
別紙１附属書③
■画面一覧

項番 サブシステム分類 画面名 概要 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

22 地図管理Web 現地確認用農地詳細画面 現地確認行程の対象農地の詳細項目を表示する画面。以下を行うことができる。

　現地確認行程の対象農地の現地確認結果を更新する。

　現地確認行程の対象農地に対するメモ、写真を確認、更新する。

　現地確認行程の対象農地の撮影依頼を送信する。

　該当する農地に関連する現地確認行程の履歴を一覧形式で表示する。

〇

23 地図管理Web 現地写真詳細情報ダイアログ 現地写真のプレビューと詳細情報（撮影日時、撮影者、方角情報など）を表示するダイアログ。
〇

24 地図管理Web 現地確認要領一覧画面 既存の現地確認要領を検索し、その結果を一覧形式で表示する画面。

表示した現地確認要領に対する変更、複製、削除をする。 〇

25 地図管理Web 現地確認要領詳細画面 現地確認要領の作成、更新、削除をする画面。
〇

26 地図管理Web 現地確認アプリプレビュー画面 該当の現地確認要領をもとに、現地確認アプリでのイメージをプレビュー表示する画面。
〇

27 地図管理Web お問い合わせダウンロード画面 公開システムで一般ユーザが登録したお問い合わせの内容を検索し、一覧表示する画面。

一覧表示の内容をダウンロードする。 〇

28 地図管理Web 一般ユーザ向けFAQ管理画面 一般ユーザ向けのFAQを管理する画面。
〇

29 地図管理Web 一般ユーザ向けお知らせ管理画面 一般ユーザ向けのお知らせを管理する画面。
〇

30 地図管理Web 紐付け情報メンテナンス画面

(「筆ポリゴン紐付け情報メンテナンス画面」か

ら名称変更）

ピン、ポリゴンや台帳等が更新された場合等、編集が必要な場合に、紐づけ情報を自動で更新をするための画面。

また、画面上でピン、ポリゴンや台帳等を選択し手動で紐付けの編集を行うことも可能な画面。 〇

31 地図管理Web 独自台帳取込画面 ジオメトリー情報が格納された外部ファイルをインポートするための画面。

インポートしたファイルは、地図管理Webの地図上で表示することが可能。

△

（基本設計までを実

施）

〇

（詳細設計以降を

実施）

32 地図管理Web 独自台帳マッピング画面 ジオメトリー情報が格納された外部ファイルと地図管理WebのDBとのマッピング定義をするための画面。

また、他組織への公開・非公開や画面表示名のカスタマイズも併せて設定することが可能。

△

（基本設計までを実

施）

〇

（詳細設計以降を

実施）

33 現地確認アプリ ログイン画面 ログインを表示する画面 〇

34 現地確認アプリ HOME画面 HOMEを表示する画面。オンラインモードとオフラインモードの切り替え機能、住所や施設を検索し中心に地図を表示する機能、地図上に描画した線や図形の

面積を計算し表示する機能、フリーハンドで囲った範囲にある農地に対して現地確認結果を一括更新する機能、現地確認の対象農地を地図で現地確認農

地検索・一覧画面を表示する機能などの利用が可能な画面。

〇

〇

改修要件（オフライ

ン対応）

35 現地確認アプリ 現地確認行程一覧画面 現地確認行程の一覧画面を表示し、オフラインモードで利用するための現地確認行程をアプリ内DBにダウンロード、アプリ内DBからアップロードする画面

〇

〇

改修要件（オフライ

ン対応）

36 現地確認アプリ 現地確認行程詳細画面 現地確認行程の詳細情報を表示し、オフラインモード利用用にダウンロードした現地確認行程データをアプリ内DBから削除する画面

〇

〇

改修要件（オフライ

ン対応）

37 現地確認アプリ 現地確認農地一覧画面 現地確認行程に紐づく農地の一覧を表示する画面 〇

38 現地確認アプリ 農地検索画面 農地の検索条件を表示する画面 〇

39 現地確認アプリ 農地検索結果一覧画面 農地の検索結果を表示する画面 〇

40 現地確認アプリ 農地位置確認画面 農地の位置を表示する画面 〇

41 現地確認アプリ レイヤー一覧画面 レイヤーの一覧を表示する画面 〇

42 現地確認アプリ 農地詳細画面 農地の詳細情報を表示する画面 〇

43 現地確認アプリ 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画面 〇

44 現地確認アプリ 一括更新設定画面 一括入力の規則を表示する画面 〇

45 現地確認アプリ 現地写真確認画面 現地写真を実寸大で表示する画面 〇

46 現地確認アプリ 現地確認農地更新履歴画面 過去の現地確認農地の履歴を確認する画面 〇

47 現地確認アプリ お知らせ画面 お知らせを表示する画面 〇



別紙１附属書③
■画面一覧

項番 サブシステム分類 画面名 概要 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

48 現地確認アプリ フッター フッターを表示する画面。オフラインモード関連を集約させたオフライン機能ポータル画面に遷移するボタンなどを配置する。

〇

〇

改修要件（オフライ

ン対応）

49 現地確認アプリ ログインモード選択画面 オンラインモードでのログイン、またはオフラインモードでのログインを選択する画面　※オフラインモードで利用するために使用する画面 〇

50 現地確認アプリ オフライン認証画面 オフライン認証を行う画面　※オフラインモードで利用するために使用する画面 〇

51 現地確認アプリ キーコード設定画面 オフラインモード利用時に必要な認証用のキーコード設定を行う画面　※オフラインモードで利用するために使用する画面 〇

52 現地確認アプリ 台帳ダウンロード・アップロード画面 台帳データのダウンロード・アップロード、オフラインモード利用用にダウンロードした台帳データをアプリ内DBから削除する画面　※オフラインモードで利用するために

使用する画面

〇

53 現地確認アプリ 背景地図ダウンロード画面 背景地図のダウンロード、端末ストレージ内に保存された背景地図の削除を行う画面 〇

54 現地確認アプリ ダウンロード・アップロード履歴確認画面 現地確認行程と台帳のダウンロード・アップロード履歴、背景地図のダウンロード履歴を表示する画面　※オフラインモードで利用するために使用する画面 〇

55 現地確認アプリ オフライン機能ポータル画面 オフライン機能に関連する各画面(項番35、52、53、54)への遷移と、キーコード設定画面(項番51)の表示、キーコードの削除を行う画面　※オフラインモード

で利用するために使用する画面
〇

56 現地確認アプリ 現地確認農地検索・一覧画面 絞り込み機能付き現地確認農地一覧リストを地図画面と並列で表示する画面 〇

57 eMAFF農地ナビ ヘッダー eMAFF農地ナビの画面共通ヘッダー

ヘッダー部とグローバルナビゲーション部がある。 〇

58 eMAFF農地ナビ フッター eMAFF農地ナビの画面共通フッター 〇

59 eMAFF農地ナビ 都道府県選択画面 eMAFF農地ナビのトップページ

地図が表示され、都道府県の単位で範囲を指定できる。 〇

60 eMAFF農地ナビ 市区町村選択画面 市区町村の単位で指定できる画面。 〇

61 eMAFF農地ナビ 大字選択画面 大字の単位で指定できる画面。 〇

62 eMAFF農地ナビ 都道府県選択画面（地図なし） 都道府県の単位で指定できる画面。地図が表示できない場合用。 〇

63 eMAFF農地ナビ 検索条件入力画面 農地情報の条件を指定して、農地情報の絞り込みができる画面。 〇

64 eMAFF農地ナビ 都道府県名称選択画面 都道府県の一覧が表示され、都道府県の範囲で名称を選択できる画面。 〇

65 eMAFF農地ナビ 市区町村名称選択画面 市区町村の単位で名称を指定できる画面。 〇

66 eMAFF農地ナビ 大字名称選択画面 大字の単位で名称を指定できる画面。 〇

67 eMAFF農地ナビ 検索結果一覧画面 検索結果の一覧を表示する画面。 〇

68 eMAFF農地ナビ 農地情報詳細画面 農地情報1件の詳細情報を表示する画面。 〇

69 eMAFF農地ナビ 農地情報詳細画面(パレット） 農地情報詳細画面の地図上に表示されるピンの色を変更することができる画面。 〇

70 eMAFF農地ナビ 農地情報詳細画面(シミュレーションモード選

択）

農地ナビシミュレーションのシミュレーションモードを選択できる画面。
〇

71 eMAFF農地ナビ 農地ナビシミュレーション画面（地域モード） 地域内の農地に対し、条件を満たすかどうかで色分けできる画面。 〇

72 eMAFF農地ナビ 農地ナビシミュレーション農地選択画面 農地ナビシミュレーションの対象となる農地を選択できる画面。 〇

73 eMAFF農地ナビ 農地ナビシミュレーション画面（農地選択

モード）

シミュレーション対象の農地に隣接する農地に対し、条件を満たすかどうかで色分けできる画面。
〇

74 eMAFF農地ナビ 農地ナビシミュレーション農地追加画面 農地ナビシミュレーションの対象となる農地を追加できる画面。 〇

75 eMAFF農地ナビ お問い合わせフォーム よくある質問を表示し、サイト全般の問い合わせを行うことができる画面。 〇

76 eMAFF農地ナビ お問い合わせ内容確認画面 サイト全般の問い合わせフォームに入れた内容を確認するために入力データを表示する画面。 〇

77 eMAFF農地ナビ お問い合わせ送信完了画面 サイト全般の問い合わせデータの送信が完了したことを表示する画面。 〇

78 eMAFF農地ナビ よくある質問一覧画面 お問い合わせフォームに表示していない、よくある質問を表示する画面。 〇

79 eMAFF農地ナビ 新着情報詳細画面 新着情報の詳細を表示する画面。 〇

80 eMAFF農地ナビ このサイトのご説明 サイトについての説明を表示する画面。 〇

81 eMAFF農地ナビ ご利用方法 サイトの利用方法について表示する画面。 〇

82 eMAFF農地ナビ 個人情報保護規程 個人情報保護規程を表示する画面。 〇

83 eMAFF農地ナビ システム利用規約 システム利用規約を表示する画面。 〇

84 eMAFF農地ナビ サイトマップ サイトマップを表示する画面。 〇

85 eMAFF農地ナビ お気に入り画面 検索結果および農地詳細についてお気に入りから内容を表示できる画面。 〇

86 eMAFF農地ナビ お気に入りのご利用方法説明画面 お気に入りについての説明を表示する画面。 〇

87 eMAFF農地ナビ 筆ポリゴンについて 筆ポリゴンについての説明を表示する画面。 〇

88 eMAFF農地ナビ 農地探しナビゲーター 農地ナビの使用方法を説明するページを表示する画面。 〇

89 eMAFF農地ナビ 関係団体リンクページ 関係団体のサイトへのリンクの一覧を表示する画面。 〇

90 eMAFF農地ナビ 農業を始めるには　手続きについて 農業を始めたい人に対して、基本的な農業の始め方（就農）について説明する画面。 〇

91 eMAFF農地ナビ 就農事例集 就農事例集を表示する画面。 〇

92 eMAFF農地ナビ 農業経営基盤強化促進法による所有者不

明農地の中間管理機構への貸付けに係る

公示

農業経営基盤強化促進法による所有者不明農地の中間管理機構への貸付けに係る公示について、各市町村のリンクを一覧表示する画面。
〇
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項番 サブシステム分類 画面名 概要 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

93 eMAFF農地ナビ 便利な使い方 地図機能に関する使い方など便利な利用方法を表示する画面。 〇

94 eMAFF農地ナビ 特集 特集（農地中間管理機構について）を表示する画面。 〇

95 eMAFF農地ナビ システムエラー画面 システムエラー時に遷移する画面 〇

96 eMAFF農地ナビ システムメンテナンス画面 システムメンテナンス時に表示する画面 〇

97 eMAFF農地ナビ オープンデータダウンロード画面 都道府県単位、市区町村単位にオープンデータを一覧表示し、ダウンロードすることができる画面 〇

（静的画面によりダ

ウンロード（対象は農

地台帳のみ））

〇

（農地台帳、水田

台帳の動的ダウンロー

ドが対象）

98

紐づけ管理web

トップページ画面 eMAFF紐づけ情報管理Webシステムにログインする前に表示する画面。

eMAFF-IdP画面に遷移させるのみ。特別な機能はない。 〇

99

紐づけ管理web

ログイン画面 eMAFF-IdPログイン画面からのレスポンスを受け、紐づけ管理システム内部のログインユーザ判定を行う画面。

判定結果、IDや市町村の選択を要する場合は、各選択画面へ。

不要ならばメニュー画面へなどの制御を行う。

実体の画面は無し。

〇

100

紐づけ管理web

eMAFF-ID選択画面 今回のログインをどのユーザでログインするか選択する画面。

【遷移条件】

eMAFF-IdPから入手したメールアドレスを共通申請サービスに問い合わせた結果、複数のeMAFFIDを持つユーザだった場合に遷移する。単一のeMAFFIDを

持つユーザだった場合は遷移しない。
〇

101

紐づけ管理web

メニュー画面 eMAFF紐づけ情報管理Webシステム（位置情報付与ツール・対話ツール）で操作可能な機能の一覧を表示し、操作する機能を選択させる画面。

各業務実行の開始画面に導く導線の始端

ログインユーザの権限によって、各メニューの表示制御を行う。
〇

102

紐づけ管理web

ログインエラー画面 紐づけ管理システム内部でのログインユーザ判定でNGとなった場合の画面。

（アカウント、パスワードがeMAFF-IdPの認証に失敗した場合、共通申請サービスまたは紐づけ管理システムに事前ユーザ登録がなかった場合）

機能的にはトップページへの遷移リンクのみ。
〇

103 紐づけ管理web ユーザ一覧画面 ユーザ一覧を表示する画面 〇

104 紐づけ管理web ユーザ削除画面 ユーザ削除を行う画面 〇

105 紐づけ管理web ユーザ登録画面 ユーザ登録を行う画面 〇

106 紐づけ管理web ユーザ編集画面 ユーザ編集を行う画面 〇

107 紐づけ管理web バッチ実行依頼画面 設定されている全バッチをオンラインでキックする画面。 〇

108 紐づけ管理web バッチ実行結果確認画面 実行した全バッチの結果を取得して表示する画面。 〇

109 紐づけ管理web データ状態一覧画面 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を確認する画面。一覧からファイルを選択してダウンロードや削除を行う。 〇

110

紐づけ管理web

ファイルアップロード画面 ファイルをファイル格納領域に保存し、アップロードファイル状態の管理を行う画面。

対象は以下のファイル。

　・データ前準備に利用する各種データファイル

　・農地台帳を除く全台帳（6種）

〇

111

紐づけ管理web

ログアウト画面 各画面からログアウトボタンが押下された場合、確認メッセージを表示して再確認を行う画面。「ログアウト」が選択された場合、ログアウト処理を行い結果を画面

表示する。 〇

112 紐づけ管理web フィードバックファイルアップロード画面 位置情報付与バッチ結果を各機関・自治体へフィードバック後、修正したファイルをアップロードする画面。 〇

113 紐づけ管理web 地図画面 地図を表示し、地図に関する共通の操作を行うことが可能となる画面。スライドを閉じることで地図を画面全体に表示する。 〇

114 紐づけ管理web メニュー画面 スライド画面の上部に表示する台帳確認を行う画面に遷移するためのメニュー画面。また、ヘルプ情報・ユーザ情報の表示やログアウトが可能。 〇

115 紐づけ管理web ユーザ情報画面 ユーザ情報メニューを表示する画面。 〇

116 紐づけ管理web ヘルプダイアログ ヘルプ情報を表示するダイアログ。 〇

117 紐づけ管理web 台帳確認ダイアログ 台帳に対して位置情報付与結果の確認を行う画面。各台帳行及び「確認」ボタンは承認権限を持つユーザかつ確認・担当する台帳のみ表示するダイアログ。 〇

118 紐づけ管理web 台帳一覧画面 台帳操作に関するメニューを表示する画面。 〇

119 紐づけ管理web 台帳詳細画面 台帳一覧画面にて選択されている行の詳細情報を表示する画面。 〇

120 紐づけ管理web CSV出力画面 CSV出力の設定を行う画面。 〇

121 紐づけ管理web 印刷設定画面 用紙サイズやズームレベル等を設定し、地図を印刷する画面。 〇

122 紐づけ管理web 面積表示設定画面 設定した各台帳の面積を表示する画面。 〇



別紙１附属書③
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123 紐づけ管理web 配色設定画面 レイヤの配色を変更する。配色の透明度を変更する画面。 〇
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■帳票・ファイル一覧

項番 帳票・ファイル分類 帳票・ファイル名 入力元ログ 概要 令和3年度開発 令和4年度開発 令和5年度開発

1 運用保守 エラー対応クエリ アクセスログ

アプリケーションログ

バッチログ

APIログ

エラーログ

該当ログから、対象となるエラーを検索し、エラー内容、処理内容等を取得する。

〇

2 運用保守 不正アクセス対応クエリ アクセスログ

APIログ

該当ログから、対象となるユーザーのアクセス情報、処理内容等を取得する。
〇

3 稼働実績集計 ユーザー単位実績集計クエリ アクセスログ

アプリケーションログ

該当ログから、ユーザー単位の利用実績情報（画面単位、機能単位など）を取得する。

〇

4 稼働実績集計 処理機能単位実績集計クエリ アクセスログ

アプリケーションログ

該当ログから、処理機能単位の利用実績情報（利用ユーザー数など）を取得する。

〇

5 稼働実績集計 アクセス元システム単位実績集計クエリ アクセスログ 該当ログから、アクセス元システム単位の利用実績情報（月別、機能単位、API単位、利用ユーザー数、アクセス量など）を取得する。

〇

6 稼働実績集計 FAQ参照状況分析用クエリ アプリケーションログ 該当ログから、任意の期間におけるeMAFF農地ナビのよくある質問・特によくある質問のFAQ参照回数を取得する。
○



別紙１附属書⑤

■情報・データ一覧

1 農地情報 台帳種類（農地台帳／水田台帳／農業共済/中山間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直

接支払に関する台帳及び筆ポリゴン等）毎に農地の所在／地番、面積、作期、作物、品種、地権者、耕作者等の

農地情報
〇

2 農地情報紐付け情報 台帳種類（農地台帳／水田台帳／農業共済/中山間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直

接支払に関する台帳及び筆ポリゴン等）、台帳ID、紐付けID等の台帳及び筆ポリゴンとの紐付け関係を示す情報

（令和４年度開発）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
〇

〇

（改修）

3 現地確認情報 現地確認要領、現地確認行程や農地の所在／地番、面積、作期、作物、品種、生産状況、現地写真等の現地

確認結果等、現地確認に関する情報 〇

4 公開用農地情報 農地情報のうち、個人情報に係る項目を匿名化した情報 〇

5 レイヤー情報 地図上に表示するレイヤーや、お気に入りレイヤー、ユーザレイヤー等のレイヤー情報 〇

6 申請者情報 申請者、組織、経営体等、共通申請サービスで管理する申請者の情報 〇

7 認可情報 各台帳に対する組織のアクセス情報等の認可情報 〇

8 農地情報紐づけ辞書情報 農地情報紐づけを行うにあたって、台帳データへ位置情報を付与するため情報 〇

9 現地確認アプリ通知管理情報 現地確認アプリへの通知依頼状態等の管理情報 〇

10 MAFFアプリ通知管理情報 MAFFアプリへの通知依頼状態やメール送信依頼状態等の管理情報 〇

11 オープンデータ情報 本システムから提供するオープンデータの情報 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）

12 オフライン利用時更新情報 現地確認アプリをオフライン利用した際に格納される一時領域の情報
〇

13 外部取込情報 外部から本システムにデータ取込を行い管理される情報 △

（基本設計までを

実施）

〇

（詳細設計以降

を実施）

14 農地以外の地理的情報 土地改良施設（ダム等）、病害虫発生マップ、災害状況、ため池、ライスセンター等、農地以外の地理的情報（ピ

ン情報、ポリゴン情報、ポリライン情報、メッシュデータ情報） 〇

項番 データ名 用途 令和5年度開発令和4年度開発令和3年度開発
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