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情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

 

Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守 

１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則（平成

27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明を受けるとともに、本業務に係

る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

 なお、規則は、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（以下「統一基準

群」という。）に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて

規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 

２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施し

ていること。 

 

Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供 

１ 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者（契

約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専門性

（保有資格、研修受講実績等）・実績（業務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記

載した資料を提出すること。 

 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業

務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等にお

ける従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（又は□％）等）を記載すること。また、この

場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供するこ

と。 

２ 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいず

れかの証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等 

（２）プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等 

（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、

かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書 

（４）MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組

を実施している実績 

 

Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じる

ことを証明する資料を提出すること。 
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（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了

後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。 

（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す

ること。 

（３）本業務の各工程において、農林水産省の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（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、第三者

機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。）。 

（４）本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったとき

に、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順

及び体制（例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求され

た場合には提出するなど）を整備していること。 

（５）本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該

情報（複製を含む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送

信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 

（６）本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 

（７）農林水産省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、農林水産省又は農

林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリ

ティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 25 条第１項第２号に基づく監査等を含む。以下

同じ。）を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実

施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 

（８）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると

認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 

（９）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生

した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出

すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防

止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 

（10）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を

立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 

２ 受託者は、私物（本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。）の機器

等を本業務に用いないこと。 

３ 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフ

トウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適

切に対処するとともに、確認結果（確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定

義ファイルのバージョン等）を成果物等に記載又は添付すること。 

４ 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要
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となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担

当部署に書面で報告すること。 

 

Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要

件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 

（１）情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物

へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 

ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務

の成果物に明記すること。 

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要

な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 

（ア）農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監

視する機能 

（イ）不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通

信を監視する機能 

（ウ）農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能 

（エ）端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能 

（オ）サーバ装置等の機器の動作を監視する機能 

（２）開発する情報システムに関連する脆（ぜい）弱性への対策が実施されるよう、以下を含む

対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 既知の脆（ぜい）弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構

成要素としないこと。 

イ 開発時に情報システムに脆（ぜい）弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実

装方針を定めること。 

ウ セキュリティ侵害につながる脆（ぜい）弱性が情報システムに存在することが発覚した

場合に修正が施されること。 

エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 

２ 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む

措置を適切に実施すること。 

（１）情報システムのセキュリティ要件の適切な実装 

   ア 主体認証機能 

イ アクセス制御機能 

ウ 権限管理機能 

エ 識別コード・主体認証情報の付与管理 

オ ログの取得・管理 
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カ 暗号化機能・電子署名機能 

キ 暗号化・電子署名に係る管理 

ク ソフトウェアに関する脆（ぜい）弱性等対策 

ケ 不正プログラム対策 

コ サービス不能攻撃対策 

サ 標的型攻撃対策 

シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定 

ス 政府ドメイン名（go.jp）の使用 

セ 不正なウェブサイトへの誘導防止 

ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知 

（２）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施 

ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施す

ること。 

イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 

ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。 

（３）情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策 

ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アク

セス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。 

イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。 

ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われている

ことを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法

を定め実施すること。 

エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。 

３ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置が

ある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 

４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実

装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。 

（１）情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備 

（２）情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法 

（３）情報システムの保守における情報セキュリティ対策 

（４）運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリテ

ィ対策 

（５）利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告 

（６）「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者

(CIO）連絡会議決定)の別紙３に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した

情報資産管理標準シートの提出 



別紙２ 
 

 - 5 - 

（７）情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時におけ

る、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるた

めの情報システムの改修等 

５ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移

行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。 

（１）情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備 

（２）運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

（３）情報セキュリティインシデント（可能性がある事象を含む。以下同じ。）を認知した際の対処

方法の確立 

６ 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容

を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。 

（１）監視するイベントの種類 

（２）監視体制 

（３）監視状況の報告手順 

（４）情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順 

（５）監視運用における情報の取扱い（機密性の確保） 

７ 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することを発見

した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆（ぜ

い）弱性の対策を行うこと。 

８ 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システ

ムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、

基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低

下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。 

９ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意

図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守

に係る作業についての記録を管理すること。 

10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報シス

テムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。 

（１）情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策 

（２）情報システム廃棄時の不要な情報の抹消 

 

Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービ

スに対して、Ⅷの措置を講じること。 

１ ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、
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当該認証の証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

２ クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを

提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認

証制度に基づく認証 

（２）セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC報告書（Service Organization Control 

Report）） 

（３）情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情

報セキュリティ監査制度に基づく CSマークが付された CS言明書等） 

３ クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる

場合には、当該クラウドサービスのデータセンター（バックアップセンターを含む。）は国内に

限ること。 

４ クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラ

ウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前（サービス廃止等の１年

以上前が望ましい。）に担当部署へ通知すること。 

５ クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省の

データについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上

において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

６ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場

合は提供すること。なお、証跡は１年間以上保存することが望ましい。 

７ インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。 

８ クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託さ

れている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。 

９ クラウドサービスにおける脆（ぜい）弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。 

10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対

策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標

（RPO）等の指標を提示すること。 

 なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数

の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。 

11 クラウドサービス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。 

12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実

に抹消できること。 

13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報につ

いて、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 

14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林
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水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱う

ため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。 

 

Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特

定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等（以下「機器等」という。）を納品、賃貸借等

をする場合には、以下の措置を講じること。 

１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう

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。 

２ 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除

できる体制を整備していること。 

３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 

４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 

５ 脆（ぜい）弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認

できること。 

６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該

認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れ

ていないこと。） 

７ 情報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、ソフト

ウェアの種類、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。 

８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 

（１）調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況（セキュリティ要件に係る試験

の実施手順及び結果） 

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（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結果、内部監査等により不正な変更が加えら

れていないことを確認した結果等） 

 

Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法 

１ 本業務に係る全ての契約（クラウドサービスを含む。以下同じ。）に関して訴訟の必要が生

じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 

２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする
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こと。 

 

Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の一部を再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業

者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合には、受託者が上

記Ⅱの１、Ⅱの２及びⅢの１において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関

する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を

提出し、農林水産省の許可を得ること。 

２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託

先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を

定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほ

か、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査

を受け入れるものとすること。 

３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策

の履行状況を報告すること。 

 

Ⅸ 資料等の提出 

 上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅴの１、Ⅴの２、Ⅵの１及びⅥの６において提出することとして

いる資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証

明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の

総合評価のための書類に添付して提出すること。 

 

Ⅹ 変更手続 

 受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとす

る場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 
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農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

デジタル政策推進チーム 宛 

 

 

資料閲覧申込書 

 

 

「農林水産省地理情報共通管理システム令和５年度開発等業務」に係る資料閲覧を

申し込みます。 

 

申込日： 令和  年  月  日 

 

１ 会 社 名：  

 

 

２ 住  所：  

 

 

３ 部署名・担当者名： 

 

 

４ 電話番号：  

 

 

５ E-mailアドレス：  

 

 

６ 閲覧日時：第 1候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

     第 2候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

     第 3候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

 

７ 閲覧者氏名：  

          ：  

          ：  

          ：  

          ：  
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農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

デジタル政策推進チーム 宛 

 

 

機密保持誓約書 

 

 

「農林水産省地理情報共通管理システム令和５年度開発等業務」に係る資料閲覧に

当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開示し

た情報（公知の情報を除く。）を本調達の目的以外に使用、又は第三者に開示、

若しくは漏洩することのないよう、必要な措置を講じます。 

 

２ 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。 

 

３ 本業務に係る調達の期間中及び終了後に関わらず、守秘義務を負います。 

 

４ 上記１～３に反して、情報の開示、漏えい若しくは使用した場合、法的な責任

を負うものであることを確認し、これにより農林水産省が被った一切の損害を

賠償します。また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けるこ

ととし、誠実に対応します。 

 

令和  年  月  日 

 

住 所  

 

会 社 名  

 

代表者名   



別紙５ 農林水産省地理情報共通管理システム令和５年度開発等業務

事業者名：
日付： 令和　　年　　月　　日

№ 資料名 頁 仕様書の該当記載内容
分類

(意見/質問)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

意見/質問内容
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№ 資料名 頁 仕様書の該当記載内容
分類

(意見/質問)
意見/質問内容

20



別紙１付属書①

■機能一覧

大区分

ID
大区分

中区分

ID
中区分 小区分ID 小区分 機能ID 機能名 機能説明 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

1. 地図管理Web 1.1. ユーザー管理 1.1.1. ユーザー認証 1.1.1.1. ログイン機能 eMAFF-IdPを使いユーザー認証を行う機能 〇

1.1.2. 権限制御 1.1.2.1. 権限制御機能 共通申請サービスから取得した認可情報を元に、各画面の権限制御を行う機能 〇

1.2. 地図機能 1.2.1. 地図表示 1.2.1.1. 地図表示機能 地図を表示する機能 〇

1.2.1.2. 地図ポリゴン表示機能 地図上にポリゴンを表示する機能 〇

1.2.1.3. 地図ピン表示機能 地図上にピンを表示する機能 〇

1.2.1.3. 地図ライン表示機能 地図上にラインを表示する機能 〇

1.2.1.3. 地図ラベル表示機能 ピンを押下した際に農地のメモや写真を表示する機能 〇

1.2.1.4. ポリライン表示機能 地図上にポリラインを表示する機能 〇

1.2.1.5. メッシュデータ表示機能 地図上にメッシュデータを表示する機能 〇

1.2.2. 地図操作 1.2.2.1. 地図移動機能 地図上を移動する機能 〇

1.2.2.2. 地図拡大縮小機能 地図を拡大/縮小する機能 〇

1.2.2.3. 背景地図切り替え機能 背景地図を切り替える機能 〇

1.2.2.4. 地図住所検索機能 地図上を住所で検索する機能 〇

1.2.2.5. 地図印刷機能 地図を印刷する機能 〇

1.2.2.6. ルート検索/表示機能 地図上をルート検索し、ルートを表示する機能 〇

1.2.2.7. 範囲指定選択機能 地図上にポリゴンまたはラインを描画し、描画したポリゴンまたはラインの範囲内に含ま

れたポリゴン/ピンの農地を自動的に選択状態にする機能
〇

1.2.2.8. 距離計測機能 地図上で指定した2点間の距離を計測し表示する機能 〇

1.2.2.9. 面積計測機能 地図上で指定した多角形内の面積を計測し表示する機能 〇

1.2.3. 図形操作 1.2.3.1. ポリゴン編集機能 ポリゴンの編集機能 〇

1.2.3.2. ピン編集機能 ピンの編集機能 〇

1.2.3.3. ライン編集機能 ・地図上にラインを引く機能

・ルート設定や農地の分筆に使用する
〇

1.2.3.3. ラベル編集機能 ピンを押下した際に表示される農地のメモ情報を編集する機能 〇

1.2.3.4. ポリライン編集機能 ポリラインの編集機能 〇

1.2.3.4. メッシュデータ編集機能 メッシュデータの編集機能 〇

1.2.4. レイヤー 1.2.4.1. レイヤー表示制御機能 レイヤーの表示設定機能

【補足】

（令和5年度開発）

土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報（ピン、ポリゴン、ポリライン、

メッシュデータ）について、属性情報の追加、表示方式の設定、レイヤー表示等を汎

用的に利用できる農地以外の地理的情報のレイヤー表示ができること

〇
〇

改修要件

1.2.4.2. レイヤー追加機能 レイヤー(編集用レイヤー、現地確認用レイヤーなど)を追加する機能 〇

1.2.4.3. レイヤー検索機能 レイヤーを検索する機能 〇

1.2.4.4. レイヤー登録機能 レイヤーを登録する機能 〇

1.2.4.5. レイヤー詳細情報表示機能 レイヤーの詳細情報を表示する機能 〇

1.2.4.6. レイヤー詳細情報編集機能 レイヤーの詳細情報を編集する機能 〇

1.2.4.7. レイヤー配色変更機能 レイヤーの配色変更機能 〇

1.2.4.8. お気に入りレイヤー一覧表示機能 お気に入りのレイヤーを一覧表示する機能 〇

1.2.4.9. お気に入りレイヤー設定機能 お気に入りのレイヤーを設定する機能 〇

1.3. 農地情報管理 1.3.1. 農地参照 1.3.1.1. 農地検索機能 農地の検索機能 〇

1.3.1.2. 農地一覧表示機能 検索した農地を一覧表示する機能 〇

1.3.1.3. 農地詳細表示機能 選択した農地の詳細情報を表示する機能 〇

1.3.1.4. 農地更新履歴一覧表示機能 選択した農地の更新履歴を一覧表示する機能 〇

1.3.1.5. 農地更新履歴詳細表示機能 選択した農地の過去断面の詳細情報を表示する機能 〇

1.3.1.6. 農地更新履歴断面地図表示機能 選択した農地の過去断面の地図情報を表示する機能 〇

1.3.1.7. 農地現地確認履歴一覧表示機能 選択した農地が対象となった現地確認行程を一覧表示する機能 〇

1.3.1.8. 農地現地写真地図表示機能 選択した農地の写真とその撮影場所、撮影方向を地図上に表示する機能 〇

1.3.2. 農地編集 1.3.2.1. 農地登録機能 農地を新たに登録する機能 〇

1.3.2.2. 農地情報編集機能 ・農地の基本情報(地番や地目など)を編集する機能

・編集用レイヤーが作成され、編集内容の保存、承認、破棄を行うことができる 〇

要件定義書 機能一覧
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■機能一覧

大区分

ID
大区分

中区分

ID
中区分 小区分ID 小区分 機能ID 機能名 機能説明 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

要件定義書 機能一覧

1.3.2.3. 農地情報詳細編集機能 ・農地のより詳細な情報(台帳ごとの固有項目など)を編集する機能

・編集用レイヤーが作成される

・メモの編集や写真のアップロード機能も含む

・編集内容の保存、承認、破棄を行うことができる

〇

1.3.2.4. 農地削除機能 農地を削除する機能 〇

1.3.2.5. 農地分筆機能 農地を分筆する機能 〇

1.3.2.6. 農地合筆機能 農地を合筆する機能 〇

1.4. 紐付け情報メンテナンス 1.4.1. 紐付け編集

（「筆ポリゴン紐付け編集」から名称変更）

1.4.1.1. 紐付け編集 ピン、ポリゴンや台帳等が更新された場合等、編集が必要な際に、紐づけ情報の更

新を手動で編集する機能

【補足】

・画面上でピン、ポリゴンと台帳情報を選択し手動で紐付けの編集を行えること

・過去の紐づけ情報について、後から確認できるよう履歴として残すこと

・対象とするピン、ポリゴンおよび台帳情報の検索・選択においてユーザが効率的に操

作できるUIを検討すること

・複数レイヤー間のエラーチェック・整合性チェック等、特定のレイヤーでピン、ポリゴン、

台帳等を修正した場合のチェックが行えること。この場合の整合性チェックとは、例え

ば、ある台帳で耕作していることが確認できれば、別の台帳では遊休農地ではないと

判断できるといったように、台帳間での項目間の整合性チェックを含む。

〇

1.4.2. 紐付け自動更新

（「筆ポリゴン紐付け自動更新」から名称変

更）

1.4.2.1. 更新検知
〇

1.4.2.2. 紐付け情報の自動更新
〇

1.4.2.3. 新規発生データの取り込み
〇

1.4.2.4. 消失データへのフラグ付け
〇

1.4.2.5. 合筆/分筆データへの付け替え

〇

1.5. 現地確認行程管理 1.5.1. 現地確認行程参照 1.5.1.1. 現地確認行程検索機能 現地確認行程の検索機能 〇

1.5.1.2. 現地確認行程一覧表示機能 検索した現地確認行程を一覧表示する機能 〇

1.5.1.3. 現地確認行程詳細表示機能 選択した現地確認行程の詳細情報を表示する機能 〇

1.5.1.4. 現地確認行程対象農地一覧表示機能 選択した現地確認行程の対象農地を一覧表示する機能
〇

1.5.1.5. 現地確認行程対象農地詳細表示機能 選択した現地確認行程の対象農地の詳細情報を表示する機能
〇

ピン、ポリゴンや台帳等が更新された場合等、編集が必要な際に、自動で紐づけ情

報を更新する機能

【補足】

・ポリゴン情報や台帳情報の更新を自動で検知し紐づけ情報の更新が実施できるこ

と

・筆ポリゴン管理システムから提供される更新された筆ポリゴンデータについて、前年

度の筆ポリゴンデータに対して、消失しているポリゴンについては、フラグ付けを行う等

し、確認できるようにすること

・過去の紐づけ情報について、後から確認できるよう履歴として残すこと

・データ更新時に、過去のポリゴンデータ、台帳データが合筆/分筆している場合は、

その履歴が管理され、確認できるようにすること

・複数レイヤー間のエラーチェック・整合性チェック等、特定のレイヤーでピン、ポリゴン、

台帳等を修正した場合のチェックが行えること。この場合の整合性チェックとは、例え

ば、ある台帳で耕作していることが確認できれば、別の台帳では遊休農地ではないと

判断できるといったように、台帳間での項目間の整合性チェックを含む。
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■機能一覧

大区分

ID
大区分

中区分

ID
中区分 小区分ID 小区分 機能ID 機能名 機能説明 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

要件定義書 機能一覧

1.5.2. 現地確認行程編集 1.5.2.1. 現地確認行程登録機能 現地確認行程を新規登録する機能

（令和4年度開発）

・経営所得安定対策における二毛作の申請に対する翌年度の現地確認ができるよ

う、年度を切り替えて現地確認を可能とすること

※例えば、麦は令和3年の秋に植えて、経営所得安定対策の申請の開始前（令

和4年6月頃）に収穫されるため、申請データも令和4年度の水田台帳データも存

在しない可能性がある

・職員による現地確認項目の追加等、編集ができること

〇
〇

改修要件

1.5.2.2. 現地確認行程編集機能 現地確認行程を編集する機能 〇

1.5.2.3. 現地確認行程削除機能 現地確認行程を削除する機能 〇

1.5.2.4. 現地確認行程担当者追加/削除機能 現地確認行程に担当者を追加/削除し、割り当てられた担当者にPush通知を行う

機能
〇

1.5.2.5. 現地確認行程対象農地検索機能 現地確認行程の対象農地を検索する機能 〇

1.5.2.6. 現地確認行程対象農地追加/削除機

能

現地確認行程に対象農地を追加/削除する機能
〇

1.5.2.7. 現地確認行程確認ルート登録機能 現地確認行程に地図上で作成した現地確認ルートを登録する機能 〇

1.5.2.8. 現地確認結果編集機能 ・現地確認結果を現地確認行程に登録する機能

・メモの編集や写真のアップロード機能も含む 〇

1.5.2.9. 現地確認結果承認機能 現地確認結果を承認する機能 〇

1.5.2.10. 現地写真撮影依頼機能 現地確認に必要な写真の撮影を農業者に依頼する機能 〇

1.6. 現地確認要領管理 1.6.1. 現地確認要領参照 1.6.1.1. 現地確認要領検索機能 現地確認要領を検索する機能 〇

1.6.1.2. 現地確認要領一覧表示機能 検索した現地確認要領を一覧表示する機能 〇

1.6.1.3. 現地確認要領詳細表示機能 選択した現地確認要領の詳細を表示する機能 〇

1.6.1.4. 現地確認要領プレビュー表示機能 現地確認要領の確認項目が現地確認アプリでどう表示されるかプレビュー表示する

機能 〇

1.6.2. 現地確認要領編集 1.6.2.1. 現地確認要領登録機能 現地確認要領を新規登録する機能

（令和4年度開発）

・経営所得安定対策における二毛作の申請に対する翌年度の現地確認ができるよ

う、年度を切り替えて現地確認を可能とすること

※例えば、麦は令和3年の秋に植えて、経営所得安定対策の申請の開始前（令

和4年6月頃）に収穫されるため、申請データも令和4年度の水田台帳データも存

在しない可能性がある

・職員による現地確認項目の追加等、編集ができること

〇
〇

改修要件

1.6.2.2. 現地確認要領編集機能 現地確認要領を編集する機能 〇

1.6.2.3. 現地確認要領削除機能 現地確認要領を削除する機能 〇

1.7. ダウンロード 1.7.1. ファイル出力 1.7.1.1. ファイルダウンロード機能 レイヤーと該当する農地の情報をダウンロードする機能 〇

1.8. データ公開 1.8.1. データ取込 1.8.1.1. データ取込機能 レイヤー情報や農地の情報等を取り込み、表示する機能

【補足】

・民間企業の保有する外部システムのデータ取込についてベンダー及びそのユーザの

ニーズを踏まえた方式が実現されること

・市町村やユーザごとに独自のレイヤーを作り、公開・非公開の設定が可能な機能と

すること

・新しい制度の追加や農林水産省の各制度原課からのデータ取込等の要望が発生

した際に、新たな台帳をレイヤーとして追加する度に調達を行うのは困難であることを

考慮し、職員もしくは運用・保守事業者にて対応できる仕組みとすること

〇

（基本設計まで

を実施）

〇

（詳細設計以降

を実施）
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大区分

ID
大区分

中区分

ID
中区分 小区分ID 小区分 機能ID 機能名 機能説明 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

要件定義書 機能一覧

1.9. お知らせ、FAQ管理 1.9.1. 一般ユーザ向けお知らせ管理 1.9.1.1. 一般ユーザ向けお知らせ登録・更新機

能

一般ユーザ向けに公開システムに掲載する、システムのバージョンアップ情報等のお知

らせを管理する機能
〇

1.9.2. 一般ユーザ向けＦＡＱ管理 1.9.2.1. 一般ユーザ向けFAQ登録・更新機能 一般ユーザ向けに公開システムに掲載する、よくある質問等のFAQを管理する機能
〇

1.9.2. 公開システム用お問い合わせ管理 1.9.2.1. 公開システム用お問い合わせダウンロード

機能

公開システムから一般ユーザーが登録したお問い合わせ内容の検索およびダウンロー

ドを行う機能
〇

1.9.3. チャットボット 1.9.3.1. チャットボット機能 ユーザーが地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビの各サブシステムから

利用できるチャットボット機能

【補足】

・問合せ内容や閲覧した回答内容の確認・集計ができること

・回答の追加・削除等の更新ができること

〇

1.10. データ公開 1.10.1. 全国農地ナビデータ連携 1.10.1.1. 全国農地ナビデータ連携 定期で「農地情報」から「公開用農地情報」へデータを移行する機能

農地情報内で個人情報が含まれるカラムを非公開項目としてマスクする等、一部

データ変換も実施する
〇

1.11. OpenData生成 1.11.1. オープンデータ化バッチ 1.11.1.1. データ変換 「3.2.OpenDataダウンロード」機能で選択されたダウンロード対象のデータについて

zip形式に変換する機能

【補足】

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

1.11.1.2. データ移行 「1.11.1.1.データ変換」機能で変換したzip形式のファイルをオープンデータ格納スト

レージへ移行する機能

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

・農業委員会の単位で公開非公開の設定がおこなえること

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

・農業委員会、地域農業再生協議会の単位で公開非公開の設定がおこなえること

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

1.12. システム共通 1.12.1. 縮退・正規化 1.12.1.1. 縮退バッチ 共通申請サービスのAPIを呼び出し、入力されたデータに対して縮退処理を行う
〇

1.12.1.2. 正規化・コード化バッチ 共通申請サービスのAPIを呼び出し、入力されたデータに対して正規化・コード化処

理を行う
〇

1.13. 現地確認業務自動化 1.13.1. 画像取込 1.13.1.1. 画像取込 衛星画像等、現地確認自動化に使用する画像の取込を行う（令和6年度以降

開発を検討）

1.13.2. 現地確認自動化 1.13.2.1. 現地確認自動化 衛星画像等の画像解析等により、現地確認業務の確認内容を自動で判定する

（令和6年度以降開発を検討

2. 2.1. 2.1.1. 農地情報参照 2.1.1.1. 農地情報参照機能 省内・省外の外部システムが本システムの農地情報を参照するAPI

（令和4、5年度開発）

・JGD2000（EPSG：4612）のデータ等への変換等、測地系・座標系の変換に

対応すること

〇

〇

（詳細設計まで

を実施）

〇

（プログラム開

発・テスト以降を

実施）

地理情報共通管理

システム

（外部システムイン

ターフェース）

他システム連携インターフェース

（外部システムインターフェース）
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要件定義書 機能一覧

2.1.2. 農地情報更新 2.1.2.1. 農地情報更新機能 省内・省外の外部システムを参照し、本システムの農地情報を更新するAPI

（令和4、5年度開発）

・JGD2000（EPSG：4612）のデータ等への変換等、測地系・座標系の変換に

対応すること

〇

〇

（詳細設計まで

を実施）

〇

（プログラム開

発・テスト以降を

実施）

2.1.3. 紐付け情報参照 2.1.3.1. 紐付け情報参照機能 省内・省外の外部システムが本システムの紐づけ情報を参照するAPI
〇

（詳細設計まで

を実施）

〇

（プログラム開

発・テスト以降を

実施）

2.1.4. 紐付け情報更新 2.1.4.1. 紐付け情報更新機能 省内・省外の外部のシステムを参照し、本システムの紐づけ情報を更新するAPI
〇

（詳細設計まで

を実施）

〇

（プログラム開

発・テスト以降を

実施）

2.2. 共通申請サービス連携

（外部システムインターフェース）

2.2.1. 申請対象農地選択　農地選択 2.2.1.1. 農地選択機能 選択した農地の情報を共通申請サービス側へ連携する機能
〇

2.2.2. 共通申請審査完了受付 2.2.2.1. 農地情報・紐付け情報最新化機能 ・申請の審査が完了した地理情報を共通申請サービスから受領し、本システムで管

理する情報を最新化する機能

・農地の紐付け情報についても最新化を可能とすること

・経営所得安定対策における二毛作の申請に対する翌年度の現地確認ができるよ

う、年度を切り替えて現地確認を可能とすること

※例えば、麦は令和3年の秋に植えて、経営所得安定対策の申請の開始前（令

和4年6月頃）に収穫されるため、申請データも令和4年度の水田台帳データも存

在しない可能性がある

〇

2.2.3. 現地確認用地図情報生成 2.2.3.1. 現地確認用地図情報生成機能 ・共通申請サービスから受領した情報について、本システムにおいて現地確認用地図

情報を生成する機能 〇

2.3. 2.3.1. 現地写真のアップロード依頼処理 2.3.1.1. 現地写真アップロード依頼 ・現地確認タスク生成機能において、農業者をアサインしてMAFFアプリに通知する

際に使用されるAPI

（令和4、5年度開発）

・撮影依頼を行う申請者のMAFFアプリ利用有無が判断できないか検討し実装する

こと

〇

〇

（基本設計まで

を実施）

〇

（詳細設計以降

を実施）

2.3.2. 現地写真のアップロードI/F 2.3.2.1. 現地写真アップロード MAFFアプリから現地写真などを受信する際に使用されるAPI
〇

2.3.2.2. 現地写真アップロード結果通知 現地写真撮影依頼を行った審査者などへ現地写真がアップロードされたことを通知

するAPI 〇

2.4. 2.4.1. 農委テーブル連携 2.4.1.1. 農委テーブル連携バッチ 農委テーブル群DBの内容で農地情報DBを差分更新する
〇

2.4.2. 現地確認用地図情報 2.4.2.1. 現地確認用地図情報参照 現地確認用地図情報を参照するAPI
〇

2.4.2.2. 現地確認用地図情報更新 現地確認用地図情報を更新するAPI
〇

2.4.3. 公開情報参照外部API 2.4.3.1. 公開情報参照外部API 公開されている農地の情報を農業委員会サポートシステム側に連携するためのAPI
〇

3. 農地情報公開 3.1. eMAFF農地ナビ 3.1.1. 農地詳細情報表示画面 3.1.1.1. 地図上情報表示機能 地図に変更を加える各種ボタンや農地の情報を地図上に表示し、操作可能とする

機能
〇

3.1.1.2. 住所検索 住所で検索することで地図の中央座標を移動する機能 〇

3.1.1.3. 目印アイコン・マーカー表示機能 地図上の任意の箇所にアイコンを配置する機能 〇

3.1.1.4. 現在地表示 現在地を表示する機能 〇

3.1.2. 条件から探す画面 3.1.2.1. 市区町村・大字選択 都道府県市区町村大字で検索する際に、市区町村、大字のみを変更して再検索

できるようにする機能
〇

3.1.2.2. 検索結果一覧表示 検索結果の件数が5000件以上時も検索結果一覧画面を表示する機能 〇

3.1.2.3. 複数地番検索 複数の地番を入力して検索できる機能 〇

MAFFアプリ連携

（外部システムインターフェース）

農委サポートシステム連携

（外部システムインターフェース）

地理情報共通管理

システム

（外部システムイン

ターフェース）

他システム連携インターフェース

（外部システムインターフェース）
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3.2. OpenDataダウンロード 3.2.1. ダウンロードデータ選択 3.2.1.1. 選択 農地のポリゴンデータ、農地のピンデータ、台帳情報等をダウンロード対象を選択する

機能

【補足】

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

・農地台帳のダウンロード対象データは、すでにeMAFF農地ナビのダウンロード機能

にて提供している項目とすること

・ダウンロードデータのファイル形式としては以下の1種類とする

　　GeoJSONファイル

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

・ダウンロード対象データは、オープンデータとしての個人情報の秘匿性や項目の標準

化が考慮した形が検討され、提供されること

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

3.2.2. ダウンロード範囲選択 3.2.2.1. 選択 ダウンロード対象データのダウンロード範囲を選択する機能

【補足】

・ダウンロード範囲として都道府県単位、市区町村単位を選択できること

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

3.2.3. ダウンロード対象データ表示 3.2.3.1. 一覧表示 「3.2.1.1.ダウンロードデータ選択」機能および「3.2.2.1.ダウンロード範囲選択」機

能において定義したダウンロード対象データの静的なリンクを一覧表示する機能

【補足】

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

・ダウンロード前に対象データを確認するための機能として、ユーザにとって視覚的にわ

かりやすいUIを検討すること。

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

3.2.3.2. ダウンロード 「3.2.3.1.一覧表示」で表示したリンクがクリックされた際に、データをダウンロードする

機能

【補足】

（令和4年度開発）

・農地台帳の静的ダウンロードを対象とする

（令和5年度開発）

・農地台帳、水田台帳の動的ダウンロードを対象とする

〇

（農地台帳の静

的ダウンロードの

み対象）

〇

（農地台帳、水

田台帳の動的ダ

ウンロードが対

象）

4. 現地確認アプリ 4.1. 現地確認アプリ 4.1.1. ログイン 4.1.1.1. オンライン認証 オンライン認証のログイン画面を表示する（eMAFF-ID、パスワード入力） 〇

4.1.1.2. eMAFF-IdP認証 eMAFF-IdP認証を実施する 〇

4.1.1.3. eMAFF-IdP2段階認証 eMAFF-IdP認証が提供する2段階認証を実施する 〇
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4.1.1.4. ログインモード選択 オンラインモード、オフラインモードのいずれかでログインをするか選択する画面を表示

する
〇

4.1.1.5. オフライン認証 eMAFF IDとオフラインパスワードを用いてオフライン認証を実施する

〇

4.1.2. HOME 4.1.2.1. HOME機能 地図・メニュー等、現地確認アプリの基本画面を表示する 〇

4.1.2.2. 現地確認レイヤー表示 背景地図・各種台帳・現地確認地図のレイヤー表示を実施する 〇

4.1.2.3. 現在位置表示 現在位置を地図上にアイコン表示する

（令和4年度開発）

現在位置の移動に追従して地図の中心を移動する機能を追加すること

〇
〇

改修要件

4.1.2.4. 農地情報色分け 農地情報の属性値や現地確認のステータスによりフィーチャーの色分けをする 〇

4.1.2.5. 要注意表示 現地確認時に要注意フラグを基に要注意農地を表示する 〇

4.1.2.6. ルート検索 2点間のルート探索結果を行いルート表示する 〇

4.1.2.7. エリア選択 地図上でエリア指定し複数の農地の一括選択する

（令和4年度開発）

フリーハンドでの複数農地一括選択機能を追加すること

〇
〇

改修要件

4.1.2.8. ポイント表示 指定された農地をが地図中心点に表示する 〇

4.1.2.9. 凡例表示 農地ピンの形や色分けの凡例を表示する 〇

4.1.2.10. レイヤー切り替え レイヤーの切り替えを可能とする 〇

4.1.2.11. 現地確認行程切り替え 現地確認行程の切り替えを可能とする 〇

4.1.2.12. レイヤー一覧画面 レイヤーの一覧を表示する 〇

4.1.2.13. フッター 現地確認アプリメニューを表示する 〇

4.1.2.14. 面積計算 作付面積計算を行う(距離計算・面積計算) 〇

4.1.2.15. 住所施設検索 住所・施設の検索を行い、その位置に画面を移動する 〇

4.1.2.16. 現地確認農地検索・一覧画面 現地確認農地検索・一覧画面を表示する 〇

4.1.3. 現地確認行程一覧 4.1.3.1. 現地確認行程一覧機能 ログインユーザーに紐づく現地確認行程情報を一覧を表示する 〇

4.1.3.2. 現地確認行程情報取得 現地確認行程情報をサーバから取得する 〇

4.1.3.3. 現地確認行程一覧フィルタリング 現地確認情報の属性値などで検索（フィルタリング）する 〇

4.1.3.4. 現地確認行程更新チェック 現地確認行程情報が変更されていないかチェックを行う
〇

4.1.3.5. 現地確認行程ダウンロード オフラインモードで利用する現地確認行程データのダウンロードをする 〇

4.1.3.6. 現地確認行程アップロード オフラインモードで利用する現地確認行程データのアップロードをする 〇

4.1.4. 現地確認行程詳細 4.1.4.1. 現地確認行程詳細機能 現地確認情報の詳細を表示する 〇

4.1.4.2. 現地確認行程選択 デフォルトの現地確認を選択する 〇

4.1.4.3. 現地確認行程削除（オフラインデータ） オフラインデータから現地確認行程データを削除する
〇

4.1.5. 現地確認農地一覧 4.1.5.1. 現地確認農地一覧機能 現在選択中の現地確認に紐づく農地情報を一覧表示する 〇

4.1.5.2. 現地確認農地情報取得 台帳メタ情報を基に現地確認農地情報をサーバから取得する 〇

4.1.5.3. 現地確認農地一覧フィルタリング 農地情報の属性値や現地確認のステータスにより検索（フィルタリング）する 〇

4.1.5.4. 現地確認農地情報一括更新 一覧から農地を複数選択し属性値や現地確認のステータスを一括更新する 〇

4.1.5.5. 現地確認対象農地検索画面 現地確認の対象農地の検索条件を表示する 〇

4.1.6. 現地確認農地詳細 4.1.6.1. 現地確認農地詳細機能 農地情報の詳細を表示する 〇

4.1.6.2. 現地確認要領取得 現地計画要領を取得する 〇

4.1.6.3. 現地確認項目登録・更新 現地確認要領で定められた農地の属性値や現地確認ステータスを登録・更新する
〇

4.1.6.4. 現地確認写真撮影 端末のカメラ機能で撮影しジオタグ写真をアップロードする 〇
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要件定義書 機能一覧

4.1.6.5. 台帳直接更新 各種台帳を直接更新する為の機能、下記2種を想定

・サブシステム側の更新APIをキックする

・サブシステム側画面へのリンクを設定する
〇

4.1.6.6. 申請内容を参照 共通申請サービスの画面へのリンクを設定し、リンクを選択する事で共通申請サービ

スの画面へ遷移する
〇

4.1.6.7. 音声入力（メモ） メモ項目について音声入力でテキスト入力する 〇

4.1.6.8. メモ一覧 登録したメモの履歴を表示する 〇

4.1.6.9. 現地確認写真登録 端末のアルバムからジオタグ写真をアップロードする 〇

4.1.6.10. 現地確認写真サムネイル表示 登録されている現地確認写真をサムネイル表示する 〇

4.1.7. 一括更新設定 4.1.7.1. 一括更新設定機能 一括更新のルールを設定する画面を表示する 〇

4.1.7.2. 現地確認要領取得 一括更新の際、設定する項目について現地確認要領から取得する 〇

4.1.7.3. 一括更新設定 画面で設定された一括更新設定を保管する 〇

4.1.8. 現地確認写真 4.1.8.1. 現地写真確認機能 登録されているジオタグ写真を実寸大表示する 〇

4.1.9. 農地検索 4.1.9.1. 農地検索機能 台帳・検索条件を指定し農地を検索する画面を表示する 〇

4.1.9.2. 農地検索結果一覧機能 検索結果を一覧表示する 〇

4.1.9.3. 農地検索結果詳細機能 検索された農地の詳細情報を表示する 〇

4.1.9.4. 農地検索 台帳・検索条件に基づき、農地情報を検索し、ヒットした農地情報を返す

検索時は台帳メタ情報を基に農地情報取得を実施する
〇

4.1.9.5. 現地確認項目登録・更新 現地確認行程情報を自動作成し現地確認結果を保管する

但し保管項目はメモを現地確認写真のみとする
〇

4.1.9.6. 現地確認写真撮影 端末のカメラ機能で撮影しジオタグ写真をアップロードする 〇

4.1.9.7. 現地確認写真登録 端末のアルバムからジオタグ写真をアップロードする 〇

4.1.9.8. 農地詳細画面 農地情報の詳細を表示する 〇

4.1.9.9. 農地位置確認画面 検索された農地の位置を確認する 〇

4.1.10. 現地確認農地更新履歴 4.1.10.1. 現地確認農地更新履歴機能 農地を軸として現地確認による更新履歴を画面表示する 〇

4.1.10.2. 現地確認農地更新履歴取得 農地を軸とした現地確認結果履歴をサーバから取得する 〇

4.2. 共通 4.2.1. 共通機能 4.2.1.1. アプリバージョン確認 インストール済みのアプリとストアアプリバージョンを比較しアプリ更新がある場合、アプ

リ起動時にお知らせダイアログを表示する 〇

4.2.1.2. ヘルプ ヘルプ画面を表示する 〇

4.2.1.3. 通知機能 現地確認行程が変更されたことを通知する 〇

4.2.1.4. お知らせ画面 現地確認行程が変更されたことを通知一覧を表示する 〇

4.2.1.5. 自動ログアウト 操作が行われず一定時間経過した場合に自動でログアウトする 〇

4.2.1.6. お知らせポップアップ通知 お知らせ情報をポップアップ通知する 〇

4.2.1.7. オンラインモード・オフラインモード表示 現在のアプリのモードを表示する 〇

4.2.1.8. オンラインモード・オフラインモード切り替え オンラインモード・オフラインモードを切り替える 〇

4.2.1.9. あいまい位置情報の利用抑制 正確な位置情報取得を促しあいまい位置情報の利用を制御する 〇

4.3. 現地確認サーバAPI 4.3.1. 現地確認サーバAPI 4.3.1.1. 現地確認行程一覧取得 現地確認行程の一覧情報を取得し返却する 〇

4.3.1.2. 現地確認行程詳細取得 現地確認行程の詳細情報を取得し返却する 〇

4.3.1.3. 現地確認農地一覧取得 現地確認農地の一覧情報を取得し返却する 〇

4.3.1.4. 現地確認農地詳細取得 現地確認農地の詳細情報を取得し返却する 〇

4.3.1.5. 現地確認要領取得 現地確認要領を取得する 〇

4.3.1.6. 現地確認結果登録 現地確認結果を登録する 〇

4.3.1.7. 現地確認結果更新 現地確認結果を更新する 〇

4.3.1.8. 現地確認結果削除 現地確認結果を削除する 〇

4.3.1.9. 現地写真取得 登録済みの現地写真を取得する 〇

4.3.1.10. 現地写真登録 撮影または、アルバムから選択された現地確認写真を登録する 〇

4.3.1.11. 現地写真削除 登録済みの現地確認写真を削除する 〇

4.3.1.12. 農地検索 現地確認アプリから指定された検索条件で農地を検索する 〇

4.3.1.13. 現地確認農地更新履歴取得 農地を軸に現地確認結果の履歴を取得し返却する 〇

4.3.1.14. アプリバージョン確認 強制バージョンアップの対象のアプリバージョンを取得し返却する 〇

4.3.1.15. 現地確認地図標準レイヤー一覧取得 GIS基盤から現地確認地図に必要なレイヤー情報を取得し返却する

（標準レイヤーのみ） 〇
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4.3.1.16. 現地確認地図標準レイヤージオメトリー取得GIS基盤から現地確認地図に必要なレイヤーのジオメトリーを取得するし返却する

（標準レイヤーのみ） 〇

4.3.1.17. 現地確認地図レイヤージオメトリー取得 現地確認地図情報からジオメトリー情報を取得しGeoJson形式で返却する 〇

4.3.1.18. 現地確認変更通知取得 現地確認行程に変更があった場合に通知メッセージを取得する 〇

4.3.1.19. アプリケーションログ Web/APIアプリケーションログをAzure Monitorを使用して取得する 〇

4.4. オフライン 4.4.1. ダウンロード・アップロード履歴確認画面 4.4.1.1. ダウンロード・アップロード履歴確認画面表示ダウンロード・アップロードの履歴を確認する画面を表示する 〇

4.4.1.2. 強制更新 アップロード時に競合が発生し、アップロード失敗したデータについて強制アップロードを

行う
〇

4.4.2. 台帳ダウンロード・アップロード 4.4.2.1. 台帳ダウンロード オフラインモードで利用する台帳データのダウンロードをする 〇

4.4.2.2. 台帳アップロード オフラインモードで利用する台帳データのアップロードをする 〇

4.4.2.3. 台帳削除（オフラインデータ） オフラインデータから台帳データを削除する 〇

4.4.3. 背景地図ダウンロード 4.4.3.1. 背景地図ダウンロード 背景地図データのダウンロードをする(地図領域選択、地図種別選択、ダウンロード)
〇

4.4.3.2. 背景地図削除 背景地図データの削除を行う 〇

4.4.4. オフライン機能ポータル 4.4.4.1. 各種ダウンロード・アップロード画面遷移 各種ダウンロード・アップロード画面へ遷移する 〇

4.4.4.2. ダウンロード・アップロード履歴確認画面

遷移

ダウンロード・アップロード履歴確認画面へ遷移する
〇

4.4.4.3. オフラインモード利用設定 オフライン認証で用いるオフラインパスワードについて、設定、表示、更新、削除を実

施する 〇

5. GIS基盤 5.1. 地図機能 5.1.1. 地図 5.1.1.1. レイヤー表示 タイル地図、ベクター地図をレイヤー表示する機能

※MapboxGLJS標準機能として提供（令和4年度開発時点）

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータの表示にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報について汎用的に利用できる

農地以外の地理的情報のレイヤー表示に対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.1.2. 移動 地図をスクロールする

※MapboxGLJS標準機能として提供
〇

5.1.1.3. ズーム 地図縮尺を変更する

※MapboxGLJS標準機能として提供
〇

5.1.1.4. 表示レイヤー切換 表示レイヤーのON/OFFを切り替える機能

※MapboxGLJS標準機能として提供（令和4年度開発時点）

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータの表示にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報について汎用的に利用できる

農地以外の地理的情報のレイヤー表示に対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.1.5. レイヤー表示表示順の変更 表示レイヤーの順番を入れ替える機能

※MapboxGLJS標準機能として提供（令和4年度開発時点）

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータの表示順の変更にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報のレイヤー表示順変更に対

応すること

〇
〇

改修要件
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5.1.1.6. レイヤー透過率の変更 表示レイヤーの透過率を変更する機能

※MapboxGLJS標準機能として提供（令和4年度開発時点）

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータのレイヤー透過率の変更にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報のレイヤー透過率の変更変

更に対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.1.7. 色分け 農地情報の各属性やステータス値により地図上の図形の色分けを行う機能

※eMAFF地図機能として提供

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータの色分けにも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報の色分けに対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.1.8. メモ保存 各図形（農地情報）にメモを作成・保存・表示する機能

※eMAFF地図機能として提供

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータのメモ保存にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報のメモ保存に対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.1.9. 属性表示 各図形（農地情報）が選択された際に属性値を吹き出し表示する機能

※eMAFF地図機能として提供

【補足】

（令和5年度開発）

・地図管理Web、現地確認アプリ、eMAFF農地ナビ、紐づけ管理Webの各サブシ

ステムにおいて、ポリライン、メッシュデータの属性表示にも対応できること

・土地改良施設（ダム）等、農地以外の地理的情報の属性表示に対応すること

〇
〇

改修要件

5.1.2. レイヤー管理 5.1.2.1. 標準レイヤー情報　追加、編集、削除 標準レイヤーの追加、編集、削除を行う機能

【補足】

（令和4、5年度開発）

・標準レイヤーの追加、編集、削除を行うAPIを追加すること

〇

〇

（基本設計まで

を実施）

〇

（詳細設計以降

を実施）

5.1.2.2. ユーザーレイヤー情報　追加、編集、削

除

ユーザレイヤーの組織単位での追加、編集、削除を行う前提とする

〇

5.1.2.3. レイヤー一覧取得 組織、システム単位ごとにアクセスできるレイヤーの一覧を返却するAPI

（令和4年度開発）

組織ごとに背景レイヤーを取得できる機能を追加すること

〇
〇

改修要件
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5.1.2.4. レイヤージオメトリー情報取得 レイヤーに紐づくジオメトリー情報を返却するAPI

（令和4年度開発）

・機密情報の取得権限を判断して適切な情報を返却できる機能を追加すること

・ジオメトリー情報を軽量化する機能を追加すること

〇
〇

改修要件

5.1.2.5. お気に入りレイヤー設定 ユーザ単位で頻繁に使用するレイヤーの組み合わせや各種の項目(表示順・透過率

など)設定をするAPI
〇

5.1.2.6. お気に入りレイヤー一覧取得 ユーザ単位で頻繁に使用するレイヤーの組み合わせを返却するAPI 〇

5.1.3. 検索 5.1.3.1. 住所検索 住所文字列等により位置（緯度・経度）を検索し地図上にポインティングする

※MapboxGLJS標準機能として提供
〇

5.1.3.2. 経路検索 任意の2地点間の経路を検索する

※MapboxGLJS標準機能として提供
〇

5.1.4. 入出力 5.1.4.1. ファイル出力 指定されたレイヤーの農地情報を、ファイル出力する機能

【補足】

（令和5年度開発）

・本システムで更新された筆ポリゴンのデータを筆ポリゴン管理システムへ提供するため

のファイル出力がでできること

〇
〇

改修要件

5.1.4.2. 印刷 表示されている地図を画像形式にエクスポートし、印刷を行う

※eMAFF地図機能として提供
〇

5.1.4.3. ファイル入力 ・ジオメトリー情報等が格納された外部ファイルをインポートし、表示する機能

【補足】

（令和5年度開発）

・「1.8.1.1.データ取込機能」に記載の要件について満たすこと

・筆ポリゴン管理システムから提供される更新された筆ポリゴンのデータの取込が行え

ること

〇

改修要件

5.1.5. 編集 5.1.5.1. 図形編集 地図上の図形（ポイント、ライン、ポリゴン等）の形状・属性値を編集し、分筆／合

筆にも対応する

※eMAFF地図機能として提供

【補足】

（令和5年度開発）

・ポリライン、メッシュデータの編集にも対応できること

〇
〇

改修要件

5.2. 共通 5.2.1. 共通機能 5.2.1.1. アクセス制御 GIS基盤のアクセスの妥当性確認のために、アクセストークンとリファラーのチェックを行

う
〇

5.2.1.2. MapboxGLJSのバージョン

管理

品質担保のため、固定化したバージョンのMapboxGLJSをサーバー内に保存してお

き、返却する
〇

5.3. オフライン 5.3.1. オフライン機能 5.3.1.1. オフライン機能 オフラインにて現地確認が行えるようにする

暗号化や最低限の情報のみをダウンロードする等により、機密性の確保を行う 〇

6. 紐づけ管理Web 6.1. 共通 6.1.1. アップロード機能 6.1.1.1. 地図XMLアップロード 地図XMLデータのアップロードを行う

（令和4年度開発）
〇

6.1.1.2. 不動産登記簿アップロード 不動産登記簿データのアップロードを行う 〇

6.1.1.3. 地番図アップロード 地番図データのアップロードを行う 〇

6.1.1.4. 農地ポリゴンアップロード 農地ポリゴンデータのアップロードを行う 〇

6.1.1.5. 農地ピンアップロード 農地ピンデータのアップロードを行う 〇

6.1.1.6. 水土里情報アップロード 水土里情報データのアップロードを行う 〇

6.1.1.7. BMピンアップロード BMピンデータのアップロードを行う 〇

6.1.1.8. 登記簿地図アップロード 登記簿地図データのアップロードを行う 〇
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6.1.1.9. 水田台帳ファイルアップロード 水田台帳ファイルのアップロードを行う 〇

6.1.1.10. 農業共済台帳ファイルアップロード 農業共済台帳ファイルのアップロードを行う 〇

6.1.1.11. 日本型直接型支払い台帳ファイルアップ

ロード

日本型直接型支払い台帳ファイルのアップロードを行う
〇

6.1.1.12. アップロードファイル一覧確認 アップロードファイルの一覧を表示する 〇

6.1.1.13. 地番履歴データファイルアップロード 地番履歴データファイルのアップロードを行う 〇

6.1.2. ダウンロード機能 6.1.2.1. 地図XML手動変換ファイルダウンロード 地図XML手動変換ファイルのダウンロードを行う 〇

6.1.2.2. 不動産登記簿手動修正ファイルダウン

ロード

不動産登記簿手動修正ファイルのダウンロードを行う
〇

6.1.2.3. 農地台帳自動加工結果ダウンロード 農地台帳自動加工結果のダウンロードを行う 〇

6.1.2.4. 水田台帳自動加工結果ダウンロード 水田台帳自動加工結果のダウンロードを行う 〇

6.1.2.5. 農業共済台帳自動加工結果ダウンロー

ド

農業共済台帳自動加工結果のダウンロードを行う
〇

6.1.2.6. 日本型直接型支払い台帳自動加工結

果ダウンロード

日本型直接型支払い台帳自動加工結果のダウンロードを行う
〇

6.1.3. ファイル削除機能 6.1.3.1. ファイル削除 紐づけ管理Webファイル上の削除を行う 〇

6.1.4. 台帳状態確認機能 6.1.4.1. 台帳状態確認 アップロードしたファイルの一覧を表示し、各ファイルの業務状態の確認を行う 〇

6.2. 座標系変換 6.2.1. 座標系変換機能 6.2.1.1. 手動座標系変換 手動で座標系変換を行う 〇

6.2.1.2. 座標系変換 自動で座標系変換を行う 〇

6.3. 地番位置参照データ作成 6.3.1. 地番位置参照データ作成機能 6.3.1.1. 地番位置参照データ作成 ・地番位置参照データを作成する機能

（令和4年度開発）

・対象データソースの増加やレイアウト変更等の改善伴う改修を行うこと

〇
〇

改修要件

6.4. 地番履歴データ作成 6.4.1. 地番履歴データ作成機能 6.4.1.1. 地番履歴データ作成 自動で地番履歴データを作成する 〇

6.4.1.2. 手動地番履歴データ作成 手動で地番履歴データを作成する 〇

6.5. 筆ポリゴンデータ地番付与 6.5.1. 筆ポリゴンデータ地番付与機能 6.5.1.1. 筆ポリゴンデータ取込 筆ポリゴンデータの取込を行う 〇

6.5.1.2. 筆ポリゴンデータ地番付与 筆ポリゴンデータへ地番付与を行う 〇

6.6. 位置情報付与 6.6.1. 農地台帳 6.6.1.1. 農地台帳抽出 地理情報共通管理システムで管理する農地台帳を抽出し、取込を行う 〇

6.6.1.2. 農地台帳データ自動加工 ・農地台帳データを紐づけを行うためのレイアウトに自動加工を行う機能

（令和4年度開発）

・手動加工作業の軽減に向けた検討及び改修作業を行うこと

〇
〇

改修要件

6.6.1.3. 農地台帳位置情報付与 農地台帳データに位置情報付与を行う機能

【補足】

（令和4年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の向上に向けたロジックの見直し及び改修を行うこと

・令和３年度開発において地図管理Ｗｅｂと別で構築された紐づけ管理Ｗｅｂと

地図管理Ｗｅｂのデータベース統合を行うこと

（令和5年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の更なる向上に向けたロジックの見直し及び改修を

行うこと

〇
〇

改修要件

〇

改修要件

6.6.2. 水田台帳 6.6.2.1. 水田台帳取込 データベース連携により水田台帳の取込を行う 〇

6.6.2.2. 水田台帳自動加工 ・水田台帳データを紐づけを行うためのレイアウトに自動加工を行う機能

（令和4年度開発）

手動加工作業の軽減に向けた検討及び改修作業を行うこと

〇
〇

改修要件
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6.6.2.3. 水田台帳位置情報付与 水田台帳データに位置情報付与を行う機能機能

【補足】

（令和4年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の向上に向けたロジックの見直し及び改修を行うこと

・令和３年度開発において地図管理Ｗｅｂと別で構築された紐づけ管理Ｗｅｂと

地図管理Ｗｅｂのデータベース統合を行うこと

（令和5年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の更なる向上に向けたロジックの見直し及び改修を

行うこと

〇
〇

改修要件

〇

改修要件

6.6.3. 農業共済台帳 6.6.3.1. 農業共済台帳自動加工 ・農業共済台帳データを紐づけを行うためのレイアウトに自動加工を行う機能

（令和4年度開発）

手動加工作業の軽減に向けた検討及び改修作業を行うこと

〇
〇

改修要件

6.6.3.2. 農業共済台帳位置情報付与 農業共済台帳データに位置情報付与を行う機能

【補足】

（令和4年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の向上に向けたロジックの見直し及び改修を行うこと

・令和３年度開発において地図管理Ｗｅｂと別で構築された紐づけ管理Ｗｅｂと

地図管理Ｗｅｂのデータベース統合を行うこと

（令和5年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の更なる向上に向けたロジックの見直し及び改修を

行うこと

〇
〇

改修要件

〇

改修要件

6.6.4. 日本型直接型支払い台帳 6.6.4.1. 日本型直接型支払い台帳自動加工 ・日本型直接型支払い台帳データを紐づけを行うためのレイアウトに自動加工を行う

機能

（令和4年度開発）

手動加工作業の軽減に向けた検討及び改修作業を行うこと

〇
〇

改修要件

6.6.4.2. 日本型直接型支払い台帳位置情報付

与

日本型直接型支払い台帳データに位置情報付与を行う機能

【補足】

（令和4年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の向上に向けたロジックの見直し及び改修を行うこと

・令和３年度開発において地図管理Ｗｅｂと別で構築された紐づけ管理Ｗｅｂと

地図管理Ｗｅｂのデータベース統合を行うこと

（令和5年度開発）

・地番マッチング精度、紐付け率の更なる向上に向けたロジックの見直し及び改修を

行うこと

〇
〇

改修要件

〇

改修要件

6.6.5. フィードバックファイルアップロード機能 6.6.5.1. フィードバックファイルアップロード ・フィードバックファイルとして位置情報付与を行った結果のアップロードを行う機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたファイル項目の見直しを行う

こと

〇
〇

改修要件
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6.7. 紐づけ補正ツール 6.7.1. 位置情報付与結果確認機能 6.7.1.1. 位置情報付与結果確認 ・位置情報付与結果の確認を行う機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.1.2. 位置情報付与結果修正 ・位置情報付与結果の修正を行う機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.1.3. 位置情報付与結果承認 ・位置情報付与結果の承認を行う機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.2. 台帳表示機能 6.7.2.1. 台帳一覧表示 ・台帳の一覧情報を表示する機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.2.2. 台帳詳細表示 ・台帳の詳細情報を表示する機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.3. CSV出力機能 6.7.3.1. CSV出力 ・CSVファイルを出力する機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務のフィードバックを踏まえたUI/UXの改善および出力項

目、ロジックの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.4. 印刷機能 6.7.4.1. 地図印刷 ・紐づけ補正ツールで表示する地図の印刷を行う機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.5. 面積表示機能 6.7.5.1. 面積表示 ・設定した各台帳の面積を表示する機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.6. 配色設定機能 6.7.6.1. 配色設定 ・レイヤの配色と配色の透明度を変更する機能

（令和4年度開発）

農地情報紐づけ実施業務からのフィードバックを踏まえたUI/UXの改善およびロジッ

クの見直しを行うこと

〇
〇

改修要件

6.7.7. 不動産登記簿XML手動変換・紐づけ機能 6.7.7.1. 不動産登記簿XML手動変換・紐づけ ・令和3年度紐づけ手法開発の申し送り事項No.10を対応することで自治体数拡

張によるロジックの自動化対応を実施し、自動座標系変換・紐付け精度の向上を

図る
〇
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6.7.8. 不動産登記簿XML変換結果確認・承認機

能

6.7.8.1. 不動産登記簿XML変換結果確認 ・令和3年度紐づけ手法開発の申し送り事項No.10を対応することで自治体数拡

張によるロジックの自動化対応を実施し、自動座標系変換・紐付け精度の向上を

図る 〇

6.7.8.2. 不動産登記簿XML変換結果承認 ・令和3年度紐づけ手法開発の申し送り事項No.10を対応することで自治体数拡

張によるロジックの自動化対応を実施し、自動座標系変換・紐付け精度の向上を

図る

〇

6.8. 農林水産省地理情報共通管理シス

テム形式変換ツール

6.8.1. 農林水産省地理情報共通管理システム形式

変換機能

6.8.1.1. 農林水産省地理情報共通管理システ

ム形式変換

位置情報を付与された台帳データと地番を付与された筆ポリゴンを、地番を軸に紐

づけて農林水産省地理情報共通管理システム形式へ変換するツール 〇
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