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１ 調達案件の概要 

(１)調達件名 

令和 5 年度運用保守等業務 

 

(２) 調達の背景 

2016 年 12 月に官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）が成立し、データ流

通環境の整備や行政手続のオンライン利用の原則化が政府の取組として義務付けられると

ともに、2017 年 5 月には「世界 先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平

成 29 年 5 月 30 日閣議決定。）が策定され、官民データ利活用の推進等を図ることで経済再

生や地域活性化等の課題の解決が期待される重点分野の１つに、農林水産分野が指定さ

れた。 

また、2018 年 1 月に「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30 年１月 16 日 e ガバメント閣

僚会議決定。以下「実行計画」という。）が策定され、①行政サービスの 100％デジタル化、②

行政保有データの 100％オープン化、③デジタル改革の基盤整備の方針が示されるとともに、

各府省においてデジタル・ガバメント推進を戦略的に進めるため、中長期的な計画を策定す

ることとされた。その後、実行計画は、2018 年 7 月 20 日（デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

に改定後、2019 年 12 月 20 日に改定し、デジタル手続法第４条に基づく情報通信技術を利

用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システムの整備に関する計画と一体

のものとして閣議決定されている。そして 2021 年 12 月 24 日に「デジタル社会の実現に向け

た重点計画」が閣議決定されている。 

我が国の農林水産業に目を向けると、担い手の減少や高齢化によって世代間継承が難し

くなる中、経験や勘をデータ化し活用していくことが生産性の向上や経営改善を図る上で重

要となっており、農林水産業の持続的な発展に向けた競争力強化や農林漁業者の所得向上

を実現するためには、作物の生育状況や気象等の様々なデータを活用するデータ活用型の

農林水産業を展開していくことが不可欠である。 

しかし、農林水産省（以下「当省」という。）の法令に基づく申請等並びに補助金・交付金の

申請（以下「行政手続等」という。）のオンライン化の状況は、総手続数に占めるオンライン実

施割合は総じて低く、また、データがデジタル化されていないため、データ利活用が進んでい

ない実態がある。このため、これら政府全体の動向や利用者視点に立ったあるべき農林水

産行政の姿を踏まえ、2018 年 6 月に「農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画」（平成 6

月 22 日 当省行政情報化推進委員会決定。以下「中長期計画」という。）を策定したところで

あり、デジタル技術を 大限活用して業務改革を行うとともに、各種行政手続のオンライン化

等を計画的に実施することにより、農林水産行政サービスのデジタル化を強力に推進するこ

とを目的としたプログラムが進められている状況である。 

当省においては、実行計画及び中長期計画等を踏まえ、農林漁業者等の利便性向上、申

請データの利活用促進等を図るため、2019 年度及び 2020 年度の 2 か年をかけて、行政手
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続等のオンライン化に向けた共通的な申請システムのプラットフォームとして「農林水産省共

通申請サービス」（以下「eMAFF」という。）の整備を進めており、2021 年度においては、認定

農業者制度及び経営所得安定対策で eMAFF の利用を開始しているところである。2020 年

12 月に閣議決定された政府のデジタル・ガバメント実行計画において、2022 年度オンライン

化率 100％、2025 年度オンライン利用率 60％という目標が定められている。目標を達成する

に当たって、利用者の拡大、利便性の向上に資する開発拡充及び保守運用が不可欠である。 

また、当省では、2018 年度にスマートフォン用のアプリケーション（以下「MAFF アプリ」とい

う。）を整備しており、農業者と当省の間での相互の情報受発信、eMAFF との連携等、MAFF

アプリを活用した次世代コミュニケーション・ツールに係る構想を策定し、2020 年５月に公開

している。 

 

(３) 調達目的及び調達の期待する効果 

2019 年度及び 2020 年度の 2 か年(eMAFF 第 1 期開発)をかけて中長期計画に記された具

体的な取組である①認定農業者制度に係る申請手続のオンライン化（2019 年度以降全国展

開）、②経営所得安定対策の交付金申請のオンライン化（2019 年度から実証、2020 年度か

ら試行）、③間接補助の補助金・交付金のオンライン化（2019 年度から実証）について、汎用

性のある電子申請機能を有する eMAFF を整備してきた。 

2021 年度（第 2 期開発）においては、第 1 期開発で対応できなかった職員実装機能の追加

に加え、他システムとの ID 連携を可能とする eMAFF IdP の構築、マイナンバーカードを利用

した eMAFF プライムの取得機能、データ量の増加を見据えた拡張 DB の設計、農業者と自

治体及び当省職員とが同時にコミュニケーション可能なチャットツール導入、既存他システム

との連携といった開発を実施してきた。 

また、2022 年度（第 2 期開発（拡充））においては、第 2 期開発で対応できなかった職員実

装機能の追加に加え、eMAFF ID を利用し他システムとの連携及び認証を可能とする eMAFF 

IdP の改修、データ量増加を見据えた拡張 DB の改修、国庫納付のオンライン化に伴う歳入

金電子納付システム（REPS) との接続、EBPM に資するデータ抽出、加工に関する開発や

PoC を実施してきた。 

本調達においては、2022 年度までに構築した eMAFF の運用保守を行う。加えて、個別シ

ステム/業務に起因するアドオンの対応を行う。 

 

(４) 業務・情報システムの概要 

ア 業務の概要 

現在、当省では、約 3,000 種類の法令に基づく申請等、約 300 種類の補助金・交付

金の申請を所管しており、受付、確認、審査等の業務に当省の職員の他、地方自治

体、関係団体等が携わることから、申請経路は多岐に渡っている。 

eMAFF 導入前は、事務処理が既にシステム化されている法令に基づく申請等の手
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続数の割合は 2％程度であり、それ以外は紙様式での処理が行われているのが実

情であった。2022 年度までに当省が所管する全ての法令に基づく手続及び補助金・

交付金の申請手続のオンライン化率 100%、2025 年度にオンライン利用率 60％を目

標としている。 

 

イ eMAFF の概要 

2019 年度から 2020 年度の 2 か年をかけて構築された eMAFF は、SaaS 上に共通

申請サービスとしての基本機能、申請設定機能及び代理機能等の機能を搭載し、職

員自身が画面レイアウトの作成や申請経路の設定変更等を行うことができる標準パ

ーツを提供している。2020 年度においては、認定農業者制度、経営所得安定対策及

び食品リサイクル法に基づく定期報告で eMAFF の利用、2021 年度においては、各

制度について職員実装による構築及び利用が開始され、2022 年度においては、全

手続オンライン化に向けてオンライン化範囲の拡大に取組んできたことから、2023

年度以降においては、既存機能の改修に加え、利用者の利便性の向上、利用拡大

に向けた新たな取組の開始を計画している。 

2022 年度に実施した eMAFF 第 2 期（拡充）開発においては、様々なデータを集約

及び連携させることにより、将来の EBPM につなげる実証に取り組んできたところで

ある。 

本事業では、eMAFF の安定した運用保守を中心に、個別業務のアドオンの対応を

行う。 

 

図 1 eMAFF 概要図 
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図 2 eMAFF 連携先イメージ図 

 

ウ 当省の基盤業務システムの概要 

当省では、利用者管理機能、グループウェア機能、ウェブサイト閲覧機能、ファイル

共有機能、情報セキュリティ対策機能、及び運用管理機能等を提供する基盤業務シ

ステムである当省行政情報システム、当省統合ネットワーク（以下「行政情報システ

ム等」という。）及びガバメントソリューションサービス（以下「GSS」という。）が運用さ

れており、eMAFF のネットワーク構成において行政情報システム等及び GSS との接

続が想定される。 

 

エ MAFF アプリの概要 

MAFF アプリは、当省と農業者等の利用者を直接つなぎ、相互に情報の受発信を

行うコミュニケーション・ツールであり、様々な手続のオンライン化やデータの利活用

を推進させるため、eMAFF との密接かつ安全な連携の下、ID 管理を含めて一体的

に運用する必要がある。 
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図 3 MAFF アプリ、情報受発信システムの運用イメージ 

 

オ MAFF クラウドの概要 

当省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を

踏まえ、2020 年 3 月に「農林水産省デジタル・ガバメント中期計画」を改定し、情報シ

ステムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林水産省クラウド（以下

「MAFF クラウド」という。）を利用することを前提としたパブリッククラウドへの移行を

進めることとしている。 

 本システムでは、MAFF クラウドを利用しており、MAFF クラウドでは、パブリッククラ

ウドへの移行・運用に必要な 小限の共通機能を提供するとともに、パブリッククラ

ウドへの移行・運用等の一連の工程における、PMO による PJMO への総合的な支

援活動を実施する。なお、総合的な技術支援を行う組織を MAFF クラウド CoE とい

う。引き続き、本システムでは MAFF クラウドを利用することを前提とする。 

 MAFF クラウドの概要は図 4 のとおりである。 
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⺠間事業者は、政策情
報APIとの連携により、
⾃社システムの⼀部とし
て、政策情報の発信な
どが可能。

簡易な操作で政策情
報の発信や現場ニーズ
の把握が可能。
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