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１ 調達案件の概要 

(１) 調達件名 

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」、「運用保守等業務」

及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務 

(２) 調達の背景 

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（農業委員会、地域農業再生協議

会、農業共済）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年度に本格運用を開始、 

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

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『「デジタル

地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会』（以下「検討会」という。）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。 

その結果、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取りまとめられた、本省により農林水産

省地理情報共通管理システム（以下「本システム」という。）の開発を行うこととなった。 

・ 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。 

・ 本システム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。 
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(３) 調達目的及び調達の期待する効果 

本業務は、本システムの開発及び運用の工程管理及びコンサルティングを実施し、本省

が所管する行政手続等のオンライン化を進める農林水産省共通申請サービスと連携し、

個別に管理されている農地情報の一元化を行うことで、 

ア 農業者の農地関係手続の申請に係る手間の削減 

イ 自治体職員等による現地確認におけるタブレットの活用などにより、事務手続等の簡素

化・効率化 

ウ 農地情報を一元化することで、地域農業の話合いへの活用や補助金の効果分析等の

EBPM 等のデータ利活用の推進 

等の効果の達成を目指す。 

(４) 本システムの概要 

農林水産省における地理情報の一元化については、検討会で取りまとめられた内容を

基に検討を進めている。 

（ア） 農地情報の管理の現状の把握 

          検討会において取りまとめられたイメージを以下に示す。 

 
図 1 農地情報の管理と現状 
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（イ） 農地情報の管理のあるべき姿 

          検討会において取りまとめられたイメージを以下に示す。 

 

図 2 「デジタル地図」を活用した農地情報の管理・活用の方向性 

 

（ウ） 本システムと関連するシステムの概要について 

          本システム及び関連するシステムの全体図を以下に示す。 

 
図 3 農林水産省地理情報共通管理システム全体図（令和４年９月時点） 
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