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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 2：1 年間の農地法第 3 条（売買）の
申請書のつづり

図 1：農地法第 3 条許可申請書の例
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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

図 3：利用状況調査の様子

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

図 4：現地の状況を地図に
落とし込む推進委員らの様子

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。
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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
600 時間
120 人日

＿農地転用に関する書類/年
＿各種証明・審査に係る現地調査/年
＿推進委員の農地パトロール/年
（厚木市農業委員会）
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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。

図 7：営農計画書の例（第 2 次）

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）

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。

7

・

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

図 8：現地調査の様子

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。
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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

図 9：１年分の営農計画書を
保管している様子

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
57,300 枚
23,000 筆

＿経営所得安定対策の申請受付等/年 [1]
＿経営所得安定対策の申請受付等/年 [1]
＿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）
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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

図 10：一体化様式の例

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
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・

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

図
図 11：現地評価立て札
0：現地評価立て札

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 12：現地調査の様子

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）

図
図 14：打ち込み作業の様子
0：打ち込み作業の様子

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。

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）

12

それぞれ紙ベース
で個別に提出
内容
・農地の所在地
・農地の面積
・所有者
・耕作者…

農業委員会
事務局
（約1,700）

農業者
農業者

地域農業再
生協議会
（農協等）
（約1,600）

農業共済
農業共済
組合
組合
（約110）
（約110）

農地情報の管理の例(1年分)
（地域農業再生協議会）

○ 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）
手書きの情報をデータ入力

手書きの情報をデータ入力

独自DB

独自DB

独自DB

農地権利関
係

経営所得
安定対策

収入保険
農業共済

農地情報を地図
と結び付け作業

地図情報

手書きの情報をデータ入力

農地情報を地図
と結び付け作業

地図情報

○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）

農地情報を地図
と結び付け作業

地図情報
紙の地図でマーカーで
チェックしている例

現地調査

現地調査

現地調査

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）

図 15：農地情報の管理の現状と課題
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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。

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

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。
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・

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。
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第3章 要素技術
第 2 章で示された課題に取り組むに当たり、現時点において活用可能な農地情報の管理に関する要素
技術は、以下のとおりである。

3.1

筆ポリゴン

筆ポリゴン（不動産の管理上の区画は「筆（ふで）
」と呼ばれている）とは、農林水産省統計部が、作
物統計調査等を実施する上での農地の母集団情報として、全ての筆の形状を多角形として表したもので
ある。筆ポリゴンは、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基に描画したものであり、平成 31
年 3 月に全国約 3,000 万筆の筆ポリゴンの整備が完了し、同年 4 月からオープンデータとして幅広く提
供を開始している。
農林水産省では、筆ポリゴンの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、筆ポリ
ゴンへの ID 付与ルールを定め、ID を付与している。具体的には、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 としている。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 桁の正負の数としている。

図 16：筆ポリゴン ID（イメージ）

分筆、合筆等による筆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地球観測衛星画像等
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体の 5 分の 1 に留まっていた。しかし
ながら、平成 30 年度から、人工知能（AI）4を活用して撮影時期の異なる地球観測衛星画像データを比較・

4

人間の知能を模倣するコンピューターシステムの機能。コンピューター システムでは、人間が新しい情報から学習して意思決定を行
うときの論理的思考が、数学とロジックを使ってシミュレートを実施。
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解析し、現況の変化を特定する手法の開発を農林水産省大臣官房統計部と国立研究開発法人産業技術総
合研究所との共同研究により進めており、令和 2 年度からは、筆ポリゴンを毎年最新の情報にアップデ
ートする計画としている。
なお、衛星画像から作成した筆ポリゴン単体では、目視・手作業による作成であることに加え、衛星画
像の空間分解能や位置精度等の制約により、ポリゴンは測量成果としては扱えない（例えば、正確な面積
は算出できない）こと等に留意し、必要に応じ、他のデータと組み合わせて利用することが必要である。
（筆ポリゴン：青色の線）

筆ポリゴンの提供実績（2019年４月～2020年２月）

区

分

件 数

民間企業等

２７１

大学・研究機関

１７９

国・地方自治体

７１

JA等関係団体

個人
合

６７

３６４
計

９５２

図 17：作成された筆ポリゴンと地理院タイルと重ね合わせたイメージ

3.2
・

地理空間情報関連技術
リモートセンシング・衛星画像

リモートセンシングとは、対象物に触れずに光学センサや電波センサ等の計測器によって計測したデ
ータを解析することで、対象物に関する情報を取得する科学技術のことをいう。特に、地球観測衛星に専
用のセンサを載せて地球を観測することを衛星リモートセンシングという。衛星に搭載されたセンサは、
地球の大気（雲など）
、海域、陸域（森林、耕作地、都市など）から反射、または自ら放射する電磁波を
観測している。これらの観測データの利用分野は多種多様であり、農林水産分野においては、森林伐採、
砂漠化、農作物の作付け・生育、漁場の推定など、土木分野においてはヒートアイランド現象の監視、地
盤沈下などのインフラ監視や大気汚染の監視など、災害分野においては火山の監視、地滑りなどの災害
状況の監視などに活用されている。また、温室効果ガス濃度やエルニーニョ現象等の把握など気候変動
分野においても活用されている。その他、地形図作成や修正、天気予報においても活用されている。
衛星画像については、技術進歩による高解像度化、高頻度化が進展している。例えば、国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が令和 2 年度に打上げを予定している先進光学衛星（ALOS-3）は、パン
クロマティックでの分解能が 80cm、観測幅は 70km で、35 日周期で日本全域の観測（天候未考慮）を行う
予定としている。なお、国内の災害発生時には緊急観測を実施し、被害状況把握のため関係機関に迅速に
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データ提供が行われる。また、国内外の民間企業が超小型衛星を多数打ち上げ、全地球表面を毎日撮影す
ることで、様々な人間活動を俯瞰的に観測し、それらを蓄積する超巨大画像データベースを構築しよう
とする取組も進められている。また、データ価格については、無償配布されるデータが増えてきているも
のの、分解能が数メートル以下のものについては有償で販売されている。
これらの衛星画像を機械学習に代表される AI 技術を活用して解析する技術開発も進んでいる。上記
で紹介した筆ポリゴンの更新作業をさらに効率化する取組として、超小型衛星群を用いて全国の筆ポリ
ゴンの変化抽出を行い、次に高分解能衛星画像を用いて筆ポリゴン形状の更新作業を行うことができる
よう開発が進められている。また、機械学習を活用した農地の自動ポリゴン作成技術の開発に取り組む
事例や、高頻度観測の超小型衛星群の時系列データを用いて筆ポリゴン内の作付け作物を分類する取
組、作物分類などの技術を用いて自治体が実施している現地調査の効率化を目指す取組も行われてい
る。

ALOS光学センサ観測画像(分解能 2.5m)

正規化植生指数※(NDVI, 分解能10m)

1

©JAXA

-1

©JAXA

※-1から1の範囲の値を取り、植生活性度が高い場合１に近い値を取る。
観測日：2010年 8月23日
観測エリア：仙台国際空港周辺

図 18：衛星画像及び植生指数による分析例

ALOS(光学/レーダ)

縮尺 1/25,000

※JAXA 提供

ALOS-3(光学)

©JAXA

(赤字：更新点)

ALOS (だいち)光学センサのみ記
載

打上げ

平成18(2006)年

設計寿命

3年（5年目標）

空間分解能

パンクロマチック
マルチスペクトル

(運用停止)

©JAXA

ALOS-3 (先進光学衛星)
令和2(2020)年度
７年

2.5m
10m

パンクロマチック
マルチスペクトル

0.8m
3.2m

（Blue/Green/Red/NiR）

(Coastal/Blue/Green/Red/RedEdge/NiR)

観測幅

70 km

70 km

日本域の観測

日本全国を46日毎に観測

日本全国を35日毎に観測予定

図 19：地球観測衛星の技術進歩の例
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※JAXA 提供

・

地理情報システム（GIS）
衛星画像や地図データ、ポリゴンデータ等をコンピューターの地図上に可視化して、情報の関連性やパ

ターン、傾向をわかりやすい形で導き出すのが地理情報システム（GIS）である。
従来は、主にローカル環境（または、独立した PC 環境）で利用されてきた汎用型 GIS、それを元に個
別業務に特化した個別型 GIS や、複数業務でのデータ共有を目指した統合型 GIS が使用されていた。近
年は、イントラネットとインターネット間でデータを相互運用しつつ、様々な業務ニーズに応えられる
汎用的な機能を提供するプラットフォーム型 GIS の利用が進んでいる。プラットフォーム型 GIS では、
衛星画像や地図データの可視化・管理・編集をはじめ、ユーザー管理やポータル機能、マルチデバイス向
けのアプリケーションおよび設定ベースでのアプリ開発キット等が提供される。これにより、GIS コンテ
ンツの一元管理が可能であるのみならず、部門、組織横断的に、他のシステムとも連接しながら、PC か
らモバイルまでのマルチデバイス利用が可能となっている。
GIS エンジンには、市販製品として導入可能でサポートも提供されているソフトウェアがある。また、
無償で公開され、改良や再配布等が誰に対しても許可されている OSS（Open Source Software）5もあり、
両者ともに国や自治体で活用されている6。

地理情報システム（Geographic Information System）
地理情報を管理・利用するシステムのこと
避難場所位置
人口分布図
災害危険箇所図

道路地図

図 20：地理情報システムについて

※ESRI ジャパン提供

5

オープンソースソフトウェアとは、ソースコード（プログラムの設計図）が無償で公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても
許可されているソフトウェアの総称。
6

例えば、国土地理院が提供するウェブ地図「地理院地図」や、国連が提供する「国連ベクトルタイルツールキット」等にも OSS が利用
されている。
地理院地図は、国土地理院が平成 15 年から運用しているウェブ地図。国土地理院が整備する地図、空中写真、災害情報など、国土地
理院が捉えた日本の国土の様子を発信するウェブ地図（https://maps.gsi.go.jp/）。
国連ベクトルタイルツールキットは、プラットフォーム型 GIS で使用するベクトル形式の地図データを独自に生成、配信するための
プログラム群。国連オープン GIS イニシアチブの一つとして実行されており、SDGs の理念に基づきあらゆる環境で GIS が利用できるよ
う、FOSS4G(Free and Open Source for Geospatial)と呼ばれるツールを活用することで、軽量であり、かつ独立した動作環境での利用
を実現している（https://github.com/un-vector-tile-toolkit）。
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高精度測位

・

全国約 1,300 の電子基準点や全球測位衛星システム（GNSS）
、準天頂衛星システム（QZSS）と最新版で
高精度な地図情報を組み合わせることで、高精度測位や自動運転に応用が可能である。例えば、国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センターでは、市販の低価格で小型の GNSS
受信機を使った高精度測位マニュアルが作成され、ドローン画像解析ソフトと合わせて使うことにより、
ほ場内の地面の凹凸や作物の生育むらを誤差数センチメートル程度の高い位置精度でマップ化できると
している。

図 21：電子基準点について

3.3

※国土地理院発表資料より

データベース関連技術

従来のオンプレミス（サーバーやソフトウェアなどの情報システムを使用者が管理する設備内に設置
し、運用すること）の GIS データベースでは、限られたネットワーク内でしか GIS 上の地図情報の閲覧、
編集ができなかったが、クラウドベースの GIS を活用することにより、インターネット接続による地図
情報の閲覧、編集が格段と容易になる。これにより、例えば、現地確認等においても、インターネット環
境にアクセスできるタブレット等の端末を使用することにより、その場で農地情報を閲覧及び編集が可
能となる。
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また、API 等を通じたデータのやり取りにより、複数のデータベース間での相互の情報連携が可能とな
る。これにより、例えば、今まで手動で外部ファイルをインポートし、突合作業や二重に入力作業を行っ
ていたのが、ネットワークを通じて、自動的に他のデータベースの情報を取得し、農地情報等を更新する
ことが可能となる。また、農地情報と気象や土壌等の様々な環境条件についての地理的情報を API で取
得し、組み合わせることで、複雑な分析を容易に行うことも可能となる。
データベース管理については、将来的なデータ項目の追加や、レコード数やアクセス数の増大等による
アクセス速度の低下防止に対応できるようにすることが重要であるが、データ項目の柔軟な加除やシス
テムの高速化を可能とする NoSQL7等の新しいデータベース管理手法も活用可能となってきている。

3.4

認証基盤（IdP：Identity Provider）

認証基盤（IdP：Identity Provider）とは、ID やパスワードなどによる認証、ユーザーの属性、アク
セスや編集等の許可に関する情報を提供することで、ユーザー認証を可能にする役割を担うシステムを
指す。IdP が適切な認証情報を管理・運用することにより、農業者、施策の実施機関、国等がそれぞれの
権限に応じて情報へのアクセスや編集を行うことが可能となる。
例えば、農業者は、申請の際、自身が所有・耕作する農地についての情報を編集・申請でき、また、施
策の実施機関は、その管内の農地の現地調査の結果を受けて農地情報を更新するといったことが可能と
なる。アカウントを作成する際には、公的書類の確認等による身元確認を確実に実施することで、実在す
る農業者等にのみアカウントを払い出すことが可能となる。
IdP とサービス提供者が適切に連携をすることで、農業者は複数の ID・パスワードを管理する必要な
く様々なシステムへのログインができるシングルサインオン（SSO）や、農業者本人の同意を前提とした
様々な機関との農地情報に関する連携、法人共通認証基盤(gBizID)と連携した仕組みの構築により、農業
者の利便性を向上させることできる。

7

NoSQL（Not Only SQL）とは、SQL 言語（データベース言語）を使用せずに幅広い種類の膨大な量のデータを高速かつ動的に整理し分
析することを可能にする、非リレーショナルな広域分散データベースシステム

21

3.5

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）は、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、
農林漁業者等が農林水産省関係の様々な手続に係る申請をオンラインで一元的に行うことができるシス
テムである。これにより、申請者は自身の PC やスマートフォン等からいつでも容易に申請可能となるほ
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
が向上する。また法人共通認証基盤(gBizID)経由でのログインを実現する予定である。
令和元年から開発を開始しており、令和 3 年度からの本格運用に向け、現在、システムを設計・開発中
である。

法人共通認証基盤
によるログイン
法令に基づく申請、補
助金等申請

申請者
（農林漁業者、
グループ等）
相談

代理申請
等の支援

審査・承認

共通申請サービス
農業経営に関わる
データの提供

農林水産省
審査・承認

データ連携
地図、農地区画、気象、土壌、
生育予測等の関連データ

関係機関

農業データ連携基盤、個別業務システム等

図 22：農林水産省共通申請サービスの概念図
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県・市町村
等

第4章 今後の農地情報管理の方向性
4.1

農林水産省共通申請サービス、筆ポリゴンを活用した「デジタル地図」による農地情
報の管理・活用のビジョン

農林水産省が作成・公表している筆ポリゴンをベースに、多様なデジタル技術も活用しつつ、農林水産
省共通申請サービスを通じて、各実施機関に収集された農地に関する情報を紐づけた地図（以下「デジタ
ル地図」という。
）を作成し、農地情報を一元的に管理することにより、以下の事項の達成が可能と考え
られる。
✓ オンライン申請となり、窓口が一本化（ワンストップ）
、既入力情報の省略（ワンスオンリー）、画
面上の地図を見ながらの直感的な作業により農業者等の利便性が向上する。
✓ デジタル地図による農地情報の一元化により、各データベースの更新や整合性の確保が容易化する。
✓ タブレット端末等に表示されたデジタル地図を活用し、効率的にかつ正確に現地確認を行うこと等
により、実施機関の管理業務が大幅に合理化する。
このような取組を行うことにより、現場の実施機関の職員は、営農指導や地域内での農業の経営継承に
関する話し合い等に係る業務に注力することができる。その結果、農業者は十分に経営・技術指導等を受
けることができ、生産性が向上することで、地域農業の発展に貢献することができると考えられる。

4.2

農地情報の管理における「デジタル地図」の活用の方向性

4.2.1
①

業務の効率化等への活用

農業者の視点から
農地に関する権利移動関係手続、補助金申請手続等において、当該手続を簡素化するとともに、農林水

産省共通申請サービス上でのオンライン申請を可能とすることで行政機関等まで行く必要がなくなるよ
う利便性を向上させる。
また、ワンストップ・ワンスオンリー化することにより、他の手続で情報を入力していれば既入力情報
は再度手続を行う必要がなくなり、申請手続にかかる労力を大幅に低減させる。さらに、PC やスマート
フォンの画面上の地図情報を見ながらの直感的な操作での申請作業が可能になることで利便性を向上さ
せる。
また、将来的には地域内の農業の担い手が自らの希望する土地条件に合った農地の検索を容易にする。
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②

実施機関の視点から
農地に関する権利移動関係手続、補助金申請手続、農業共済関係手続等において、農林水産省共通申請

サービス上でのオンライン申請受付が可能になることにより、紙の申請書の打ち直しや突合作業等の必
要をなくし、事務負担を軽減する。
また、各実施機関の現地確認において、紙ベースの地図ではなくタブレットで農地情報を視覚的に確認
できるようにすることで、対象とする農地を見誤ることもなくなるほか、その場で書き込み、編集もでき
るようにし、帰庁後の業務を大幅に軽減する。
農地情報の更新・管理については、①農業者の申請情報、②衛星画像及び AI を活用することで、大部
分を自動化し、大幅な業務を改善する。この結果、実施機関の職員が営農指導や地域内での農業の経営継
承に関する話合い等に係る業務に注力でき、地域農業の発展を図る。
③

その他の視点から
国や地方自治体において、様々なデータをリアルタイムで集約し、データに基づいた多元的な分析を行

うことで、農業施策に反映させることで、課題の的確な把握・対応を可能とする。また、集約されたデー
タをオープン化することで、研究機関等による多様なデータ分析に基づいた政策提言を容易にする。

4.2.2
①

将来的な活用可能性

衛星画像、AI 等による現地確認、被害農地特定等への活用
高分解能、
高頻度観測の衛星画像と AI 等による画像解析やジオタグ写真等を組み合わせることにより、

現地確認の効率化や台風等により被災した地域の特定へ活用が可能となる。
②

自動運転、マルチ GNSS 及びドローン等への活用
最新の正確な農地情報と高精度 GNSS 等を組み

合わせて利用することにより、トラクターやドロ
ーンの自動運転等への活用が可能となる。
また、農業者等が撮影したドローン空中写真撮
影画像を活用することで、
現地確認等の効率化が
可能となる。
③

人・農地プラン等への活用
最新の正確な地図と営農者の情報等を組み合

わせることで、地域の農業の担い手の円滑な経営
継承に向けた話し合いや土地改良事業に関する
正確な把握等に活用が可能となる。

図 23：農村集落の例。最新で正確な地図により
話し合いの促進が期待される。
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画面上の地図を見ながらの直感的な申請作業、
電子申請による利便性向上、窓口一本化
（ワンストップ）
既入力情報の再入力省略（ワンスオンリー）

農業者

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）

オンライン申請による
実施機関の
農地情報管理業務
（データ入力作業等）
の軽減

農業委員会
事務局

地域農業再生協
議会（ 農協等）

農業共済
組合

独自DB
農地権利
関係

独自DB
経営所得
安定対策

独自DB
収入保険
農業共済

助言
支援

正確な農地情報の
申請の促進

一元的に管理

衛星画像、AIによる作物、
ポリゴン情報の自動判定、
更新への活用

農地台帳
水田台帳等

タブレット等の
現地確認への活用
現地確認データの共有

農地情報を
紐づけ

筆ポリゴ ン

「デジタル地図」
により紐づけられた
農地情報

地域農業の話し合いへの
地図データの活用
営農指導等本来業務へ
の集中

高精度GPS等と
組み合わせた
スマート農機等への活用

一元化された農地情報や
衛星写真等の作況情報、
統計等への活用

図 24：農地情報の管理における「デジタル地図」の活用の方向性
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第5章 デジタル地図のシステム要件
「デジタル地図」を可能とするシステムの開発に当たっては、農業現場における将来的な活用可能性や
技術の進展も見据えて、以下の原則と実装方針の下で進めることとする。

5.1
①

システムの構築・運用に当たっての原則（7 つの原則）
利便性・汎用性の原則（アクセシビリティ）

ユーザーが端末・環境からストレスを感じることなく利用できることが重要。また、デジタル技術の進
歩に伴い、機能を向上しサービス水準を維持することが必要である。
②

相互運用性の原則（インターオペラビリティ）
官と民が互いのシステム機能を使える状態にするため、システム構成、データ形式、伝送手段等につい

て複数のシステムや組織が連携できることが重要である。
③

信頼性の原則（リライアビリティ）
システムが健全に機能し、データが正確であることが重要。特に、農林漁業者自身、関係団体、自治体、

国といった様々な主体が、様々な時点のデータを入力することに留意が必要である。
このため、公的機関による確認を受けた、最新の時点のデータが正として流通するような設計が重要と
なる。
④

継続性の原則（サステイナビリティ）
行政サービスとして、費用対効果を考慮したシステム運営を継続していくことが重要。このため、当該

システムにより農林水産行政等の手続関係業務についてどれぐらいの手間を減らすことができたかを評
価軸として、費用対効果を不断に評価する必要がある。
⑤

拡張性の原則（スケーラビリティ）
将来的なシステム利用の増大に対応可能にすると同時に、データベース構造、ネットワーク環境、教育

研修等が複雑化・高コスト化することがないよう、現在と将来の技術水準を見据えながら設計・開発・運
用する必要がある。
⑥

柔軟性の原則（フレキシビリティ）
将来的な制度変更や環境変化にも対応できるよう、
「一度作ったら終わり」ではなく、継続的に設計・

開発・運用のサイクルを回していく必要がある。
また、デジタル技術革新の変化、システム変更、ユーザーニーズの多様性等への柔軟な対応力を高めて
いく必要がある。
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先進的な機能の設計について、様々な主体の参加を求め概念実証（PoC）8を実施し、オープンイノベー
ションにつなげていくことも重要である。
⑦

堅牢性・可用性の原則（セキュリティ・アベイラビリティ）
最新のセキュリティ技術を取り入れ、設計段階からセキュリティ分野にも適切に予算と開発工数を配

分することが重要である。また、不測の事態が起こった際にも、どのように利用可能な環境を提供できる
ようにするかも重要である。

利用者サイド
利便性・汎用性
（アクセシビリティ）

相互運用性
（インターオペラビリティ）

○ 利用者が安心してシステムを利用で
きるようにするため、守られるべき原則

信頼性
（リライアビリティ）

継続性
（サステイナビリティ）
柔軟性
（フレキシビリティ）

○ 農業者や関係機関によるシステムの
円滑な利用及び相互連携を確保するた
め、守られるべき原則

○ システムが将来起こりうる変化に対応
しつつ、安定して利用・運用されるため
に守られるべき原則

拡張性
（スケーラビリティ）

○ システムを利用・運用する大前提とし
て守られるべき原則

堅牢性・可用性
（セキュリティ・アベイラビリティ）

システムサイド

図 25：システムの構築・運用に当たっての原則（７つの原則）

8

概念実証（Proof of Concept :PoC)とは、新しい概念やアイデアの実現可能性を示すため、その簡易的、部分的な検証を行うこと。
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5.2
①

実装方針
農林水産省共通申請サービス内に、農地 GIS である「デジタル地図」を構築し一体的に運用管理

農地情報を含む申請が行われる農林水産省共通申請サービス内に、農地 GIS である「デジタル地図」を
構築し一体的に運用管理することで、農業者等による地図情報を見ながらの直感的な申請作業や、申請
情報に基づく農地情報の更新を可能とする。
②

筆ポリゴンをベースとし各台帳を紐づけ、既存システムの農地情報を統合
筆ポリゴンをベースとしそれぞれ個別に管理されている農地情報を紐づけ、既存システムの農地情報

についても移行・統合を可能とし、農地情報の管理の一元化を実現する。その際、登記簿ベースや既存の
台帳によって整理された農地情報（農地台帳、水田台帳等）と現況ベースで整理された農地情報（筆ポリ
ゴン）があることを認識しつつ、レイヤーを分けて整備し、現況が変わったことが各実施機関に伝達され
るようにする等の対応も検討する。
③

LGWAN とインターネットのハイブリッド方式による市町村及び現場等での閲覧、編集の実現
地方自治体においては関係業務が LGWAN 環境で行われる一方、現場におけるインターネット環境での

タブレット等による農地情報の閲覧、編集のニーズがあることを踏まえ、LGWAN とインターネットのハイ
ブリッド方式を採用する。ただし、LGWAN とパブリッククラウドの接続のあり方に関しては現在総務省に
おいて検討が進んでおり、その結果を踏まえ、必要な検討を行う。
④

農林水産省・経済産業省が整備する IdP によるシングルサインオン(SSO)、権限に基づいた閲覧・
編集、ネットワーク分離に依存しないセキュリティの確保
農林漁業者自身、関係団体、自治体、国といった様々な主体が、農林水産省・経済産業省が整備する IdP

を経由して、将来的に官民の WEB サービスにアクセスできる可能性を開いておく。また、農業者自身の同
意及び各機関の権限に基づく各種情報の閲覧・編集を可能とするとともに、ネットワーク分離に依存し
ない、ゼロトラスト9等のセキュリティモデルの採用も検討する。
⑤

様々な主体によるデータ管理・更新（データガバナンス）
農林漁業者自身の申請情報によるデータの最新化の他、現地確認結果や農地関係行政事務の入力につ

いても農林水産省共通申請サービス内で行うことで、データを継続的に整備する。その際、様々な主体が
データの管理・更新を行うことを前提に、システム上の情報更新の履歴（修正内容、日時、修正者等）を
確認できるよう整備するとともに、農地データの標準化も検討する必要がある。また、現在開発中である
衛星画像解析による筆ポリゴンの変化抽出等を活用したポリゴンデータの最新化・精度向上を行う。

9

ゼロトラストとは、厳しい ID 検証プロセスに基づいたネットワーク・セキュリティ・モデル。当該モデルでは「社内は安全」という
前提のセキュリティ対策ではなく、「全て信頼できない（ゼロトラスト）
」ことを前提として、完全な認証、承認、暗号化が行われた後
にアクセスが許可されるアプローチを採用。
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第6章 今後の取組事項
第 4 章及び第 5 章で整理した内容を踏まえ、
今後さらに検討を進めるべき事項は以下のとおりである。

6.1
6.1.1

実態調査すべき内容
筆ポリゴンと各種農地情報の紐づけ作業

筆ポリゴンは平面直角座標系の座標情報のみで構成され、地名・地番との紐付けがなされていない。そ
こで、逆ジオコーディング10等により、筆ポリゴンに地名・地番情報を付与し、各種農地情報との紐づけ
のキーとすることが必要である。
また、既存台帳においては、同一の区画であるにも関わらず、台帳ごとに異なる呼称で管理されている
ことがある。この場合、台帳間の機械的な突合が困難であることから、まずは、台帳の各区画と筆ポリゴ
ンとの紐づけを行う。この際、人手による作業が最小限になるよう、最適な紐づけの手法を検討する必要
がある。
なお、不動産登記簿ベースである農地台帳の区画と、空撮ベースである筆ポリゴンの区画は必ずしも
1 対 1 対応にならないことも考慮に入れる必要がある。

6.1.2

農地に関するデータベース、ID 体系の設計

筆ポリゴン ID は、位置情報を含んでおり、プレートの移動等で変化しうる。また、農地の区画は、隣
の区画と統合して大区画化を図ることや、輪作等のために区画を分割して活用されることがあり、毎年
変化しうる。
このような特徴を持つ約 3,000 万筆もの農地情報のデータベースおよび ID 体系の設計のあり方につい
て検討する必要がある。その際、市町村においては、それぞれの農地の履歴情報を参照するニーズも存在
するため、時系列データとしての取り扱いや、他機関が整備した地理空間情報と重ね合わせて利用する
ことも想定し、国家座標11と整合しておくこと等も考慮に入れる必要がある。

6.1.3

農地関連データの標準化

農地関連データについては、現状それぞれ個別に管理されてきたことから、十分な標準化がなされてい
ない状況である。そのため、将来的な活用や不動産登記等の関係分野との連携も前提に、農地関連データ
の標準化についても検討する必要がある。

10

ジオコーディングとは住所、地名、目標物、郵便番号などが示す場所に対して座標を付与すること。逆ジオコーディングとは経度緯
度から住所を取得すること。両者には、住所と緯度経度情報が対応している辞書データが必要であり、その辞書データの精度によって
両者の精度が決定。
11

国家座標とは、その国の位置の基準。具体的には、その国において緯度、経度、高さやこれに準ずる座標（数値）で位置を表す場合
の基準をいう。我が国においては、測量法第 11 条で定められた基準に準拠した緯度、経度、標高、平面直角座標、地心直交座標が、測
量に限らず、様々な法令や民間の地図や図面などで位置を表現する場合の基準として用いられ、国家座標となっている。同じ位置の数
値が複数存在すると社会的な混乱が生じるが、国家座標に準拠・整合したものに統一されていることで、誰もが安心して位置情報を利
活用することが可能となる。
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6.2
6.2.1

システム開発・データ移行、研修、PoC
農林水産省共通申請サービスの第 2 期開発

2020 年度で終了する予定の第 1 期開発後に、第 2 期開発として、農地台帳 DB、GIS を申請データと結
びつけるシステムの更改や、データ移行及び筆ポリゴンと各台帳 DB の紐づけを順次実施していく必要が
ある。その際、MAFF アプリ等との連携も念頭に、現地確認における農地情報の表示、農業者自身又は実
施機関職員により撮影されたジオタグ写真の活用に向けた機能の実装等の検討を行う。
また、実際に現場で活用されるよう、実施機関等の職員に向けた研修も実施する必要がある。

6.2.2

個別システム間の連携

各実施機関や関係機関で整備された農地 GIS について、将来的には統合することも検討しつつ、API 接
続等により各実施機関が農林水産省共通申請サービスを通じてデータを突合できるようにする仕組みを
構築する必要がある。

6.2.3

農地情報の効果的活用を見込んだ PoC の実施

一元化した農地情報について、効果的な活用ができるよう、最先端の地球観測衛星画像や AI などの画
像解析技術等の活用、異業種とのデータ連携のための PoC を実施する必要がある。特に AI の活用にあた
っては、効率的な教師データの収集や管理についても、PoC として取り組むことが期待される。

6.2.4

その他留意事項

システムの構築・運営における個人情報の扱いについては十分に留意が必要である。農地情報において
どのような情報が個人情報に当たるか、匿名化・秘匿化をどのような方法で実施するか等について十分
に検討することが必要である。また、個人情報には直接該当しないデータであっても、他のデータと組み
合わせることによって個人の特定につながる場合があることにも留意が必要である。
また、農地情報を、農林水産省共通申請サービスを通じて管理するに当たっては、オンライン申請でき
ない高齢農業者等、いわゆるデジタル・ディバイドへの適切な対応についても検討する必要がある。
データ品質を継続的に向上させていくことができるよう、そのためのデータ品質の評価と改善の方法
についても検討する必要がある。例えば、申請者からの情報のほか、各実施機関による現地調査結果の反
映、農業者自身や実施機関職員等により撮影されたジオタグ写真の活用、衛星写真の AI による解析結果
の活用等の様々な情報を総合的に評価し、データベースに反映する仕組みが必要である。
AI については、その活用の鍵は学習データセットの構築にあることから、現場に学習に適した教師デ
ータが既にあるか、教師データを効率よく収集できるか等についても留意が必要である。
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（参考 1）検討会の構成員
本検討会の構成員は以下のとおり（順不同・敬称略）。
【農地情報の管理に係る実務者】
泉 翔太
神奈川県厚木市農業委員会事務局 主事
齋藤 隆久
群馬県農業共済組合事業一課 課長
菅原 浩孝
岩手県花巻市 農林部長
津沢 智信
全国農業共済協会（NOSAI 協会） 企画研修部 情報システム推進室長
【関係企業等】
榎原 洋
アクセンチュア株式会社 マネジング・ディレクター
奥村 俊夫
一般社団法人リモート・センシング技術センター ソリューション事業第一部 事業戦略室 参事
小木 郁夫
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社パブリックセクター 統括本部長補佐
櫻井 洋祐
ESRI ジャパン株式会社プラットフォームソリューショングループ 課長
坪井 俊輔
SAgri 株式会社 代表取締役社長
土井 悠哉
富士通株式会社共通ソリューション事業本部第一ソリューション事業部第二ソリューション部マネージャー
藤井 克彦
PwC コンサルティング合同会社 Senior Manager
藤中 伸紀
日本マイクロソフト株式会社パブリックセクター事業本部 デザインジャパン推進室 室長
宮崎 光世
ヤフー株式会社データ＆サイエンスソリューション統括本部
宮下 直己
株式会社アクセルスペース 取締役・CTO
山之口 收
日本アイ・ビー・エム株式会社エンタープライズ事業本部公共・医療営業本部ビジネス開発担当部長
山本 義之
パナソニック株式会社 渉外本部渉外部 公共ソリューション担当課長
【関係研究機関】
岩崎 亘典
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター ユニット長
瀬戸 寿一
国立大学法人東京大学空間情報科学研究センター 特任講師
高橋 陪夫
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）主任研究開発員
【関係省庁等】
平本 健二
内閣官房政府 CIO 上席補佐官、経済産業省 CIO 補佐官
満塩 尚史
内閣官房政府 CIO 補佐官、経済産業省 CIO 補佐官
北原 健太郎 総務省行政管理局行政情報システム企画課 係長
市木 文康
国土交通省国土地理院企画部地理空間情報企画室 室長補佐
【農林水産省】
信夫 隆生
大臣官房 サイバーセキュリティ・情報化審議官兼公文書監理官
荒木 智行
大臣官房政策課 調査官
向江 拓郎
大臣官房政策課 企画官
白鳥 幹久
大臣官房政策課 企画官
畠山 暖央
大臣官房政策課 係長
三橋 良至
大臣官房統計部生産流通消費統計課 課長補佐
南里 昌則
経営局農地政策課 経営専門官
窪山 富士男 経営局保険課 農業経営収入保険室長
松澤 正
経営局保険課 課長補佐
藤原 直樹
経営局保険監理官付 監理官補佐
水田 陽介
政策統括官付総務・経営安定対策参事官付経営安定対策室 参事官補佐
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（参考 2）検討会の経緯

第 1 回 令和元年 11 月 28 日（木）
主な議題：農地情報の管理に関する現状について

第 2 回 令和元年 12 月 18 日（水）
主な議題：農地情報の管理に関する課題の解決に寄与する主な
デジタル技術について

第 3 回 令和 2 年 2 月 20 日（木）
主な議題：検討会取りまとめの方向性について

第 4 回 令和 2 年 3 月 16 日（月）
（書面開催）
主な議題：検討会取りまとめについて

上記の各検討会の資料は以下の URL からダウンロードが可能である。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/dmap/191127.html
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