４ 納入成果物 

以下の成果物を格納した HDDを１台納入するとともに、業務実績報告書はＡ４縦

版を２部提出する。 

 

(1) ２の(2)～(9)で作成した各種データ 

  （別添３－４－１については、秘匿あり・秘匿なしの両データ） 

(2) 業務実績報告書 

 

なお、(1)のうち、地図データは SHAPE 形式とし、座標系は世界測地系、経緯度

座標系とすること。また、地理情報標準プロファイル（JPGIS、国土地理院作成）

に準拠する製品仕様書を作成すること。 

地図データについては都道府県別に作成し、その他のデータについては全国と都

道府県別のファイルを作成すること。 

また、納入する HDDは、USB3.0に対応した外付け型を請負者が調達することとし、

成果物を格納後、ウイルス対策を行った上で、ウイルス対策に関する情報（ウイル

ス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日）を記載したラベルを貼り付ける

こと。 

 

５ 納入期限 

平成 28年 10月 31日まで 

 

６ 納入場所 

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

農林業センサス統計第２班（北別館４階ドア番号 No.北 403） 

住所：東京都千代田区霞が関１－２－１ 

電話：０３－６７４４－２２５６ 

 

７ 業務の履行期間 

契約締結日から平成 28年 10月 31日 
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８ 応札者の条件 

(1) 応札者は、ア及びイの条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明

する資料等の写しを提出すること。 

ア (ｱ)～(ｴ)のいずれかの条件を満たす事業者であること。 

(ｱ) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「JIS Q 27002」、

「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。 

(ｲ) プライバシーマーク使用許諾証を有する事業者であること。 

(ｳ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者

機関に認定された事業者であること。 

(ｴ) (ｱ)～(ｳ)に相当する社内綱領等を定めている事業者であること。 

イ (ｱ)、(ｲ)のいずれかの条件を満たす事業者であること。 

(ｱ) 本業務に日本測量協会の認定する「空間情報総括管理技術者」又は「地理

空間情報専門技術者 GIS１級」を満たす者を配置すること。 

(ｲ) GISを使用した業務の実績を有していること。 

(2) 単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体（対象

業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織

をいう。以下同じ。）として参加することができる。 

その場合、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の

者は構成員として参加するものとする。ただし、共同事業体として参加する者に

ついては、他の共同事業体又は単独で本入札に参加することはできない。 

なお、共同事業体の代表者及び構成員は、(1)の要件を満たす必要がある。 

さらに、共同事業体として本入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関す

る協定書（又はこれに類する書類）を提出すること。また、協定書の作成にあた

っては、業務分担及びその考え方並びに実施体制についても、明確に記載するこ

と。 

 

９ 個人情報及び調査票情報の取扱い 

(1) 個人情報及び調査票情報（経済センサス活動調査個票）の取扱いに係る事項に

ついて担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。 

 なお、提出する書面には以下の事項を記載すること。 

ア 個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制 

イ 個人情報及び調査票情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項

目、検査結果において問題があった場合の対応等） 

(2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義

務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、担当部署の承認を得た上

で実施すること。また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 

(3) 個人情報及び調査票情報を取り扱う業務を第三者に委任し、又は請け負わせな
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いこと。 

(4) 個人情報及び調査票情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。 

なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対

に復元できないように破棄・消去すること。 

(5) 請負者は、本業務を履行する上で個人情報（生存する個人に関する情報であっ

て、当該契約に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）

及び調査票情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、

直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が

発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告す

ること。 

(6) 個人情報及び調査票情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場

合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。 

(7) 本業務に関して農林水産省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、

そのために必要な措置を講ずるものとする。また、当該情報等を本業務以外の目

的に使用又は第三者に開示してはならない。請負者（法人である場合にあっては、

その役員並びにその職員その他の本業務に従事している者及び従事していた者）

は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密

を漏らし、又は盗用した場合には、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 59 条並

びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）

第 53条及び第 54条により罰則の適用がある。 

 

10 情報セキュリティの確保 

(1) 本業務の遂行に当たっては、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一

管理基準」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」ついて遵

守すること。 

(2) 本業務の遂行に当たっては、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏

名等を記載した作業体制図を提出すること。 

なお、情報管理責任者と個人情報取扱責任者が同一の場合には、その旨を記載

すること。 

(3) 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、契約期間中はもと

より、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。秘密保全に関すること

は、担当部署の指示に従うこと。 

(4) 本業務の遂行に当たっては、従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義

務契約を締結すること。 

(5) 本業務において知り得た情報の漏えい等の事案が発生した際には、担当部署に
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電話、口頭等による報告を行うとともに、書面にて提出すること。 

なお、事案の発生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこ

と。 

また、請負者以外の者の作業も含め、対処に係る費用は全て請負者が負担する

こと。 

(6) 本業務に必要な情報以外を保持することのないよう、不要になった情報は適宜、

担当部署に返却を行うこと。 

(7) 本業務において使用するソフトウェアについては、既知のセキュリティホール

に対するセキュリティ対策を行うこと。 

 

11 成果物の権利帰属 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次に定めるところによ

る。 

(1) 請負者は、本契約に関して農林水産省が開示した情報（公知の情報を除く。以

下同じ。）及び契約履行過程で生じた納入成果物に関する情報を本契約の目的以

外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必

要な措置を講ずること。（本件において知り得た事項については、外部に漏らさ

ないこと。） 

(2) 請負者は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条（複製権）、第 26 条の

３（貸与権）、第 27 条（翻訳権・翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利用

に関する原著作者の権利）に規定する権利を、発注者に無償で譲渡する。 

(3) 発注者は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に該当

しない場合においても、その使用のために、当該成果物を改変し、また、任意の

著作者名で任意に公表することができるものとする。 

(4) 請負者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18条（公

表権）及び第 19条（氏名表示権）を行使できないものとする。 

(5) 第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物」という。）を使用して成果

物を作成する場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除いて、請負者が必要

な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、請負

者はその手続きの内容について事前に発注者の承認を得ることとし、発注者は既

存著作物についてその許諾要件の範囲内で使用するものとする。 

なお、業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じ

た場合は、その原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、請負者の責任及び負

担において一切を処理すること。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知った

ときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を請負者に委ねる等の協力

措置を講じるものとする。 

(6) 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分

配慮し、これを行わないこと。 



10 

 

12 瑕疵担保責任 

  納入成果物の瑕疵担保期間は、納入後１年間とする。 

 

13 その他 

(1) 本業務の進捗状況について定期報告（２週間に 1回程度）を行うほか、担当部

署の求めに応じて報告を行うこと。 

(2) 請負者は、本事業の実施に当たっては、担当部署と十分な協議、調整を行うこ

ととし、担当部署は事業の目的を達成するために必要な指示をすることができる

ものとする。 

(3) 本業務の遂行にあたって疑義が生じた場合は、直ちに担当部署と協議して対応

すること。また、担当部署と協議を行った場合は、協議に関する議事録等を協議

後３日（行政機関の休日を除く。）以内に作成し、担当部署に提出の上、確認を

受けること。 

 



別紙１ 

1 

国勢調査結果の農業集落別集計論理書 

 
国勢調査結果を用いて、以下の手法により農業集落別各種世帯数、人口、就業者数の集

計データを市区町村ごとに作成する。 

 
1 データ収集・整理 

1.1 収集データ 

（1）農業集落地図データ（GISデータ）：集落ごとのポリゴンデータ 

（2）２分の１地域メッシュ統計データ(CSV形式)（国勢調査） 

（3）建物データ（数値地図：基盤地図情報） 

 
1.2 集計のためのデータ整理 

（1）メッシュ地図データの作成 

ア メッシュ地図へ情報付加 

2分の 1地域メッシュ（500mメッシュ）の地図データ（GISデータ）を作成し、国

勢調査の 2分の 1地域メッシュ統計データ(CSV)と結合させ、地図データの各メッシ

ュに集計する項目の情報を付加する。 

イ 秘匿対象地域メッシュの秘匿値推定 

合算地域メッシュの値を、人口比、世帯数比を用いて秘匿対象地域メッシュの秘

匿値へ按分する（図 1参照）。 

産業別就業者数は、人口比を用いて按分する。 

ウ 地域メッシュ統計データに無い項目の補完 

産業別就業者数の「分類不能の産業」は、地域メッシュ統計データに記載されて

いないため、「総就業者数－∑産業別就業者数」として集計する。 

 

（2）データ作成に使用する建物データの作成 

建物データのうち、ポリゴン面積が 30 ㎡以上～300 ㎡未満及び建物の区分が無壁

舎以外のものを抽出する。 

※1：面積算出時の座標系は直角平面座標系とする。 

※2：建物の位置は建物ポリゴンの重心位置とする。 
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2 農業集落別データの作成 

2.1 データの農業集落按分 

以下のデータについて、GIS を用いて、①メッシュ地図データを②建物データと農業

集落地図データに基づいた建物棟数の比率により農業集落別に按分する（図 2参照）。 

（1）世帯数、家族類型別一般世帯数（表１参照） 

（2）人口 

（3）就業者数 

 
2.2 集計値の整数化 

（1）2.1の按分結果を農業集落別に集計する。 

（2）（1）の市町村合計が国勢調査の値になるように集落の値をα倍する。 

α＝国勢調査値／Σ集落単位集計値 

調整後集落単位値＝α×集落単位集計値 

（3）（2）を整数部と小数部にわける。 

調整後集落単位値＝整数部＋小数部 
（4）市町村全体の統計値からΣ整数値を差し引き、不足数を求める。 

不足数＝国勢調査値－Σ整数部 

（5）集落単位の値の小数部を大きい順、農業集落コード順にソートする。 

（6）不足数が０になるまで順番に（7）の処理を行う。 

（7）整数部に１を加える。小数部を０にする。不足数から１を引く 

（8）整数部を農業集落別データとして出力する。 

 
3 農業集落別詳細データの作成 

3.1 詳細データの農業集落按分 

１で整理した①メッシュ地図データと②建物データ、農業集落地図データを GISを用

いて、建物棟数の比率により農業集落別に按分する（図 2参照）ことによって以下の項

目データを作成する。（表 1参照） 

（1）年齢別、男女別（5歳階級）人口 

（2）産業（大分類）別就業者数 

 
3.2 詳細データ集計値の整数化 

（1）3.1の按分結果を農業集落別に集計する。 

（2）2で作成した農業集落別データを用いて、（1）の値を調整する。 

調整後集落単位値 ＝ 集落単位集計値 / Σ集落単位集計値 * 農業集落別デー

タ 

（3）（2）を整数部と小数部に分ける。 

調整後集落単位値＝整数部＋小数部 
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（4）市町村全体の統計値からΣ整数値を差し引き、詳細項目別の不足数を求める。 

項目内不足数＝国勢調査値－Σ整数部 

（5）2で作成した集落別データからΣ整数値を差し引き、農業集落別の不足数を求める。 

集落内不足数＝集落別データ－Σ整数部 

（6）市町村全体の統計値に対する不足数を求める。 

不足数=Σ項目内不足数 

（7）農業集落を２で作成した集落別データの値が小さい順、農業集落コード順にソート

する。 

（8）不足数が０になるまで順に（9）の処理を行う。 

（9）詳細データの値の小数部が大きい順、詳細データの項目順にソートして、集落内不

足数が０でない場合に（10）の処理を行う。 

（10）整数部に１を加える。小数部を0にする。項目内不足数、集落内不足数及び不足数

から１引く。 

（11）整数部を農業集落別詳細データとして出力する。 

 
※年齢別、男女別（５歳階級）人口については、まず男女別人口を作成し、男女別人

口から、同じ手法で年齢別男女別人口を作成する。なお、年齢別人口の総数は、

年齢別男女人口の和として作成する。 
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624057201 

総数  男   女 

5    3    2 

624057202 

総数  男   女 

*    *    * 

 

 

624057201 

総数  男   女 

3    2    1 

624057204 

総数  男   女 

*    *    * 

 

    

(メッシュ模式図:按分前) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(秘匿値への按分イメージ) 

 

    

 
624057201 

総数   男   女 

3.86  2.1  1.67  

624057202 

総数   男   女 

0.91  0.9  0.17 

 

 

624057203 

総数  男   女 

3    2    1 

624057204 

総数   男   女 

0.23   0   0.17 

 

    

(メッシュ模式図:按分後) 
 

  

*：秘匿値 

秘匿対象地域 
メッシュ 
（*：秘匿値） 

合算地域メッシュ 

メッシュ番号 

属性情報 
(例:55~59 歳人口) 

*:秘匿値 

図１ 秘匿値への按分イメージ（55~59歳人口の場合） 
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対象：  30～300㎡の建物 

集落 a 

集落 b 

集落 c 

Aメッシュ 

 
Bメッシュ 

Cメッシュ Dメッシュ 

対象外：  30㎡未満の建物 
300㎡以上の建物 

全建物：27棟 
 うち、30～300㎡の建物 23棟

全建物：7棟 
うち、30～300㎡の建物 6棟 

全建物：8棟 
うち、30～300㎡の建物 4棟 

全建物：15棟 
うち、30～300㎡の建物 10棟 

図 2 建物棟数比による按分のイメージ 

●建物棟数比による集落の按分率 

Aメッシュ＝4/23(集落 a)：10/23(集落 b)：5/23(集落 c)：4/23(対象外) 

Bメッシュ＝4/6(集落 b)：2/6(集落 c) 

Cメッシュ＝5/10(集落 a)：3/10(集落 b)：2/10(対象外) 

Dメッシュ＝3/4(集落 b)：1/4(対象外) 



 
 

6 

 

表１ 農業集落別集計詳細データ作成項目一覧 

(1)世帯の家族類型別一般世帯数 (2)年齢別、男女別（５歳階級）人口 (3)産業（大分類）別就業者数 

一般世帯総数 総数、年齢「不詳」含む 総数 

親族世帯 総数０～４歳 Ａ 農業、林業 

核家族世帯 総数５～９歳 Ｂ 漁業 

核家族以外の世帯 総数１０～１４歳 Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

６歳未満世帯員のいる一般世帯総数 総数１５～１９歳 Ｄ 建設業 

６５歳以上世帯員のいる一般世帯総数 総数２０～２４歳 Ｅ 製造業 

総戸数（農林業センサス） 総数２５～２９歳 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

 総数３０～３４歳 Ｇ 情報通信業 

 総数３５～３９歳 Ｈ 運輸業、郵便業 

 総数４０～４４歳 Ｉ 卸売業、小売業 

  総数４５～４９歳 Ｊ 金融業、保険業 

  総数５０～５４歳 Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

  総数５５～５９歳 Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 

  総数６０～６４歳 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

  総数６５～６９歳 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

  総数７０～７４歳 Ｏ 教育、学習支援業 

  総数７５歳以上 Ｐ 医療、福祉 

 総数年齢不詳 Ｑ 複合サービス事業 

 
男の総数、年齢「不詳」含む Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

  男０～４歳 Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

  男５～９歳 Ｔ 分類不能の産業 

  男１０～１４歳  

  男１５～１９歳  

  男２０～２４歳   

  男２５～２９歳   

  男３０～３４歳   

  男３５～３９歳   

  男４０～４４歳   

  男４５～４９歳   

  男５０～５４歳   

  男５５～５９歳   

  男６０～６４歳   

  男６５～６９歳   

  男７０～７４歳   

  男７５歳以上   

 男年齢不詳  

  女の総数、年齢「不詳」含む   

  女０～４歳   

  女５～９歳   

  女１０～１４歳   

  女１５～１９歳   

  女２０～２４歳   

  女３０～３４歳   

  女３５～３９歳   

  女４５～４９歳   

  女５０～５４歳   

  女５５～５９歳   

  女６０～６４歳   

  女６５～６９歳   

  女７０～７４歳   

  女７５歳以上   

 女年齢不詳  

     ：秘匿措置がされてない項目 
     ：地域メッシュ統計データにない項目 



別紙２ 

1 

農業集落別将来人口推計論理書 

 

国勢調査結果の農業集落別集計結果を用いて、コーホート変化率法により将来の農業集

落別人口を推計する。 

 

1 データ収集・整理 

1.1 収集データ 

・国勢調査結果の農業集落別集計結果：男女別人口データ2時期分 

・国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」： 

市区町村別の将来人口 

 

1.2 不詳人口のデータ補正 

国勢調査結果の人口データには、年齢不詳人口が含まれる。年齢不詳データは、以下

のように補正係数を乗じ、年齢不詳分を按分する。 

 

男女別補正係数＝男女別人口総数／男女別人口総数－男女別年齢不詳人口 

 

男女別・年齢別補正人口＝男女別・年齢別人口×男女別補正係数 

 

2 コーホート変化率等による人口推計方法 

2.1 5歳以上 74歳以下の人口の推計 

5歳以上74歳以下の年齢層における男女別・5歳階級別の将来人口は、基準年次ｔ年の

男女別5歳階級別人口に(t-5)年からt年にかけてのコーホート変化率を乗じて推計する。 

 

t年男女別・（n+5）～（n+9）歳人口 
コーホート変化率＝(t-5)年男女別・n～（n+4）歳人口 
     
t+5年男女別・（n+5）～（n+9）歳人口 

        ＝コーホート変化率×t年男女別・n～（n+4）歳人口 

 

2.2 0～4歳人口の推計 

0～4歳の年齢層における男女別・5歳階級別の将来人口は、1階級下の人口が存在しな

いため、コーホート変化率を用いることはできないため、母親となり得る女性の人口と

婦人子ども比率を用いて推計する。 

 

男女別・t年0～4歳人口 
婦人子ども比率＝ t年女子25～34歳人口 
t+5年男女0～4歳人口＝婦人子ども比率×t年男女別・0～4歳人口 
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2.3 75歳以上人口の推計 

75歳以上の年齢層における男女別・5歳階級別の将来人口は、1時期前の70歳以上の人

口とのコーホート変化率を用いて推計する。 

 

 t年男女別・75歳以上人口  
コーホート変化率＝(t-5)年男女別・70歳以上人口 
     
t＋5年男女別・75歳以上人口＝コーホート変化率×t年男女別・70歳以上人口 

 

2.4 5歳階級別人口が存在しない場合の処理 

農業集落単位で求めたt-5年の5歳階級別人口が0の場合、コーホート変化率が算出で

きないため、市区町村で同様に求めたコーホート変化率を用いる。市区町村で求めたt-5

年の5歳階級別人口が0の場合は、全国で求めたコーホート変化率を用いる。 

 

3 人口推計値の調整 

3.1 人口推計値の調整 

（1） 前項で算出した将来人口を市区町村別に集計する。 

（2） 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」（以下、「社人

研値）という）の市区町村人口と一致するように、（1）の値を調整する。 

調整後集落単位値＝社人研値／Σ将来人口推計値×集落単位補調整前値 

 

3.2 整数化 

（1）3.1で調整した人口推計値を整数部と小数部にわける。 

 調整後集落単位値＝整数部＋小数部 

（2）市区町村ごとの社人研値からΣ整数値を差し引き、不足数を求める。 

 不足数＝社人研値－Σ整数部 

（3）集落単位の値の小数部を大きい順、農業集落コード順にソートする。 

（4）不足数が0になるまで順番に（5）の処理を行う。 

（5）整数部に１を加える。小数部を0にする。不足数から１を引く 

（6）整数部を農業集落別データとして出力する。 

※ 年齢別、5歳階級）人口については、年齢別男女人口の和として作成する。 

 



別紙３ 

1 

経済センサス結果の農業集落別集計論理書 

 

経済センサス活動調査結果を用いて、以下の手法により農業集落別産業中分類別の事業

所数、従業者数、売上（収入）金額、付加価値額の集計データを都道府県ごとに作成する。 

 

1 データ収集・整理 

1.1 収集データ 

（1）農業集落地図データ（GISデータ）：集落ごとのポリゴンデータ 

（2）経済センサス活動調査（小地域）地図データ（GISデータ）：調査区（小地域）ご

とのポリゴンデータ 

（3）経済センサス活動調査 調査票データ：1事業所ごとのテキスト（CSV）データ 

（4）建物ポリゴンデータ（数値地図：基盤地図情報） 

 

1.2 集計のためのデータ整理 

(1) 調査区別データの作成 

経済センサス活動調査調査票データから経済センサスの都道府県別、市区町村別、

調査区別に集計する。 

集計の際、以下のように計上する。 

 

事業所数：[事]集計対象が 1のレコード数 

従業者数：[事]集計対象が 1のレコードの従業者数の合計 

売上(収入)金額：[事・売上編]集計対象が 1のレコードの売上（収入）金額の合計 

付加価値額：[事・売上編]付加価値集計フラグが 1のレコードの付加価値額の合計 

 

（2） データ作成に使用する建物データの作成 

建物データのうち、ポリゴン面積が 30 ㎡以上及び建物の区分が無壁舎以外のも

のを抽出する。 

※1：面積算出時の座標系は直角平面座標系とする。 

※2：建物の位置は建物ポリゴンの重心位置とする。 

 

2 農業集落別データの作成 

2.1 事業所数データの農業集落按分 

事業所数について、GIS を用いて、①調査区地図データを②建物データと農業集落地

図データに基づいた建物棟数の比率により農業集落別に按分する（図 1参照）。 

(1)事業所数 

(2)従業者数 
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(3)売上(収入)金額 

(4)付加価値額 

※地下の経済センサス調査区は、建物データが重ならないことが多いため、経済セン

サス調査区の面積比率により農業集落別に按分する。 

 

2.2 集計値の整数化 

(1)2.1の按分結果を農業集落別に集計する。 

(2)（1）の都道府県合計が経済センサス活動調査の値になるように集落の値をα倍する。 

 α＝経済センサス活動調査値／Σ集落単位集計値 

 調整後集落単位値＝α×集落単位集計値 

(3)（2）を整数部と小数部にわける。 

 調整後集落単位値＝整数部＋小数部 

(4)都道府県全体の統計値からΣ整数値を差し引き、不足数を求める。 

 不足数＝経済センサス活動調査値－Σ整数部 

(5)集落単位の値の小数部を大きい順、農業集落コード順にソートする。 

(6)不足数が0になるまで順番に（7）の処理を行う。 

(7)整数部に１を加える。小数部を0にする。不足数から１を引く 

(8)整数部を農業集落別データとして出力する。 

 

2.3 事業所数以外のデータの農業集落按分 

事業所数以外の以下のデータについて、事業所数と同様に、GISを用いて、①調査区

地図データを②建物データと農業集落地図データに基づいた建物棟数の比率により農

業集落別に按分する。このとき、事業所数が 0の農業集落の按分率を 0とする。 

(1)従業者数 

(2)売上（収入）金額 

(3)付加価値額 

 

2.4 事業所数以外のデータの集計値の整数化 

事業所数と同様に、集計値を整数値化する。 

 

2.5 合計値の算出 

前項までで産業中分類別に集計した事業所数、従業者数、売上（収入）金額、付加

価値額の値を用いて、産業大分類別、および、A～B_農林漁業、C～R_非農林漁業（Ｓ

公務を除く）、A～R_全産業（Ｓ公務を除く）の合計を求め、農業集落別集計表として

出力する。 
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対象：  30㎡以上の建物 

●建物棟数比による集落の按分率 

調査区 1＝4/25(集落 a)：12/25(集落 b)：5/25(集落 c) 

調査区 2＝4/6(集落 b)：2/6(集落 c) 

調査区 3＝7/13(集落 a)：4/13(集落 b) 

調査区 4＝4/5(集落 b) 

集落 a 

集落 b 

集落 c 

調査区 1 

 
調査区 2 

調査区 3 調査区 4 

対象外：  30㎡未満の建物、 
または無壁舎 

全建物：27棟 
 うち、対象建物 25棟

全建物：7棟 
うち、対象建物 6棟 

全建物：8棟 
うち、対象建物 5棟 

全建物：15棟 
うち、対象建物 13棟 

図 1 建物棟数比による按分のイメージ 



別紙４ 

1 

農業集落中心地決定論理書 

 

農業集落地図と数値地図(国土基本情報)を照合して、各農業集落の中で、最も建物が集

中している地域の中心を示す点(農業集落中心地)を決定する。 

 
1 データ収集・整理 

1.1 収集データ 

農業集落地図データ(GISデータ)：集落ごとのポリゴンデータ 

建物データ(数値地図：基盤地図情報) 

 

1.2 中心地決定に必要なデータ整備 

（1）建物重心座標のポイントデータの作成 

建物のポリゴンデータから、各建物の重心座標のポイントデータを作成する。 

 
2 農業集落中心地の地図データの作成 

2.1 農業集落中心地決定アルゴリズム 

各農業集落の中心地を以下のアルゴリズムにより決定する。 

（1）各集落ポリゴン内の建物重心のポイントデータ(1.2の（1）)を空間検索する(n個) 

（2）対象となった建物ポリゴンの重心群を求める。 

（3）各建物の重心間の距離(r)を求める。（図１参照） 

建物 No.1(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1)、建物 No.2(𝑥𝑥2𝑦𝑦2)、建物 No.3(𝑥𝑥3,𝑦𝑦3)、…建物 N(𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛) 

建物 No.1(𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2, 𝑟𝑟3, 𝑟𝑟4 … 𝑟𝑟𝑛𝑛−1) S𝑟𝑟1 

建物 No.2(𝑟𝑟21, 𝑟𝑟22, 𝑟𝑟23, 𝑟𝑟24 … 𝑟𝑟2𝑛𝑛−1) S𝑟𝑟2 

… 

建物 No.n(𝑟𝑟𝑟𝑟1, 𝑟𝑟𝑟𝑟2, 𝑟𝑟𝑟𝑟3, 𝑟𝑟𝑟𝑟4 … 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛−1) S𝑟𝑟𝑛𝑛 

（4）求めた建物重心間の総距離を小さい順に並べる。 

S𝑟𝑟6, S𝑟𝑟2, S𝑟𝑟1, S𝑟𝑟5… 
建物重心間距離の小さかった上位 10%(切り上げ)の建物 (X件)を抽出し、それら

の中心座標を農業集落中心地とする。（図 2参照） 

 

（農業集落中心地座標） =
(x6y6)、(x2y2)、(x1, y1)、(x5, y5) …

X
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図 1 建物重心間の距離のイメージ 
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図 2 農業集落中心地のイメージ 
 

 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 合計
No.1 6 4 8 17 35
No.2 6 7 5 14 32
No.3 4 7 3 16 30
No.4 8 5 3 14.5 30.5
No.5 17 14 16 14.5 61.5

※上位10%(切り上げ)の建物を対象にするのが本来のアルゴリズムですが、
図では上位3件を対象にしています。

No.1

集落a

No.2
No.3

No.5 No.4

集落c

農業集落中心地

集落b

集落d

No.4 No.2No.3 No.1 No.5

距離の小さい建物を抽出



別紙５ 

経済センサス結果の農業集落別集計公開データの秘匿処理 

 
 
１．対象数による秘匿処理 

すべてのレコードについて、事業所数が 1 または 2 の値を秘匿対象に設定する。 
 
２．内訳の秘匿処理１ 

1) [A_農業，林業]～[R_サービス業]（別添３－４－１の項目番号 13、14、19、20、25、26、
31、32 を除く。）の秘匿対象数が 1 つのレコードについて、事業所数が 0 でない項目のう

ち 2 番目に小さい項目（ただし、事業所数が同じ項目が２つ以上ある場合は、項目番号が

小さいほう）を秘匿対象に設定する。 
2) [A_農業，林業]が秘匿対象のレコードで、[01_農業]と[02_林業]が共に秘匿対象でない場合、

事業所数が 0 でない[01_農業]、 [02_林業]のうち、事業所数が小さい項目（ただし、事業

所数が同じ場合は、[02_林業]）を秘匿対象とする。 
3) [A_農業，林業]が秘匿対象でないレコードについて、[01_農業]の事業所数が 0 でなく、[02_

林業]が秘匿対象の場合、[01_農業]を秘匿対象に設定する。 
4) [A_農業，林業]が秘匿対象でないレコードについて、[02_林業]の事業所数が 0 でなく、[01_

農業]が秘匿対象の場合、[02_林業]を秘匿対象に設定する。 
 
３．縦共連れの秘匿処理 

縦共連れの秘匿処理の順序は、市区町村別、旧市区町村別、農業集落別の大きい地域単位の順

番で行うこと。 
1) 都道府県計レコードで秘匿対象となっている項目について、都道府県内の市区町村計の秘匿

対象がない場合、事業所数が 0 でない市区町村のうち１番小さい市区町村（ただし、事業

所数が同数の市区町村計が２つ以上ある場合、市区町村番号が小さい方）の当該項目を秘匿

対象に設定する。 
2) 市区町村計レコードで秘匿対象となっている項目について、都道府県計が秘匿対象ではなく、

市区町村計の秘匿対象が１つの場合、事業所数が０でない市区町村のうち、２番目に小さい

市区町村（ただし、事業所数が同数の市区町村計が２つ以上ある場合、市区町村番号が小さ

い方）の当該項目を秘匿対象に設定する。 
3) 市区町村計レコードで秘匿対象となっている項目について、市区町村内の旧市区町村の秘匿

対象がない場合、事業所数が 0 でない旧市区町村のうち１番小さい旧市区町村（ただし、

事業所数が同数の旧市区町村計が２つ以上ある場合、旧市区町村番号が小さい方）の当該項

目を秘匿対象とする。（旧市区町村がない市区町村レコードは対象外） 
4) 旧市区町村計レコードで秘匿対象となっている項目について、市区町村計が秘匿対象ではな

く、市区町村内の旧市区町村計の秘匿対象が１つの場合、事業所数が０でない旧市区町村の

うち、２番目に小さい旧市区町村（ただし、事業所数が同数の旧市区町村計が２つ以上ある

場合、旧市区町村番号が小さい方）の当該項目を秘匿対象とする（旧市区町村がない市区町



村レコードは対象外）。 
5) 旧市区町村計レコードで秘匿対象となっている項目について、旧市区町村内の農業集落の秘

匿対象がない場合、事業所数が 0 でない農業集落のうち１番小さい農業集落（ただし、事

業所数が同数の農業集落が２つ以上ある場合、農業集落番号が小さい方）の当該項目を秘匿

対象とする。（旧市区町村がない市区町村レコードも対象） 
6) 農業集落レコードで秘匿対象となっている項目について、旧市区町村計が秘匿対象ではなく、

旧市区町村内の農業集落の秘匿対象が１つの場合、事業所数が０でない農業集落のうち、２

番目に小さい農業集落（ただし、事業所数が同数の農業集落が２つ以上ある場合、農業集落

番号が小さい方）の当該項目を秘匿対象とする（旧市区町村がない市区町村レコードも対象）。 
 
４．内訳の秘匿処理２ 

再度、２の処理を行う。 
 

５．秘匿の反映 
事業所数、従業者数、売上額、付加価値額について、秘匿対象となった値を X に書き換える。 
 
 
 

 

PREF CITY KCITY AGRI
PREF_NA
ME

CITY_NAM
E

KCITY_NAM
E

AGRI_NAM
E

項目１ 項目２

都道府県計 45 000 00 000 宮崎県

市区町村計 45 201 00 000 宮崎県 宮崎市

旧市区町村計 45 201 01 000 宮崎県 宮崎市 宮崎市

農業集落 45 201 01 001 宮崎県 宮崎市 宮崎市 池内第１

農業集落 45 201 01 002 宮崎県 宮崎市 宮崎市 池内第２

農業集落 45 201 01 003 宮崎県 宮崎市 宮崎市 池内第３

旧市区町村計 45 201 02 000 宮崎県 宮崎市 瓜生野村

農業集落 45 201 02 001 宮崎県 宮崎市 瓜生野村 上北方

農業集落 45 201 02 002 宮崎県 宮崎市 瓜生野村 柏田

農業集落 45 201 02 003 宮崎県 宮崎市 瓜生野村 野首

市区町村計 45 301 00 000 宮崎県 清武町

農業集落 45 301 00 001 宮崎県 清武町 清武町 上加納

農業集落 45 301 00 002 宮崎県 清武町 清武町 上中野

農業集落 45 301 00 003 宮崎県 清武町 清武町 下中野

（参考）農業集落別集計表の構成例 
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