
  別紙１附属書② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.07 版 
 

 

令和 4 年７月時点 
 

 

 

 

 

 

農林水産省地理情報共通管理システム 

運用設計書 



  別紙１附属書② 

 

 

－ a － 

 

変更履歴 

 

 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

0.70 2021/07/19 新規作成 - 
2021/07/19 

SBT 大山 

2021/07/19 

SBT 清水 

2021/07/19 

SBT 越前屋 

0.80 2021/07/27 

共通申請のイン

シデント定義の

変更に伴い、イ

ンシデント定義の

追加、障害レベ

ル定義の修正を

実施。 

■「第 7 1 (3) 運用保守サービスレベ

ル」 

・障害レベル定義の更新に伴い、以下

表を更新 

- 「運用保守サービスレベル(障害対

応)」 

・情報漏洩がある場合の障害発生時

の対応時間目標として、以下表を追

加 

- 表「運用保守サービスレベル(障害

対応)」 

■「第 8 3 (1) インシデント管理」 

・共通申請のインシデントの定義に合わ

せ、以下の表を追加 

- 表「インシデントの重大度」 

- 表「インシデントにおける情報漏洩有

無」 

■「第 10 1 (2) 障害時対応内容」 

・インシデントの定義の更新に合わせ、

以下表を更新 

- 表「障害レベル」 

- 表「障害対応方針」 

2021/07/27 

SBT 大山 

2021/07/27 

SBT 清水 

2021/07/27 

SBT 越前屋 

0.81 2021/08/02 

運用設計工程

判定 指摘事項

対応 

 

●PMO 指摘事項（No9、No10、

No12、No13） 

■運用設計書各所 

・誤植を修正（No9、No10、

No12、No13） 

 

●PwC 指摘事項（No40、No43、

No44） 

■「第４ ２ (2) イ Azure のアクセ

ス権」 

・Azure のアクセス権に関する記載につ

いて、インフラ詳細設計書と整合性を

合わせるため、記載内容を修正。

(No40) 

2021/08/02 

SBT 大山 

2021/08/02 

SBT 清水 

2021/08/02 

SBT 越前屋 
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版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

- 表「Azure アクセス権」 

■「第 4 1 (2) 運用保守体制の説

明」 

・以下表の”サービス事業者”が指すサ

ービス名称を連絡先窓口として記載。

(No43) 

 - 表「運用保守担当の役割」 

■「第 10 (1) 障害時対応体制」 

・以下図にシステム利用者からの問合

せ導線として、共通申請サービスの窓

口を追記。(No44) 

- 図「障害対応体制」 

1.00 2021/09/01 
運 用 項 目 の 追

加に伴う更新 

■「第 8 3 (7) API キーの管理」 

・API キーの管理業務として項目を追

加 

■「第 9 1 (3)データ保守」 

・運用保守業者により対応が必要なデ

ータに関する作業として、以下の作業

項目を追加 

- 新規の台帳移行 

- 年度ごとの台帳移行 

- 組織変更対応 

- 公開台帳追加 

- 各種マスタ連携 

- マスタ・設定値管理 

- コンテンツ変更 

2021/09/01 

SBT 大山 

2021/09/01 

SBT 清水 

2021/09/01 

SBT 越前屋 

1.00 

2021/10/15 AKS 監視につい

て追記 

■「第 5 2 監視システム」 

監視パラメータシートに合わせ、AK 監

視を分類として追加 

以下の図と表中の説明を更新 

- 「図 5-1 監視システムイメージ」 

- 「表 5-1 監視方法」 

2021/10/15 

SBT 大山 

2021/10/15 

SBT 清水 

2021/10/15 

SBT 越前屋 

1.01 2021/11/01 農委テーブル群

DB 構成変更対

応に伴う更新 

■「第 3 1 (4)システム構成説明」 

・「表 3-3 システム構成説明」に農委

テーブル群のサーバ（SQL Server、

AD）を追加 

■「第 3 2 ネットワーク構成」 

・「図 3-2 ネットワーク構成図」の農委

テーブル群のデータベースを SQL 

Server に更新 

■「第 5 ２ 監視システム」 

2021/11/01 

SBT 大山 

2021/11/01 

SBT 清水 

2021/11/01 

SBT 越前屋 
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－ c － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

・「図５‑1 監視システムイメージ」の農

委テーブル群のデータベースを SQL 

Server に更新 

■「第 6 1 (2)ログ管理方法」 

・「表 6-1 ログ管理方法」に農委テー

ブル群のサーバ（SQL Server、

AD）を追加 

■「第 6 2 (2) バックアップ・リストア方

法」 

・「表 6‑2 バックアップ・リストア方法」、

「表 6-3 バックアップ・リストア対象」に

農委テーブル群のサーバ（SQL 

Server、AD）を追加 

■「第 8 2 (4)セキュリティパッチ」 

・「表 8-9 セキュリティパッチ対象」に農

委テーブル群のサーバ（SQL 

Server、AD）を追加 

■「第 8 3 (6)アカウント管理」 

・「表 8‑30 アカウント管理対象」に農

委テーブル群のサーバ（SQL 

Server、AD）を追加 

■「表 8 3 (8)キャパシティ管理」 

・「表 8-33 キャパシティ管理」に SQL 

Server に関する項目を追加 

■「第 8 3 (11)ライフサイクル管理」 

・「表 8‑39 ライフサイクル管理対象」に

SQL Server を追加 

■「第 9 1 (2)ソフトウェア製品保守」 

・「表 9-3 ソフトウェア製品保守対象」

に SQL Server を追加 

1.02 2021/12/17 AKS ログ管理方

法変更 

■「第 6 1 (2)ログ管理方法」 

・Azure Kubernetes Service 

AKS のログ管理方法について、インフラ

構成の設定変更に合わせ、手動実施

の方針から、自動取得の方針に記載

を変更。 

2021/12/17 

SBT 大山 

2021/12/17 

SBT 清水 

2021/12/17 

SBT 越前屋 

1.03 2022/01/04 農委テーブル群

DB のアクセス権

について追記 

■「第 4 1 (2) ウ 農委テーブル群

DB のアクセス権」 

・本項および「表 4-3 農委テーブル群

DB アクセス権」を追加。 

2022/01/04 

SBT 大山 

2022/01/04 

SBT 清水 

2022/01/04 

SBT 越前屋 
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－ d － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

1.04 2022/01/21 アプリケーションの

リグレッションテス

トについて追記 

■「第 9 1 (1)アプリケーションプログラ

ムの保守」 

・「表 9-1 アプリケーション保守の内

容」にアプリケーションのリグレッションテス

ト を追加 

2022/01/21 

SBT 大山 

2022/01/21 

SBT 清水 

2022/01/21 

SBT 越前屋 

1.05 2022/03/11 筆ポリゴン取り込

み業務の追加 

■「第 4 1 (3)関連する外部システム

の運用保守体制」 

・筆ポリゴンに関わる体制として、「表

4-2 外部システム運用保守体制」に

記載 

■「第 9 1 (3)データ保守」 

筆ポリゴンデータに取り込みに関する業

務を「表 9-4 データ保守業務」に追

加 

2022/03/11 

SBT 大山 

2022/03/11 

SBT 清水 

2022/03/11 

SBT 越前屋 

1.05 2022/03/11 WAGRI 連携

機能追加に伴

う修正 

■「第 5 3 監視方法」 

WAGRI 連携に関する監視について

「表 5-1 監視方法」に追記 

2022/03/11 

SBT 大山 

2022/03/11 

SBT 清水 

2022/03/11 

SBT 越前屋 

1.06 2022/06/30 版数を修正 ― 2022/06/29 

SBT 新海 

2022/06/29 

SBT 笠松 

2022/06/30 

SBT 酒井 

1.06 2022/06/30 体 制 図 を 最 新

化 

「図 4-1 eMAFF 地図 運用保守体

制図」を最新化 

2022/06/29 

SBT 新海 

2022/06/29 

SBT 笠松 

2022/06/30 

SBT 酒井 

1.06 2022/06/30 役 割 分 担 を 最

新化 

「図 4-1 eMAFF 地図 運用保守体

制図」の最新化に伴い「表 ４-１ 運

用保守担当の役割」を修正。 

2022/06/29 

SBT 新海 

2022/06/29 

SBT 笠松 

2022/06/30 

SBT 酒井 

1.06 2022/06/30 障害対応方針

にインシデント管

理対象、障害報

告 書 対 応 の 区

分を追加 

「表 10-2 障害対応方針」にインシデ

ント管理対象、障害報告書対応の項

目を追加し、該当箇所に「対象」を記

載。 

2022/06/29 

SBT 新海 

2022/06/29 

SBT 笠松 

2022/06/30 

SBT 酒井 

1,07 2022/08/24 文書の位置付け

の修正 

「図１－１本設計書の位置付及び関

連する文書との関係」を 2022 年度体

系に修正 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 参 考 資 料 の 追

加による修正 

「表１－２参考資料一覧」に下記文

書を資料として追加 

・農地情報紐づけ手法開発支援等業

務 仕様書 

・農林水産省地理情報共通管理シス

テム 農地情報紐づけ実施業務 作業

計画書 

・eMAFF 地図-04-0023-01_農地

情報紐づけ_基本設計書 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 
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－ e － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

・eMAFF 地図-04-0024-01_農地

情報紐づけ_基本設計書_別紙_シス

テム化業務フロー図 

・eMAFF 地図-04-0025-01_農地

情報紐づけ_基本設計書_別紙_認

可・権限方式設計 

・eMAFF 地図-05-0144-01_農地

情報紐づけ_詳細設計書 

・eMAFF 地図-05-0197-01_農地

情報紐づけ_詳細設計書_別紙_イン

フラ設計 

1.07 2022/08/24 実施年度に合せ

文言削除 

本業務は、2020-2021 年度に「農

林水産省地理情報共通管理システム

（略称：eMAFF 地図）」（以下、

「本システム」という。）の 

「2020-2021 年度に」の箇所を実施

年度に合せ削除 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 ネットワーク構成

図の更新 

「図３－２ネットワーク構成図」 

最新版に更新 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 監 査 対 象 の 変

更に伴う修正 

「監査対応の対象環境については、テ

スト計画後に確認し、本書の更新を行

う本番環境とする。」を「監査対応の対

象環境は、本番環境とする。」に修正 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 保管方法変更

に伴う修正 

「表８－２ログ管理・分析業務」の下

記内容を削除 

・業務名：ログ退避 

・説明：長期保管のため、ログの退避

を行う 

     ※AKS のログが対象 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 業務用特権ユー

ザ新設に係る変

更 

「表８－３０アカウント管理対象」に

下記内容を追加 

・アカウントの種類：eMAFF Id (業

務用特権ユーザ) 

説明：本システムの現地確認アプリ及

び地図管理 Web 本番環境の調査を

行う場合に利用するための特権ユーザ

アカウント 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ f － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表２－１業務一覧」に下記内容を

追加 

・業務 ID：GY005 

・業務名：農地情報紐づけ 

・業務概要：以下を追加 

①各台帳と筆ポリゴンを紐づけるために

必要なデータの前準備工程。 

eMAFF 紐づけ情報管理 Web システ

ム内で使用する地番位置参照データ、

地番履歴(不動産登記簿)、公共座

標系地図 XML のデータ作成を行う。 

②筆ポリゴンに地番を付与する。 

③農地台帳に位置情報を付与する。 

④水田台帳に位置情報を付与する。 

⑤農業共済台帳に位置情報を付与

する。 

⑥日本型直接支払台帳に位置情報

を付与する。 

農地関連台帳と筆ポリゴンの紐づけ情

報を作成する。（m:n 対応を含む） 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「図２－２本システムの全体図におけ

る業務の位置」に下記内容を追加 

・GY005 農地情報紐づけ 

・eMAFF 紐づけ情報管理 Web シス

テム(略称：紐づけ管理 Web） 

1.07 2022/08/24 西日本リージョン

廃止に伴う修正 

「表３－１運用環境一覧」に下記内

容を追加 

※紐づけ管理 Web、eMAFF 農地ナ

ビでは、研修環境の提供は行わない。 

西日本リージョンの内容を削除 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表３－２サブシステム一覧」に下記

内容を追加 

・サブシステム：eMAFF 紐づけ情報

管理 Web システム(略称：紐づけ管

理 Web） 

・サブシステム概要：地図 XML（任

意座標系）を公共座標系へ変換番

位置参照データを用いて台帳データへ

自動で位置情報を付与 

台帳データへの位置情報の付与を手

動で実施 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 
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－ g － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

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とを、地番を

軸に紐づけて紐づけ情報を生成し、農

林水産省地理情報共通管理システム

形式へ変換 

・対応する業務 ID：GY005 

 

サブシステム：eMAFF 紐づけ情報管

理 Web システム 

サブシステム概要：「番位置参照デー

タ」→「地番位置参照データ」、「筆ポリ

ゴンとを」→「筆ポリゴンを」 

それぞれ修正。 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表３－３システム構成説明」に下記

内容を追加 

・サブシステム：eMAFF 農地ナビ 

・コンポーネント：オープンデータ 

・構成概要：２０２２年度はインター

ネットからクラウド WAF を経由し、

Azure Content Delivery 

Network によって構成された配信サ

ーバ(edge サーバ)から Azure 

Storage に配置したオープンデータのダ

ウンロードを行う。 

・サブシステム：eMAFF 紐づけ管理

Web 

・コンポーネント：紐づけ管理 Web 

・構成概要：インターネットからクラウド

WAF を経由した公開 Web システム、

及び R-Cloud から ExpressRoute

を経由した非公開 Web システムであ

る。 

公開 Web システム構造は 2 層とし、

フロントエンドに Traffic Manager、及

び App Service を構成する。バックエ

ンドに SQL Database、及びストレー

ジアカウントを構成する。 

非公開 Web システム構造は 2 層と

し、フロントエンドに App Service を構

成する。バックエンドに SQL 

Database、及びストレージアカウント

を構成する。 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 
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－ h － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「図４－１eMAFF 地図運用保守体

制」に下記内容を追加 

システム利用者  

紐づけ実施事業者 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「表４－１運用保守担当の役割」に

下記内容を追加 

・組織：紐づけ実施事業者 

・役割及び団体名：紐づけ実施担当 

・説明：「・農林水産省からの業務委

託により、紐づけ作業を実施する。 

「図５－１監視システムイメージ」に下

記内容を追加 

ログ連携 

農地紐づけサーバ 

農地紐づけ情報 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表４－５パッチ適応範囲」に下記内

容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 WEB 

・コンポーネント：紐づけ管理 Web 

・カテゴリ：ネットワーク リソース 

Traffic Manager、Private 

Endpoint 

     ：コンピューティング リソース 

Azure App Service、Web App 

for Container、Azure Functions 

     ：データベース リソース 

Azure SQL Database 

     ：ストレージリ ソース Azure 

Storage 

     ：セキュリティ ソース Azure 

Defender 

・システム運用業者：該当箇所に

「〇」または「ー」 

・クラウド事業者：該当箇所に「〇」ま

たは「ー」 

・説明箇所：該当場所 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表５－２監視対象」に下記内容を

追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・メトリック監視：「〇」 

・セキュリティ監視「〇」 

・URL 監視(VPN)：「ー」 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ i － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

・URL 監視(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)：「〇」 

・ログ監視：「〇」 

・サーバ監視：「〇」 

・ServiceHealth：「〇」 

 

・サブシステム：地図管理 Web 

・URL 監視(VPN)：「ー」 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表５－３URL 監視対象」に下記内

容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・ネットワーク：インターネット接続セグメ

ント、LGWAN 接続セグメント 

・対象：紐づけ管理 Web 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「表６－３バックアップ・リストア対象」に

下記内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・コンポーネント：紐づけ管理 Web 

・リソース：Azure App Service、

Azure SQL Database、Azure 

Storage、Azure Function、Azure 

Container Registry 

・バックアップ：該当箇所に「〇」または

「△」 

・リストア：該当箇所に「〇」または

「△」 

・説明：リソースの説明 

「表７－１システムのサービスレベル」に

下記内容を追加 

・指標：信頼性 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・コンポーネント：紐づけ管理 Web 

・目標値：「ー」 

・期待値：99.5％ 

・説明：紐づけ管理 Web で期待され

る稼働率 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表７－２性能のサービスレベル」に下

記内容を追加 

・指標：性能 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・コンポーネント：紐づけ管理 Web 

・目標値：設定なし 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ j － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

・説明：紐づけ管理 Web のレスポン

ス時間 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表８－６システム停止時の影響範

囲」に下記内容を追加 

・影響があるシステム：eMAFF 地図

システム 

紐づけ管理 Web 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・影響があるシステム：「なし」 

・計画停止情報の開催先：紐づけ管

理 Web 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「表８－１４CD 対象一覧」に下記

内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・区分：Web 

・リソース：WebApps 

・CD 対象：コード一式 

・補足：コード改修の度に実施 

「表８－１６証明書更新一覧」に下

記内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・対象：Azure App Service、クラウ

ド型 WAF 

・ドメイン：※更新対象のドメインにつ

いては、詳細設計後に記載する。 

「表８－３３キャパシティ管理項目」に

下記内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・管理項目：Web 実行基盤のリソー

ス容量、データベース容量 

・説明：Azure App Service のリソ

ース状況 

    Web App for Container の

リソース状況。 

    Azure SQL Database のデー

タベース容量。 

    Azure SQL Database のデー

タベース状況。 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

「表８－３９ライフサイクル管理対象」

に下記内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・分類：フレームワーク 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ k － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

 ・名称：.NET Framework 

・バージョン：4.8 

・マーカー名：Microsoft 

・サポート期限：※１ 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表８－４０コールセンター業務」に下

記内容を追加 

・業務名：紐づけ管理 Web に関する

問合せ対応 

・説明：業務内容の説明 

・担当者：eMAFF 地図コールセンタ

ー 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「表８－４３対象 FAQ」に下記内容

を追加 

・対象：紐づけ管理 Web FAQ 

・説明：行政職員等からの紐づけ管

理 Web の基本的な操作等に関する

FAQ。 

「表９－３ソフトウェア製品保守対象」

に下記内容を追加 

・サブシステム：紐づけ管理 Web 

・ソフトウェア名：jQuery、

bootstrap、Newtonsoft.Json、

popper.js、Datatables、

jquery.cookie、SharpMap、

CsvHelper 

・説明：脆弱性情報やバージョンアップ

情報が公開された場合等、影響を確

認の上、適用する。 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表 4－5 パッチ適用範囲」に下記内

容を追加 

サブシステム：eMAFF 農地ナビ 

コンポーネント：オープンデータ 

カテゴリ：・ネットワーク 

     Private Endpoint 

     ・コンピューティング 

     Azure Data Factory、

Azure Functions 

     ・ストレージ 

     Azure Storage 

     ・セキュリティ 

     Azure Defende 

システム運用業者：「ー」 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ l － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

クラウド事業者：「〇」 

1.07 2022/08/24 eMAFF 地図運

用と農地情報紐

づけの運用の運

用統合 

 

「表６－３バックアップ・リストア対象」の

紐づけ管理 Web の

AzureAppService の説明の文章を

下記に修正 

「紐づけ管理 Web 用 WEB サービス

実行基盤」に修正。 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

「表８－５データ維持管理対象」に下

記内容を追加 

「紐づけ情報」 

「表８－１３アプリケーションプログラム

管理対象」に下記内容を追加 

サブシステム：紐づけ管理 Web 

説明：・座標系変換ツール 

   地図 XML（任意座標系）を公

共座標系へ変換するツール 

   ・位置情報付与ツール 

   地番位置参照データを用いて台

帳データへ自動で位置情報を付与する

ツール 

   ・紐づけ補正ツール 

   台帳データへの位置情報の付与

を手動で実施するツール 

   ・農林水産省地理情報共通管

理システム形式変換ツール 

   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 

「表９－１アプリケーション保守の内

容」に下記内容を追加 

・説明：eMAFF 地図（地図管理

Web、eMAFF 農地ナビ）に「紐づけ

管理 Web」を追加 

「表９－５データ保守対象」に下記内

容を追加 

「紐づけ情報」 

1.07 2022/08/24 誤記を修正 「表７－３運用保守サービスレベル

(障害対応)」の誤記を修正 

MAFF 地図→eMAFF 地図に修正 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 



  別紙１附属書② 

 

 

－ m － 

版数 更新日 更新概要 更新箇所 
更新日 

更新者 

承認日 

承認者 

審査日 

審査者 

1.07 2022/08/24 Ｒ4 年度開発

要件 

「表６－３バックアップ・リストア対象」に

下記内容を追加 

・サブシステム：eMAFF 農地ナビ 

・コンポーネント：オープンデータ 

・リソース：Private Endpoint、

Azure Data Factory、Azure 

Functions、Azure Storage、

Azure Defender 

説明：リソースの説明 

2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 

1.07 2022/08/24 版数を変更 版数を 1.06 から 1.07 へ変更 2022/09/07 

SBT 新海 

2022/09/30 

SBT 笠松 

2022/09/30 

SBT 酒井 
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