
水土里情報     土地改良施設 管理    農業関連業務 効率化 目的  
整備   地図情報    （    ）  

航空 衛星写真 公図   地形図 農業農村整備事業 履歴  地
図 組 合 図面 作成    

多面的機能支払 経営所得安定対策   現地確認業務 支援  現地確認用 
提供     

３つの特長 

１ 共有地図 
２ 図面作成 
３ 現地確認用タブレット 

水土里情報システム(地図情報システム) 

共有地図(配管図を表示)

８ 水土里情報    

データ通信・GPS・カメラ搭載

現地確認用タブレット(オプション) 
水土里情報システムの地図情報を利用

パイプライン交点 



(1)  共有地図 様々 地図 組 合 利用可能 

組 合 

(2)  図面作成 自由 地図 編集  図面 作成 

(3)  現地確認用     効率的 現地調査 実現       
広域 土地勘  地域 安心（GPS  地番検索 目的地 表示） 

A 法人

航空写真

※５年更新 

活動組織 対象農用地 見  化 

地番検索航空写真＋公図

B 個人

C 個人

目的地 

D 個人

図面作成例
①農地耕作条件改善事業農地利用図 

(事業実施前後、機構活用) 

②多面的機能支払活動組織区域図 

③人・農地プラン農地利用図 

④現地調査図(転作確認、荒廃農地、損害評価) 

⑤農地中間管理事業転貸農地位置図 

⑥災害被災箇所位置図 

⑦農業水利施設位置図(維持管理計画書添付図) 

⑧事業地区位置図など

凡例

農地利用図

作成

道路地図 

農地筆図

多面的機能支払

活動組織区域図

現在地を表示

３つの地図を組合せ 

地番を選択して目的地を表示道路を確認しながら現地へ

A組織 B組織 

活用 現地確認業務
多面的機能支払 経営所得安定対策(転作確認) 荒廃農地調査 災害被災調査 
中山間直接支払 農業水利施設維持管理  

現在地 



(4) 活用    耕作者 瞬時 色分 農地 特定 

(5) 農業法人向 (機能限定版)  農地 利用拡大     
農業用地図 作物 施肥  情報 記録  農地 利用状況 管理     地図 自由
印刷可能  

A
B
C
D
E

凡例
耕作者で色分け

多面的機能支払 活動組織 

多面的機能支払制度の現地確認＜組織で検索＞

[市町村名]：○○市 

[活動組織]：B 活動組織 

A組織
現在地

管理状況 
写真 

B 組織

耕作者で色分け

（耕作者名と面積㎡を表示）

農地利用図＜耕作者名で色分け＞

組織が隣接した地域でも対象の農地を確認可能

（現在地の北側が A組織、南側がB組織）

記録の例

（項目の設定は自由）

項目 記録内容
耕作者 A
面積m2 10,403
作物 米
施肥 実施済
　肥料メモ 肥料200kg
　作業時間 1時間
耕起 実施済
　作業時間 1時間
代掻き 実施済
　作業時間 1時間
田植え 実施済
　作業時間 1時間
病害虫防除 実施済
　農薬メモ 農薬50g
収穫 -
　作業時間 -
乾燥調製 -
　作業時間 -

項目 値

所在地 C字12-1

耕作者名 個人C

区分 出し手

今後の経営意向 離農

所在地 耕作者名 区分 今後の経営意向

A字10-1 法人A 中心経営体 規模拡大

A字10-2 法人A 中心経営体 規模拡大

A字10-3 個人B 出し手 現状維持

B字11 法人A 中心経営体 規模拡大

C字12-1 個人C 出し手 離農

C字12-2 法人A 中心経営体 規模拡大

C字12-3 個人C 出し手 離農

水土里情報システム機能限定版（農業用地図）

取込み後 

色分け

Excel の一覧表を取込み

離農する個人 C（出し手）の農地を法人 A（受け手） 

に利用調整

「受託した農地が多くて場所がわからない」
「肥培管理を効率化したい」などの課題を解決します 

誰 利用 明



(6) 水土里情報    活用事例 

水土里情報システム画面

復旧対象除外のエリア

(復興整備計画)

農地集積状況図の作成【市町村】

関係部局で情報共有、国との協議に活用

復旧状況

使用収益権（農地法３条 基盤強
化法 中間管理権）   農地集積
係 情報 水土里情報     入
力 農地相談         検討
会 場整備実施地区        
調査 活用  

ほ場整備事業調査着手に向けた各種図面作成【土地改良区】

被災農地の復旧状況を見える化【県】 

新規地区 調査着手 向 行
項目 中  同意状況 

図面 作成 水土里情報
入力 地区 情報 入力

Excel      取込  効率的 作成

農地集積状況図(担い手毎に色分け)

農地の集積状況や農家意向を明確に把握

水土里情報システム画面

【 水土里情報推進室：TEL 019-631-3207 】
水土里情報 気軽 相談

Excel の取込みで様々な図面を作成

東日本大震災津波 被災  農地 復興整備計画 区域 水土里情報     入力 て、
復旧状況 随時更新 進捗状況 見  化 ながら進行管理 行  。 


