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ADAMS

－林野庁 情報システム関連図

国民へのサービス提供
（ ） 貸付・使用等管理 

総務
（ ） 行政文書管理 

人事・給与システム
（ ） 府省共通 

総務
（ ） 雇用情報 

総務
（ ） 財産管理 

総務
（ ） 物品管理 

総務
（ ） 労務統計 

経理

森林整備
（ ） 造林・林道・治山 

林産物供給
（ ） 製品生産 

林産物供給
（ （ ）） 販売 立木・製品  

契約情報・
減価償却額

国民へのサービス提供
（ ） 分収育林制度 

作業報告

実行内訳

歳出科目情報・支出負担行為示達額・
債主情報・支出負担行為決議額・支出決議額・
歳入科目情報・債権情報・債務者情報

固定資産振替情報

（ ）勤務情報 基職 

支給明細情報

賃金計算結果

支給明細情報

システム間連携している情報の流れ

人の入力操作を介して連携している情報の流れ

経費明細

負担行為情報

賃金計算結果・
労務情報

入金情報
（ ）職員情報 基職 

森林整備
（ ） 収穫 

契約情報・
減価償却額

収穫予定

契約情報

契約情報・
入金完了情報

契約情報

林小班履歴

実行内訳

施業実施計画・
林小班履歴・法令制限・森林調査簿

施業履歴・造林調整情報

収穫跡地情報・
跡地検査完了情報

予算情報・
経費明細

契約情報・
支払情報・
減価償却額

森林GIS

造林予定・
造林実行情報・
林道情報・
治山情報

施業実施計画・
資源情報・
法令制限

施業履歴

収穫予定・
収穫実行情報

予算情報・
経費明細

契約情報・
支払情報

契約情報

収穫予定

法令制限

経費明細

素材情報

入金完了情報

入金完了情報

属地的情報・
図面情報・
林小班履歴・
森林調査簿

企画立案検討評価
（ ） 森林情報管理 

森林保全管理
（ ） 保安林管理 

保安林情報

保安林情報

森林保全管理
（ ） 境界管理 

標識巡検情報
境界検測情報

 



3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 情報システム機能構成図(将来体系)



　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

企画立案検討評価 施業実施計画策定 計画編成 施業履歴情報検索・取込機能 林小班履歴、森林調査情報を取り込み、施業履歴情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

施業履歴情報分析機能 施業履歴情報（CSV）を基に、施業履歴情報分析を行う PC入力機能 更新

施業実施計画作成 伐造計画量等登録機能 伐造計画量を伐造情報に登録する 入力機能 更新

樹立時データ作成機能 最新の森林調査情報、伐造情報を基に、樹立時点の森林調査情報、伐造情報を更新する データ作成機能 更新

森林調査簿作成機能 樹立時点の森林調査情報を基に、森林調査簿を作成する 帳票出力機能 参照

伐採造林計画簿作成機能 樹立時点の伐造情報を基に、伐採造林計画簿を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 森林調査情報、伐造情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

森林情報管理 施業履歴管理 実行情報取込機能 収穫実行情報、造林実行情報を基に、林小班履歴を更新する データ作成機能 更新

林班情報更新機能 ボランティア等による森林づくりの活動記録台帳を基に、林班情報更新を行う 入力機能 更新

林班情報登録・確定機能 林班情報の登録又は確定入力を行い、最新の森林調査情報、伐造情報を更新する 入力機能 更新

林小班履歴管理 林班沿革簿作成機能 林小班履歴を基に、林班沿革簿を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 林小班履歴を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

森林現況管理 面積（調整）簿作成機能 森林調査情報を基に、面積（調整）簿を作成する 帳票出力機能 参照

調査簿修正情報登録機能 面積（調整）整理情報・保護林情報を基に、調査簿修正情報を登録する 入力機能 更新

法指定等情報登録機能 面積（調整）整理情報・保護林情報を基に、法指定等情報を登録する 入力機能 更新

修正・法指定等情報確定機能 調査簿修正情報、法指定等情報の確定入力を行い、森林調査情報を更新する 入力機能 更新

森林GISシステム連携機能 森林調査情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

施業実施結果分析 施業実績把握 施業実績検索・取込機能 森林調査情報、林小班履歴を取り込み、施業実績情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

施業実績情報分析機能 施業実績情報（CSV）を基に、施業実績情報分析を行う PC入力機能 更新

計画実績差異分析 差異情報検索・取込機能 最新と樹立時点の森林調査情報、伐造情報を基に、差異情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

差異情報分析機能 差異情報（CSV）を基に、差異情報分析を行う PC入力機能 更新

森林吸収量検証 森林吸収量情報検索・取込機能 林小班履歴、森林調査情報を取り込み、森林吸収量情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

森林吸収量情報分析機能 森林吸収量情報（CSV）を基に、森林吸収量情報分析を行う PC入力機能 更新

森林整備 収穫 収穫調査（資源把握） 資源情報検索・取込機能 伐造簿から資源情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

収穫箇所選定機能 資源情報（CSV）、資源分析チャートを基に、資源量・生産量を算出する PC入力機能 更新

請負価格積算機能 収穫箇所選定情報を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

調査野帳・復命書登録機能 収穫調査結果を基に、調査野帳・復命書情報をCSVに出力する PC入力機能 更新

調査野帳・復命書情報取込機能 調査野帳・復命書情報（CSV）を取り込む データ作成機能 更新

調査野帳・復命書登録・確定機能 調査野帳・復命書情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 入力機能 更新

調査野帳・復命書登録機能 収穫調査結果を基に、収穫調査情報を更新する 入力機能 更新

計画策定 法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

収穫予定登録機能 収穫予定情報を登録する 入力機能 更新

収穫予定簿作成機能 収穫予定情報を基に、収穫予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

収穫・販売予定総括作成機能 予算情報、収穫予定情報を基に、収穫・販売予定総括を更新し、予定総括表を作成する データ作成機能 更新

森林整備（続き） 収穫（続き） 計画策定（続き） 森林GISシステム連携機能 収穫予定情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

収穫実施情報管理 実行情報登録機能 契約書を基に、収穫実行情報を更新する 入力機能 更新

収穫・販売実行簿作成機能 収穫実行情報を基に、収穫・販売実行簿を作成する 帳票出力機能 参照

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

跡地検査完了登録機能 跡地検査結果を基に、跡地検査の完了情報を登録する 入力機能 更新

森林GISシステム連携機能 収穫実行情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

進行管理・実行総括 収穫・販売予定総括検索・取込機能 収穫・販売予定総括を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

収穫予定簿検索・取込機能 収穫予定情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定変更状況確認機能 収穫・販売予定総括と収穫予定情報を対比する PC入力機能 更新

収穫・販売実行簿検索・取込機能 収穫・販売実行情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定実行差異確認機能 収穫予定情報と収穫・販売実行情報を対比する PC入力機能 更新

実行総括表作成機能 収穫実行情報、経費明細を基に、収穫・販売実行総括表を作成する 帳票出力機能 参照

造林事業 計画策定 法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

造林予定登録機能 予定箇所情報、林小班履歴、造林調整情報を基に、造林予定情報を更新する 入力機能 更新

造林予定簿作成機能 造林予定情報を基に、造林予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

造林予定総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、造林予定情報を基に、造林予定総括を更新し、予定総括表を作成する 入力機能 更新

森林GISシステム連携機能 造林予定情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

造林実施 請負価格積算機能 造林予定簿、予定地調査結果を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

完了記番登録機能 施業完了した記番を造林実行情報に登録する 入力機能 更新

造林実行簿作成機能 実行内訳、経費明細を基に、造林実行情報を更新し、造林実行簿を作成する データ作成機能 更新

森林GISシステム連携機能 造林実行情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

進行管理・実行総括 造林予定総括検索・取込機能 造林予定総括情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

造林予定簿検索・取込機能 造林予定情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定変更状況確認機能 造林予定総括情報と造林予定情報を対比する PC入力機能 更新

造林実行簿検索・取込機能 造林実行情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定実行差異確認機能 造林予定情報と造林実行情報を対比する PC入力機能 更新

造林実行総括表作成機能 造林実行情報、経費明細を基に、造林実行総括表を作成する 帳票出力機能 参照

調整情報登録機能 造林実行簿、跡地検査完了情報、森林調査情報を基に、造林調整情報を更新する 入力機能 更新

造林調整簿作成機能 造林調整情報を基に、造林調整簿を作成する 帳票出力機能 参照

林道事業 計画策定 請負価格積算機能 調査設計箇所選定情報を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

林道予定登録機能 工事箇所情報、設計書を基に、林道予定情報を更新する 入力機能 更新

林道予定簿作成機能 林道予定情報を基に、林道予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

森林整備（続き） 林道事業（続き） 計画策定（続き） 林道予定総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、林道予定情報を基に、林道予定総括を更新し、予定総括表を作成する 入力機能 更新

林道整備 請負価格積算機能 林道予定簿、設計書を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

林道実行簿作成機能 実行内訳、経費明細を基に、林道実行情報を更新し、林道実行簿を作成する データ作成機能 更新

林道台帳登録機能 林道情報を林道台帳情報に登録する 入力機能 更新

林道台帳作成機能 林道台帳情報を基に、林道台帳を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 林道情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

進行管理・実行総括 林道予定総括検索・取込機能 林道予定総括情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

林道予定簿検索・取込機能 林道予定情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定変更状況確認機能 林道予定総括情報と林道予定情報を対比する PC入力機能 更新

林道実行簿検索・取込機能 林道実行情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

予定実行差異確認機能 林道予定情報と林道実行情報を対比する PC入力機能 更新

林道実行総括作成機能 林道実行情報、経費明細を基に、林道実行総括を更新し、実行総括表を作成する データ作成機能 更新

林道情報検索・取込機能 林道台帳情報から、林道情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

減価償却額計算機能 林道情報（CSV）を基に、減価償却額を計算し、CSVに出力する PC入力機能 更新

治山事業 計画策定 請負価格積算機能 治山箇所選定情報を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

箇所別計画登録機能 工事箇所情報、計画書を基に、箇所別計画情報を更新する 入力機能 更新

箇所別計画表作成機能 箇所別計画情報を基に、箇所別計画表を作成する 帳票出力機能 参照

実施計画総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、箇所別計画情報を基に、実施計画総括情報を更新し、実施計画総括表を作成する 入力機能 更新

治山実施 請負価格積算機能 箇所別計画表、設計書を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

治山台帳登録機能 治山情報を治山台帳情報に登録する 入力機能 更新

治山台帳作成機能 治山台帳情報を基に、治山台帳を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 治山情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

進行管理・実行整理 予算執行状況表作成機能 箇所別計画情報、治山台帳情報を基に、予算執行状況表を作成する 帳票出力機能 参照

治山実行整理表作成機能 治山台帳情報、経費明細を基に、治山実行整理表を作成する 帳票出力機能 参照

森林保全管理 保安林管理 保安林台帳整備 保安林台帳登録機能 保安林の指定・解除情報を保安林台帳情報に登録する 入力機能 更新

保安林情報検索・取込機能 保安林台帳情報を取り込み、情報の参照および保安林台帳の作成を行う 参照機能 参照

森林GISシステム連携機能 保安林台帳情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

境界管理 境界巡検等予定簿作成 標識巡検等情報参照機能 過去の境界巡検・境界検測等の情報を参照する 参照機能 参照

境界巡検等予定登録機能 境界巡検等の箇所選定情報を基に、境界巡検等予定情報を更新する 入力機能 更新

境界巡検等予定簿作成機能 境界巡検等予定情報を基に、境界巡検等予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

境界巡検等実施 法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

森林保全管理（続き） 境界管理（続き） 境界巡検等実施（続き） 境界巡検等実行結果登録機能 境界巡検等実行結果を登録し、CSVに出力する PC入力機能 更新

境界巡検等実行結果取込機能 境界巡検等実行結果（CSV）を取り込む データ作成機能 更新

境界巡検等実行結果登録・確定機能 境界巡検等実行結果の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 入力機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

境界巡検等実行簿作成機能 標識巡検情報を基に、境界巡検等実行簿を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 標識巡検情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

境界検測予定簿作成 標識巡検等情報参照機能 過去の境界巡検・境界検測等の情報を参照する 参照機能 参照

境界検測予定登録機能 境界検測の箇所選定情報を基に、境界検測予定情報を更新する 入力機能 更新

境界検測予定簿作成機能 境界検測予定情報を基に、境界検測予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

境界検測実施 請負価格積算機能 請負事業現況調査結果を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

境界検測実行結果入力機能 境界検測実行結果を登録する 入力機能 更新

境界検測実行簿作成機能 標識原簿情報を基に、境界検測実行簿を作成する 帳票出力機能 参照

森林GISシステム連携機能 標識原簿情報を森林GISシステムへデータ連携する データ連携機能 更新

共生林管理 巨樹巨木選定 選定情報検索・取込機能 森林調査簿を取り込み、選定情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

巨樹・巨木選定入力機能 選定情報（CSV）を基に、巨樹・巨木の選定入力を行い、CSVに出力する PC入力機能 更新

森林選定 選定情報検索・取込機能 森林調査簿を取り込み、選定情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

森林選定入力機能 選定情報（CSV）を基に、森林の選定入力を行い、CSVに出力する PC入力機能 更新

国民へのサービス提供 森林情報提供 公開用公売情報作成 公開ファイル作成機能 公売情報、販売実績を基に、公開用情報を更新する データ作成機能 更新

公開用森林情報作成 公開ファイル作成機能 施業実績、国有林野現況情報、巨樹巨木情報を基に、公開用情報を更新する データ作成機能 更新

森林空間総合利用事業 森林空間提供 法令制限参照機能 森林情報から、法令制限情報を参照する 参照機能 参照

イベント実施 イベント実績・事業実施状況参照機能 イベント実績、事業実施状況を検索する 参照機能 参照

イベント実績登録機能 イベント開催情報を基に、イベント実績を登録する PC入力機能 更新

事業実施状況把握 事業実施状況登録機能 事業実施結果を基に、事業実施状況を登録する PC入力機能 更新

活動実績登録機能 活動実施結果を基に、活動実績を登録する PC入力機能 更新

貸付・使用等管理 新規貸付 貸付料算定機能 貸付地調査結果を基に、貸付料を算定し、顧客情報、貸付情報を更新する 入力機能 更新

貸付料算定調書作成機能 貸付情報を基に、貸付料算定調書を作成する 帳票出力機能 参照

貸付契約更新 貸付満了情報抽出機能 貸付情報を基に、貸付満了情報を抽出し、満了通知を作成する 帳票出力機能 参照

契約解除登録機能 契約解除情報を登録する 入力機能 更新

貸付料算定機能 貸付地調査結果を基に、貸付料を算定し、顧客情報、貸付情報を更新する 入力機能 更新

貸付料算定調書作成機能 貸付情報を基に、貸付料算定調書を作成する 帳票出力機能 参照

顧客情報検索・取込機能 顧客情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

顧客情報編集機能 顧客情報（CSV）を編集する PC入力機能 更新

資料作成 貸付情報集計機能 貸付情報を集計し、集計情報を更新する データ作成機能 更新

国民へのサービス提供 貸付・使用等管理（続き） 資料作成（続き） 地域振興資料作成機能 集計情報を基に、各種地域振興資料を作成する 帳票出力機能 参照

　　　　　　　　　　　（続き） 非定型資料作成機能 集計情報を基に、各種非定型資料を作成する 帳票出力機能 参照

分収育林制度 対象森林選定 候補地選定機能 候補地選定結果、林小班履歴を基に、候補地情報を更新する 入力機能 更新

選定一覧作成機能 候補地情報を基に、選定一覧を作成する 帳票出力機能 参照
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

対象森林登録機能 計画策定情報を基に、対象森林情報を更新する 入力機能 更新

対象一覧作成機能 対象森林情報を基に、対象一覧を作成する 帳票出力機能 参照

公募 応募者登録機能 申請書を基に、応募者情報を更新する 入力機能 更新

内定者登録機能 内定者決定情報を基に、応募者情報を更新する 入力機能 更新

契約書作成機能 応募者情報を基に、契約書を作成する 帳票出力機能 参照

内定者一覧作成機能 応募者情報を基に、内定者一覧を作成する 帳票出力機能 参照

契約情報登録機能 契約書を基に、契約情報、顧客情報を更新する 入力機能 更新

契約変更 契約者情報変更機能 契約者情報を変更する 入力機能 更新

異動登録 異動登録機能 分収木販売による異動情報を対象森林情報に登録する 入力機能 更新

契約者一覧作成機能 契約情報を基に、契約者一覧を作成する 帳票出力機能 参照

通知書作成 変更確認通知書作成機能 顧客情報を基に、変更確認通知書を作成する 帳票出力機能 参照

異動通知書作成機能 対象森林情報を基に、異動通知書を作成する 帳票出力機能 参照

顧客情報検索・取込機能 顧客情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

顧客情報編集機能 顧客情報（CSV）を編集する PC入力機能 更新

林産物供給 製品生産 市況調査 市況調査情報登録機能 市況調査結果を基に、市況調査情報を更新する 入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令規制情報を参照する 参照機能 参照

生産計画策定 生産計画登録機能 収穫予定簿を基に、生産計画を作成し、生産予定情報に登録する 入力機能 更新

生産予定登録機能 収穫予定簿を基に、生産予定を作成し、生産予定情報に登録する 入力機能 更新

生産予定簿作成機能 生産予定情報を基に、生産予定簿を作成する 帳票出力機能 参照

生産計画表作成機能 生産予定情報を基に、生産計画表を作成する 帳票出力機能 参照

請負価格積算 請負価格積算機能 生産予定簿を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

請負契約 法令制限参照機能 森林情報から、法令規制情報を参照する 参照機能 参照

素材検知 請負価格積算機能 検査調書を基に、請負価格を積算する PC入力機能 更新

素材検知野帳入力機能 素材検知野帳情報を入力し、CSVに出力する PC入力機能 更新

素材検知野帳情報取込機能 素材検知野帳（CSV）を取り込む データ作成機能 更新

素材検知野帳登録・確定機能 素材検知野帳情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 入力機能 更新

生産実行簿作成 生産完了情報登録機能 生産完了情報を生産実行情報に登録する 入力機能 更新

完了報告書等作成機能 生産実行情報を基に、生産完了報告書、物品出納簿を作成する 帳票出力機能 参照

生産実行簿作成機能 生産実行情報を基に、生産実行簿を作成する 帳票出力機能 参照

進行管理・実行総括 生産予定簿検索・取込機能 生産予定情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

林産物供給（続き） 製品生産（続き） 進行管理・実行総括（続き） 生産実行簿検索・取込機能 生産実行情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

　　　　　　　　　 予定実行差異確認機能 生産予定情報と生産実行情報を対比する PC入力機能 更新

生産実行総括表作成機能 生産実行情報、経費明細を基に、生産実行総括表を作成する 帳票出力機能 参照

販売（立木・製品） 販売計画策定 販売計画登録 収穫予定情報（又は生産予定情報）を基に、販売情報を更新する 入力機能 更新

予定価格積算 予定価格（Ａ経費）算出機能 予定価格（Ａ経費）を積算し、販売情報を更新する 入力機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

B経費・C経費予定価格積算機能 物件情報（CSV）を基に、B経費・C経費予定価格を積算する PC入力機能 更新

B経費・C経費予定価格積算情報取込機能 B経費・C経費予定価格積算情報（CSV）を基に、販売情報を更新する データ作成機能 更新

物件情報検索・取込機能 販売情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

物件情報編集機能 物件情報（CSV）を編集する PC入力機能 更新

市況調査 市況率入力機能 市況調査結果を基に市況率を登録する 入力機能 更新

入札 公売帳票作成機能 販売情報を基に、公売物件一覧表、入札結果記入用紙を作成する 帳票出力機能 参照

販売契約 契約明細登録機能 落札者決定情報を基に、契約明細を更新する 入力機能 更新

法令制限参照機能 森林情報から、法令規制情報を参照する 参照機能 参照

経理 歳出予算管理 歳出科目管理 歳出科目情報入力機能 歳出科目登録票を基に、歳出科目情報を更新する 入力機能 更新

歳出科目一覧表作成機能 歳出科目情報を基に、歳出科目一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

歳出科目抽出指示機能 歳出科目情報を抽出する データ作成機能 更新

会計センター連携機能 抽出された歳出科目情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

歳出予算登録 歳出予算額入力機能 歳出予算表、歳出科目情報を基に、歳出予算情報を更新する 入力機能 更新

予算額情報入力確認リスト作成機能 歳出予算情報を基に、予算額情報入力確認リストを作成する 帳票出力機能 参照

各種帳票作成機能 歳出予算情報、負担行為情報を基に、歳出予算整理表等を作成する 帳票出力機能 参照

支出負担行為示達 支出負担行為示達入力機能 予算額情報を基に、示達情報、歳出予算情報を更新する 入力機能 更新

支出負担行為示達一覧表作成機能 示達情報を基に、支出負担行為示達一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

支出負担行為示達額抽出指示機能 示達額情報を抽出する データ作成機能 更新

各種帳票作成機能 歳出予算情報、負担行為情報を基に、支出負担行為限度額月計表等を作成する 帳票出力機能 参照

会計センター連携機能 抽出された示達額情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

支出管理 債主管理 債主登録機能 契約情報、債主一覧表を基に、顧客情報（債主）を更新する 入力機能 更新

債主登録票作成機能 顧客情報（債主）を基に、債主登録票を作成する 帳票出力機能 参照

債主一覧表作成機能 顧客情報（債主）を基に、債主一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

債主抽出指示機能 債主情報を抽出する データ作成機能 更新

会計センター連携機能 抽出された債主情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

支出負担行為 支出負担行為情報入力機能 契約情報、示達情報、給与情報を基に、負担行為情報を更新する 入力機能 更新

支出負担行為決議情報入力機能 負担行為情報を基に、決議入力を行う 入力機能 更新

支出負担行為決議書作成機能 負担行為情報を基に、支出負担行為決議書を作成する 帳票出力機能 参照

支出負担行為決議抽出指示機能 負担行為決議情報を抽出する データ作成機能 更新

経理（続き） 支出管理（続き） 支出負担行為（続き） 会計センター連携機能 抽出された負担行為決議情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

支出決議 支払確定指示機能 支払請求書を基に、支払情報を負担行為情報に登録する 入力機能 更新

支出決議情報入力機能 負担行為情報を基に、決議入力を行う 入力機能 更新

支出負担行為決議書作成機能 負担行為情報を基に、支出負担行為決議書を作成する 帳票出力機能 参照

支出決定決議抽出指示機能 支出決定決議情報を抽出する データ作成機能 更新

歳出情報検索・取込機能 歳出予算情報、負担行為情報を取り込み、歳出情報をCSVに出力する データ作成機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

歳出情報集計機能 歳出情報（CSV）を集計する PC入力機能 更新

会計センター連携機能 抽出された支出決定決議情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

収入管理 歳入科目管理 歳入科目情報入力機能 歳入科目登録票を基に、歳入科目情報を更新する 入力機能 更新

歳入科目一覧表作成機能 歳入科目情報を基に、歳入科目一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

歳入科目抽出指示機能 歳入科目情報を抽出する データ作成機能 更新

会計センター連携機能 抽出された歳入科目情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

歳入予算登録 歳入予算額入力機能 歳入科目情報を基に、歳入予算情報を更新する 入力機能 更新

歳入予算一覧表作成機能 歳入予算情報を基に、歳入予算一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

歳入予算額情報入力確認リスト作成機能 歳入予算情報を基に、歳入予算額情報入力確認リストを作成する 帳票出力機能 参照

債務者管理 債務者登録機能 債務者情報を基に、顧客情報（債務者）を更新する 入力機能 更新

債務者登録票作成機能 顧客情報（債務者）を基に、債務者登録票を作成する 帳票出力機能 参照

債務者抽出指示機能 債務者情報を抽出する データ作成機能 更新

会計センター連携機能 抽出された債務者情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

販売・貸付契約 契約明細入力機能 契約明細を基に、契約情報を更新する 入力機能 更新

契約情報入力機能 契約明細を基に、歳入予算、契約情報を更新する 入力機能 更新

契約書作成機能 歳入予算情報、契約情報を基に、契約書を作成する 帳票出力機能 参照

債権発生通知 債権発生通知情報入力機能 債権発生通知情報を入力する 入力機能 更新

債権発生通知書作成機能 契約情報を基に、債権発生通知書を作成する 帳票出力機能 参照

債権発生抽出指示機能 債権発生情報を抽出する データ作成機能 更新

会計センター連携機能 抽出された債権発生情報をADAMSへデータ連携する データ連携機能 更新

入金管理 入金情報検索・取込機能 ADAMSから入金情報を抽出し、収納情報（FD）を作成する データ作成機能 更新

入金情報取込機能 収納情報（FD）から、入金情報を取り込み、収納情報を更新する データ作成機能 更新

入金情報検索機能 収納情報を基に、入金情報を検索する 参照機能 参照

領収済通知一覧表作成機能 収納情報、契約情報を基に、領収済通知一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

収納状況一覧表作成機能 収納情報、契約情報を基に、収納状況一覧表を作成する 帳票出力機能 参照

歳入予算整理表作成機能 歳入予算情報、収納情報を基に、歳入予算整理表を作成する 帳票出力機能 参照

顧客情報検索・取込機能 顧客情報の検索・取込を行い、CSVに出力する データ作成機能 更新

顧客情報編集機能 顧客情報（CSV）を編集する PC入力機能 更新

経理（続き） 決算（続き） 支出・収入情報集計 収入情報集計機能 契約情報を基に、集計情報を更新する データ作成機能 更新

支出情報集計機能 負担行為情報を基に、集計情報を更新する データ作成機能 更新

試算表入力機能 試算表情報を基に、集計情報を更新する 入力機能 更新

科目別表入力機能 科目別表情報を基に、集計情報を更新する 入力機能 更新

転換経費入力機能 転換経費情報を基に、集計情報を更新する 入力機能 更新

決算情報作成 決算情報作成機能 集計情報を基に、決算情報を更新する データ作成機能 更新

決算情報検索・取込機能 決算情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

分担経費算出機能 決算情報（CSV）を基に、分担経費を算出する PC入力機能 更新

分担経費入力機能 分担経費算出結果を基に、決算情報を更新する 入力機能 更新

資産情報取込 減価償却額取込機能 減価償却額（CSV）を基に、集計情報を更新する データ作成機能 更新

比率情報取込 機能類型・比率情報取込機能 収穫、造林、林道の実行情報、森林調査情報を基に、比率情報を更新する データ作成機能 更新

比率／金額入力機能 収入、支出の比率、金額情報を基に、比率情報を更新する 入力機能 更新

比率情報取込機能 比率情報を基に、決算情報を更新する データ作成機能 更新

機能類型別入力機能 機能類型別情報を基に、決算情報を更新する 入力機能 更新

決算資料作成 各帳票作成機能 集計情報、決算情報を基に、合計残高試算表等を作成する 帳票出力機能 参照

財務情報検索・取込機能 決算情報、集計情報を取り込み、財務情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

財務諸表作成機能 財務情報（CSV）を基に、財務諸表を作成する PC入力機能 更新

総務 財産管理 売払予定作成 財産情報検索・取込機能 財産情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

財産情報加工・集計機能 財産情報（CSV）の加工・集計を行う PC入力機能 更新

公示価格情報参照機能 財産情報（CSV）を基に、公示価格情報を検索する PC入力機能 参照

固定資産情報変更 固定資産情報変更機能 移転登記情報、財産異動情報を基に、財産情報を更新する 入力機能 更新

林道固定資産情報取込機能 林道実行総括情報から固定資産情報を取り込み、財産情報を更新する データ作成機能 更新

減価償却 財産情報検索・取込機能 財産情報を取り込み、CSVに出力する データ作成機能 更新

減価償却額計算機能 財産情報（CSV）を基に、減価償却額を計算し、CSVに出力する PC入力機能 更新

市区町村変更 市区町村変更機能 市区町村変更情報を基に、財産情報を更新する 入力機能 更新

財務省報告 財務省報告資料作成機能 財産情報を基に、財務省報告資料を作成する 帳票出力機能 参照

物品管理 物品供用 供用情報登録機能 負担行為情報を基に、物品管理情報を更新する 入力機能 更新

物品移動 管理換機能 物品管理換情報を基に、物品管理情報を更新する 入力機能 更新

物品管理換通知書作成機能 物品管理情報を基に、物品管理換通知書を作成する 帳票出力機能 参照

管理換受領機能 物品受領情報を基に、物品管理情報を更新する 入力機能 更新

物品管理換受領書作成機能 物品管理情報を基に、物品管理換受領書を作成する 帳票出力機能 参照

物品処分 不用登録機能 物品不用決定情報を基に、物品管理情報を更新する 入力機能 更新

不用決定帳票作成機能 物品管理情報を基に、物品返納通知書、不用決定承認申請書を作成する 帳票出力機能 参照

減価償却 減価償却情報登録機能 減価償却情報を基に、物品管理情報を更新する 入力機能 更新

総務（続き） 物品管理（続き） 減価償却（続き） 減価償却帳票作成機能 物品管理情報を基に、減価償却管理表等を作成する 帳票出力機能 参照

物品管理帳票作成機能 物品管理情報、集計情報を基に、増減及現在額通知書等を作成する 帳票出力機能 参照

集計情報登録機能 物品管理情報を基に、集計情報を更新する 入力機能 更新

雇用情報 定員外職員情報管理 定員外職員情報更新機能 更新情報を基に、定員外職員情報を更新する 入力機能 更新

勤務簿管理 勤務簿入力機能 勤務簿情報を入力し、CSVに出力する PC入力機能 更新

勤務簿情報取込機能 勤務簿情報（CSV）を取り込む データ作成機能 更新

勤務情報登録・確定機能 勤務簿情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 入力機能 更新

完了記番入力機能 完了記番情報を入力し、CSVに出力する PC入力機能 更新
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　　　【情報システム機能構成図】

Level.0 Level.1 Level.2 機能名 機能詳細 機能種類

参照・更新
パターン

システム機能業務機能名

完了記番情報取込機能 完了記番情報（CSV）を取り込む データ作成機能 更新

完了記番登録・確定機能 完了記番情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 入力機能 更新

勤務情報（基職）取込機能 勤務簿情報、実行内訳情報を基に、勤務情報（基職）を更新する データ作成機能 更新

人事・給与システム連携機能 職員情報（基職）を人事・給与システムからデータ連携する データ連携機能 更新

人事・給与システム連携機能 勤務情報（基職）を人事・給与システムへデータ連携する データ連携機能 更新

賃金計算（基職以外） 定員外職員賃金情報検索・取込機能 勤務簿情報、実行内訳情報を取り込み、定員外職員賃金情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

賃金計算機能 定員外職員の賃金計算を行い、賃金計算結果をCSVに出力する PC入力機能 更新

実行総括 実行総括表作成機能 経費明細、実行内訳情報を基に、実行総括表を作成する 帳票出力機能 参照

労務統計情報抽出 労務情報作成機能 実行内訳を基に、定員外職員労務情報を更新する データ作成機能 更新

労務統計 労務情報管理 労務統計情報入力機能 賃金計算結果（CSV）を基に、労務統計情報をCSVに出力する PC入力機能 更新

労務統計情報取込（CSV入力）機能 労務統計情報（CSV）を基に、労務統計情報を更新する データ作成機能 更新

労務統計調整情報入力機能 労務統計調整情報を入力する 入力機能 更新

賃金基本構造統計調査情報検索・取込機能 賃金基本構造統計調査情報を取り込み、民間情報を更新する データ作成機能 更新

人事・給与システム連携機能 支給明細情報を人事・給与システムからデータ連携する データ連携機能 更新

労務統計報告 労務統計帳票作成機能 労務統計情報を基に、各種労務統計帳票を作成する 帳票出力機能 参照

実態調査帳票作成機能 労務統計情報、労務統計調整情報を基に、各種実態調査帳票を作成する 帳票出力機能 参照

水準比較帳票作成機能 労務統計情報、民間情報を基に、水準比較帳票を作成する 帳票出力機能 参照

行政文書管理 文書登録 文書登録機能 文書作成情報を基に、文書管理情報を更新する 入力機能 更新

文書完結登録 文書完結機能 文書完結情報を基に、文書管理情報を更新する 入力機能 更新

文書管理資料作成機能 文書管理情報を基に、文書管理資料を作成する 帳票出力機能 参照

管理簿作成 ファイル管理簿作成機能 文書管理情報を基に、ファイル管理情報を作成する データ作成機能 更新

文書原簿作成機能 ファイル管理情報を基に、文書原簿情報をCSVに出力する データ作成機能 更新

分類基準管理 分類基準登録機能 分類基準作成情報を基に、分類基準情報を更新する 入力機能 更新

分類基準資料作成機能 分類基準情報を基に、分類基準資料を作成する 帳票出力機能 参照
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

森林情報管理 入力機能 伐造計画量等登録機能 伐造計画量を伐造情報に登録する 更新

林班情報更新機能 ボランティア等による森林づくりの活動記録台帳を基に、林班情報更新を行う 更新

林班情報登録・確定機能 林班情報の登録又は確定入力を行い、最新の森林調査情報、伐造情報を更新する 更新

調査簿修正情報登録機能 面積（調整）整理情報・保護林情報を基に、調査簿修正情報を登録する 更新

法指定等情報登録機能 面積（調整）整理情報・保護林情報を基に、法指定等情報を登録する 更新

修正・法指定等情報確定機能 調査簿修正情報、法指定等情報の確定入力を行い、森林調査情報を更新する 更新

PC入力機能 施業履歴情報分析機能 施業履歴情報（CSV）を基に、施業履歴情報分析を行う 更新

施業実績情報分析機能 施業実績情報（CSV）を基に、施業実績情報分析を行う 更新

差異情報分析機能 差異情報（CSV）を基に、差異情報分析を行う 更新

森林吸収量情報分析機能 森林吸収量情報（CSV）を基に、森林吸収量情報分析を行う 更新

データ作成機能 施業履歴情報検索・取込機能 林小班履歴、森林調査情報を取り込み、施業履歴情報をCSVに出力する 更新

樹立時データ作成機能 最新の森林調査情報、伐造情報を基に、樹立時点の森林調査情報、伐造情報を更新する 更新

実行情報取込機能 収穫実行情報、造林実行情報を基に、林小班履歴を更新する 更新

施業実績検索・取込機能 森林調査情報、林小班履歴を取り込み、施業実績情報をCSVに出力する 更新

差異情報検索・取込機能 最新と樹立時点の森林調査情報、伐造情報を基に、差異情報をCSVに出力する 更新

森林吸収量情報検索・取込機能 林小班履歴、森林調査情報を取り込み、森林吸収量情報をCSVに出力する 更新

帳票出力機能 森林調査簿作成機能 樹立時点の森林調査情報を基に、森林調査簿を作成する 参照

伐採造林計画簿作成機能 樹立時点の伐造情報を基に、伐採造林計画簿を作成する 参照

林班沿革簿作成機能 林小班履歴を基に、林班沿革簿を作成する 参照

面積（調整）簿作成機能 森林調査情報を基に、面積（調整）簿を作成する 参照

参照機能 森林情報参照機能 森林調査情報から、法令制限情報、選定情報等を参照する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 森林調査情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

森林GISシステム連携機能 伐造情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

森林GISシステム連携機能 林小班履歴を森林GISシステムへデータ連携する 更新

収穫 入力機能 調査野帳・復命書登録・確定機能 調査野帳・復命書情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 更新

調査野帳・復命書登録機能 収穫調査結果を基に、収穫調査情報を更新する 更新

収穫予定登録機能 収穫予定情報を登録する 更新

実行情報登録機能 契約書を基に、収穫実行情報を更新する 更新

跡地検査完了登録機能 跡地検査結果を基に、跡地検査の完了情報を登録する 更新

PC入力機能 収穫箇所選定機能 資源情報（CSV）、資源分析チャートを基に、資源量・生産量を算出する 更新

請負価格積算機能 収穫箇所選定情報を基に、請負価格を積算する 更新

調査野帳・復命書登録機能 収穫調査結果を基に、調査野帳・復命書情報をCSVに出力する 更新

予定変更状況確認機能 収穫・販売予定総括と収穫予定情報を対比する 更新

予定実行差異確認機能 収穫予定情報と収穫・販売実行情報を対比する 更新

収穫（続き） データ作成機能 資源情報検索・取込機能 伐造簿から資源情報を取り込み、CSVに出力する 更新

参照・更新
パターン

システム名
システム機能
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機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

調査野帳・復命書情報取込機能 調査野帳・復命書情報（CSV）を取り込む 更新

収穫・販売予定総括作成機能 予算情報、収穫予定情報を基に、収穫・販売予定総括を更新し、予定総括表を作成する 更新

収穫・販売予定総括検索・取込機能 収穫・販売予定総括を取り込み、CSVに出力する 更新

収穫予定簿検索・取込機能 収穫予定情報を取り込み、CSVに出力する 更新

収穫・販売実行簿検索・取込機能 収穫・販売実行情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 収穫予定簿作成機能 収穫予定情報を基に、収穫予定簿を作成する 参照

収穫・販売実行簿作成機能 収穫実行情報を基に、収穫・販売実行簿を作成する 参照

実行総括表作成機能 収穫実行情報、経費明細を基に、収穫・販売実行総括表を作成する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 収穫予定情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

森林GISシステム連携機能 収穫実行情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

造林事業 入力機能 造林予定登録機能 予定箇所情報、林小班履歴、造林調整情報を基に、造林予定情報を更新する 更新

造林予定総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、造林予定情報を基に、造林予定総括を更新し、予定総括表を作成する 更新

完了記番登録機能 施業完了した記番を造林実行情報に登録する 更新

調整情報登録機能 造林実行簿、跡地検査完了情報、森林調査情報を基に、造林調整情報を更新する 更新

PC入力機能 請負価格積算機能 造林予定簿、予定地調査結果を基に、請負価格を積算する 更新

予定変更状況確認機能 造林予定総括情報と造林予定情報を対比する 更新

予定実行差異確認機能 造林予定情報と造林実行情報を対比する 更新

データ作成機能 造林実行簿作成機能 実行内訳、経費明細を基に、造林実行情報を更新し、造林実行簿を作成する 更新

造林予定総括検索・取込機能 造林予定総括情報を取り込み、CSVに出力する 更新

造林予定簿検索・取込機能 造林予定情報を取り込み、CSVに出力する 更新

造林実行簿検索・取込機能 造林実行情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 造林予定簿作成機能 造林予定情報を基に、造林予定簿を作成する 参照

造林実行総括表作成機能 造林実行情報、経費明細を基に、造林実行総括表を作成する 参照

造林調整簿作成機能 造林調整情報を基に、造林調整簿を作成する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 造林予定情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

森林GISシステム連携機能 造林実行情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

林道事業 入力機能 林道予定登録機能 工事箇所情報、設計書を基に、林道予定情報を更新する 更新

林道予定総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、林道予定情報を基に、林道予定総括を更新し、予定総括表を作成する 更新

林道台帳登録機能 林道情報を林道台帳情報に登録する 更新

PC入力機能 請負価格積算機能 調査設計箇所選定情報を基に、請負価格を積算する 更新

請負価格積算機能 林道予定簿、設計書を基に、請負価格を積算する 更新

予定変更状況確認機能 林道予定総括情報と林道予定情報を対比する 更新

予定実行差異確認機能 林道予定情報と林道実行情報を対比する 更新

林道事業（続き） PC入力機能（続き） 減価償却額計算機能 林道情報（CSV）を基に、減価償却額を計算し、CSVに出力する 更新

データ作成機能 林道実行簿作成機能 実行内訳、経費明細を基に、林道実行情報を更新し、林道実行簿を作成する 更新
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

林道予定総括検索・取込機能 林道予定総括情報を取り込み、CSVに出力する 更新

林道予定簿検索・取込機能 林道予定情報を取り込み、CSVに出力する 更新

林道実行簿検索・取込機能 林道実行情報を取り込み、CSVに出力する 更新

林道実行総括作成機能 林道実行情報、経費明細を基に、林道実行総括を更新し、実行総括表を作成する 更新

林道情報検索・取込機能 林道台帳情報から、林道情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 林道予定簿作成機能 林道予定情報を基に、林道予定簿を作成する 参照

林道台帳作成機能 林道台帳情報を基に、林道台帳を作成する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 林道情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

治山事業 入力機能 箇所別計画登録機能 工事箇所情報、計画書を基に、箇所別計画情報を更新する 更新

実施計画総括作成機能 施業実施計画書、予算情報、箇所別計画情報を基に、実施計画総括情報を更新し、実施計画総括表を作成する 更新

治山台帳登録機能 治山情報を治山台帳情報に登録する 更新

PC入力機能 請負価格積算機能 治山箇所選定情報を基に、請負価格を積算する 更新

請負価格積算機能 箇所別計画表、設計書を基に、請負価格を積算する 更新

帳票出力機能 箇所別計画表作成機能 箇所別計画情報を基に、箇所別計画表を作成する 参照

治山台帳作成機能 治山台帳情報を基に、治山台帳を作成する 参照

予算執行状況表作成機能 箇所別計画情報、治山台帳情報を基に、予算執行状況表を作成する 参照

治山実行整理表作成機能 治山台帳情報、経費明細を基に、治山実行整理表を作成する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 治山情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

保安林管理 入力機能 保安林台帳登録機能 保安林の指定・解除情報を保安林台帳情報に登録する 更新

参照機能 保安林情報検索・取込機能 保安林台帳情報を取り込み、情報の参照および保安林台帳の作成を行う 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 保安林台帳情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

境界管理 入力機能 境界巡検等予定登録機能 境界巡検等の箇所選定情報を基に、境界巡検等予定情報を更新する 更新

境界巡検等実行結果登録・確定機能 境界巡検等実行結果の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 更新

境界検測予定登録機能 境界検測の箇所選定情報を基に、境界検測予定情報を更新する 更新

境界検測実行結果入力機能 境界検測実行結果を登録する 更新

PC入力機能 境界巡検等実行結果登録機能 境界巡検等実行結果を登録し、CSVに出力する 更新

請負価格積算機能 請負事業現況調査結果を基に、請負価格を積算する 更新

データ作成機能 境界巡検等実行結果取込機能 境界巡検等実行結果（CSV）を取り込む 更新

帳票出力機能 境界巡検等予定簿作成機能 境界巡検等予定情報を基に、境界巡検等予定簿を作成する 参照

境界巡検等実行簿作成機能 標識巡検情報を基に、境界巡検等実行簿を作成する 参照

境界検測予定簿作成機能 境界検測予定情報を基に、境界検測予定簿を作成する 参照

境界検測実行簿作成機能 標識原簿を基に、境界検測実行簿を作成する 参照

境界管理（続き） 参照機能 標識巡検等情報参照機能 過去の境界巡検・境界検測等の情報を参照する 参照

標識巡検等情報参照機能 過去の境界巡検・境界検測等の情報を参照する 参照

データ連携機能 森林GISシステム連携機能 標識巡検情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

 3-18



　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

森林GISシステム連携機能 標識原簿情報を森林GISシステムへデータ連携する 更新

共生林管理 PC入力機能 巨樹・巨木選定入力機能 選定情報（CSV）を基に、巨樹・巨木の選定入力を行い、CSVに出力する 更新

森林選定入力機能 選定情報（CSV）を基に、森林の選定入力を行い、CSVに出力する 更新

森林情報提供 データ作成機能 公開ファイル作成機能 公売情報、販売実績を基に、公開用情報を更新する 更新

公開ファイル作成機能 施業実績、国有林野現況情報、巨樹巨木情報を基に、公開用情報を更新する 更新

森林空間総合利用事業 PC入力機能 イベント実績登録機能 イベント開催情報を基に、イベント実績を登録する 更新

事業実施状況登録機能 事業実施結果を基に、事業実施状況を登録する 更新

活動実績登録機能 活動実施結果を基に、活動実績を登録する 更新

参照機能 イベント実績・事業実施状況参照機能 イベント実績、事業実施状況を検索する 参照

貸付・使用等管理 入力機能 貸付料算定機能 貸付地調査結果を基に、貸付料を算定し、顧客情報、貸付情報を更新する 更新

契約解除登録機能 契約解除情報を登録する 更新

データ作成機能 貸付情報集計機能 貸付情報を集計し、集計情報を更新する 更新

帳票出力機能 貸付料算定調書作成機能 貸付情報を基に、貸付料算定調書を作成する 参照

貸付満了情報抽出機能 貸付情報を基に、貸付満了情報を抽出し、満了通知を作成する 参照

地域振興資料作成機能 集計情報を基に、各種地域振興資料を作成する 参照

非定型資料作成機能 集計情報を基に、各種非定型資料を作成する 参照

分収育林制度 入力機能 候補地選定機能 候補地選定結果、林小班履歴を基に、候補地情報を更新する 更新

対象森林登録機能 計画策定情報を基に、対象森林情報を更新する 更新

応募者登録機能 申請書を基に、応募者情報を更新する 更新

内定者登録機能 内定者決定情報を基に、応募者情報を更新する 更新

契約情報登録機能 契約書を基に、契約情報、顧客情報を更新する 更新

契約者情報変更機能 契約者情報を変更する 更新

異動登録機能 分収木販売による異動情報を対象森林情報に登録する 更新

帳票出力機能 選定一覧作成機能 候補地情報を基に、選定一覧を作成する 参照

対象一覧作成機能 対象森林情報を基に、対象一覧を作成する 参照

契約書作成機能 応募者情報を基に、契約書を作成する 参照

内定者一覧作成機能 応募者情報を基に、内定者一覧を作成する 参照

契約者一覧作成機能 契約情報を基に、契約者一覧を作成する 参照

変更確認通知書作成機能 顧客情報を基に、変更確認通知書を作成する 参照

異動通知書作成機能 対象森林情報を基に、異動通知書を作成する 参照

製品生産 入力機能 市況調査情報登録機能 市況調査結果を基に、市況調査情報を更新する 更新

製品生産（続き） 入力機能（続き） 生産計画登録機能 収穫予定簿を基に、生産計画を作成し、生産予定情報に登録する 更新

生産予定登録機能 収穫予定簿を基に、生産予定を作成し、生産予定情報に登録する 更新

素材検知野帳登録・確定機能 素材検知野帳情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 更新

生産完了情報登録機能 生産完了情報を生産実行情報に登録する 更新
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

PC入力機能 請負価格積算機能 生産予定簿を基に、請負価格を積算する 更新

請負価格積算機能 検査調書を基に、請負価格を積算する 更新

素材検知野帳入力機能 素材検知野帳情報を入力し、CSVに出力する 更新

予定実行差異確認機能 生産予定情報と生産実行情報を対比する 更新

データ作成機能 素材検知野帳情報取込機能 素材検知野帳（CSV）を取り込む 更新

生産予定簿検索・取込機能 生産予定情報を取り込み、CSVに出力する 更新

生産実行簿検索・取込機能 生産実行情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 生産予定簿作成機能 生産予定情報を基に、生産予定簿を作成する 参照

生産計画表作成機能 生産予定情報を基に、生産計画表を作成する 参照

完了報告書等作成機能 生産実行情報を基に、生産完了報告書、物品出納簿を作成する 参照

生産実行簿作成機能 生産実行情報を基に、生産実行簿を作成する 参照

生産実行総括表作成機能 生産実行情報、経費明細を基に、生産実行総括表を作成する 参照

販売（立木・製品） 入力機能 販売計画登録 収穫予定情報（又は生産予定情報）を基に、販売情報を更新する 更新

予定価格（Ａ経費）算出機能 予定価格（Ａ経費）を積算し、販売情報を更新する 更新

市況率入力機能 市況調査結果を基に市況率を登録する 更新

契約明細登録機能 落札者決定情報を基に、契約明細を更新する 更新

PC入力機能 B経費・C経費予定価格積算機能 物件情報（CSV）を基に、B経費・C経費予定価格を積算する 更新

物件情報編集機能 物件情報（CSV）を編集する 更新

データ作成機能 B経費・C経費予定価格積算情報取込機能 B経費・C経費予定価格積算情報（CSV）を基に、販売情報を更新する 更新

物件情報検索・取込機能 販売情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 公売帳票作成機能 販売情報を基に、公売物件一覧表、入札結果記入用紙を作成する 参照

経理－歳出予算管理 入力機能 歳出科目情報入力機能 歳出科目登録票を基に、歳出科目情報を更新する 更新

歳出予算額入力機能 歳出予算表、歳出科目情報を基に、歳出予算情報を更新する 更新

支出負担行為示達入力機能 予算額情報を基に、示達情報、歳出予算情報を更新する 更新

データ作成機能 歳出科目抽出指示機能 歳出科目情報を抽出する 更新

支出負担行為示達額抽出指示機能 示達額情報を抽出する 更新

帳票出力機能 歳出科目一覧表作成機能 歳出科目情報を基に、歳出科目一覧表を作成する 参照

予算額情報入力確認リスト作成機能 歳出予算情報を基に、予算額情報入力確認リストを作成する 参照

各種帳票作成機能 歳出予算情報、負担行為情報を基に、歳出予算整理表等を作成する 参照

支出負担行為示達一覧表作成機能 示達情報を基に、支出負担行為示達一覧表を作成する 参照

経理－歳出予算管理（続き） データ連携機能 会計センター連携機能 抽出された歳出科目情報をADAMSへデータ連携する 更新

会計センター連携機能 抽出された示達額情報をADAMSへデータ連携する 更新

経理－支出管理 入力機能 債主登録機能 契約情報、債主一覧表を基に、顧客情報（債主）を更新する 更新

支出負担行為情報入力機能 契約情報、示達情報、給与情報を基に、負担行為情報を更新する 更新

支出負担行為決議情報入力機能 負担行為情報を基に、決議入力を行う 更新
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

支払確定指示機能 支払請求書を基に、支払情報を負担行為情報に登録する 更新

支出決議情報入力機能 負担行為情報を基に、決議入力を行う 更新

PC入力機能 歳出情報集計機能 歳出情報（CSV）を集計する 更新

データ作成機能 債主抽出指示機能 債主情報を抽出する 更新

支出負担行為決議抽出指示機能 負担行為決議情報を抽出する 更新

支出決定決議抽出指示機能 支出決定決議情報を抽出する 更新

歳出情報検索・取込機能 歳出予算情報、負担行為情報を取り込み、歳出情報をCSVに出力する 更新

帳票出力機能 債主登録票作成機能 顧客情報（債主）を基に、債主登録票を作成する 参照

債主一覧表作成機能 顧客情報（債主）を基に、債主一覧表を作成する 参照

支出負担行為決議書作成機能 負担行為情報を基に、支出負担行為決議書を作成する 参照

データ連携機能 会計センター連携機能 抽出された債主情報をADAMSへデータ連携する 更新

会計センター連携機能 抽出された負担行為決議情報をADAMSへデータ連携する 更新

会計センター連携機能 抽出された支出決定決議情報をADAMSへデータ連携する 更新

経理－収入管理 入力機能 歳入科目情報入力機能 歳入科目登録票を基に、歳入科目情報を更新する 更新

歳入予算額入力機能 歳入科目情報を基に、歳入予算情報を更新する 更新

債務者登録機能 債務者情報を基に、顧客情報（債務者）を更新する 更新

契約明細入力機能 契約明細を基に、契約情報を更新する 更新

契約情報入力機能 契約明細を基に、歳入予算、契約情報を更新する 更新

債権発生通知情報入力機能 債権発生通知情報を入力する 更新

PC入力機能 顧客情報編集機能 顧客情報（CSV）を編集する 更新

データ作成機能 歳入科目抽出指示機能 歳入科目情報を抽出する 更新

債務者抽出指示機能 債務者情報を抽出する 更新

債権発生抽出指示機能 債権発生情報を抽出する 更新

入金情報検索・取込機能 ADAMSから入金情報を抽出し、収納情報（FD）を作成する 更新

入金情報取込機能 収納情報（FD）から、入金情報を取り込み、収納情報を更新する 更新

顧客情報検索・取込機能 顧客情報の検索・取込を行い、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 歳入科目一覧表作成機能 歳入科目情報を基に、歳入科目一覧表を作成する 参照

歳入予算一覧表作成機能 歳入予算情報を基に、歳入予算一覧表を作成する 参照

歳入予算額情報入力確認リスト作成機能 歳入予算情報を基に、歳入予算額情報入力確認リストを作成する 参照

経理－収入管理（続き） 帳票出力機能（続き） 債務者登録票作成機能 顧客情報（債務者）を基に、債務者登録票を作成する 参照

契約書作成機能 歳入予算情報、契約情報を基に、契約書を作成する 参照

債権発生通知書作成機能 契約情報を基に、債権発生通知書を作成する 参照

領収済通知一覧表作成機能 収納情報、契約情報を基に、領収済通知一覧表を作成する 参照

収納状況一覧表作成機能 収納情報、契約情報を基に、収納状況一覧表を作成する 参照

歳入予算整理表作成機能 歳入予算情報、収納情報を基に、歳入予算整理表を作成する 参照
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

参照機能 入金情報検索機能 収納情報を基に、入金情報を検索する 参照

データ連携機能 会計センター連携機能 抽出された歳入科目情報をADAMSへデータ連携する 更新

会計センター連携機能 抽出された債務者情報をADAMSへデータ連携する 更新

会計センター連携機能 抽出された債権発生情報をADAMSへデータ連携する 更新

経理－決算 入力機能 試算表入力機能 試算表情報を基に、集計情報を更新する 更新

科目別表入力機能 科目別表情報を基に、集計情報を更新する 更新

転換経費入力機能 転換経費情報を基に、集計情報を更新する 更新

分担経費入力機能 分担経費算出結果を基に、決算情報を更新する 更新

比率／金額入力機能 収入、支出の比率、金額情報を基に、比率情報を更新する 更新

機能類型別入力機能 機能類型別情報を基に、決算情報を更新する 更新

PC入力機能 分担経費算出機能 決算情報（CSV）を基に、分担経費を算出する 更新

財務諸表作成機能 財務情報（CSV）を基に、財務諸表を作成する 更新

データ作成機能 収入情報集計機能 契約情報を基に、集計情報を更新する 更新

支出情報集計機能 負担行為情報を基に、集計情報を更新する 更新

決算情報作成機能 集計情報を基に、決算情報を更新する 更新

決算情報検索・取込機能 決算情報を取り込み、CSVに出力する 更新

減価償却額取込機能 減価償却額（CSV）を基に、集計情報を更新する 更新

機能類型・比率情報取込機能 収穫、造林、林道の実行情報、森林調査情報を基に、比率情報を更新する 更新

比率情報取込機能 比率情報を基に、決算情報を更新する 更新

財務情報検索・取込機能 決算情報、集計情報を取り込み、財務情報をCSVに出力する 更新

帳票出力機能 各帳票作成機能 集計情報、決算情報を基に、合計残高試算表等を作成する 参照

財産管理 入力機能 固定資産情報変更機能 移転登記情報、財産異動情報を基に、財産情報を更新する 更新

市区町村変更機能 市区町村変更情報を基に、財産情報を更新する 更新

PC入力機能 財産情報加工・集計機能 財産情報（CSV）の加工・集計を行う 更新

公示価格情報参照機能 財産情報（CSV）を基に、公示価格情報を検索する 参照

減価償却額計算機能 財産情報（CSV）を基に、減価償却額を計算し、CSVに出力する 更新

データ作成機能 財産情報検索・取込機能 財産情報を取り込み、CSVに出力する 更新

林道固定資産情報取込機能 林道実行総括情報から固定資産情報を取り込み、財産情報を更新する 更新

財産管理（続き） データ作成機能（続き） 財産情報検索・取込機能 財産情報を取り込み、CSVに出力する 更新

帳票出力機能 財務省報告資料作成機能 財産情報を基に、財務省報告資料を作成する 参照

物品管理 入力機能 供用情報登録機能 負担行為情報を基に、物品管理情報を更新する 更新

管理換機能 物品管理換情報を基に、物品管理情報を更新する 更新

管理換受領機能 物品受領情報を基に、物品管理情報を更新する 更新

不用登録機能 物品不用決定情報を基に、物品管理情報を更新する 更新

減価償却情報登録機能 減価償却情報を基に、物品管理情報を更新する 更新
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　　　【情報システム機能構成図　補足資料】

機能種類 機能名 機能詳細

参照・更新
パターン

システム名
システム機能

集計情報登録機能 物品管理情報を基に、集計情報を更新する 更新

帳票出力機能 物品管理換通知書作成機能 物品管理情報を基に、物品管理換通知書を作成する 参照

物品管理換受領書作成機能 物品管理情報を基に、物品管理換受領書を作成する 参照

不用決定帳票作成機能 物品管理情報を基に、物品返納通知書、不用決定承認申請書を作成する 参照

減価償却帳票作成機能 物品管理情報を基に、減価償却管理表等を作成する 参照

物品管理帳票作成機能 物品管理情報、集計情報を基に、増減及現在額通知書等を作成する 参照

雇用情報 入力機能 定員外職員情報更新機能 更新情報を基に、定員外職員情報を更新する 更新

勤務情報登録・確定機能 勤務簿情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 更新

完了記番登録・確定機能 完了記番情報の登録、又は森林事務所で入力した情報の確定を行う 更新

PC入力機能 勤務簿入力機能 勤務簿情報を入力し、CSVに出力する 更新

完了記番入力機能 完了記番情報を入力し、CSVに出力する 更新

賃金計算機能 定員外職員の賃金計算を行い、賃金計算結果をCSVに出力する 更新

データ作成機能 勤務簿情報取込機能 勤務簿情報（CSV）を取り込む 更新

完了記番情報取込機能 完了記番情報（CSV）を取り込む 更新

勤務情報（基職）取込機能 勤務簿情報、実行内訳情報を基に、勤務情報（基職）を更新する 更新

定員外職員賃金情報検索・取込機能 勤務簿情報、実行内訳情報を取り込み、定員外職員賃金情報をCSVに出力する 更新

労務情報作成機能 実行内訳を基に、定員外職員労務情報を更新する 更新

帳票出力機能 実行総括表作成機能 経費明細、実行内訳情報を基に、実行総括表を作成する 参照

データ連携機能 人事・給与システム連携機能 職員情報（基職）を人事・給与システムからデータ連携する 更新

人事・給与システム連携機能 勤務情報（基職）を人事・給与システムへデータ連携する 更新

労務統計 入力機能 労務統計調整情報入力機能 労務統計調整情報を入力する 更新

PC入力機能 労務統計情報入力機能 賃金計算結果（CSV）を基に、労務統計情報をCSVに出力する 更新

データ作成機能 労務統計情報取込（CSV入力）機能 労務統計情報（CSV）を基に、労務統計情報を更新する 更新

賃金基本構造統計調査情報検索・取込機能 賃金基本構造統計調査情報を取り込み、民間情報を更新する 更新

帳票出力機能 労務統計帳票作成機能 労務統計情報を基に、各種労務統計帳票を作成する 参照

実態調査帳票作成機能 労務統計情報、労務統計調整情報を基に、各種実態調査帳票を作成する 参照

水準比較帳票作成機能 労務統計情報、民間情報を基に、水準比較帳票を作成する 参照

労務統計（続き） データ連携機能 人事・給与システム連携機能 支給明細情報を人事・給与システムからデータ連携する 更新

行政文書管理 入力機能 文書登録機能 文書作成情報を基に、文書管理情報を更新する 更新

文書完結機能 文書完結情報を基に、文書管理情報を更新する 更新

分類基準登録機能 分類基準作成情報を基に、分類基準情報を更新する 更新

データ作成機能 ファイル管理簿作成機能 文書管理情報を基に、ファイル管理情報を作成する 更新

文書原簿作成機能 ファイル管理情報を基に、文書原簿情報をCSVに出力する 更新

帳票出力機能 文書管理資料作成機能 文書管理情報を基に、文書管理資料を作成する 参照

分類基準資料作成機能 分類基準情報を基に、分類基準資料を作成する 参照
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