
GIS 活用事例報告書 
 

事例 No １ 

事例概要 自然調査のデジタル化で、より価値の高い自然体験を 

 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 1 月 10 日 

活用団体名 一般社団法人 日本インタープリテーション協会 

活用GISソフトウェア Open Data Kit, Google Fusion Tables 

参考 URL https://www.google.com/intl/ja_jp/earth/outreach/success-stories/the-asso
ciation-for-interpretation-japan/ 

 

 

視点 衛星画像の表示、写真の登録 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 各拠点のデータ共有 

 写真などのデータ添付 

特記事項など  Open Data Kit※1 を利用して動植物の観測地点などを、地図上に

マッピング、写真などのデータ添付が可能。 

 

 蓄積したデータを他の自然センターと共有することができる。 

 

 登録したデータは、Google Fusion Table※2 に送信されるため、

解析などの作業を迅速に行うことができる。 

 

※1 Android モバイル端末を使ってデータを収集し、そのデータを

オンライン サーバーへ送信することができるツール 

https://www.google.com/intl/ja_jp/earth/outreach/learn/getting-starte

d-with-mobile-data-collection-using-odk/ 

※2 Google が提供しているデータベースサービス。レイヤーとして

地図に重ねて表示することができる。（2019 年 12 月 3 日に廃止

予定） 

 



GIS 活用事例報告書 
 

事例 No ２ 

事例概要 森林管理業務を WebGIS で実現。データ整備・作業負

荷を大幅低減 
 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 2 月 25 日 

活用団体名 岐阜県森林組合連合会 

活用GISソフトウェア ArcGIS Online、ArcGIS Desktop 

参考 URL https://www.esrij.com/industries/case-studies/45443/ 

 

 

視点 データ整備による、情報の共有と計画の立案での活用 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 森林組合職員によるデータ整備作業負荷低減 

 林業経営に不可欠な履歴情報などをデジタル化し蓄積可能に 

 森林情報の共有化による、森林管理業務の効率化 

特記事項など  複数の解析処理を組み合わせて自動的に GIS データの解析処

理を行う「モデルビルダー」を職員自身で作成、他職員が利用

できるように共有している。 

 

 以前は、紙にペンでマークして FAX で送ったりすることで情

報を共有していたが、ArcGIS Online のデータ共有機能を使えば

図面に残した情報を指示する他に、履歴としてもデジタル情報

を残すことができる。 

 

 

 

  



GIS 活用事例報告書 
 

事例 No ３ 

事例概要 豊かな「農・漁」を育む森林の活性化 

 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 1 月 10 日 

活用団体名 福岡県 糸島市 農林水産課 

活用 GIS ソフトウェア ArcGIS Desktop（3D Analyst） 

参考 URL https://www.esrij.com/industries/case-studies/113801/ 

 

 

視点 解析、多種多様なデータ利用 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 指定以外の多種多様なデータの搭載 

 施業方針、伐採計画の立案 

特記事項など  森林情報以外の多種多様なデータ利用が必要だったため、汎用

型の GIS を利用した。 

 

 ゾーニング作業においては、3D Analyst※1 を利用して、林分の

成長力や道からの距離、環境配慮への必要性等の条件からその

林分の施業方針（森林の取り扱い方法）を定めた。 

 

 森林資源情報や路網情報、ゾーニング結果を基に Excel と

ArcGIS とのテーブル機能を用いて計画の確認を行い、マスタ

ープランの最終結果として伐採計画や路網計画を立案した。 

 

※1 3D データ モデルの作成や高度な 3D 解析機能が可能な解析

ソフト https://www.esrij.com/products/3d-analyst/ 

 

 

  



GIS 活用事例報告書 
 

事例 No ４ 

事例概要 ArcGIS を中心とするシステム利用により「山師」から

脱却した林業を目指す 
 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 2 月 25 日 

活用団体名 院庄林業株式会社 

活用GISソフトウェア ArcGIS Desktop 

参考 URL https://www.esrij.com/industries/case-studies/94832/ 

 

 

視点 実用性と利便性追及の為の独自性と改良の継続 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 紙媒体やベクターデータからの境界データの作成 

 ドローンで取得した画像データを GIS データと重ね合わせて

データの精度を確認 

特記事項など  境界データと航空写真を重ね合わせ、境界確認用図面を作成す

ることで、社内での初期調査の段階でわざわざ現地に赴くこと

なく、図面上での判断が可能となり、初期調査の時間を大幅に

短縮することができた。 

 

 広範な面崎の山林を伐採する際、長期の作業期間を要するが、

ドローンで上空からの画像を撮影し、ArcMap で画像を確認す

ることにより、作業進捗率を的確に把握することができるよう

になった。 

 

 伐採前後の航空写真を比較して、森林所有者に提示することで

伐り残しや誤伐がないことを説明できるようになった。これに

より、親鸞管を持って森林所有者と対話できるようになった。 

 

  



GIS 活用事例報告書 
 

事例 No ５ 

事例概要 林業への QGIS の導入 

 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 1 月 15 日 

活用団体名 北海道 総合政策部 情報政策課 

活用GISソフトウェア QGIS 

参考 URL http://koutochas.seesaa.net/ 

 

 

視点 汎用的データの利用、GIS 利用者の育成 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 GIS 活用者の育成 

 行政と民間でのデータ共有 

 紙図面作成、送付、保管コストの低減 

特記事項など  利用者の拡大と育成のため、様々な OS と汎用データに対応す

る QGIS※1 を採用した。 

 

 担当者以外の GIS 活用率が低い現状に対し、積極的に研修会を

開くことで、担当者の GIS スキル底上げと担当者以外の GIS 活

用率を上昇させた。 

 

 GIS 利用の敷居を下げ、汎用的なデータとして作成した調査結

果等の GIS データを行政と民間で共有し運用している。 

 

 照査業務においては、GIS にて直接図面を作成にすることで、

これまで紙図面の作成後に GIS 化していた同作業の手間や図

面データの受け渡し等の時間コスト、空間コストを低減した。 

 

※3 オープンソース GIS ソフト。https://www.qgis.org/ja/site/ 

 



GIS 活用事例報告書 
 

事例 No ６ 

事例概要 GIS で分収林の管理を効率化 

 

 

■森林・林業分野 □森林・林業分野以外 

AAS 確認日 2019 年 2 月 25 日 

活用団体名 社団法人 新潟県農林公社 

活用GISソフトウェア ArcPad、ArcGIS Desktop 

参考 URL https://www.esrij.com/industries/case-studies/13828/ 

 

 

視点 データ整備による、情報の共有と計画の立案での活用 

GIS 活用により 

効率化されている点 

 施業情報の更新や図面の編集作業、その共有 

 森林情報の共有化による、森林管理業務の効率化 

特記事項など  台帳機能のみであった従来の分収林管理システムを GIS 機能

が付加された新システムに再構築した。 

 

 再構築では、スタンドアロン型から情報の共有化を実現するク

ライアント サーバ型にした。 

 

 新システムでは、約 700 の管理地区（団地）を一覧や地図から

選択して閲覧し、施業情報の変更や図面の編集を簡単に行える

ようにした。 

 

 ArcPad※を利用して、現地で取得した座標データを帰社後にす

ぐに新システムに取り込み図面の修正をすることが可能。 

 

※モバイル デバイス上での GIS データの表示、作成、編集が可能

で、フィールド マッピングに必要な豊富な機能を標準装備した汎

用的なモバイル GIS ソフトウェア、2018 年 3 月に販売終了。 

 


