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対象の FAQ については、以下「表 ８-４３対象 FAQ」の通りとする。 

 

表 ８-４３対象 FAQ 

項番 対象 説明 

1 地図管理 Web、現地確認

アプリ FAQ 

行政機関等職員、その他審査機関等、申請者が利用する地図管理

Web、現地確認アプリに関する FAQ。利用者が共通申請サービスと同じこと

から、共通申請サービスのプラットフォーム上に掲載する 

2 eMAFF 農地ナビ一般ユーザ

向け FAQ 

農業者、就農希望者等一般国民が利用する eMAFF 農地ナビに関する

FAQ。 

3 コールセンター用 FAQ コールセンター担当者間でのナレッジ共有を目的とした、内部用 FAQ。 

4 紐づけ管理 Web FAQ 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。 

 

 データ収集及び報告 

 定期報告 

本システムにおける定期報告業務は、以下「表 ８-４４定期報告業務」の通りとする。 

開催方法や頻度、報告内容等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-４４定期報告業務 

項番 業務名 説明 

1 運用実績の評価 運用実績（サービスレベルの達成状況等）の値の取得、評価を行う。 

2 月次報告 月次にて問合せ情報・運用実績の報告を行う。 

3 年次報告 年間での問合せ情報・運用実績の報告を行う。 

4 改善活動 運用実績評価の上、目標に満たない場合は要因分析、改善措置の検討を

行う。 
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 月次報告 

月次報告内容は、以下「表 ８-４５月次報告内容」に示す報告を行う。 

 

表 ８-４５月次報告内容 

項番 報告内容 説明 

6  システム稼働状況 報告対象月のシステム稼働状況を報告する。 

7  クラウドサービス利用状況 報告対象月のリソース使用状況、ライセンス使用状況を報告する。 

8  インシデント管理状況 報告対象月のインシデント管理状況（アラート発生、問合せ、サービスリ

クエスト）の件数、クローズ状況を報告する。 

9  コールセンター稼働状況 報告対象月のコールセンター稼働状況を報告する。 

10  運用作業実績状況 報告対象月の運用作業実績を報告する。 

 

 

 年次報告 

年次次報告内容は、以下「表 ８-４６年次報告内容」に示す報告を行う。 

 

表 ８-４６年次報告内容 

項番 報告内容 説明 

6  システム稼働状況 報告対象年のシステム稼働状況を報告する。 

7  クラウドサービス利用状況 報告対象年のリソース使用状況、ライセンス使用状況を報告する。 

8  インシデント管理状況 報告対象年のインシデント管理状況（アラート発生、問合せ、サービスリ

クエスト）の件数、クローズ状況を報告する。 

9  コールセンター稼働状況 報告対象年のコールセンター稼働状況を報告する。 

10  運用作業実績状況 報告対象年の運用作業実績を報告する。 
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 保守業務 

 

本サービスにおける保守業務を定義する。 

 

 アプリケーション保守 

 アプリケーションプログラムの保守 

プログラムの不具合の報告・連絡の受付について、以下「表 ９-１ アプリケーション保守の内容」に定義する。 

システム管理組織と協議の上、改善対応に優先順位をつけて順次対応を行う。 

開発環境については、本システムの利用者が利用する環境ではないため、不具合報告・連絡の受付、原因調査は

行わない。 

保守対応方針については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ９-１ アプリケーション保守の内容 

項番 業務名 説明 

1 アプリケーションプログラムの不具合報告・連絡

の受付 

アプリケーションプログラムの不具合報告やアラートを受信した場

合に、受付を行う。 

2 アプリケーションプログラムの不具合の原因調

査 

アプリケーションプログラムの不具合の原因を調査し、特定す

る。 

3 
修正プログラムの作成、提示 

アプリケーションプログラムの不具合を修正するための修正プロ

グラムを作成し、ステージング環境においてテストを行う。 

4 

アプリケーションのリグレッションテスト 

eMAFF 地図（地図管理 Web、eMAFF 農地ナビ、紐づ

け管理 Web）を利用する環境、現地確認アプリを利用す

る端末について、OS の更新が発生した場合に、OS 更新後

の eMAFF 地図、現地確認アプリの動作影響を確認するた

めに、アプリケーションのリグレッションテストを実施する。 

 

アプリケーションプログラムの保守対象は、「表 ３-２サブシステム一覧」の通りとする。 

 

 ソフトウェア製品保守 

ソフトウェア製品保守業務は、以下「表 ９-２ソフトウェア製品保守」の通りとする。 

対応方針やバージョンアップ計画内容については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ９-２ソフトウェア製品保守 

項番 業務名 説明 

1 
脆弱性やバージョンアップ情報の確認 

ソフトウェア製品、ミドルウェアの脆弱性、バージョンアップ情報が

公開されているか確認する。 

2 バージョンアップ計画の策定 サポート期限が切れる前にバージョンアップ計画を策定し、シ

ステム管理者へ承認を得る。 

3 バージョンアップ対応 バージョンアップ計画に則り、バージョンアップを行う。 

ソフトウェア製品保守対象は、以下「表 ９-３ ソフトウェア製品保守対象」の通りとする。 
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表 ９-３ ソフトウェア製品保守対象 

項番 サブシステム ソフトウェア名 説明 

1  地図情報連

携インターフェ

ース 

SQL Server2019 OS のパッチ適用と合わせ、Microsoft Update による、適用を行

う。 

2  現地確認アプ

リ 

ClamAV 脆弱性情報が公開された場合に影響を確認の上、適用を行う。 

以下の依存パッケージについてもアップデートを行う。 

・ClamAV 

・Nodejs 

・supervisor 

・openssh 

・Fluentd 

3  GIS 基盤 Mapbox Atlas 四半期に 1 回の頻度で Atlas のバージョンアップ情報が公開される

ため、Mapbox Atlas へアップデート対応を実施する。 

4  Azure 

Kubernetes 

Service 

AKS クラスターのアップグレード、ノードプールのイメージのアップグレー

ド、ノードの OS パッチ適用を行う。 

5  Nginx Ingress 

Controller 
脆弱性情報が公開された場合に影響を確認の上、適用を行う。 

6  Falco 脆弱性情報が公開された場合に影響を確認の上、適用を行う。 

7  Velero 脆弱性情報が公開された場合に影響を確認の上、適用を行う。 

8  紐 づ け 管 理

Web 

jQuery 

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。 

9  bootstrap 

10  Newtonsoft.Json 

11  popper.js 

12  Datatables 

13  jquery.cookie 

14  SharpMap 

15  CsvHelper 

16  その他 GitHub 

Enterprise 

脆弱性が発見された場合は可能な限り迅速にアプライアンスのバー

ジョンアップを行う。 

17  GitHub 

Enterprise 

Server Backup 

Utilities 

バックアップユーティリティに包含されるプログラムに脆弱性が発見され

た場合は可能な限り迅速にソフトウェアのアップデートを行う。 
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項番 サブシステム ソフトウェア名 説明 

18  actions-runner-

win 

ビルトインソフトウェア、ライブラリ等で脆弱性が発見された場合は可

能な限り迅速に適切なアップデートを行う。 
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 データ保守 

本システムのデータ保守業務について記載する。 

➢ 最新のデータを保持し、データの整合性を保つため、データの異常や不整合を検出し、問題のあるデータの修

正・削除の対応を行う。 

➢ 本システムの利用者側から変更が行えない設定（マスタ設定等）について、データ保守業務として、運用保

守業者にて、データの変更対応を実施する。 

➢ 新規の台帳移行に伴う、移行方針の調整および移行作業を実施する。 

➢ 年次、月次での対応が必要なデータについてメンテナンスを実施する。 

データ保守業務の詳細について、以下「表 ９-４データ保守業務」に記載する。 

作業内容ごとの対応方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ９-４データ保守業務 

項番 業務名 説明 

1  異常・不整合等が発生したデ

ータの検出 

本システムのデータに異常や不整合が発生した場合に検知を行う。 

2  異常・不整合等が発生したデ

ータの修正・削除 

異常や不整合が発生したデータを修正または削除を行う。 

3  新規の台帳移行 新規の台帳移行を行う。対応事項は以下の通り。 

- 台帳の移行項目の確定。 

- 台帳の移行方式の確定。 

- 紐づけ情報を付与し、ジオメトリーを生成する。（ジオメトリーが無い場合） 

- 台帳のメタ情報の移行。 

- 台帳の移行の実施。 

- 汎用コードマスタへの台帳種別の追加。 

- 組織の移行。 

- レイヤー設定の移行。 

- 認可情報を移行する。 

4  年度ごとの台帳移行 

（台帳のレイアウト変更等） 

年次作業として年度ごとの台帳移行作業を行う。 

- 過年度の台帳のレイヤーを過年度分とし、更新権限を削除する。 

- 新年度の台帳を移行する。※以降は、「新規の台帳移行」と同じ。 

5  組織変更対応 組織変更が行われる場合、以下情報の移行を実施する。 

- 組織を移行する。 

- 認可情報を移行する。 

6  各種マスタ連携 

（現地確認要領用） 

月次で下記マスタを共通申請サービスから連携する。（現地確認要領用） 

・コード 

・コード詳細 

7  各種マスタ連携 

（縮退バッチ用） 

月次で下記マスタを共通申請サービスから連携する。（縮退バッチ用） 

・MJ 縮退先 

・MJ 文字縮退内容 
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項番 業務名 説明 

8  各種マスタ連携 

（住所正規化・コード化バッ

チ用） 

月次で下記マスタを共通申請サービスから連携する。（住所正規化・コード化バ

ッチ用） 

・住所コード化マスタ 

・合併市区町村コードマスタ 

・変換対象文字(異体字・正規化文字)マスタ 

・12 桁目以降住所コード化マスタ 

9  マスタ・設定値管理 

（地図管理 Web） 

依頼に基づきマスタ・設定値の変更、管理を行う。 

・印刷処理のズームレベルの閾値を変更する。 

・地図画面のズームレベルの閾値を変更する。 

・背景地図の種類を増やす。 

・認可情報を変更する。※役割マスタで管理している権限（台帳編集や参照、

現地確認行程の作成の権限等）の品揃え変更時 

・一覧系画面の 1 ページの最大表示件数を変更する。 

・撮影依頼時に同一経営体に多量の撮影依頼を送ってもいいかの確認ダイアロ

グを表示するための撮影対象農地件数の閾値を変更する。 

・台帳の項目が増えた場合、台帳メタ情報マスタのレコード登録と該当台帳テー

ブルのカラムを追加する。 

10  マスタ・設定値管理 

（eMAFF 農地ナビ） 

依頼に基づきマスタ・設定値の変更、管理を行う。 

・所有者不明農地の中間管理機構への貸付けに係る公示画面のマスタを更新

する。 

・背景地図の追加に伴い、設定ファイルに地図の参照 URL を追加する。 

11  コンテンツ変更 

（eMAFF 農地ナビ） 

eMAFF 農地ナビのコンテンツを変更する。 

12  筆ポリゴンの取り込み 年 1 度、筆ポリゴン管理システムより提供される最新の筆ポリゴンデータを

eMAFF 地図に取り込みを行い、eMAFF 農地ナビで公開を行う。 
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データ保守の対象は、以下「表 ９-５データ保守対象」の通りとする。 

 

表 ９-５データ保守対象 

項番 データ項目 

1  農地情報 

2  農委テーブル群 

3  公開情報 

4  現地確認地図情報 

5  紐づけ情報 

 

 職員実装の支援 

本システムにおける職員実装の支援業務は、以下「表 ９-６職員実装の支援業務」の通りとする。 

ステージング環境、開発環境については、本システムの利用者が利用する環境ではないため、本業務の対象外とす

る。 

 

表 ９-６職員実装の支援業務 

項番 業務名 説明 

1 操作支援 行政機関等職員からの現地確認要領を定義する操作について、支援を行う。 

 

 データ収集及び報告 

 定期報告 

本システムにおける定期報告業務は、以下「表 ９-７定期報告業務」の通りとする。 

開催方法や頻度、報告内容等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ９-７定期報告業務 

項番 業務名 説明 

1 保守実績の評価 保守実績の値の取得、評価を行う。 

2 月次報告 月次にて保守実績の報告を行う。 

3 年次報告 年間の保守実績の報告を行う。 

4 改善活動 保守実績評価の上、目標に満たない場合は要因分析、改善措置の検討を

行う。 

 

  



  別紙５附属書② 

 

 

－ 80 － 

 月次報告 

月次報告内容は、以下「表 ９-８ 月次報告内容」に示す報告を行う。 

 

表 ９-８ 月次報告内容 

項番 報告内容 説明 

1 保守作業実績状況 報告対象月のアプリケーション保守対応、システム設定、メンテナンスの作業実績

を報告する。 

保守作業実績：内容、工数、作業時間 

 

 年次報告 

年次報告内容は、以下「表 ９-９年次報告内容」に示す報告を行う。 

 

表 ９-９年次報告内容 

項番 報告内容 説明 

1 保守作業実績状況 報告対象年のアプリケーション保守対応、システム設定、メンテナンスの作業実績

を報告する。 

保守作業実績：内容、工数、作業時間 
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 障害対応業務 

 

 障害復旧対応 

本システムで発生した障害の復旧対応について、記載する。 

アラートと障害レベルの紐づけや外部システムとの連携フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

 障害時対応体制 

本システムの障害発生時の対応体制は、以下「図 １０-1 障害対応体制」の通りとする。 

 

 
図 １０-1 障害対応体制 

  

システム管理組織

システム管理者

システム利用者

行政機関等職員

申請者

その他審査機関等

農業者、就農希望者等

サービス事業者

窓口

システム運用業者（農林水産省共通申請サービス）

コールセンター

システム運用業者（eMAFF地図）

運用保守担当

回答・報告 エスカレーション

回答・報告

エスカレーション

システム運用業者（農業委員会サポートシステム）

運用保守担当
運用保守担当

監視担当

アプリ担当

セキュリティ担当（WAF）

監視エスカレーション

回答・報告 エスカレーション

エスカレーション

回答・報告

回答・報告

エスカレーション

作業依頼

結果報告

回答・報告

エスカレーション
障害連絡

回答・報告

エスカレーション
障害連絡

障害連絡
メンテナンス連絡

問合せ
障害連絡

回答・報告

問合せ
障害連絡

回答・報告

障害連絡
メンテナンス連絡

障害連絡
メンテナンス連絡

eMAFF地図コールセンター

オペレータ（窓口）

スーパーバイザ

センター長

マネージャ

障害連絡
メンテナンス連絡

障害連絡
メンテナンス連絡

システム開発事業者

開発担当者

回答・報
告

エスカレーション
障害連絡

工程管理事業者

工程管理者

作業承認

作業承認依
頼

紐づけ実施事業者

紐づけ実施担当者
回答・報告
メンテナンス連絡

エスカレーション
障害連絡

作業承認

作業承認依
頼
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 障害時対応内容 

本システムにて障害が発生した場合の対応内容について記載する。 

対応内容については、障害の発生した環境および、影響範囲に応じたレベルによって対応を行う。障害レベルについ

ては、「第８３（１）インシデント管理」の重大度に応じた定義を行うものとし、以下「表 １０-１障害レベル」の通り

とする。 

また、各障害レベルにおける対応・報告方針については、「表 １０-２障害対応方針」の通りとする。 

システム障害によって、外部システムに影響がある場合、外部システムの管理者への連携、障害情報の掲載を行

う。影響対象を受ける外部システムについては、「第８２（３）計画停止」の通りとする。 

 

表 １０-１障害レベル 

障害レベル 該当事象 事象例 検知方法 

S サービス全面停止＋データ復旧要 

・本番環境の eMAFF 地図でサービ

ス障害が発生し、データの復旧が必

要 

・データのリストアが必要な障害 - 

A サービス全面停止 

・本番環境の eMAFF 地図のサービ

スが停止 

・本番環境の eMAFF 地図のサービ

スが利用不可 

・Azure リージョン障害 

・両系ネットワーク障害

（LGWAN/インターネット） 

・Azure Service Health 

・URL 監視 

B 縮退運転 

・eMAFF 地図内の一部機能の停

止 

・DR 環境への切り替え 

・WEB ページアクセスエラー ・サービス監視 

C お知らせ 

・システムの高負荷で利用に影響が

生じている場合 

・ステージング環境、開発環境におけ

る、全体、一部のサービス障害 

・WEB サーバサービス起動失敗 

・WEB サーバリソース枯渇 

・データベースのリソース枯渇 

・性能監視(CPU,メモリ) 

・性能監視(DTU) 

D-1 ユーザ影響は無い障害 

・本番環境 

・研修環境 

・冗長構成片系のトラブル 

・アプリケーションエラー 

・データ連携ジョブの実行失敗 

・研修環境におけるレベル A-C 相

当のアラート 

・アプリケーションログ監視 

・ジョブ監視 

D-2 ユーザ影響は無い障害 

・ステージング環境、開発環境 

・一時的なリソース高騰 

・ステージング環境、開発環境にお

けるレベル A-C 相当のアラート 

・性能監視 

D-3 ユーザ影響は無い障害 ― ― 
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表 １０-２障害対応方針 

障害

レベル 

該当事象 環境 障害対応方針 外部システムへの連絡有無 インシデント

管理対象 

障害報告

書対応 

S サービス全面停止

＋データ復旧要 

・本番環境 24 時間/365 日にて

障害発生時、電話およ

びメールにてシステム管

理者へ報告を行う。 

24 時間/365 日にて

障害対応を行う。 

影響のある外部システムのシス

テム運用業者へ連絡を行う。 

対象 対象 

A サービス全面停止 対象 対象 

B 縮退運転 ・本番環境 

 

24 時間/365 日にて障

害発生時にメールにてシ

ステム管理者へ報告を

行う。 

※必要に応じて電話に

て報告 

24 時間/365 日にて障

害対応を行う。 

影響を確認し、外部システムに

影響がある場合、対象のシステ

ム運用業者へ連絡を行う。 

対象 対象 

C お知らせ ・本番環境 対象 対象 

D-1 ユーザ影響は無い

障害 

 

・本番環境 

・研修環境 

月次報告にて、報告を

行う。 

平日(9:30~17:30)

にて障害対応を行う。 

影響はないため、連絡は行わな

い。 

対象  

D-2 ・ステージング

環境 

・開発環境 

対象  

D-3 - 対象  
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 セキュリティ対応 

本システムにて実施するセキュリティ監視対応は、以下「表 １０-３セキュリティ対応方針」の通りとする。 

 

表 １０-３セキュリティ対応方針 

項番 セキュリティ製品 環境 対応方針 

1 クラウド WAF 

(Imperva App 

Protect) 

・本番環境 

・ステージング環境 

・研修環境 

・24 時間/365 日対応を行う。 

・アラートを受信した場合、セキュリティログの内容をもとに、通信状況

や環境への影響確認を実施する。 

・解析の結果、攻撃の可能性が高く、その通信が通過していると判

断した場合には、攻撃元の IP アドレスをブラックリストへ登録し、該

当 IP アドレスからの通信遮断の対応を行う。 

※誤検知であるとお客様が判断された場合には、ブラックリストか

ら解除を行う。 

・解析時にレベルの判断を行い、次頁「表 １０-４クラウド WAF

（Imperva App Protect）アラートの報告方針」に則り、報告を

実施する。 

2 改ざん検知(GRED) ・本番環境 

・ステージング環境 

・研修環境 

・平日（9:30~17:30）対応を行う。 

・改ざん検知アラート検知後、アラート内容について調査を実施す

る。 

・調査実施後、WEB サイトの改ざんが見られる場合には、電話およ

びメールにて報告を実施する。 

・改ざんが見られる場合には、サイトの復元を実施する。（バックアッ

プからの復元） 

・過検知の場合は、発生時点での報告は実施せず、月次報告にて

報告を行う。 

※意図したサイト更新後のアラート検知の場合等 

3 ウイルス検査ソフトウェ

ア(ClamAV) 

・本番環境 

・ステージング環境 

・研修環境 

・平日（9:30~17:30）対応を行う。 

・アラート検知後、アラート内容の確認を実施する。 

・アラート発生毎の報告は実施しない。 

・月次報告にて、まとめて報告を行う。 

4 Azure Defender ・本番環境 

・ステージング環境 

・開発環境 

・研修環境 

・重大度 High のアラートについては、24 時間/365 日対応を行

う。その他のアラートについては、平日（9:30~17:30）対応を行

う。 

・アラート検知後、アラート内容の確認を実施する。 

・攻撃や不正アクセスの可能性の高いアラート（重大度：High）

の場合、電話およびメールで報告を行う。 

・その他のアラートについて、確認結果として対応が必要なものについ

ては、メールで報告を行う。 

・意図した操作や影響の無いものについては、月次報告で報告

を行う。 
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表 １０-４クラウド WAF（Imperva App Protect）アラートの報告方針 

レベル 説明 報告方針 

4 内部への侵入に成功し、何らかの不正活動が検出

された場合 

電話およびメールにて報告を行う。 

3 攻撃が成功と判断できた場合 電話およびメールにて報告を行う。 

2 実際に影響を与えようとする攻撃を検知している

が、攻撃の成功・失敗に確認を要する場合 

メールにて報告を行う。 

1 スキャン行為など実害の無い攻撃の場合 本システムへの影響はないため、連絡は行わない。 

0 通常の通信または誤検知と判断した場合 本システムへの影響はないため、連絡は行わない。 
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 重大インシデント（大規模災害等）対応業務 

本システムにおける重大インシデント（大規模災害等）が発生した場合、以下「表 １０-５重大インシデント（大

規模災害等）対応業務」の対応を行う。 

対応方針、フロー、役割分担などは運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 １０-５重大インシデント（大規模災害等）対応業務 

項番 業務名 説明 

1 災害対策発動 災害発動の発令をかける※サービス事業者に準ずる。 

2 緊急連絡 システム管理者へ連絡する。また、影響を受ける外部システムのシステム運用業者へ連

絡する。 

3 緊急対策委員会の設置 災害発動時にシステム復旧までの緊急委員会を設置する。 

4 災害復旧実施 災害復旧を実施する。 

5 災害発生時運用業務 災害環境における復旧までの運用業務を実施する。 

6 通常業務への復帰 災害発生時運用から通常運用への復帰状況を確認する。 
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