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第1章 はじめに 

農林水産省における農業・農村の振興施策は農地に関する情報に基づいて実施されているが、現状とし

ては、農地情報は各施策の実施機関ごとに個別に収集・管理されている。その結果、 

・ 農業者は、同様の情報でも実施機関ごとに個別に申告、 

・ 実施機関ごとに、農地情報を独立したデータベースで管理、 

・ 現地確認も実施機関ごとに実施しているため、情報の整合性を保つための突合作業等は大きな負担

となっており、また、整合性が取れていないケースもある 

といった状態となっている。 

農地情報は農政推進の土台をなすものであり、正確性と整合性の確保は極めて重要である。しかし、実

施機関の職員の高齢化・減少により、農地情報の収集や現地確認、突合等に係る作業の人材確保は困難な

状態となっている。 

一方、 

・ 衛星画像など地図情報のデジタル技術が急速に進展、 

・ 「農林水産省共通申請サービス」が令和 3 年度（年度は元号表記）に本格運用開始予定、 

・ 農地の区画データである全国 3,000 万筆の「筆ポリゴン」が令和元年から公開開始 

等、農地情報の一元的な管理を可能とする技術的環境が整備されつつある。 

こうした状況を踏まえ、農林水産省は、農地情報の正確性と整合性を確保しつつ、農業者や実施機関等

の関係者の負担軽減を図ることができるよう、有識者からなる検討会を設置し、農地情報の一元的な管

理方法やその効果的な活用方法について検討を行った。本取りまとめは、本検討会における検討結果を

整理したものである。 
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第2章 現状と課題 

2.1 農林水産省の行政手続で用いられる農地情報 

農地情報は、各施策の実施機関ごとに個別に管理されていることに加え、紙による申請が行われている

ことから、申請情報の入力・管理や、申請情報と地図情報との結びつけに多大な労力がかかっている。農

地権利移動、経営所得安定対策及び農業共済に関係する手続における農地情報の現状と課題について、

以下に示す。 

 

2.1.1 農地権利移動関係手続 

・ 制度の趣旨 

農業委員会は、その主たる使命である「農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、

遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許

可、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定、農地転用案件への意見具申など、農地

に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されている。 

農業委員会の必須事務としては、農地法等によりその権限に属させられた事項（農地の売買・貸借の許

可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など）、農地等の利用の最適化の推進があり、任

意事務としては、法人化その他農業経営の合理化、農業一般に関する調査及び情報の提供がある。 

・ 農地の権利の移転を行う際の申請項目 

例えば、農地について、売買、貸借等の権利の設定や移転を行う場合には、当事者は、農地法第 3条に

基づき、農業委員会の許可を受ける必要がある。その際、農業者は、以下のような内容を記載し、10 枚

程度にわたる申請書類を提出しなければならない。農業委員会はそれらの申請内容の入力・管理を行い、

農業委員会での審査、農業者への許可通知の発出、農地台帳への反映を行う。 

  

図 1：農地法第 3条許可申請書の例 図 2：1 年間の農地法第 3条（売買）の 

申請書のつづり 
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✓ 権利設定の当事者の情報（氏名、住所、法人の場合はその名称及び代表者氏名等）、取得しようとす

る権利（所有権等） 

✓ 取得しようとする土地の情報（所在、地番、地目、面積等） 

✓ 権利を取得しようとする者に関する①現に権利を有している農地等の利用状況、②耕作に必要な機

械（トラクター等）の所有・導入予定状況、③農作業に従事する者の数等の状況（氏名、年間従事

日数等） 

✓ 構成員等の状況（法人の場合） 

✓ 周辺地域との関係（農業利用に及ぼす影響）等 

 

・ 農地の利用状況調査における調査項目 

所有者等による農業上の適正かつ効率的な利用の責務が

果たされているか、毎年 1回、全ての農地の利用の状況を現

地において調査をする利用状況調査を実施している。利用状

況調査において求められる、農地に関する情報は、以下のと

おりである。 

✓ 農地の所在（地番、地目、面積等） 

✓ 遊休農地の判定状況、所有者情報（氏名［法人の場合

はその名称及び代表者氏名］、住所等） 

✓ 権利設定の当事者の情報（氏名［法人の場合はその名

称及び代表者氏名］、住所等）等 

 

・ 課題 

上記のような、農地法及び農業経営基盤強化促進法等にお

ける法令事務の処理件数及び農地台帳への農地情報の入力・

管理に関する業務は増加傾向にある。農業人口の高齢化等に

より、農地の集積・集約化の進展に伴って今後も業務量は増

加の見通しである。 

これらの業務に対して、課題も挙げられている。農業委員

会においては、市町村独自の農地台帳システムと国が推進し

ている農地情報公開システムとの 2 つのシステムを利用し

ている。 

農地情報公開システム1は、農地中間管理機構による農地集積・集約化や新規参入者の参考となるよう、

 

1 農地中間管理機構による農地集積・集約化や新規参入者の参考となるよう、各市町村の農業委員会等が整備している農地台帳に基づ

く農地情報を電子化・地図化して公開する全国一元的なクラウドシステム。 

図 3：利用状況調査の様子 

図 4：現地の状況を地図に 

落とし込む推進委員らの様子 
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各市町村の農業委員会等が整備している農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開する全国

一元的なクラウドシステムを整備したところであるが、市町村においては、市町村独自の使い慣れた農

地台帳システムを主に活用している状況であり、その結果、農地情報公開システム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農業委員会もある状況である。また、当該業務に必要なク

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

現状がある。 

現地調査への活用においては、上記のような課題によって農地情報公開システムの地図情報が更新さ

れていないものがある上、現場でタブレット端末等から情報の編集ができないため、帰庁後に別途地図

情報を整理する等の労力を要している。 

・ 作業の工数の例 

具体例として、神奈川県厚木市農業委員会では、農地権

利移動関係の申請が全て紙で行われるため、1年間の農地

法第 3条（売買）の申請書の綴りは約 17cm となり、農地

貸借書類は約 2倍(34cm)、農地転用書類はその 3倍(51cm)

になるなど、審査・保存にコストがかかっているほか、事

務局職員の各種証明・審査業務に係る現地調査に約 600 時

間がかかっている。また、40 時間ほどかけて地図を準備

し、農地利用状況調査（法定調査）に約 45 人日、推進委

員の農地パトロール（厚木市の独自調査）に約 120人日を

要している。さらに、現地調査後の結果を農地情報公開シ

ステムに入力する事後処理については、約 10 時間を要し

ている。 

  

図 5：１年間の現地調査関係書類のつづ

り 

幅 51cm  ＿農地転用に関する書類/年 

600 時間 ＿各種証明・審査に係る現地調査/年 

120 人日 ＿推進委員の農地パトロール/年 

（厚木市農業委員会） 

 



  

7 

 

2.1.2 経営所得安定対策関係手続 

・ 制度の趣旨 

経営所得安定対策等は、担い手農家の経営の安定に資するよう、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）、

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）及び水田活用の直接支払交付金について、国が申請

者に直接交付する仕組みである。経営所得安定対策等の実施に当たっては、各地域で、市町村・農協・共

済組合・農業委員会・担い手農家等からなる地域農業再生協議会を設立し、営農計画書・交付申請書等の

配布・回収・システムへの入力、対象作物の作付面積の確認、対策の普及・推進活動等を行っている。 

・ 申請に要する項目 

交付金申請に必要な農地情報を記入する営農計画書には、入力情報が約 16項目あり、農地を 100筆所

有する申請者の場合、1,600 項目程度のデータ量となる。営農計画書における農地に関する情報としては、

地名・地番、面積（本地・作付）、作期、作物、品種、地権者、耕作者、作付目的（販売 or 自家消費）、

交付対象区分等がある。 

地域ごとに作付体系や営農類型が異なることから、各地域で助成内容が異なる産地交付金2が交付され

ている。そのため、その運営のために収集している農地情報も地域農業再生協議会ごとに異なるため、営

農計画書等の様式も地域により異なっている。地域農業再生協議会において、営農計画書には前年度の

情報を印字して配布されるが、この場合、申請者は前年度との変更箇所を手書きで修正した上で、提出が

必要である。また、新規申請の場合は、農業者においてすべての筆・項目を新たに入力することが必要と

なる。それらの手書きで修正された申請書類について、地域農業再生協議会は回収した上で、申請者や面

積等の情報について、システムに手入力を行っている。また、それらの申請書類の管理・保存についても

労力がかかっている現状である。 

  

 

2 地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、大豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生

産の取組等を支援する交付金。 

図 6：営農計画書の例（第 1次） 

（花巻市の場合、水田異動調査、第 1次から 

第 3次と複数回申請タイミングがある） 

図 7：営農計画書の例（第 2次） 
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・ 現地確認 

申請どおりの作付や営農管理が行われているかについて、

地域農業再生協議会は、現地調査により、申請書類と実際の

ほ場の状況を確認し、野帳等に記録している。現地確認の野

帳における、農地に関する情報としては、地名・地番、面積

（本地・作付）、作期、作物、品種、生産状況（適、良、不良

等）、現状写真等がある。これらの農地情報は、地域農業再

生協議会ごとに確認すべき農地情報が異なるため、確認項目

も個々に異なっている。また、営農計画書をコピーして使用

している場合、現地確認用地図に直接記入している場合もあ

る。現地確認の件数については、地域の農業規模によって異

なるが、1市町村で数千～数万筆について実施している。必

要に応じて、播種、収穫等の時期に応じて、同じ農地に年複

数回の現地確認を実施している。その結果、申請書類に記載

されている内容と差異があった場合は、農業者に確認の上、

システムのデータの修正作業を行っている。 

・ 課題 

これらの業務に対して、課題も挙げられている。農業共済と営農計画書等の申請書類がカーボン紙によ

る複写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）

で行われているのが一般であり、農業共済のデータベースとの共有に関する事務負荷が高い。また、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している。 

  

図 8：現地調査の様子 
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・ 作業の工数の例 

具体例として、岩手県花巻市の農業推進協議会（地域農

業再生協議会）のケースを取り上げると、本協議会職員に

よる水田台帳の整備及び申請の受付作業においては、短期

間の間に、処理時間延べ 2,136時間、書類の枚数 57,300枚

にも及ぶ作業が毎年発生している。また、同市では現地調

査のために地図システムを導入しており、地図システムで

118,838 筆を対象とする基盤整備等のデータ処理など特殊

処理は、1回あたり約 48時間を要している。 

その他の例として、佐賀県白石町においては、約 23,000

筆の現地調査を行っており、作物の作期に合わせ、同じ農

地に年 2～3回（例：播種、収穫、輪作等）の現地確認を実施している。 

  

2,136 時間 ＿経営所得安定対策の申請受付等/年 [1] 

57,300 枚 ＿経営所得安定対策の申請受付等/年 [1] 

23,000 筆 ＿を現地確認、年に 2～3回 [2] 

（[1]花巻市農業推進協議会・[2]佐賀県白石町） 

図 9：１年分の営農計画書を 

保管している様子 
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2.1.3 農業共済関係手続 

・ 制度の趣旨 

農業共済制度とは、農業保険法に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減

少等の損失を補てんするものである。被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農

業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産

から共済金を支払っている。 

・ 申請に要する項目 

農業共済への加入の事務の流れについては、

加入申込書の様式を経営所得安定対策の営農計

画書等と複写式とすることで一体化している場

合と、一体化していない場合の 2 つの場合に分

けられる。一体化している場合が全体の 3／4、

一体化していない場合が全体の 1／4を占めてい

る。 

様式を一体化している場合、地域農業再生協

議会が、JA 職員や各地区役員等を通じて加入申

込書等を農業者へ配布し、回収しているケース

が多くを占めている。回収した加入申込書等の、

以下のような記載情報を、地域農業再生協議会の市町村、JA がデータ入力し、共済組合にデータを提供

している。なお、共済組合がデータを入力し、地域農業再生協議会へデータ提供している場合もある。 

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、数十筆を超えるような多くの農地を有する農家が多くなった今日においては、修正

に多くの手間が発生している。 

様式を一体化していない場合は、共済組合が、加入申込書を各地区の共済連絡員（地区代表の農業者

で、全国に約 13万人）を通じ、各農業者へ配布し、回収している。共済組合は、記載情報を地域農業再

生協議会のデータと突合している。この突合作業は、転作確認の一環として、従来から実施しているもの

である。 

✓ 農地の地名地番 

✓ 農地面積（本地面積） 

✓ 引受面積（作付面積） 

✓ 品種 

✓ 栽培上の特殊事情（有機栽培など）等 

  

図 10：一体化様式の例 



  

11 

 

・ 現地確認 

農業者は、共済金の支払対象となるような被害を受けた

場合、収穫期に共済組合に対して被害申告として、損害評価

野帳の提出を行う。また、被害申告をする場合、農業者は損

害評価員が被害耕地を認識できるよう、現地評価立て札を

立てる。 

提出を受けた共済組合は、現地確認による損害評価の準

備として、評価地区の設定や評価班の編成、地図の準備を行

う。その上で、収穫期に、農業共済組合職員及び農業者であ

る損害評価員が現地確認を実施する。平成 30年産では被害

農業者 4 万人分の現地確認を実施している（農作物共済の

損害評価員は 12 万人）。評価担当者は、損害評価結果を損

害評価野帳に記入し、その後、組合職員が農業共済事務処理

システムに入力を行っている。 

 

  

図 0：現地評価立て札 

図 12：現地調査の様子 

図 0：現地評価立て札 図 0：現地評価立て札 図 0：現地評価立て札 図 11：現地評価立て札 

図 13：紙の地図にマーカーでチェックしている様子 
参考：刊広社 デジタルメーサイズ 地籍版 
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・ 課題 

これらの業務に対して、課題も挙げられている。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、申請者は、両制度の申請書類をそれぞれ記載することが、共済組合は、加入申請書の配布、回収

作業に労力が必要となっており、また、地域農業再生協議会のデータと突合作業が必要である。一方、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、地域農業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

り込む必要がある。 

なお、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している。さらに、データに修正が生じた場合は、その都

度、共済組合と地域農業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がある。 

・ 作業の工数の例 

具体例として、群馬県農業共済組合では、加入申込書内

容の入力作業は、地域農業再生協議会の農地情報管理業務

と一体で実施しており、群馬県における農地情報管理業務

は地域農業再生協議会全体で約 71,000筆に対して、200人

日を要している。また、共済組合における一体化様式の保

存は PDF やコピーで行っており、1 支所あたり、約 7,200

経営体の 22,000筆のデータを毎年保存している。さらに、

当組合の現地調査については、被害によって異なるが、被

害申告耕地数約 40,000筆に対して実施（平成 22年実績）

している。 

なお、農地ごとの被害状況に応じて共済金を支払う補償メニュー（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。また、収入保険へ移行した者については、農地情報の管理は基本的に不要である。 

 

  

図 0：打ち込み作業の様子 図 0：打ち込み作業の様子 図 0：打ち込み作業の様子 図 0：打ち込み作業の様子 図 14：打ち込み作業の様子 

200 人日 ＿約 71,000筆の農地管理業務 

7,200 経営体＿22,000筆のデータを個別に PDF化、打ち込み 

（群馬県農業共済組合） 
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図 15：農地情報の管理の現状と課題 

農地情報の管理の例(1年分)

（地域農業再生協議会）

紙の地図でマーカーで
チェックしている例

それぞれ紙ベース

で個別に提出

地域農業再

生協議会

（農協等）

（約1,600）

独自DB

経営所得
安定対策

○ 農地情報の更新
年間2,136時間
書類の枚数57,300枚
（岩手県花巻市
経営所得安定対策）

農業共済

組合

（約110）

独自DB

収入保険

農業共済

農業委員会

事務局

（約1,700）

独自DB

農地権利関
係

農地情報を地図
と結び付け作業

農地情報を地図
と結び付け作業

農地情報を地図
と結び付け作業

○紙の地図情報の準備
４０時間の作業
（神奈川県厚木市
農地利用状況調査）

〇 佐賀県白石町：
約23,000筆
年２～３回現地確認
（経営所得安定対策）

〇 群馬県農業共済組合
約40,000筆の実測調査
（H22）（農業共済）

農業者

地図情報 地図情報 地図情報

現地調査 現地調査 現地調査

農業共済

組合

（約110）

農業者

手書きの情報をデータ入力 手書きの情報をデータ入力手書きの情報をデータ入力

内容

・農地の所在地

・農地の面積

・所有者

・耕作者…
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2.2 一元的な農地情報管理と既存のシステム 

農地情報の管理に当たっては、いくつかの既存のシステム（農地情報公開システムや水土里情報システ

ム等）が存在するが、個々の施策実現に必要な用途に限定しているため、農地情報の現況とは必ずしも一

致しないケースや、地域ごとに分かれているケースがあり、制度横断的な一元的管理ができていない。 

・ 農地情報公開システム（全国農地ナビ） 

例えば、農地情報公開システム（全国農地ナビ）は、農地中間管理機構による農地集積・集約化や新規

参入者の参考となるよう、各市町村の農業委員会等が整備している農地台帳に基づく農地情報を電子化・

地図化して公開する全国一元的なクラウドシステムである。本システムでは、地図や航空写真の上に、農

地の区画情報である農地ポリゴンや、農地の代表点を示した農地ピンを表示することができ、農地ポリ

ゴンや農地ピンの詳細情報（所在・地番、地目、面積等）を見ることができる。 

しかし、2.1.1で挙げたように農地情報の更新が必ずしもなされておらず、本システム内の農地ポリゴ

ンについては、その元データとなる市町村税務部局が保有する地番図の提供を受けられない農業委員会

等もある等から、その整備状況は 4割程度と限定されている（平成 30年 11月時点）。 

農地ピンについても、地籍調査3が行われている場合は地籍図、そうでない場合は公図を基に作られて

いることから、必ずしも現況と一致しておらず、他の農地情報データベースや現地確認への活用等を前

提としていない。 

  

 

3 国土調査法に基づき主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査。 

不動産登記簿の「地図に準ずる図面（公図）」と「登記所備付地図」 

不動産登記法第 14条第４項に「地図に準ずる図面」として規定される公図とは、主に明治時代に

租税徴収の目的で作成された図面のことを言い、不動産登記法第 14条１項地図（登記所備付地図）

が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして法務局に備え付けられている図面。 

登記所備付地図とは、土地の面積や距離、形状、位置について正確性が高く、境界を一定の誤差

の範囲内で復元可能な図面。登記所備付地図には、主に次の３種類がある。 

① 地籍調査により作成された地籍図 

② 土地改良法・土地区画整理法等に基づき作成された土地の所在図 

③ 法務局が作成した地図 



  

15 

 

・ 水土里情報システム 

水土里情報システムとは各都道府県土地改良事業団体連合会が独自に管理・運営する地理情報システ

ムの総称であり、主に、航空写真や地形図のほか、農地筆、農業用水利施設の諸元情報や図面などが登録

されている。本システムは、各都道府県を始め市町村や農業団体等が農地集積状況の確認、営農状況の確

認、施設の現状把握や計画立案等に活用されている。しかしながら、都道府県ごとに分かれて運用されて

おり地域によって利用状況が異なっている。 

・ 自治体ごとの個別システム 

地方自治体においても、様々な制度ごとに農地情報を管理する独自のシステムを使用し、複数のシステ

ムが存在しているケースがある。例えば、岩手県花巻市では、農地情報公開システムのほか、農業構造改

善事業等により導入された営農情報等を中心とした農業地図情報システムや、行政による土地課税情報

に基づく農業地図情報システムが存在し、必要に応じて土地改良区から水土里情報システムの地図情報

の提供も得つつ、それぞれの制度や目的に応じて使い分けている。このように複数のシステムが存在し

ている中、それぞれのデータが紐づけされておらず、別々に管理されているため、どれが最新のデータで

あるかが把握できず、整合性の確保が困難な状態となっている。 

  




