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認し、必要に応じて担当部署と協議の上、修正を実施し、プログラム開発・単体テスト

以降を実施しリリースを行う。 

 ・省内・省外の外部システム・データベースとの連携機能 

 

 

3.2. 画面に関する事項 

本システムに備える画面の概要については、「付属書③画面一覧」を参照すること。なお、画

面構成等については、設計工程において、具体化されるものとする。また、要件が記載されてい

ても、本システムを用いて業務を行う上で支障なく効率的に業務が行えるように、受託者にて見

直しを行うこと。 

 

3.3. 帳票に関する事項 

本システムにおいて必要となる帳票については、「付属書④帳票・ファイル一覧」を参照すること。

なお、帳票・ファイルについては、設計工程において、具体化されるものとする。また、要件が記載

されていても、本システムを用いて業務を行う上で支障なく効率的に業務が行えるように、受託者に

て見直しを行うこと。 

 

3.4. 情報・データに関する事項 

（１） 情報・データに関する事項 

本システムで必要となる情報・データの概要について、「付属書⑤ 情報・データ一覧」を参照する

こと。なお、情報・データについては、設計工程において、具体化されるものとする。また、要件が

記載されていても、本システムを用いて業務を行う上で支障なく効率的に業務が行えるように、受託

者にて見直しを行うこと。 

 

（２） データ定義 

本システムのデータ定義の基本要件を以下に記す。 

・ データの構造化を行い再利用しやすいデータとすること。 

・ インターフェースになるデータに関しては、データの意味や記述方法を定義したインター

フェース仕様書（APIの場合、API仕様書）を作成すること。 

・ データ設計にあたっては、政府 CIOポータルの「行政運営基本データ設計・運用実践ガイ

ドブックβ」を参照すること。 

・ コードを使う必要がある場合には、できるだけ既存のコードを活用すること。コードの設

計にあたっては、政府 CIOポータルの「コード（分類体系）導入実践ガイドブック」を参

照すること。 

・ 他システムとの連携や過去データの参照等が必要な場合には、そのデータのコンバージョ

ンを実施すること。 

・ 氏名や法人名等の特段の指示がない場合には、文字は以下の条件で整備すること。 

取り扱う日本語文字集合の範囲：JIS X 0213:2012 
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符号 JIS X 0221:2014（ISO/IEC 10646（UCS））の USC-2 の範囲を符号化 

文字の符号化方式：UTF-8 

なお、第三水準文字や第四水準文字に含まれる異体字についても考慮すること。 

 

（３） GIS の地図及び背景画像に関する事項 

現地確認等で使用する地図の背景画像（衛星写真等）については、令和３年度開発時において

は、国土地理院において公表されている地図や背景画像の活用を基本としていたが、令和４年度

開発において衛星画像を追加している。ユーザ数の増加や衛星技術の進展等を考慮して、本シス

テムを用いた現地確認等に活用可能な背景画像等の活用を検討すること。 
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3.5. 外部インターフェースに関する事項 

（１） 外部インターフェースに関する基本要件 

外部インターフェースに関する基本要件を以下に示す。 

・ 政府 CIOポータルの「API導入実践ガイドブック」及び「APIテクニカルガイドブック」

に準拠すること。 

・ 連携先システムの停止等を想定し、接続エラーに掛かる制御を行うこと。 

・ 連携の可否及び範囲については、eMAFF-IdP で管理する権限による制御を行うこと。 

 

（２） 外部インターフェースに関する事項 

本システムにおいて必要となる外部インターフェースは「付属書⑥ 外部インターフェース一

覧」を参照すること。なお、これらの外部インターフェースについては、設計工程において具体

化されるものとする。また、要件が記載されていても、本システムを用いて業務を行う上で支障

なく効率的な連携が行えるように、受託者にて見直しを行うこと。 

 

（３） オープンデータの公開に関する事項 

本システムにおいて公開するオープンデータについて、以下に示す。なお、これらについては

設計工程において具体化されるものとする。 

なお、ダウンロードサイトは、筆ポリゴンダウンロードサイト（https://www.maff.go.jp/j/tok

ei/porigon/hudeporidl.html）と別に構築する。令和４年度開発においては、農地台帳の静的ダ

ウンロードを対象としたオープンデータの提供機能を対象としていたが、令和５年度開発におい

ては、農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象としてオープンデータの提供機能を対象と

する。公開データ、公開範囲、公開方法、ダウンロードデータのファイル形式については、設計

工程において担当部署と協議の上、決定すること。 

 

• 公開データ 

(ア) 農地のポリゴンデータ 

(イ) 農地のピンデータ 

(ウ) 台帳情報 

(エ) 紐づけ関連情報（各台帳が保有する紐づけに関連するデータの内、オープンデータとし

て公開可能なもの） 

 

• 公開範囲 

(ア) 都道府県単位 

(イ) 市区町村単位 

 

• 公開方法 

(ア) ファイルダウンロード 

(イ) eMAFF 農地ナビ上での公開 
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(ウ) 公開用 API の実装（例えば、地番と年度を指定し作物が返却される API） 

 

• ダウンロードデータのファイル形式 

ダウンロードデータのファイル形式としては以下を想定する。 

 (ア) GeoJSON ファイル 

 

4. 非機能要件の定義 

4.1. ユーザビリティ・アクセシビリティに関する事項 

（１） 情報システムのユーザの種類、役割、特性 

本システムのユーザの種類、役割、特性については、以下のとおり。 

 

No. ユーザ 役割 特性 

1 行政機関等職員 
（農業委員会等） 

農地情報の管

理や現地確認

を行う 

· PC スキル：パソコン上で基礎的なExcel操作等を
ほぼ問題なく完遂できるが、データベースの操作
まではできない 

· 利用機器：パソコン、タブレット 

· 機器の用途：農地情報の管理、現地確認 

· 機器の設置場所：不定 

· 市町村、都道府県職員の場合、LGWANまたはインタ

ーネット端末から接続する 

2 その他審査機関等 
（地域農業再生協議
会、共済組合等） 

農地情報の管

理や現地確認

を行う 

· PCスキル：パソコン上で基礎的なExcel操作等をほ
ぼ問題なく完遂できるユーザから、パソコンを触
ったことがないユーザまで多様 

· 行政機関等職員を含む場合がある 

· 利用機器：パソコン、タブレット 

· 機器の用途：農地情報の管理、現地確認 

· 機器の設置場所：不定 

3 申請者 農地に係る各

種申請を実施

する際に地図

情報を閲覧す

る 

· PCスキル：パソコン上で基礎的なExcel操作等をほ
ぼ問題なく完遂できるユーザから、パソコンを触
ったことがないユーザまで多様 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォン 

· 機器の用途：申請時の地図情報の閲覧 

· 機器の設置場所：不定 

4 農業者、就農希望者
等 

公開用地図を

閲覧する、オー

プンデータを

ダウンロード

する、もしくは

自身が利用す

る営農管理ソ

フトとデータ

連携する 

· PCスキル：パソコン上で基礎的なExcel操作等をほ
ぼ問題なく完遂できるユーザから、パソコンを触
ったことがないユーザまで多様 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォ
ン 

· 機器の用途：公開用地図の閲覧、オープンデータ
のダウンロード、自身が利用する営農管理ソフト
とデータ連携する 

· 機器の設置場所：不定 



  別紙１ 

- 28 - 

 

5 運用・保守事業者 本システムの 

保守・運用作

業及び報告作

業等を行う 

· PCスキル：円滑かつセキュアにシステム運用を実

施できるITスキルを持つ 
· 利用機器：パソコン 

· 機器の用途：本システムの保守・運用作業 

· 機器の設置場所：運用・保守事業者執務室等 

6 紐づけ実施事業者 農地情報（筆ポ

リゴン・各種台

帳等）の紐づけ

を行う 

· PCスキル：円滑かつセキュアに農地情報紐づけ作

業を実施できるITスキルを持つ 

· 利用機器：パソコン 

· 機器の用途：農地情報の紐づけ 

· 機器の設置場所：紐づけ実施事業者執務室等 
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（２） ユーザビリティ要件 

本システムに求めるユーザビリティ要件については、以下のとおり。 

本システムのサブシステム間で統一を図ることとし、要件の具体化は、令和４年度開発で作成

した詳細設計書の別紙「デザインルール」を基に必要に応じて更新を行い、設計フェーズで具体

化を実施することとし担当部署と合意の上進めること。 

 

No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

1 画面の構成 · ユーザが想定する流れに沿った手順(画面遷移・タブの移動順等)

にすること。 

· ユーザが必要な操作を想起しやすい画面構成とすること。 

· 出来る限り、最小限の操作、入力で農地情報の管理・編集等の作

業ができるような画面構成とすること。 

· 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画

面であること。 

· 基本的なデザインには一貫性を持たせること。 

· 十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること。 

· タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されること

から、アクセスした端末に合わせて適切な画面構成で表示され

ること。 

2 操作方法の分かりや
すさ 

· 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等でユーザが作業できる

ようにすること。 

· 画面上で入出力項目のコピー及び貼り付けができること。 

· 業務の実施状況によっては、ショートカットや代替入力方法が用

意されること。（例えば、片手だけで主要な操作が完了すること

が求められたり、マウスを利用することが困難であったりする場

合が考えられる。） 

· タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されること

から、タブレットやスマートフォンにおいては操作性を考慮し、適

度な表示サイズとなる画面構成にすること。 

3 指示や状態の分かり
やすさ 

· 操作の指示、説明、メニュー等には、ユーザが正確にその内容を

理解できる用語を使用すること。 

· 基本的な用語には一貫性を持たせること。 

· 必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項目の重

要度をユーザが認識できるようにすること。 

· システムが処理を行っている間、その処理内容をユーザが直ち

に分かるようにすること。 

· 操作する内容がすぐに分かるように、画面内に適度な説明を記

載し、ユーザが分かりやすく操作できること。 
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4 エラーの防止と処理 · ユーザが操作、入力等を間違えないようなデザインやガイド(案

内)を提供すること。 

· 入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示す

る等、ユーザがその都度その該当項目を容易に見つけられるよう

にすること。 

· 必要に応じて確認画面等を設け、ユーザが行った操作または入力

の取消し、修正等が容易にできるようにすること。 

· 重要な処理については事前に注意表示を行い、ユーザの確認を促

すこと。 

· エラーが発生したときは、ユーザが容易に問題を解決できるよ

う、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報

提供をすること。 

5 ヘルプ · ユーザが必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を利用で
きるようにすること。 

 

 

（３） アクセシビリティ要件 

本システムに求めるアクセシビリティ要件については、以下のとおり。 

なお、要件の具体化は、令和４年度開発で作成した詳細設計書の別紙「デザインルール」を基

に必要に応じて更新を行い、設計フェーズで具体化を実施することとし担当部署と合意の上進め

ること。 

 

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 

1 基準等への準拠 · JIS X 8241-3:2010「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信
における機器、ソフトウェア及びサービス第3部：ウェブコンテ
ンツ」等に準拠していること。 

2 指示や状態の分かり 

やすさ 

· 入力内容の形式に問題がある項目の強調表示やエラーメッセージ
等については、色の違いを識別しにくいユーザ（視覚障害者の
方等）を考慮し、可能な限り色のみで判別するようなものは用
いないこと。 

3 操作画面や操作手順 

の分かりやすさ 

· 申請者には、情報端末の操作に不慣れな方や情報システム 

の仕組みに詳しくない方が存在すると想定されるため、操作画

面や操作手順の分かりやすさに配慮すること。 

4 使用環境 · 一部の行政担当職員が使用する環境のネットワーク回線が脆 

弱である場合があることを考慮すること。 

· 一部行政担当職員が使用する端末はインターネット接続が無

く、LGWAN環境にあることを考慮すること。 
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4.2. システム方式に関する事項 

情報システムの構成に関する方針については、「２．システム方式要件」を参照すること。 

 

4.3. 規模に関する事項 

 

（１）想定されるユーザ数について 

 以下が本要件定義書作成時点で想定しているユーザ数の推移である。本ユーザ数については、実

情を見て変更していく予定である。 

 

各システム 想定利用者 R3 R4 R5 R6 R7 備考 

eMAFF地理情報管

理 Webシステム（地

図管理 Web） 

行政機関等職員 

その他審査機関等 
（開発中） 

(本格利用

開始前) 
8,500 17,000 31,110 

各年度で以下の台帳

に係る業務の利用が

開始されることを前

提に、1 市町村あたり

5 ユーザが利用する

想定で算出 

R5：水田台帳 

R6：農業共済台帳 

R7：多面的機能支払

台帳、中山間地域等

直接支払台帳、環境

保全型農業直接支払

台帳 

eMAFF現地確認ア

プリ（現地確認アプ

リ） 

行政機関等職員 

その他審査機関等 
（開発中） 8,500 17,000 25,500 39,610 

各年度で以下の台帳

に係る業務の利用が

開始されることを前

提に、1 市町村あたり

5 ユーザが利用する

想定で算出 

R4：農地台帳 

R5：水田台帳 

R6：農業共済台帳 

R7：多面的機能支払

台帳、中山間地域等

直接支払台帳、環境

保全型農業直接支払

台帳 
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（２）各台帳のデータについて 

 

No. 対象データ 

 

想定レコード数 
(全量) 

令和４年度までに 
本システム取込 

（予定） 

令和５年度の 
取込想定 

令和６年度の 
取込想定 

1 農地台帳 約6,000万 約6,000万 （全量取込済） （全量取込済） 

2 水田台帳 約5,150万 約5,150万 （全量取込済） （全量取込済） 

3 農業共済台帳 約1,237万 約1,237万 （全量取込済） （全量取込済） 

4 多面的機能支払台帳 約757万 約167万 約144万 約446万 

5 中山間地域等直接支払

台帳 

約264万 約58万 約50万 約156万 

6 環境保全型農業直接支

払台帳 

約24万 約6万 約5万 約13万 

eMAFF農地ナビ 
農業者、就農希望

者等 
- - - - - 

一般公開するシステ

ムとなるため、参考

値として、 eMAFF農

地ナビのアクセス数

及び API コール数を

4.3（４）に記載。また、

前身システムである

全国農地ナビのアク

セス数を 4.3（５）に記

載 

eMAFF紐づけ情報

管理 Webシステム

（紐づけ管理 Web） 

紐づけ実施事業者 

行政機関等職員 

その他審査機関等 

575 1,943 14,414 2,401 0 

各年度での紐づけ実

施地域予定数を元に

想定されるユーザ数

を記載 
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（３）各制度のデータ数及び現地確認等の実施業務の実態について 

以下の表については、システム開発にあたっての参考として、令和３年度開発の要件定義書作成時点での概要をまとめたものである。制度に

より、地域ごとに運用が異なっているため実態把握が難しいケースがあることや、既存の情報からの推計等も含んでいることに留意すること。 

 

  

農業委員会制度 

（各農業委員会等利

用システム） 

【参考】農業委員会制

度 

（全国農地ナビ） 

経営所得安定対策 農業共済 筆ポリゴン 多面的機能支払 
中山間地域等直接支

払 

環境保全型農業直接

支払 

農林水産省共通申請

サービスからオンライ

ン手続を開始する時

期 

令和３年度：農業委

員等利用システム内

に審査者ページを作

成。農林水産省共通

申請サービスの申請

情報と連携 

令和４年度以降：順

次実施 

令和３年度：農業委

員等利用システム内

に審査者ページを作

成。農林水産省共通

申請サービスの申請

情報と連携 

令和４年度以降：順

次実施 

令和２年度：一部協

議会による試行 

令和３年度以降：本

格実施、対象協議会

を順次拡大 

令和３年度から農業

共済団体において、

農業共済事務処理シ

ステムの開発・改修

業務を開始し、令和４

年度中に実施予定。 

 なお、オンラインに

よる申請手続（入力

等）は、農林水産省

共通申請サービスか

ら農業共済事務処理

システムへログインし

て、当該システム上

で行うことを想定。 

該当なし 

令和３年度：申請フォ

ーム公表 

令和４～５年度：拡張

機能開発、一部地域

での試行 

令和６年度：全国で実

施 

令和３年度：申請フォ

ーム公表 

令和４～５年度：一部

地域での試行 

令和６年度：全国で実

施 

令和３年度：申請フォ

ーム公表 

令和４～５年度：一部

地域での試行 

令和６年度：全国で実

施 

データ件数（行） 

土地情報：約 6,000万

件 

世帯員情報：約 1,200

万件 

経営体情報：約 400

万件 

約 6,000 万件 約 5,150 万件 約 1,237 万筆 
約 3000 万筆（筆ポリ

ゴン数） 

約 757 万件 

（認定農用地面積：約

227 万 ha、筆数単位

と推測） 

約 264 万件 

（対象農用地面積：約

79 万 ha、筆数単位と

推測） 

約 24 万件 

（実施面積：約 8 万

件、取組圃場数単位

のデータが存在する

と推測） 

データ項目数（列） 

土地情報：345 カラム 

世帯員情報:191 カラ

ム 

経営体情報:261 カラ

ム 

農地台帳情報：77 カ

ラム 

営農計画書基本情

報：151 項目 

営農計画書明細情報

（農地の利用計画）：

108 項目 

加入申込書の様式の

項目：13 項目（農作

物共済の例） 

10 項目：筆ポリゴン

ID、履歴情報等 

・農地維持支払 ：10

項目 

・資源向上支払（共

同）：8 項目 

・資源向上支払（長寿

命化）：9 項目 

（要領の別記 3-1 様

式 2 号~4 号、認定農

用地確認野帳など） 

※それぞれの取組有

無を記録しているか

は、都道府県、市町

村による。 

35 項目 

（25 項目（要領の運

用 P59 別紙様式２の

農用地一覧の項目

数）＋予備 10 項目） 

９項目 

（実施要領  添付様

式 3（農場管理シー

ト）など） 

※有機農業以外は生

産記録を提出のため

記載内容は異なる 

データ管理主体 市町村農業委員会 市町村農業委員会 地域農業再生協議会 農業共済組合 統計部 

水土里情報システム

で整理している都道

府県は、都道府県

（推進組織）単位。 

それ以外は市町村。 

市町村 市町村 
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農業委員会制度 

（各農業委員会等利

用システム） 

【参考】農業委員会制

度 

（全国農地ナビ） 

経営所得安定対策 農業共済 筆ポリゴン 多面的機能支払 
中山間地域等直接支

払 

環境保全型農業直接

支払 

データ容量(概算) 

土地情報：約 156GB 

世帯員情報：約 20GB 

経営体情報：約 6GB 

農地台帳情報 ：約

80GB 
約 80GB 約５G 約 7GB 約３GB 約１GB 約 100MB 

データ形式 SQLServer SQLServer 

紙、Excel、システム

が保持するデータベ

ース 

不明 GeoJSON 

不明※市町村単位は

エクセルもしくは紙ベ

ースが主体※都道府

県単位だが、独自シ

ステムの例もあり 

エクセルもしくは紙ベ

ース 

不明※Excel や紙ベ

ースでの地図等が主

体と思われる  

他のデータベースと

の共通キー等がある

か 

ない。 

農業委員会等コード

と下記で一意。 

【土地情報】 

一筆番号（農業委員

会が独自に採番） 

【世帯員情報】 

世帯員番号（農業委

員会が独自に採番） 

【経営体情報】 

農家法人番号（農業

委員会が独自に採

番） 

【農地台帳情報】 

地番（公開前と公開

中とでは重複あり） 

不明 

地域農業再生協議会

により、農地台帳、農

業共済と連携してい

る場合がある。 

同上 

 
該当なし 地番 地番 

不明 

※市町村によっては

水田台帳等と連携し

ている場合もある  

他制度との共通キー

があるか 
無し 無し 無し 無し 無し 

水土里情報システム

で整理している県が

ある。民間ソフトウェ

アで整理している例

については、共通キ

ーの状況は不明。 

ない 

（水土里情報システ

ム等と連携している

市町村もあるが少数） 

不明 

※市町村によっては

他制度と連携してい

る可能性もある  
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農業委員会制度 

（各農業委員会等利

用システム） 

【参考】農業委員会制

度 

（全国農地ナビ） 

経営所得安定対策 農業共済 筆ポリゴン 多面的機能支払 
中山間地域等直接支

払 

環境保全型農業直接

支払 

その他特記事項 ー ー 無し   

統計部での利用ファ

イルごとの境界線に

おける重複等の修正

を施した全国ファイル

を、令和２年度中に

作成予定。 

また、筆ポリゴンに

は、耕地を基準に作

成した都道府県と、本

地を基準に作成した

都道府県がある。 

多面的機能支払で

は、農用地だけでな

く、水路や農道等の

施設の保全管理も支

援しているため、そち

らの確認事務も行っ

ている。 

水土里情報 GIS 、

CAD、エクセル上で

実施区域図を作成し

ている県もあるが、筆

毎の情報ではなく、実

施区域の外形線とし

て整理しているため、

今回の「農地データ」

としては活用できな

い。また、水土里情報

システムで整理して

いる県でも、必ずしも

毎年度更新されてい

ない県もある。 

ー 

基本的に国側で対象

データを把握していな

い。 

（取組圃場の実施確

認等のため、市町村

レベルでは、申請情

報（農業者名、面積、

実施取組等）と地図

情報を何らかの形で

紐付けていますが、

その管理方法等は市

町村によって異なる） 

サンプルデータ     

経営所得安定対策等

実施要綱（平成 23 年

４月１日付け 22 経営

第 7133号 農林水産

事務次官依命通知）

様式第２号  水稲生

産実施計画書  兼 

営農計画書 

農作物共済引受要綱

様式第 1-1 号（加入

申込書）（農作物共済

の例） 

HP にて公開中 

実施要領の別記 3-1

様式 2 号~4 号（認定

農用地確認野帳な

ど） 

実施要領の運用 P59

別紙様式２（農用地

一覧） 

記載例：あ実施要領

の添付様式３（農場

管理シート） 

対象組織数 
農業委員会数：1,737

委員会 
  

地域農業再生協議会

数：約 1,700 団体 

農業共済組合等数：

66 組合等 
該当なし 

対 象 組 織 数 ： 約

27,000（R1：26,618） 
協定締結数：26,013 実施件数：3,479 件 

実施面積 500 万 ha（全農地）   不明 203 万 ha 該当なし 
実施面積：約 227 万

ha 

対象農用地面積 ：

791,536ha 
実施面積：79,839ha 

実施農業者数 土地の現況の調査   約 48 万件 142 万件 該当なし 

申請者数（組織数）：

26,618 

農業者数（個人） ：

1,526,455人（非公表） 

農業者（農事組合法

人、営農組合等） ：

31,194 団体（非公表） 

協 定 参 加 者 数 ：

605,988 人 

実 施 農 業 者 数 ：

25,475 人（非公表） 
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農業委員会制度 

（各農業委員会等利

用システム） 

【参考】農業委員会制

度 

（全国農地ナビ） 

経営所得安定対策 農業共済 筆ポリゴン 多面的機能支払 
中山間地域等直接支

払 

環境保全型農業直接

支払 

現地確認の実施数

（概算） 

【以下、農地の利用

状況調査（遊休農地

調査）】実施委員会

数：1,737 委員会実施

回数：年１回 

  約 5,100 万件の内数 
被害状況によって異

なる 
該当なし 

約 27,000 件／年（農

用地の状況） 

約 264 万件（対象農

用地面積：約 79 万

ha 、協定数： 26,013

件）※件数は農地数

の概算※荒廃農地発

生・解消状況に関す

る調査、写真、衛星

画像等による確認も

可能（※1 件 0.3ha と

して、実施面積等を

除して算出。※いず

れも正確な件数（筆

数、ほ場数等）は把

握できていない。） 

・申請書類は約 24 万

件・現地確認は抽出

検査の場合もあり、

全体の 50%程度であ

る、約 12 万件 

現地確認のピーク時

期 
８月～10 月   7～8 月 

9～10 月(農作物共済

の例) 
該当なし ７～10 月 

不明 

（実施時期は市町村

により異なるが、９月

末までに実施すること

としている）（５カ年の

対策の初年度は 10

月末ま で と し てい

る。） 

申請書類の照合：6

月～7 月 

現地確認のピーク時

期：6 月～8 月、12 月

～3 月（取組によりピ

ーク時期が異なる） 

ピーク時期に行われ

る現地調査の実施数

または割合 

８割   約 5,100 万件の内数 
被害状況によって異

なる 
該当なし 上記の間にほぼ 100% 不明 

申請書類の照合のピ

ーク時期：6 月～７月

に約 80% 

現地確認のピーク時

期：6 月～8 月に約

40%、12 月～3 月に約

40% 

現地確認において確

認する内容 

農地の利用状況（遊

休農地の状況） 
  

申請された営農計画

書の作物作付面積が

現地と一致している

かを確認 

損害評価項目：災害

の種類、肥培管理、

被害筆の収穫量等 

該当なし 

管理状況の適否（活

動計画書どおり農地

法面等が草刈りされ

ているか） 

協定に定められた農

業生産活動等及び多

面的機能を増進する

活動の実施状況、個

別協定に定められた

農業生産活動等の実

施状況 

作付面積、作付作物

名、作付状況、農地

の管理状況、  緩衝

帯設置の有無（有機

農業に限る） 
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農業委員会制度 

（各農業委員会等利

用システム） 

【参考】農業委員会制

度 

（全国農地ナビ） 

経営所得安定対策 農業共済 筆ポリゴン 多面的機能支払 
中山間地域等直接支

払 

環境保全型農業直接

支払 

現地確認時、検査員

が参照しなければい

けない情報 

（わかる範囲で結構

です。） 

農地の場所、境界

線、所有者名 
  営農計画書 

損害通知書の記載項

目：農地の場所、加

入者名、加入面積、

品種、基準収穫量、

加入者の申告事項

（災害の発生月日、

災害の種類等） 

該当なし 
農地の場所、現況地

目 

農地の場所、地番、

地目、境界線（一団

の農用地の境界）、

水路・農道等の施設

名等 

事業計画書に記載の

ある地図と農地台帳

等を照合し、現地確

認で補完。 

 

農振農用地域計画図

（境界線）、農地の場

所、境界線、所有者

名、農地面積、耕作

者名、耕作面積、作

付面積、作付作物

名、作付状況、緩衝

帯設置の有無、 

〔農振農用地域計画

図、農地台帳及び耕

作台帳（水田台帳）シ

ステムに関する情報〕 

現地確認の実施数

（概算）（２） 

（制度により現地確

認が２種類あるもの

を記載） 

【以下、農地法許可

等時の現地調査】 

農業委員会数：1,737 

許認可数（最大値）：

700 千件 

       

約 27,000 件／年（水

路、農道等の状況） 

※農用地に紐付く調

査ではないが、地図

は活用。地図に水路

等が登録されている

地域もある。 

    

現地確認のピーク時

期 
通年で一定の実施数        ３～４月     

ピーク時期に行われ

る現地調査の実施数

または割合 

－        上記の間にほぼ 100%     

現地確認において確

認する内容 

許可等申請があった

農地の利用状況 
       

管理情報の適否（活

動計画書どおり法面

草刈や泥上げがされ

ているか） 

    

現地確認時、検査員

が参照しなければい

けない情報 

農地の場所、境界

線、所有者名（耕作

者名）、許可等申請

情報 

    
農地の場所、現況地

目 
    

 

（４）eMAFF 農地ナビのアクセス数について 

eMAFF 農地ナビのアクセス数は以下の通り。なお、以下は eMAFF 農地ナビの「ホーム画面である農地詳細情報画面のページビュー数」と

「API コール数」を記載している。 
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 2022 年 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

ページビュー数 

（農地詳細情報画面） 

602,207 590,902 673,943 665,194 976,207 

API コール数 13,985,448 14,550,570 15,613,914 15,193,198 16,593,915 

 

 

（５）全国農地ナビ（eMAFF 農地ナビの前身システム）のアクセス数について 

参考として、全国農地ナビ（eMAFF 農地ナビの前身システム）のアクセス数を以下に示す。 
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2015年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ページビュー数 386,134 1,029,696 1,141,875 1,188,561 1,218,450 1,144,995 1,211,885 1,358,420 1,378,179 1,506,737 1,871,328 1,955,864

セッション数 38,204 39,337 46,798 40,170 36,318 36,437 39,809 43,115 45,057 50,033 65,792 67,045

平均閲覧ページ数 10.11 26.18 24.40 29.59 33.55 31.42 30.44 31.51 30.59 30.11 28.44 29.17

2016年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ページビュー数 1,930,718 2,250,417 3,219,891 2,944,542 3,307,912 3,817,017 5,519,884 4,002,861 4,036,486 4,260,697 4,348,176 4,116,978

セッション数 57,049 65,389 105,083 83,364 98,417 118,807 98,452 99,522 102,017 98,911 107,472 127,029

平均閲覧ページ数 33.84 34.42 30.64 35.32 33.61 32.13 56.07 40.22 39.57 43.08 40.46 32.41

2017年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ページビュー数 3,886,665 4,346,111 4,589,723 4,389,139 4,499,081 4,817,531 4,994,401 4,530,567 4,276,701 4,232,078 4,380,268 5,365,225

セッション数 122,571 128,122 164,091 351,196 128,506 141,314 136,311 113,813 120,855 230,085 232,023 487,717

平均閲覧ページ数 31.71 33.92 27.97 12.50 35.01 34.09 36.64 39.81 35.39 18.39 18.88 11.00

2018年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ページビュー数 5,367,145 6,811,582 7,465,432 7,349,254 5,663,454 5,329,721 6,014,329 5,229,458 4,915,428 5,204,558 6,616,233 7,051,699

セッション数 524,952 726,443 911,738 358,723 148,420 151,288 133,783 117,663 110,674 117,163 129,539 140,311

平均閲覧ページ数 10.22 9.38 8.19 20.49 38.16 35.23 44.96 44.44 44.41 44.42 51.08 50.26

2019年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ページビュー数 5,722,814 5,862,873 6,274,818 7,233,666 5,945,685 6,345,393 5,704,202 4,916,635 4,517,612 4,560,625 4,441,893 4,819,490

セッション数 138,061 143,896 157,465 159,820 150,775 161,419 143,817 123,732 125,991 130,143 126,962 493,445

平均閲覧ページ数 41.45 40.74 39.85 45.26 39.43 39.31 39.66 39.74 35.86 35.04 34.99 9.77

2020年度

4月 5月 6月 7月 8月

ページビュー数 3,906,859 4,792,701 6,707,913 6,764,137 6,380,827

セッション数 184,309 143,414 175,830 188,062 182,234

平均閲覧ページ数 21.20 33.42 38.15 35.97 35.01

全体アクセス数
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※解析ツールの仕様上、月別・組織別・国別のアクセス数は一致しない場合があります

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 - - - - 264,122 9,035 284,697 8,113 295,772 7,390 250,680 6,679 241,411 5,878 245,335 5,728 344,484 7,509 342,531 8,150 436,917 9,440 461,884 8,151

自治体 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JV - - - - 23,750 1,726 19,737 854 13,754 775 36,806 1,083 8,770 547 7,508 346 9,087 438 16,652 685 43,903 808 6,518 428

その他（ドメイン取得組織） - - - - 144,940 5,199 132,198 4,602 137,267 4,227 157,277 4,992 147,356 4,883 173,309 6,110 199,375 7,019 193,110 6,516 219,874 6,264 212,823 6,987

その他（ドメイン未取得組織） - - - - 709,063 30,838 751,929 26,751 771,657 24,114 700,232 23,815 814,348 28,583 932,268 31,063 825,233 30,232 954,444 34,801 1,170,634 49,418 1,274,639 51,653

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 344,039 6,665 484,531 8,462 694,181 14,790 599,714 12,846 745,702 12,705 775,456 10,934 888,417 10,832 954,869 10,648 795,459 9,785 805,428 11,227 684,215 10,855 580,494 10,537

自治体 157,038 4,401 226,364 5,019 296,203 9,216 270,275 8,231 332,167 7,999 309,114 6,451 280,823 5,500 258,220 5,863 215,916 5,425 224,586 6,680 229,233 6,400 177,211 5,185

JV 13,394 500 10,176 483 9,693 562 10,809 868 7,783 754 11,649 752 6,213 465 12,551 476 7,529 487 9,677 609 7,703 481 12,844 645

その他（ドメイン取得組織） 101,811 3,018 40,984 3,078 75,570 1,280 92,755 464 67,956 2,134 149,926 4,418 1,891,943 3,753 122,546 4,474 205,460 5,099 198,624 4,049 283,330 4,031 271,590 10,168

その他（ドメイン未取得組織） 1,314,436 43,063 1,488,362 48,933 2,144,244 80,475 1,970,989 62,170 2,154,304 75,779 2,570,872 96,252 2,452,488 77,902 2,654,675 177,583 2,812,122 82,140 3,022,382 77,338 3,143,695 85,705 3,074,839 100,494

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 413,822 9,469 634,031 11,854 633,002 17,565 451,742 15,564 570,861 16,021 526,096 11,149 620,508 15,004 598,960 14,664 548,691 14,065 499,279 13,211 504,462 15,406 459,005 13,654

自治体 140,928 4,561 120,701 2,996 68,390 3,109 24,604 761 28,225 585 24,452 547 13,646 419 23,738 495 24,739 505 17,058 488 16,783 362 14,527 369

JV 10,283 470 6,149 316 10,267 464 10,518 418 10,872 406 9,977 234 14,149 392 10,738 379 7,467 348 5,913 282 8,644 670 5,877 355

その他（ドメイン取得組織） 309,404 13,882 385,252 12,689 541,157 17,610 589,359 17,552 613,742 19,812 591,345 14,799 602,439 20,827 531,790 16,566 543,660 17,633 571,448 16,730 560,062 16,526 582,870 18,813

その他（ドメイン未取得組織） 3,012,228 94,189 3,199,978 100,267 3,336,907 122,234 3,312,916 316,140 3,275,381 91,097 3,665,661 114,585 3,743,659 99,669 3,365,341 81,709 3,152,144 88,304 3,138,380 199,374 3,290,317 199,059 4,302,946 454,526

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 371,049 12,338 547,188 20,092 601,804 18,015 498,235 15,614 557,885 20,061 443,787 13,396 567,968 16,145 593,285 15,897 543,387 14,786 533,908 17,117 468,885 15,587 409,861 14,886

自治体 11,141 273 18,364 344 30,034 589 20,702 628 26,208 664 23,042 552 16,139 523 19,354 624 24,603 859 32,524 1,415 34,020 931 26,773 983

JV 6,076 197 3,704 113 2,374 68 3,721 78 1,793 53 1,026 39 1,789 59 1,437 56 2,036 71 2,713 101 2,955 84 7,343 5,580

その他（ドメイン取得組織） 580,328 19,126 847,546 26,993 1,505,919 26,686 2,135,406 27,828 954,932 33,074 828,634 33,560 888,578 26,516 771,608 22,637 870,242 25,266 1,017,126 23,051 1,186,769 24,183 1,006,615 25,883

その他（ドメイン未取得組織） 4,398,551 494,836 5,394,780 681,220 5,325,301 868,319 4,691,190 316,745 4,122,636 96,519 4,033,232 105,328 4,539,855 92,556 3,843,774 80,100 3,475,160 70,962 3,618,287 76,871 4,923,604 90,453 5,601,107 94,685

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 396,781 12,649 558,163 19,811 622,848 26,776 574,189 19,740 585,384 19,126 556,971 20,023 573,490 18,706 500,438 15,843 513,123 17,099 429,787 18,808 381,518 13,915 380,916 30,906

自治体 25,221 810 27,906 898 40,041 984 33,028 1,071 29,685 880 38,921 918 37,631 956 39,893 885 32,860 1,734 33,044 1,202 34,474 736 32,614 2,325

JV 11,120 8,690 11,306 8,571 11,875 8,734 10,872 9,021 9,822 8,536 11,339 8,286 11,518 8,963 10,328 8,442 10,370 8,997 10,635 9,008 9,445 8,424 11,841 8,993

その他（ドメイン取得組織） 1,652,379 34,168 1,996,061 45,264 1,487,506 35,269 1,394,350 34,331 1,302,993 33,284 1,413,190 39,235 1,186,164 31,557 1,103,704 28,095 1,219,081 28,118 1,145,090 28,649 893,796 26,843 1,096,051 85,877

その他（ドメイン未取得組織） 3,637,313 83,839 3,269,437 71,568 4,112,548 87,853 5,221,227 98,019 4,017,801 90,760 4,324,972 94,782 3,895,399 85,397 3,262,272 72,019 2,742,178 71,403 2,942,069 73,856 3,122,660 78,647 3,298,068 367,171

ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数 ページビュー数 セッション数

官公庁 229,603 10,584 333,222 10,386 544,784 17,496 457,314 16,960 446,676 15,301

自治体 22,197 769 26,576 862 42,155 1,495 36,393 2,252 41,824 1,518

JV 9,937 8,488 9,879 8,993 12,715 8,732 10,790 8,736 11,525 8,980

その他（ドメイン取得組織） 691,254 40,774 829,460 33,443 1,199,480 37,383 1,275,118 37,028 1,344,337 37,080

その他（ドメイン未取得組織） 2,953,868 125,478 3,593,564 91,894 4,908,779 113,642 4,984,522 126,633 4,536,465 122,174

7月

組織別アクセス数

組織
2015年4月 5月 6月 2月 3月

組織
2016年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

8月 9月 10月 11月 12月 2016年1月

組織
2017年4月 5月 6月 7月

11月 12月 2017年1月 2月 3月

組織
2018年4月 5月 6月 7月

2月 3月

8月 9月 10月

8月 9月 10月 11月 12月 2018年1月

11月 12月 2019年1月 2月 3月

2月 3月12月 2020年1月10月 11月

8月

8月

組織
2020年4月 5月 6月 7月

9月7月5月 6月
組織

2019年4月
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4.4. 性能に関する事項 

 

（１） 性能要件 

本システムのオンライン処理の性能として求める要件については、以下のとおり。 

 

No. ユーザ 要件 

1 行政機関等職員 

（農業委員会等） 
• システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じ

させない十分なレスポンスを確保することし、サーバのア

プリケーション処理時間３秒以内を目標値とすること。 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域

の影響を受けるため、サーバのアプリケーション処理時間

とする。なお、農地の密度が高い地域等で地図表示時に大

量のデータを表示する場合等においては、目標値の達成が

困難となることも考えられるため、その場合は、担当部署

と協議の上、目標値を設定すること。 

※LGWAN接続をする自治体に関しては、LGWANとの接続に鑑

みてストレスを感じさせないレスポンスに留意すること。 

2 その他審査機関等職員 

（地域農業再生協議会、

共済組合等） 

• システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じ

させない十分なレスポンスを確保することとし、サーバの

アプリケーション処理時間３秒以内を目標値とすること。 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域

の影響を受けるため、サーバのアプリケーション処理時間

とする。なお、農地の密度が高い地域等で地図表示時に大

量のデータを表示する場合等においては、目標値の達成が

困難となることも考えられるため、その場合は、担当部署

と協議の上、目標値を設定すること。 

※その他審査機関等の内、例えば地域農業再生協議会の中

には自治体職員を兼ねる担当者も存在しており、LGWANを

介した接続が想定される。そのため、LGWAN接続をする自治

体に関しては、LGWANとの接続に鑑みてストレスを感じさ

せないレスポンスに留意すること。 

3 申請者 • 応答時間について、基本的なリクエスト（20項目・100文字

程度）に対し３秒を基本の目標値とすること。 

• システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じ

させない十分なレスポンスを確保すること。 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域

の影響を受けるため、サーバのアプリケーション処理時間



  別紙１ 

- 42 - 

 

とする。 

※レスポンスタイムに外部システム連携処理は含まない

ものとすること。 

※目標値の達成率は90％とすること。 

4 農業者、就農希望者等 • システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じ

させない十分なレスポンスを確保することとし、サーバの

アプリケーション処理時間３秒以内を目標値とすること。 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域

の影響を受けるため、サーバのアプリケーション処理時間

とする。なお、農地の密度が高い地域等で地図表示時に大

量のデータを表示する場合等においては、目標値の達成が

困難となることも考えられるため、その場合は、担当部署

と協議の上、目標値を設定すること。 

5 運用・保守事業者 円滑なシステム運用が実現できるレスポンスを確保すること。 

6 紐づけ実施事業者 円滑な農地情報紐づけ作業が実現できるレスポンスを確保す

ること。 
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4.5. 信頼性に関する事項 

（１） 可用性要件 

本システムの可用性に係る指標とその目標値については、以下のとおり。なお、以下に示す目

標値は、シングルリージョンとして運用を行う上での目標値となる。 

 

No. 指標分類 指標名 目標値 

1 稼働率 稼働率 年97.0% 

 

（２） 可用性に係る対策 

本システムの可用性に対して求める対策要件については、以下のとおり。 

・ アクセス頻度が高くなる 6 月～8 月の現地確認期間に限らず、現地確認状況などを把握するた

めに地図参照等を実施することから、円滑に業務を遂行できる可用性の対策を実施するこ

と。 

・ 対策により得られる効果と対策に要するコストの両面を考慮し、目標値に見合った最適な

対策を選択すること。 

・ 365 日 24 時間の運用を目標とすること。 

・ 通常時の負荷分散及び障害発生時の縮退運転を可能とすること。 

・ 障害発生時にも業務が継続できるよう待機系への切替えを可能とすること。 

・ 障害時のデータ消失対策として、サーバ上のデータベースファイルは、冗長構成をとるも

のとすること。 

・ 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。 

・ 異常な入力や処理を検出しデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

・ 処理の結果を検証可能とする為、ログ等の証跡を残すこと。 

・ システムの再起動等、業務システムに影響の出るメンテナンスを行う場合は、開始から 5 日

前までに連絡すること。 

・ バックアップの適切な保管場所を設定すること。 

・ 障害テストを実施し、設計通りに可用性が担保されることを確認すること。 

・ サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間

として【１．０日（クラウドサービス提供元の障害は最大 10 時間以内で復旧する想定）】

を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備える

こと。 

 

（３） 完全性要件 

機器の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの

真正性確保に係る対策要件については、以下のとおり。 

・ 30 日分のアプリケーション及びネットワークログをいつでも閲覧可能とし、30 日以前のログ

も請求・取得可能とすること。（最低ログ保存期間は 5 年） 

・ 自動でデータベースファイルのバックアップを取得し、必要に応じ手動バックアップも可

能であること。（過去 30 日前まで戻すことが可能とすること） 
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・ 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

・ 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

・ 処理の結果を検証可能とするため、ログ（ネットワークログ、アプリケーションログ、セキュ

リティログ、システムログ、システム管理ログ等）等の証跡を残すこと。 

・ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。 

・ データの複製や移動を行う際に、その内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損

していないデータを特定するための措置を行うこと。 

・ 電子データの送受信を行う際には、電子署名やタイムスタンプ等を用いることで偽造等か

ら保護することが可能であること。 

 

（４） リスク低減施策 

・ データの紛失や改ざんからデータを保護し、データの正確性及びデータの一貫性を保証す

ること。 

・ プロバイダー提供による暗号化にてデータ保護が行われていること。 

・ ノード、リソース(CPU・メモリ・ディスク)、プロセス、ジョブ、データベースの監視を

実施すること。 

・ 不正な通信を遮断する対策を講じることができること。 

・ 不正アクセスが無いか、攻撃検知・不正検知・防止ができること。 

・ マルウェアや Dos 攻撃に代表される、外部からの攻撃に対する対策が講じられているこ

と。 

・ アプリケーション特有の脅威、脆弱性について対策すること。 

・ 権限設定により機能やデータに対する認可を制御できること。 

・ 動作環境として対象とするブラウザで、最低でも年に２回バージョンアップされていない

かを確認し、バージョンアップされている場合は当該ブラウザでテストすること。 

・ 認証強化策を検討し実施すること。 

・ 認証情報の管理を適切に実施すること。 

・ 管理画面など管理系へのアクセス制御を適切に実施すること。 

 

4.6. 拡張性に関する事項 

（１） 性能の拡張性 

本システムの性能の拡張性として求める要件については、以下のとおり。 

・ 処理能力やデータ保存領域を拡張するための CPU、メモリ、ハードディスク等、導入後の

拡張性を有すること。 

・ システムユーザ数、データボリューム等の増大、ユーザ別業務システムの追加にも容易に

対応可能な拡張性を有すること。 

・ サーバ負荷軽減の為、分散処理可能な構成であること。 

 

（２） 機能の拡張性 

本システムの機能の拡張性として求める要件については、以下のとおり。 
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・ 台帳種類の追加、省内外の接続先システムとのインターフェース、バッチ処理の追加、及

びユーザ種別の追加、衛星画像の取込、民間の営農支援システム等とのインターフェースの

追加等に対応できること。 

・ 将来的に行政機関が保持する審査系業務システム、マスターデータ系システム、データ活

用基盤系システム、申請系システム、自治体システム等やその他民間サービスとの連携が

必要になった際、柔軟に対応できること。 

・ 令和４年度開発の機能追加により、性能が劣化することがないようにすること。なお、やむを

得ず、性能劣化が発生する場合は、担当部署と協議の上、代替措置等を検討し対応すること。 

 

4.7. 上位互換性に関する事項 

（１） 上位互換性の要件 

本システムの上位互換性として求める要件については、以下のとおり。 

・ クライアントOS のバージョンアップに備え、OS の特定バージョンに依存する機能が判明し

ている場合は、その利用を最低限とすること。 

・ Web ブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施すること

でバージョンアップに対応できること。 

・ 契約期間中にアプリケーション稼働環境として導入しているソフトウェアのバージョンア

ップが発生した場合は、原則、バージョンアップ後の環境を前提として開発を行うこと。

なお、バージョンアップの決定時期によって対応が困難な場合には、担当部署と協議の

上、その指示に従うこと。 

・ バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、担当部署と協議の上、その指

示に従うこと。 

・ OS やブラウザのバージョンアップ等に伴い、大幅な改修が見込まれる場合は、対応要否や範

囲等を別途担当部署と協議の上、決定すること。 
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4.8. 中立性及び相互運用性に関する事項 

（１） オープンな標準的技術又は製品に関する事項 

本システムのシステム中立性及び相互運用性としてオープンな標準的技術又は製品の要件につ

いては、以下のとおり。 

・ 提供するソフトウェア等は、原則として広く一般的に利用されている標準的な形式、オー

プンなインターフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。 

・ サービス提供開始後のシステム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依

存することを防止するため、原則として情報システム内のデータを標準的な形式で取り出

すことができるものとすること。 

・ 官民間、国・地方間等の情報システム間の相互運用性を確保すること。 

 

（２） 引継ぎに関する事項 

他事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、以下のとおり。 

・ 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であ

ること。 

 

4.9. 継続性に関する事項 

（１） 想定するリスク 

本システムの継続性について想定されるリスクについては、以下のとおり。 

・ 地震、火災、風水害等、攻撃等による直接的なセンター設備及びシステムの損壊。 

・ センター周辺のライフライン（電力、通信、交通等）の機能不全による情報システムの長時

間停止。 

・ 新型インフルエンザウイルス等によるパンデミック、及び人員や交通機関の被災等による

センターの運用者不在。 

 

（２） 事業再開の定義 

本システムの事業再開の定義については、以下のとおり。 

・ システム運用をメインセンターからバックアップセンターへ切替え、システム資源及び要員

体制の範囲内での縮退運用により業務を継続できること。 

・ 冗長化構造やホットスタンバイ状態の予備機の提供等の対策を講じることで、大規模障害

発生時もサービスを継続できること。ただし、令和４年度開発において、バックアップセン

ターである西日本リージョンのリソースを撤廃する予定であるため、対応については担当部署

と協議の上決定すること。 

 

（３） 目標値 

本システムの継続性目標値として求める要件については、以下のとおり。 

・ 目標復旧時点：1 営業日前の時点（日次バックアップからの復旧）。 

・ 目標復旧時間：24 時間程度（クラウドサービス提供元の障害は最大 10 時間以内で復旧す

る想定）。 
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※各目標値については担当部署と協議の上決定すること。 

 

4.10. 情報セキュリティに関する事項 

（１） 情報セキュリティ対策要件 

情報セキュリティに係る対策については、 

・ 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」（令和４年７

月 29 日内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター） 

・ 「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」（農林水産省） 

・ 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令和３年度版）」（内閣官房内

閣サイバーセキュリティセンター） 

等に従い、必要な対策を講じること。 

 

また、個人情報（「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に規定する情報をいう。以下

同じ）の取り扱いに関し、個人情報保護に関する法令の趣旨に従えるよう設計し、取り扱い及び

管理を行えるようにする。なお、技術的制約等により実現が特に困難である場合は、農林水産省

と協議の上、所要の代替措置をとることを条件に下記によらない対策を認める場合がある。 

 

本システムの情報セキュリティに係る対策要件は以下の通り。 

No. 
情報セキュリティ 

対策 
対策に係る要件 

1 通信経路の分離 · 不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通 

信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内

部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上やファ

イアウォール等によりDMZを構築するなどで分離すること。 

2 不正通信の遮断 · 不正アクセス等の通信回線を介した不正を防止するため、フ

ァイアウォール等による通信制御、サーバ装置の不要な通信

プロトコルを遮断するなどして、外部とサーバ装置及び予備

サーバ装置間の通信を必要な通信のみに制限すること。ま

た、IPS等による不正通信の検知・遮断対策を行うこと。 

3 通信のなりすまし 

防止 
· なりすましを防止するため、政府ドメイン名（.go.jpで終わる

ドメイン名）を利用するとともに、事前にルート証明書のイン

ストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証

局（GPKI等）により発行されたサーバ証明書を導入し、TLS機

能を適切に用いること。 

4 サービス不能化の 

防止 
· サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービ

ス停止の脅威の軽減防止に有効な機能を活用して本システム

を構築すること。 

· 輻輳などサービス停止攻撃の回避のため、ネットワークの負
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荷を継続的にモニタリングした上で、必要な対策を行うこと。 

5 不正プログラムの感 

染防止 
· 不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威

に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路、及び

本システムを構成するコンピュータを対象において感染を防

止する機能を備えること。 

· 防止機能において定時スキャン設定のみならず、個別ファイ

ルをアクセスする都度スキャンが可能であること。 

· 最新のソフトウェア及びパターンファイルの自動更新が可能

であること。 

· 電子媒体へのアクセス時にコンピュータウイルスチェックが

可能な機能を有すること。 

· コンピュータウイルス対策ソフトウェアは、サーバ機器等の

起動時に常駐させること。 

6 不正プログラム対策 

の管理 
· 新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更

新が可能であること。 

· コンピュータウイルス検知（ユーザ、担当職員への通知）、

コンピュータウイルス駆除を自動化し、コンピュータウイル

ス感染・隔離・駆除の一元監視機能を有すること。 

· サーバ機器等へのウイルス対策ソフトウェア及びパターンフ

ァイルの配布状態管理機能を有すること。 

7 構築時の脆弱性対 

策 
· 本システムの脆弱性を悪用した不正を防止するため、構築時

に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修

正の上で納入すること。 

· webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関するアプリケー

ション脆弱性対策を行うこと。（WAFを想定） 

· また、構築時において本システムに必要な脆弱性診断（ネッ

トワーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、ま

たは関係省庁及び本省（それぞれが別途選定した事業者によ

る監査を含む）が実施する場合はそれに対応すること。 

8 運用時の脆弱性対 

策 
· 本システムの運用時において、新たに発見される脆弱性を悪

用した不正を防止するため、本システムの更新を効率的に実

施し、本システム全体の更新漏れを防止する機能または運用

体制を備えること。 

· 脆弱性の存在が明らかになった場合は、修正プログラムを適

用するなど、速やかに情報セキュリティを確保するための措
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置を講ずること。 

· 運用時において定期的に本システムに必要な脆弱性診断（ネ

ットワーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、ま

たは関係省庁及び本省（それぞれが別途選定した事業者によ

る監査を含む）が実施する場合はそれに対応すること。 

9 ログの蓄積・管理 · 情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用い

るために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関す

るログを蓄積し、システム稼働期間中のものをすべて保管する

とともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能（ログの検

索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 

· データ形式は、テキストデータ等の汎用性のある形式であるこ

と。 

10 ログの保護 · ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアク

セス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保

護（消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減）のための措置を含

む設計とすること。 

11 時刻の正確性確保 · 情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の

追跡において、ログの分析等を容易にするため、正確な時刻

に同期する機能を備えること。 

12 侵入検知 · 不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して、本シス

テムと外部間で送受信される通信内容を監視し、不正アクセ

スや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 

13 サービス不能化の 

検知 
· 上述の「サービス不能化の防止」にある対策を講じるととも

に、その検知が可能であること。 

14 ライフサイクル管理 · 本システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポ

ートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたも

のを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、種類、

バージョン及びサポート期限について報告すること。 

· なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報

システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や

後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 
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15 アクセス権管理 · 想定されたアクセス経路からの認証されたユーザに対して、

必要最小限のプログラム実行、コマンドの操作、ファイルへ

のアクセス権限を付与することで不正アクセス対策を施すこ

と。 

· 認証されたユーザ以外の者による、システム及びデータへの

不正なアクセスを禁止する対策を施すこと。また、全体シス

テム管理者、各組織のシステム管理者、各組織の担当者のい

ずれかの権限を有するユーザを作成できること。 

· 設計・開発事業者、運用・保守事業者には、全体システム管理

者権限を与えず、本システムの開発・運用において必要とな

る最小限の機能を利用可能とすること。 

· 主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカ

ウント（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登

録、更新、停止、削除等）するための機能を備えること。 

16 管理者権限の保護 · 特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限

を制御する機能を備えること。 

17 通信経路上の盗聴 

防止 
· 伝送データはすべてHTTPS等で暗号化を施し、通信経路上の盗

聴を防止すること。 

· 暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）により安全性及

び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に記載

された暗号技術を利用すること。 

18 保存情報の機密性 

確保 
· 認証情報、個人情報及び口座情報等に対し暗号化を施し、機

密性を確保すること。 

· 暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）により安全性及

び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に記載

された暗号技術を利用すること。 

· サーバ機器等が有するストレージ全体を暗号化もしくは情報

の機密度に応じて必要な箇所の暗号化を施すこと。 

· 情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するた

め、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。ま

た、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保

存しないことに加えて、保存された情報を暗号化する機能を

備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについ

ては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。 

19 保存情報の完全性 

確保 
· 本システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を

確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並び

に管理を確実に行うこと。 

· 情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、
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情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを

証明する機能を備えること。 

20 情報の物理的保護 · 情報の漏えいを防止するため、データセンターにおける厳格

な入退室管理、施錠可能なサーバラックの採用、通信ケーブ

ル及び通信回線装置の物理的保護（床下への埋設等）等によ

って、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するため

の機能を備えること。 

21 侵入の物理的対策 · 物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、本シ

ステムの校正装置（重要情報を扱う装置）については、外部

からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 

22 システムの構成管 

理 
· 情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすととも

に、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処

するため、開発時及び構築時の本システムの構成（ソフトウ

ェア及びサービス構成に関する詳細情報）が記載された文書

を提出するとともに、文書どおりの構成とすること。 

23 委託先において不 

正プログラム等が

組み込まれること

への対策 

· 本システムの構築において、本省が意図しない変更や機密情

報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品

質保証体制の下でなされていること。 

· 当該品質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証体制の

責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制

図）を提出すること。 

· 情報システムの構築において、府省庁が意図しない変更や機

密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫し

た品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制

を証明する書類（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者

がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図）を提出するこ

と。本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策

の履行状況を確認するために、府省庁が情報セキュリティ監

査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリテ

ィ監査を受け入れること。また、役務内容を一部再委託する

場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報

セキュリティを確保すること。 

24 調達する機器等に 

不正プログラム等

が組み込まれるこ

とへの対策 

· 最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフト

ウェア等によるスキャン、内部監査等により不正な変更が加

えられていないことなど、調達する機器等に不正プログラム

等が組み込まれることへの対策状況を確認し報告すること。 

· 機器等の製造工程において、府省庁が意図しない変更が加え
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られないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的

に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する

資料を提出すること。 

25 情報セキュリティ水 

準低下の防止 
· 本システムのユーザの情報セキュリティ水準を低下させない

ように配慮した上で本システムを提供すること。 

26 プライバシー保護 · 本システムにアクセスするユーザのアクセス履歴、入力情報

等を当該ユーザが意図しない形で第三者に送信されないよう

にすること。 

公開するデータ及びダウンロード可能とするオープンデータ

については、個人情報の特定がされないようにデータを加工

すること。 

27 改ざん防止 · 本システムにアップロードされる情報（現地確認写真等）に

ついて、位置情報及び撮影日時等についての改ざんを検知す

る対策（署名検証等）を施すこと。 

· CMS等は使わずに静的なHTMLとする等のWebページ改ざんを防

ぐ対策を施すこと。 
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4.11. 情報システム稼働環境に関する事項 

本システムの稼働環境要件については、原則として調達仕様書に準ずるものとするが、設計工程

で詳細化するものとする。 

 

（１） ソフトウェア要件 

本システムのソフトウェア要件については、以下のとおり。 

・ 「拡張性に関する事項」、「中立性に関する事項」を踏まえたソフトウェアを導入すること。 

・ 既知の脆弱性が存在するソフトウェアをシステムの構成要素としないこと。 

・ システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポー

ト期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新バージョンを採用すること。古い

バージョンを採用する場合は、ソフトウェアベンダのサポート期間内であることを前提とす

ること。 

・ 脆弱性が発見された時に、その情報を可能な限り早く入手でき、かつ可能な限り早く対応策

を講じられること。 

 

（２） 情報セキュリティ対策要件 

「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を踏まえて、クラウドサ

ービスを利用する場合の要件は、以下のとおり。 

 

・ 情報システムの保護 

(ア) 情報資産を管理するデータセンターの物理的所在地が、日本国内であること。 

(イ) 本省の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。 

(ウ) 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されない

こと。 

(エ) クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合

意管轄裁判所とするものであること。 

(オ) 契約の解釈が、日本法に基づくものであること。 

(カ) 情報資産の所有権が、クラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。したがって、

本省が要求する任意の時点又は契約終了時点において、情報資産を他の環境に移管させるこ

とができること。 

(キ) 法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること。 

(ク) 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。 

(ケ) 自らの知的財産権について、クラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウド利

用者に通知すること。 

(コ) 運用段階において、本省又は本省の委託等を受けた第三者が行うクラウドサービス提供者へ

の情報セキュリティの監査の受入れを認めること、又はクラウドサービス提供者が受けた情

報セキュリティに係る外部機関による監査若しくは審査の内容及び結果を提示すること。 

(サ) 災害対策の観点から、国内の複数リージョンで本システムのために同一内容のサービスが提
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可能であること。 

(シ) サプライチェーンリスク対策の観点から、本省が求めた場合には「IT 調達に係る国等の物品

等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平成 30 年 12 月 10 日関係省庁申合

せ、令和 2 年 6 月 30 日一部改正）及び「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利

用に係る基本方針」（平成３０年６月７日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）を

踏まえ監査報告書等を確認することがあるので、対応が可能であること。 

(ス) クラウドサービスにおいて、本システムの稼働に影響する問題が発生した場合、当該問題の

原因、発生経緯、対応方針及び再発防止策に関する報告を行うこと。 

 

（３） 技術的要件 

クラウドセキュリティに関して、次のいずれかを取得していること。 

(ア) ISO/IEC 27017:2015 認証 

(イ) CS ゴールドマーク 

 

4.12. テストに関する事項 

本システムのテスト要件については、原則として調達仕様書に順ずるものとするが、具体的な方

式及び詳細については、設計工程において定義するものとする。 

 

（１） 基本方針 

・ 受託者は、テスト手法及び品質検証の手法として、過去のシステム構築（テスト）案件に

おいて、豊富な成功実績を有する手法を利用すること。なお、受託者固有のテスト手法及

び品質検証手法を利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレーム SLCP-JCP2013 等の標

準的なテスト手法、ISO/IEC25040 等の標準的な品質評価企画との対応関係について、担当

部署に説明すること。 

・ 受託者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、各工程におけるテスト方

針、テスト観点、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリ

オ、テストデータ、テストで使用するツール、品質管理指標、合否判定基準等を記載した

テスト計画書を作成し、担当部署にテスト計画書の説明を実施し承認を受けること。なお、

テスト計画書にはセキュリティ診断の実施に係る記載を必須とし、システムのセキュリティ

上の脆弱性について静的検査及び動的検査を実施すること。受託者は、「安全なウェブサイト

の作り方」（独立行政法人情報処理推進機構）等の内容を踏まえ、必要と考えられるセキュリ

ティ診断内容及び方法を提案すること。 

・ システム運用保守においては、本省が許可した第三者によるセキュリティテストを年 1 回

実施すること。 

・ 各テスト実施時にテスト計画書に基づくテストケース、テスト項目、テスト手順、テスト

条件、想定するテスト結果等を含むテスト仕様書をテストごとに作成の上、テスト実施期間

中には、各テストの進捗及び品質の状況を定期的に担当部署に報告すること。 

・ 各テスト終了時には、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、
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テスト結果報告書をテストごとに作成し、担当部署の承認を受けること。 

・ 必要に応じてテストツール、テスト管理ツールを活用し、効率良くテストを実施すること。 

・ 外部接続先システムが更改等を行った際は、テストデータを提供するなどの協力を行うこと。 

 

（２） テスト環境 

テスト環境で求める要件については、以下のとおり。 

・ ステージング環境、開発環境、研修環境を利用するものとする。「2.5 システム稼働環境」を

参照すること。 

 

（３） テストデータ 

テストデータで求める要件については、以下のとおり。 

・ テストデータは、原則として設計・開発事業者が疑似データを作成して用いること。ただ

し、外部の連携情報システムとの調整を踏まえて作成分担を決定すること。 

 

4.13. 移行に関する事項 

本システムの令和５年度開発における移行として求める要件については、以下のとおり。 

 

（１） データ移行 

データ移行として以下を実施すること。なお、令和３年度開発、令和４年度開発で移行を行った農

地台帳、農地ピン、農地ポリゴン、水田台帳、農業共済台帳、日本型直接支払（中山間地域等直接

支払/多面的機能支払/環境保全型農業直接支払）の台帳について、担当部署からの指示もしくは

担当部署との協議の中で、本システムを用いて業務を行う上で、必要となるデータ移行作業が発

生した場合は対応すること。なお、データ移行に関しては担当部署及び各制度所管部署と検討を

進めること。 

· 令和４年度開発において開発した、農地情報 DB と紐づけ用 DB データ連携機能を改修し、共通

申請サービスとの連携を考慮した共済台帳、日本型直接支払（中山間地域等直接支払/多面的

機能支払/環境保全型農業直接支払）の台帳の連携に対応すること。 

· eMAFF地図へ移行済の既存台帳以外のデータ移行（３台帳程度を想定）および農地以外の地理

的情報のデータ移行（４種類程度を想定）についても対応すること。対象については、担当部署

からの指示もしくはニーズを踏まえ担当部署との協議の上、決定すること。 

· また、令和５年度農地情報紐づけ実施業務において、紐づけを行ったデータが地図管理

Web のデータベースに格納されるよう必要な対応を実施すること。  

 

 

（２） 業務移行 

業務移行として以下を実施すること。なお、業務移行に関しては担当部署及び各制度所管部署と

検討を進めること。担当部署からの指示もしくは担当部署との協議の中で、本システムを用いて業

務を行う上で必要となる業務移行作業が発生した場合は対応すること。 

・ 共済および日本型直接支払制度（中山間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業
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直接支払）について、本システムを用いた業務移行を実施すること。共通申請サービス等との各

種連携、本システム側で実装しなければいけない機能の実装や作業について洗い出しを行い、

実装すること。 

・ 農地台帳、水田台帳、共済台帳、日本型直接支払制度（中山間地域等直接支払/多面的機能支

払/環境保全型農業直接支払）の台帳について、共通申請サービスや農委サポートシステム等

の台帳の管理元システムでのデータ更新・追加の反映や紐づけデータの連携等含め、eMAFF地

図とのデータの流れを踏まえたあるべき業務の設計を実施し、必要機能を実装すること。 

・ 制度改定等により台帳に項目追加が発生した場合の eMAFF 地図への反映の流れの設計、

必要機能を実施すること 

 

4.14. 引継ぎに関する事項 

（１） 引継ぎに関する事項 

他事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、以下のとおり。 

・ 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であ

ること。 

・ 特定のベンダが保有するソフトウェア及びライセンスを前提としないこと。 

・ 設計書等の既存資料を最新化すること。また、担当部署の要望に応じて、検討資料等の文

書を残すこと。 

 

4.15. 教育に関する事項 

（１） 教育対象者の内容・方法 

令和５年度開発における開発機能の教育対象者の範囲、及び教育の方法については、担当部署

と協議して決定すること。なお、教育の対象範囲については、本システムの概要、基本操作等の

ほかに、令和５年度開発で開発する機能の操作等を対象とするが、詳細については担当部署と協

議して決定すること。オンライン説明会を実施する場合は、動画の公開 URL を教育対象者に事

前連絡しておく等、教育対象者が任意のタイミングで受講できるように考慮すること。また、オ

ンライン説明会に必要となる機器等については、受託者が用意すること。 

 

【オンライン説明会における方針】 

オンライン説明会については、動画の公開 URL を教育対象者に事前連絡しておく等、教育対

象者が任意のタイミングで受講できるように考慮すること。 

また、オンライン説明会に必要となる機器等については、受託者が用意すること。 

 

（２） 教材の作成 

教育に用いる教材の種類、概要、対象者については、以下のとおり。令和４年度開発で開発す

る機能の内容が反映された内容とすること。 

 

No. 教材の種類 教材の概要 対象者 
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1 基本的な操作手
順 

システム基本的な操作方法及び手順を記載した

マニュアル。業務シーンごとに利用する画面等

が整理され、操作方法等が分かりやすく図解さ

れていること。また、よくある質問に対する回

答が記載されていること。なお、必要に応じ

て、対象者毎に作成すること。 

行政機関等職員 

その他審査機関等 

農業者、就農希望者等 

2 GIS基本機能に
関する操作手順 

GIS基本機能を用いた独自レイヤの追加及び管理

項目の追加等についての操作手順が分かりやす

く図解され、よくある質問に対する回答が記載

されていること。 

行政機関等職員 

その他審査機関等 

 

3 公開農地情報の
参照手順 

本システムで公開する農地情報の参照に関する

マニュアル。参照手順が分かりやすく図解され、

よくある質問に対する回答が記載されているこ

と。 

農業者、就農希望者等 

4 オープンデータ
の利用方法 

本システムで提供するオープンデータの利用方

法に関するマニュアル。ダウンロード方法やフ

ァイル形式等について、分かりやすく図解され、

よくある質問に対する回答が記載されているこ

と。 

農業者、就農希望者等 

5 職員操作におけ
る操作手順 

本システムで現地確認要領を定義する操作手順

等、職員操作の手順が分かりやすく図解され、

よくある質問に対する回答が記載されているこ

と。 

行政機関等職員 

その他審査機関等 
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4.16. 運用に関する事項 

本システムにおける運用要件について、以下に示す。なお、令和４年度開発において作成した「付

属書⑦運用設計書（令和４年度開発）」を併せて参照すること。また、当該資料は、本業務の内容を踏

まえ、受託者にて見直しを行うこと。 

（１） システム運用 

システム運用における要件について、以下に示す。 

No. 作業名 作業概要 管理・監視項目 

1 死活監視 本システムを構成する機器類の障害発生状況 

等を把握するために、機器の通信状況を監視

すること。 

· 再起動回数 

· 機器応答率 

· 機器応答時間 

…等 

2 性能監視 本システムの性能要件が維持されていること
を確認すること。また、業務特性やピーク時
特性を踏まえて情報システムの性能等の
分析・管理を行うこと。 

· 応答時間（レスポン

スタイム、ターンア

ラウンド、サーバ処

理時間等） 

· スループット 

 

…等 
3 稼働状況監視 本システムの稼働状況や利用状況の監視、ソ 

フトウェアライセンス数の把握等を行うこ

と。 

また、IaaS/PaaSといったクラウドサービス

を利用する場合は、サービスの利用量を把握

できるようにすること。 

· 稼働率 

· CPU使用率 

· メモリ空き容量 

· HDD空き容量 

· 情報システム利用

状況（アクセス数、

ユーザ数） 

· ソフトウェアライセン

ス 

…等 
4 セキュリティ監視 情報セキュリティに関する事象の発生状況を 

監視すること。具体的な要件については、

「4.10 情報セキュリティに関する事項」を

確認すること。 

· 不正アクセス件数 

· ウイルス検知数 

· 不正侵入検知数 

…等 

5 ジョブ管理 本システムのジョブの実行結果を確認し、問
題があれば報告すること。 

· ジョブ成功 

· ジョブ失敗 

…等 

6 ログ管理 本システムのログの解析結果を確認し、問題 

があれば報告すること。 

· 異常検知件数 

· 改ざん検知件数 

…等 

7 構成管理 ソフトウェア製品、ネットワーク等の情報シ
ステムを構成する資産の管理を行うこと。 

· 構成変更件数 

…等 

8 ネットワーク管理 ネットワークの稼働状況や利用状況の監視を 

行うこと。また、ネットワーク機器や管理す

べきサービスの構成情報（IPアドレス、ポー

ト接続情報、回線情報等）を管理すること。 

· 回線使用率 

· ネットワーク障害発

生件数 

· ネットワーク機器故
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障率 

· ネットワーク構成変

更件数 

…等 
9 防犯監視 施設・区域等に対する物理的な不正侵入や火

災の発生有無等を監視すること。 
· 物理的な不正侵入発

生状況 

· 火災発生状況 

…等 
10 バックアップ管理 本システムにおけるデータのバックアップ管

理を行うこと。具体的な要件については、
「4.5 信頼性に関する事項」を確認するこ
と。 

· 定時バックアップ率 

· バックアップ実施回数 

· バックアップデー

タからの復旧回数 

…等 
11 障害復旧対応 障害発生時に影響度等の分析を行った上で、 

障害による影響を最小限にとどめ、本システ

ムの復旧作業を行うこと。 

· 障害復旧時間 

…等 

12 情報システムの設
定変更 

本省からの依頼内容に基づき、情報システム 

の設定変更等を行うこと。 
· 情報システムの設

定変更件数 

…等 
13 セキュリティパッ

チ運用等業務 
本省からの依頼内容に基づき、セキュリティ
パッチの適用やアップデートを実施するこ
と。 

· セキュリティパッ

チ適用件数 

· アップデート実施件数 

· …等 

 

 

（２） 運用の実績の評価と改善 

運用実績の評価と改善活動を以下のとおり実施すること。 

 

No. 内容 詳細 

1 運用実績の評価 サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況等の値を取
得し、評価すること。 

2 改善活動 運用実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置を検討すること。 

3 運用状況の定期
報告 

運用実績の評価内容、改善活動の内容等を含めた運用状況について、敵
報告を行うこと。 
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（３） 業務運用サポート 

コールセンターを設置することにより、ユーザからの問合せに対し、解決策を講じる。コール

センターの対応時間は、電話の場合は平日 9 時 30 分から 17 時 30 分（行政機関の休日を除

く。）を受付時間とし、メールの場合は 24 時間 365 日の受付時間とする。 

特に、運用開始後 6 か月程度及び新たな機能・申請等、システム上大きなアップデートがある

タイミングでの問合せに対して即座に回答できる体制とする。 

また、業務繫盛期には対応時間の延長を求める場合がある。問合せ対応を効率化するため、蓄

積された問合せ情報に基づき、FAQ（よくある質問とそれに対する回答）を作成し、システム

上で閲覧できるようにすることとする。 

 

【問合せ体制】 

農林水産省共通申請サービス側でもコールセンターを設置すること、ユーザからの問合せ先を

集約した方が利便性が良いこと、これらの理由より、ユーザからの直接的な問合せ先は、農林水

産省共通申請サービスのコールセンターにて対応する。 

なお、農林水産省共通申請サービスのコールセンターでは FAQ 相当の問合せのみ対応し、詳

細な問合せについては本システムの運用保守業者にて対応する。 

 

【問合せの対応範囲】 

問合せ対応を行う範囲は、以下に示すとおり。 

 

項番 業務名 説明 担当者 

1 地図管理 Web に関する

問合せ対応 

行政職員等からの地図管理 Web の基本的

な操作等に関する問合せを受付、管理

し、一次応答、エスカレーションを行

う。 

共通申請サービスコールセン

ター、eMAFF 地図コールセン

ター 

2 現地確認アプリに関す

る問合せ対応 

行政職員等からの現地確認アプリの基本

的な操作等に関する問合せを受付、管理

し、一次応答、エスカレーションを行

う。 

共通申請サービスコールセン

ター、eMAFF 地図コールセン

ター 

3 eMAFF 農地ナビに関す

る問合せ対応 

一般国民からの eMAFF 農地ナビの基本的

な操作等に関する問合せを受付、管理

し、一次応答、エスカレーションを行

う。 

共通申請サービスコールセン

ター、eMAFF 地図コールセン

ター 

4 API に関する問合せ対

応 

行政職員等からの API に関する問合せを

受付、管理し、一次応答、エスカレーシ

ョンを行う。 

共通申請サービスコールセン

ター、eMAFF 地図コールセン

ター 

5 共通申請サービスのコ

ールセンターからのエ

スカレーション対応 

共通申請サービスのコールセンターから

のエスカレーションについて、問合せを

受付、管理し、一次応答、エスカレーシ

ョンを行う。 

eMAFF 地図コールセンター 

6 紐づけ管理 Web に関す

る問合せ対応 

行政職員等、紐づけ実施事業者等からの

紐づけ管理 Web の基本的な操作等に関す

共通申請サービスコールセン

ター、eMAFF 地図コールセン

ター 
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る問合せを受付、管理し、一次応答、エ

スカレーションを行う。 

 

なお、制度に係る問合せについては各制度所管、公開データ及びオープンデータのデータ内容

に係る問合せについては各データの管理元にて対応する。 

 

4.17. 保守に関する事項 

本システムにおける保守要件について、以下に示す。なお、令和４年度開発において作成した「付属

書⑦運用設計書（令和４年度開発）」を併せて参照すること。また、当該資料は、本業務の内容を踏ま

え、受託者にて見直しを行うこと。 

（１） アプリケーションプログラムの保守 

・ アプリケーションプログラムの不具合の報告・連絡の受付 

9時 30分から 17時 30分（行政機関の休日を除く。）の間、アプリケーションプログラ

ムの不具合の報告・連絡を受けること。 

・ アプリケーションプログラムの不具合の原因調査 

アプリケーションプログラムの不具合の原因を調査し、特定すること。 

・ 修正プログラムの作成、提示 

アプリケーションプログラムの不具合を修正するための修正プログラムを作成し、検証

環境においてテストを行うこと。 

・ アプリケーションのバージョンアップ・クラウドサービスリリース時の対応 

アプリケーションのバージョンアップ及びクラウドサービスのリリースに伴う影響分析

を行い、必要に応じて対応等を行うこと。 

 

（２） ソフトウェア製品の保守 

・ ソフトウェア製品の不具合の報告・連絡の受付 

9時 30分から 17時 30分（行政機関の休日を除く。）の間、ソフトウェア製品の不具合

の報告・連絡を受けること。なお、利用するクラウドサービスでは、クラウド事業者が

ソフトウェア保守作業を実施することを前提とする。OS、ミドルウェア等のソフトウェ

アの脆弱性確認、不具合修正はクラウド事業者が実施するが、OS・ミドルウェアのアッ

プデート後に機能の不具合があった場合には、運用・保守事業者はアプリケーション整

合性確認を実施すること。 

・ アップデートファイル（セキュリティパッチ等）の提供 

アップデートファイル（セキュリティパッチ等）を提供すること。 

・ サポート対応 

ソフトウェア製品の利用に関する問合せに対応すること。 

 

（３） データの保守 

・ マスターデータや業務データの品質確認 

本システムで用いられるマスターデータや業務において生成される業務データについて
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完全性等を確認すること。 

・ 異常・不整合等が発生したデータの検出 

本システムで用いられるマスターデータや業務において生成される業務データから異

常・不整合等が発生したデータを検出すること。 

・ 異常・不整合等が発生したデータの修正又は削除 

検出された異常・不整合等が発生したデータの修理または削除を行うこと。本省からの

依頼に基づきデータを抽出すること。 

 

（４） 職員操作の支援 

・ 行政機関等職員等が実施する現地確認要領を定義する操作等、職員のシステム操作につい

て、支援を行うこと。 

 

（５） 保守実績の評価と改善 

・ 保守実績（サービスレベルの達成状況等）の値の取得、評価及び管理を行うこと。 

・ 保守実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討を行うこと。 


