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国有林 GIS の活用状況についてのアンケート（記載様式） 

国有林野事業における GIS活用促進検討のため、現状における国有林 GISの活用状況についてアンケートの回答にご協力お願いいたします。 

所属：○○森林管理局○○課/〇〇森林管理署等  

No 質問欄 解答欄 

No.1 
国有林 GISを普段の業務に利用していますか。 

どちらかに〇をしてください。（全員回答） 

A、はい 

B、いいえ 

No.2 
No.1で「A、はい」の場合、国有林 GISの利用頻度を教えてください。 

→No.3へすすむ 

 

 

No.3 

No.1で「A、はい」の場合、国有林 GISを利用する主な業務に〇をしてく

ださい。（複数回答可） 

 

→No.5へすすむ 

A、管理（貸付、使用許可、売り払い等） 

B、経営（森林計画の編成、測定、収穫調査、立木評定等） 

C、育成（造林事業の企画・調査・発注・進行管理等） 

D、生産（主間伐の企画・調査・発注・進行管理等） 

E、土木（林道事業の企画・設計・発注・進行管理等） 

F、治山（治山事業の企画・設計・発注・進行管理等） 

G、その他（    ） 

No.4 
No.1で「B、いいえ」の場合、国有林 GISを利用しない理由を教えてくだ

さい。 
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No.5 
No.3を回答した場合、〇を付けた業務について、具体的に国有林 GISをど

のように使用するか教えてください。 

 

 

 

 

 

 

No.6 国有林 GISの操作性を教えてください。（全員回答） 

A、どちらかといえば使いやすい 

B、どちらかといえば使いづらい 

C、国有林 GISしか使用したことがないため分からない。 

No.7 
国有林 GISで「使いやすい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自

由に回答ください。（全員回答） 

 

 

 

 

 

No.8 
国有林 GISで「使いにくい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自

由に回答ください。（全員回答） 
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No.9 
今後、国有林 GISに追加してほしい機能があればその機能とその用途を回

答ください。（全員回答） 

 

 

 

 

 

 

 

No.10 

国有林 GIS以外に利用している GISソフトウェアはある場合、そのソフト

ウェア名を回答ください。 

→N0.11へすすむ 

 

 

 

 

No.11 
No.10を回答した場合、国有林 GISを使用せず、No.10であげたソフトウェ

アを利用している理由について教えてください。 
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国有林 GIS の活用状況についてのアンケート（記載例） 

国有林野事業における GIS活用促進検討のため、現状における国有林 GISの活用状況についてアンケートの回答にご協力お願いいたします。 

所属：○○森林管理局○○課/〇〇森林管理署等  

No 質問欄 解答欄 

No.1 
国有林 GISを普段の業務に利用していますか。 

どちらかに〇をしてください。（全員回答） 

A、はい 

B、いいえ 

No.2 
No.1で「A、はい」の場合、国有林 GISの利用頻度を教えてください。 

→No.3へすすむ 

（例）毎日/週２～３回程度/月２～３回程度/年５回程度 

 

 

No.3 

No.1で「A、はい」の場合、国有林 GISを利用する主な業務に〇をしてく

ださい。（複数回答可） 

 

→No.5へすすむ 

A、管理（貸付、使用許可、売り払い等） 

B、経営（森林計画の編成、測定、収穫調査、立木評定等） 

C、育成（造林事業の企画・調査・発注・進行管理等） 

D、生産（主間伐の企画・調査・発注・進行管理等） 

E、土木（林道事業の企画・設計・発注・進行管理等） 

F、治山（治山事業の企画・設計・発注・進行管理等） 

G、その他（    ） 

No.4 
No.1で「B、いいえ」の場合、国有林 GISを利用しない理由を教えてくだ

さい。 

（例）国有林 GISは動作が遅いため、事務所に備え付けられ

ている調査簿や図面を使用した方が、業務が効率的に進む。 
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No.5 
No.3を回答した場合、〇を付けた業務について、具体的に国有林 GISをど

のように使用するか教えてください。 

（例） 

経営 

・収穫調査において、収穫予定地の測量データを GISに取込

み、測量区域等を図示、印刷して復命書として提出する。 

育成 

・次年度の造林事業地を検討するため、検索機能を活用し、

例えば 10～15年生の除伐候補地の林分を抽出する。 

No.6 国有林 GISの操作性を教えてください。（全員回答） 

A、どちらかといえば使いやすい 

B、どちらかといえば使いづらい 

C、国有林 GISしか使用したことがないため分からない。 

No.7 
国有林 GISで「使いやすい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自

由に回答ください。（全員回答） 

（例）さまざまな帳簿情報が搭載されており、検索機能も充

実していることから、目的に応じたデータを簡単に表示する

ことができる。 

（例）紙上で作業することと比較して、図上距離や面積の計

測が容易にできる。 

No.8 
国有林 GISで「使いにくい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自

由に回答ください。（全員回答） 

（例）背景データに基本図や衛星画像を表示すると動作が遅

くなり、地図の移動や印刷に時間がかかる。 

（例）外部から提供された地図データを取込む際、手順が多

く、手間がかかる。 

（例）多くのデータを GIS上に表示した場合、印刷やファイ

ル出力が正常にできない。 
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No.9 
今後、国有林 GISに追加してほしい機能があればその機能とその用途を回

答ください。（全員回答） 

（例）例えば林道被害の位置や現況写真を示したデータを国

有林 GIS上で作成した場合、国有林 GISではデータ共有の機

能が備わっていないため、紙に印刷し直して報告している。

効率的に業務を進めるために、簡単かつ迅速にデータ共有が

できる仕組みを導入してもらいたい。 

（例）既存の地図データへの属性情報の追加、また属性情報

を追加した地図データの外部出力（シェープファイル形式出

力）機能を追加してもらいたい。 

No.10 

国有林 GIS以外に利用している GISソフトウェアはある場合、そのソフト

ウェア名を回答ください。 

→N0.11へすすむ 

（例）ArcGIS/QGIS 

 

 

 

No.11 
No.10を回答した場合、国有林 GISを使用せず、No.10であげたソフトウェ

アを利用している理由について教えてください。 

（例）ArcGIS 

国有林 GISでは広域の地図データを表示すると動作が遅くな

るが、ArcGISは動作が遅くなることは少なく、また印刷やフ

ァイル出力が正常にできないことはない。 

 

 

 



全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 月４～５回程度

B
D
E
G

伐採予定箇所の衛星写真の活用 E
GPSの活用や衛星写真など、す
ぐに使えるようなデータやマニュ
アル等が揃っている。

システム含めデータが重たいので、配備さ
れているパソコンでは処理が追いつかな
い。

GPS機器はガーミンMap64sを使用しており、GISで作成した
ポイント及び線形を使用するが、図が現地と数ｍのズレが生
じている。

収穫調査での標準地及び伐区測量箇所の
図示

小班の色付けなどしやすい
衛星写真のデータも大きいため、複数枚表
示できたとしても印刷されない。

図面を修正するか補正機能などがあると良い。

生産事業における土場位置及び森林作業
道線形の図示

林道被災箇所のポイント等の図示

GPSを常時携帯し、異常箇所等のポイント
及び軌跡の図示

A 年５回程度 D
機能が限定されているため、メ
ニューや設定が少なく、操作に
迷いにくい。

① 一般に流通しているメジャーなGIS
（Arc、Q）などと操作性が著しく違う。

国有林GIS は大幅な性能向上が見込めないため、次世代ソ
フ
トに移行を考える時期に来ている。（時期を失して遅れてい
る。）

QGIS

国有林GIS については、No8
の質問で回答したとおり様々
な
問題があり、使用に耐え難い。

また、特注のため事業に特化し
た機能を追加できる。例えば
DEM データを使用せず等高線
データから断面図を出力する機
能。

② 国有林GIS のデータ形式はそれ以外の
GIS との汎用性がなく、変換なしにデータの
やりとりができない。

機能を追加すればするほど、無駄な投資となりかねず、また
次世代のソフトウェアへの移行が難しくなるため、機能の追
加はやめて、保守を主体とした運用に切り替えるべき。

森林クラウドGIS

QGIS はフリーソフトであり無
料で導入できる点、オープン
ソースであり安全性が高い点、
北海道庁などがメインで扱って
おりデータのやりとりができる
点、ユーザー数が多く使用法
を調べることができる点などか
ら、現在使える

③ 国有林GIS の基幹システムが古く、改修
ができないため、今後大幅な性能向上が見
込めない。現状は動作がとても遅い。

ひなたGIS
GIS の中では
最もメリットが多いと判断した
ため。

④ 対応していないデータ形式が多くある。
対応するにはパワー不足。

⑤ 解析作業ができない。

⑥ データの作成作業に適さない。

A
2週間に1回程
度。

C 発注に使用する、基本図の作成。 B
林小班位置検索により、スムー
ズに検索ができる。

衛星画像を外部データで自動取込させる
際、表示できる時とできない時がある

グーグルアースを利用した、GE国有林を使用していますが、
GISのような、面積計測や、縮尺補正などできない状況。
グーグルアースなどとの連携ができれば、今後のありがた
い。

保安林協議に使用する位置図兼協議図の
作成。

調査簿データ等が取り出しが早
い。

印刷画面で、プリンタを「JUST　PDF3」でPDF化使用としても
できないので、できるようになれば。

衛星写真確認。
面積等計算でトレース等が使い
やすい。

地図要素凡例で線等変更でき
る。

A 2ヶ月に１回程度 B ・伐採予定箇所等の現地の位置確認 D ・レイヤー機能が弱い
・Google等の衛星写真を見られるようにして欲しい。比較的
新しい現地状況が見られ、解像度も高いため、汎用性が高
い。

・QGIS

・QGIS　レイヤー機能が充実し
ているため。また、ネット上に
情報が多く、やりたい作業の手
順も見つけ安い。

D ・図面の印刷 ・傾斜区分図等の解析機能が無い

・国土地理院の基盤地図情報を取込み、傾斜区分図を作成
し、森林作業道等の作設時や、収穫調査地の除地の設定等
に活用できるようにして欲しい。また、UAVにより撮影しオル
ソ化した画像から樹高を算出し地況林況調査で活用できる
ようにして欲しい。

・Google Earth
・Google Earth　衛星写真が新
しいため、現地の林況を確認
する際に良く利用している。

・GNSS端末で取得した位置情報等の確認
・衛星写真が古いため、現地確認に使えな
い

・施業実施計画図等、基本図以外の国有林で使用している
地図を表示＆印刷できるようにして欲しい。

・ひなたGIS

・ひなたGIS　胆振等部地震の
際に被災した林況を確認する
ために国土地理院のオルソ、
民有林のシェープファイル等を
表示したものを活用。

・エクセルファイル等で作成した製材工場等の住所一覧から
位置や工場名等を表示できるようにして欲しい。

森林整備部

檜山森林管理署

胆振東部森林管理署

日高南部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A C 距離・面積の計測 D
距離計測・面積計測におけるト
レース機能は便利。

処理が重い（特に基本図等のラスタデータ
の処理に難）

画像処理エンジンの見直し
タイルマップやラスタのオーバービューへの対応

QGIS ・動作が軽快であるため

森林調査簿データの閲覧
調査簿の台帳表示においては
一つのUIにまとまっているのが
見やすい。

印刷に不具合がある（衛星写真が真っ白で
出力される）

ユーザーデータ一覧の検索性の向上
ユーザーデータの属性情報の編集要素の拡大
フリーカテゴリデータの属性情報の一覧表示
距離・面積計測⇔ユーザーエリアのカテゴリ変更

Google Earth

・多くの自作データ（天一施業
箇所や里程図等）を作成・管理
するため（整理簿等の情報も
表示したい）

衛星写真の印刷

距離計測結果や色づけ検索結果等の整理
や編集にかかる自由度が低く、検索性も悪
い。ユーザーデータが数百件になると一覧
のIDとメモだけでデータを管理するのは無
理がでてくる。

データの引き継ぎ方法の簡素化
・色づけについて自由度が高
く、操作性や視認性で勝る

出力・読込手順が煩雑で、年度毎にバー
ジョンが変わるソフトウェアの仕様とかみ合
わせが悪い。作成したデータの署内等での
共有も困難。

印刷にかかる処理の見直し
・署内で最新データを共有する
のに適している

作業道名の表示
上記は現状の国有林GISの改修を念頭にしていますが、昨
今のオープンデータ化の流れやQGIS等の台頭によるGISソ
フトへの要求水準の変化を考えると、QGIS等のソースコード
をベースにするなどして国有林GISそのものを一から組み直
すことも視野に入れて良いのではと考えています。

・民有林等のGISデータとあわ
せての表示

・森林図式規格での印刷

石狩森林管理署 A C 事業実行箇所の図面の作成 A
操作性が良く、思い通りの図面
等の作成が出来る

A 月に数回程度 A
貸付申請箇所がどのあたりになるのか、
ざっくり確認するレベルで使用しています。

C ○基本図が簡単な操作で出せれば良い。

○貸付台帳との連結。刷新システムに登録している貸付台
帳の内容が、GISで反映される。例えば、GISで貸付台帳番
号や、借受者名を入力すれば、その該当する林小班が出て
くるなど。

○航空写真が簡単な操作で出せれば良
い。

○GPSとの連携（基本図をGPSに取り込む
作業）が簡単な操作で出来れば良い。

A ほぼ毎日 B

林小班の場所確認、調査簿情報の確認、森
林計画編成作業、伐採造林計画箇所の標
示、衛星写真の表示、GISS機器での測量・
軌跡・ポイント情報等の標示、収穫調査復
命書作成（委託積算）、小班ごとのメモ記
載、・・・

D
・デフォルトで小班名しか標示されない（現
場では樹種と植栽年度が必須）

・デフォルトで小班名と樹種と植栽年度を標示されるようにし
てほしい

QGIS
・グーグルの衛星写真の表示
をしている

・調査簿情報の確認～選択状態でなけれ
ば標示できない、全体が表示されない

・調査簿情報の確認～右クリックから選択で標示できるよう
にしてほしい、全体を表示されるようにしてほしい

カシミール ・委託業者への指導のため

・色づけが面倒（特殊なデータの作成が必
要、取込が2段階で必要）

・色づけを簡単にできるようにしてほしい グーグルアース

・フリーデータの標示が固定される、同じ小
班でも複数標示される（移動できるように、
複数表示されないように）

・フリーデータの標示が見づらい場合があるので、移動でき
るようにしてほしい、同じ小班でも複数標示されるので、複数
表示されないようにしてほしい

・位置情報付写真の取込が面倒（ポイント
情報メニューからはわかりづらい）（複数取
り込むとピンポイントでわかりづらい、一覧
で見られない）

・位置情報付写真の取込を右クリックで出来るようにしてほし
い、複数取り込むと一覧で見られるようにしてほしい

・・・他にも多数あります
・ポイント、ライン、テキストデータの入力を右クリックで出来
るようにしてほしい、位置情報付の一覧表から入力できるよ
うにしてほしい

・ポイントデータから、測量データを取り出せるようにしてほし
い

石狩森林管理署

網走中部森林管理署

上川南部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

日高南部森林管理署 A D D

地図編集→ユーザーエリア→ラインで
森林作業道・土場の作設結果を年度ごとに
整理しているが、入力できるライン・ポリゴ
ンの数に制限があるため使いづらい。
また、作成したライン・ポリゴンのデータを
他者と共有したい場合に、それぞれデータ
整理方法が違うと共有が難しい。
※例えばポリゴン１＝土場のデータを共有
したくても、相手がポリゴン１＝植込箇所な
ど別のデータとして整理していれば、土場と
植込箇所が同じポリゴン１になってしまう。
　ポリゴン１～２０の枠ではなく、自由にコ
ピー・貼り付けできるようなデータとして整
理できれば、解消されると考える。

治山課 B
現在の業務では必

要ない
C

A ほぼ毎日

A
B
C
D

森林事務所のため、現地確認、調査、請負
業者との打合せ
境界巡視、ドローン調査事前資料等に活用
している

C
調査簿データが簡単に確認出
来るのでその点は良い

パソコンのスペック低く、衛星写真を取り込
むと動作が非常に遅い、衛星写真が古く使
えない。

・QGIS、ArcGISとの互換性、国土地理院地図の取り込み作
画機能

QGIS
・QGISは林野庁で推進を進め
ており、全国的な研修も実施し
ており、昨年研修に参加した。

なお、QGISでもスペックの低いパソコンでは
同様に遅いためGISソフトの機能が増えて
も貸与されたパソコンの機能が低いことか
ら、あまり期待できない。

・衛星写真の更新

・民有林との連携が必要なこと
から、北海道森林管理局、渡
島森林管理署でもQGISを導入
すると聞いている。

A3サイズでデータ出力し､加工するとエラー
が出る。

・広範囲を取り込んでも、データが大きくなりすぎない様に出
来ないか

外部地図、Jマップルの精度があまりにも低
い

・ドローン撮影した、簡易オルソ写真を簡単に貼れる機能

A 毎日使用 B
主として図面作成や積算因子（距離や面
積）の抽出に使用しています。

B
どこに行っても同じシステムを使
えるので、一度覚えてしまえばど
こに行っても使用できる点と、

・動作が重たいところ。 Ｎｏ８で回答した部分と、

また、保安林において事業実行後に作設結
果図の提出を求められていますが、森林作
業道の図面をＧＩＳで作成し延長の計測等を
行っています。

ＱＧＩＳに比べると初期設定等が
安易であること。

・取り込んだデータをさらに抽出して取り込
むといった動作が出来ないところ。

・土場アイコンの追加をしてほしいなと思います。土場は施業
する上で重要な因子であるのでデータで管理できるのが便
利だなと思います。（出来ればアイコンを乗せたら面積が表
示される、保安林であればいつまで知事同意の番号といつ
まで継続されているかを記入できたら良いです）

おいおい森林作業道のデータを抽出し署内
関係者に共有できないかと考えています。
（森林作業道は恒久的に使用するのに立販
では特段整理出来ていない現状があるた
め）

また研修の機会がきちんと設け
られている点です。

・森林作業道のラインは凡例で１色しか選
択できず、出来れば保安林同意済みである
箇所は別の色にしたりしたいので凡例から
でなく、そのラインを選択し色を変えること
が出来ないかなと思います。

・森林作業道も上記土場と同様で、このラインはいついつ協
議していつまで同意済みの期間でそこから枝線で増やしたラ
インは別協議でいつまで同意など管理できると保安林協議
の際に非常に楽だと思います。

　機能面はデータを抽出して共
有できる点が良いと思います。
最近は保存されたところから始
めることが出来るようになり図面
作成に重点を置いている自分と
しては中断することが楽になっ
たので使用しやすいと思いま
す。

・戻るボタンで戻るのが保存したところまで
というのが非常に扱い辛いです。１動作ごと
に戻ることが出来たらより使いやすくなるの
ではと思います。

・下図に施行実施計画図（２万分の１）等が追加されたらなお
便利かなと思います。基本図と見比べ間違えも見つけやす
く、樹種や林齢も記載されているので情報共有する際に便利
なので。

・森林作業道のデータを抽出しても取り込
めないエラーなどが起きて結局共有できな
かったりしたので、そういったトラブルにどう
対応したら良いかがわからないのが苦悩し
ているところです。

・ＪＰＥＧ等のデータを図面に重ねられるようする機能は現在
あるのでしょうか。勉強不足で自分はわからないのですが、
紙もので提出された図面をＧＩＳに転写するのに（森林作業道
や収穫調査の図面など透過して取り込むなど）そういった機
能があれば良いなと思います。

・検索機能がもう少しシンプルにならないか
なと思います。同じような選択がたくさん
あってわかりづらいです。

・ＧＩＳの写真がいつのものなのか、なかな
か更新されず結局グーグルアースで確認し
たりするのでグーグルアースのデータを引
用できるＱＧＩＳに劣ってしまっている気がし
ます。（更新頻度の向上）

渡島森林管理署

網走中部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A
6月～10月に週
３回

G、その
他
（研修資
料の作
成）

・研修実施箇所の絞り込み B
・条件検索や色つけ検索で、複
雑な条件設定でも対応出来る

・色つけ検索の際の模様が縮尺に影響され
るため、2000分の１程度では太く荒い線に
なり見づらい。

・色つけ検索の模様について、細かい模様と荒い模様を選
べるようにならないでしょうか。

・研修資料（現地演習用資料等） ・画像出力が容易
・画像出力の際に、エクセル等に貼り付け
ると白い余白があり印刷範囲の設定がやり
づらい。

・図面画像を出力（印刷）しエクセル等に貼り付け加工するこ
とから、画像出力の際に透明もしくは、余白無しでの出力が
出来るようにならないでしょうか。

・森林調査簿等の台帳情報を印刷できるようにならないで
しょうか。（林況の現地調査に利用）

・樹種や更新年等を表示出来無いでしょうか。

A 月５日程度 C
造林事業発注の際、事業箇所位置図として
活用。

D
・凡例編集が非常に見づらく時間がかか
る。

・図面上の対象をクリックすると凡例を変更できる機能

その他造林事業に関連したもので活用して
いる

・図上面積計算等したときに表示される詳
細の表示数の変更、位置の調整、大きさの
調整を簡単にできるようにして欲しい。

・印刷時、余白を一括で無しに設定できる機能

・下図の衛星画像表示に非常に時間がか
かる。

・とにかくいちいち操作が複雑、スマホ感覚
で操作できるような操作性の向上を。

根釧西部森林管理署 B
・業務担当者からの
情報提供で足りてい
るため。

E
・使用したことが少ないので分か
らない。

・使用したことが少ないので分からない。 ・使用したことが少ないので分からない。

A 週１回程度
A
B

貸付地、境界などと空中写真の確認 C 指定した場所の印刷が容易

直感的に使用ができない。（例えば、図上
計測を実施した際に、注記の位置が悪く移
動しようと思った際に、どのようにしたらよい
か迷った。）

作図機能を充実させて欲しい。現状であれば、印刷のファイ
ル出力にて、JPEG等ファイルにし、画像編集ソフトで作図し
ている。印刷画面から更に作図できれば効率が良くなりま
す。連続直線、図形、塗りつぶし、テキスト、レイヤでの管理
が出来れば、業務で十分使用できます。

簡易な内部資料の作成 図上計測が容易
機能が充実しているものの、使いこなせて
いない。

小班単位の指定、色塗りが容易
新機能が多々追加されているが、把握しき
れていない。

GPSデータの利用が容易

A 月に２回程度 B 境界標の位置確認 B
衛星画像や基本図の切り替え
が容易

地況林況調査時に撮影した小班毎の林相写真の共有機能
があると、過去の林相を把握しやすいのではと考えます

衛星画像を活用した林相の確認

A 毎日

A
B
C
F
G、その
他
（地域業
務（植樹
祭、森
林教育
等）

管理、経営、育成、治山、その他の業務に
おいて、

E
長年使用しているため、使いや
すく感じます。

①計画図（1/25000、1/20000）とGIS図面
（1/25000、1/20000）では計画図の方が情
報も多く見やすい、

地図データの見やすさを紙ベースの計画図（1/25000、
1/20000）に近づけて貰えると嬉しいです。

①小班範囲の確認（紙図面では見にくいこ
ともあるため）のために使用、

管理、経営、育成、治山、その
他の業務において、①基本図
（1/5000）を容易に表示できる
点、

②GIS上の線形（林道等）と背面の地図
データにズレがあるため、場合によりGIS図
面が使用できないことがあります。

地図データとGISデータ上の線形のズレを解消して頂けると
嬉しいです。

②面積や距離の計測のために使用、③事
前の林況把握のため空中写真を使用、

②面積や距離の計測ができる
点、

　機能については充実していると感じています。

④復命書などの資料作成の際の図として使
用、

③表示した図面を切り取る等と
容易に加工できる点で助けられ
ています。

⑤全般的に紙図面の代わりの現地に持参
して使用

復命書の作成だけでなく、業務
全般の情報整理に使用していま
す。

留萌北部森林管理署

根釧西部森林管理署

宗谷森林管理署　

森林整備部

根釧西部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A
A
B
C

貸付外申請位置把握 B
GPSとの連携による各対象区
域、位置の把握に有利

境界標名の把握のため基本図を重ね合わ
せるときに重くなる。

境界標名の記載 GoogleEarth 衛星写真が最新版であること

G、その
他（境界
管理、
林道等
災害報
告、その
外）

森林計画、地林況調査実行位置把握

育成実行位置把握、新植位置報告

林道等被災位置把握、報告

境界巡検等進行管理

A

計画や事業発注
前には頻繁に使
うが、それ以外
ではあまり使わ
ない。平均すれ
ば月数回程度。

E
林道予定線の作成・利用区域の面積把握・
工事支障木の小班の把握・森林計画の策
定に際する林道密度の把握

C
衛星写真が重すぎて使いづらいうえに、写
真が古いことが多く現状把握には適さな
い。

現状でもポリゴンなどで作図を行うことは可能であるが、事
業で使用する図面等に関しては一度出力して、別口で凡例
等を添付したり、色塗りを行ったりしなければならないことが
多いためエクセルやワードのように簡易に図形等を挿入でき
る機能を追加してほしい。

GoogleEarth
No8でも回答したが、国有林
GISでは衛星写真での現況の
把握を行うことが難しいため。

ちょっとした確認であればグーグルアース
に小班を反映したものの方が使いやすい。

また、画像として出力の際Ａ３以上の出力を行うと画像の加
工が難しいファイルサイズとなってしまうため、ファイル出力
の際にある程度のファイルサイズの指定が出来るような機能
がほしい。

現状の国有林GISでは固まっ
てしまうため衛星写真は一枚
ずつ読み込みを行わないとい
けない。

距離計測や面積計測の際にトレースを使用
すると異常な軌跡をとることがある。

詳細の確認を行う際には高精
度の衛星写真が必要になるこ
ともあるがその機会はあまりな
く、通常の業務で広域的に見
たい場合に一枚ずつ読み込む
というのは現実的ではない。

選択した点が少ない時の距離計測の結果
が０と表示されることがままある。

多少荒くても普段使いができる
サイズダウンした衛星写真も
配布をしてほしい。

A 月２～３回程度。 F
・災害復旧申請資料に添付する図面の印
刷・データ出力。

C
・図上計測。点指定のやり直し
が容易。

・PCの画面解像度を100%以外に設定して
いると起動できない。通常、125%で使用して
おり、使用の都度設定変更（再起動）をしな
ければならない。

・道路などのライン表示を簡単にON・OFF（一時的に）できる
機能。衛星画像投影時、道路などのライン表示が邪魔にな
る場合があるため。

・次年度計画資料に添付する図面の印刷・
データ出力。

・印刷機能。縮尺、位置修正が
容易。

・衛星画像投影時、道路などのライン表示
が邪魔になる場合がある。

・外部関係機関との手続書類に添付する図
面の印刷・データ出力。

・全体的に動作が重い。PCの能力不足か。

・小班区画と調査簿情報の確認。

A ほぼ毎日 G
・対象小班や参考情報を明記した図面を作
成し、現場に携行している

B ・GPSデータの反映が容易 ・衛星画像を取り入れると動作が重くなる 今のところ特になし QGIS

グーグルアースなどの外部
データを取り込むことができ、
最新の国有林GISよりも新しい
空中写真を確認することがで
きる

・衛星画像から林況把握を行っている ・図上での距離計測が容易

・地況林況調査の結果報告書類作成の際
に、図面に必要情報を記入するなどして使
用している

・図上で調査簿等の数字を確認
することが出来ること

A
B
C

・基本図と併用しての現地確認 E

・事案に係るポイント登録

A 平均、週2回
B
C
D

１．地林況調査に活用。 B 操作に慣れた。 国有林周辺の民有林の状況が判れば良い。

２．造林地の生育状況把握。

３．森林作業道のルート選定。

石狩森林管理署

十勝東部森林管理署

石狩森林管理署

網走中部森林管理署

上川中部森林管理署

上川南部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A

A
B
C
D
E
F

現地図面作成。 D
印刷時、エクセルで作った凡例が挿入でき
ない。

印刷時に、エクセルの表などを挿入できるようにしてほしい。

凡例のつくり方が複雑すぎる。

A 月３回程度 D 伐採箇所の確認 D
基本的に重たい。やりたい作業ができるま
で時間が掛かる

表示非表示の切り替えを簡単にして欲しい

森林作業道の検討

操作が直感的にわかりやすいものではない
例えば、計測では右クリックをしてからでな
いと使えない
といったように慣れるまではわかりづらい

森林作業道の予定線を描くために作図機能を簡単にして欲
しい

過去の森林作業道作設結果の確認 小班の情報が見づらい

表示非表示の切り替えが手間

航空写真が古い

A ほぼ毎日。
B
C
D

林小班位置の把握及び位置図等を色付け
で作成。

B

林小班を検索・指定すると、面
積や平均傾斜角等がすぐに
分かること。

印刷時に凡例が思いどおり表示できないこ
と。

グーグルアースや国土地理院の最新衛星画像を参照できる
と便利。
（航空写真画像が古過ぎて使い物にならないため）

ＧＰＳデータと連動して、森林作業道新設時
のルートや面積測量時のポイントをＧＩＳに
表示して、作設結果図や実測図を作成。

印刷のファイル保存時に解像度を変更でき
ないので、ＪＰＥＧでも２ＭＢ以上となり、メー
ルに複数添付すると重くなること。

A ほぼ毎日 B 事業発注図面作成（立販・収穫調査） D
・周囲、林地傾斜などの計測が
容易であること。

・ＱＧＩＳと比較するとレスポンスが遅すぎる
ため、作業効率が悪い。

・必要な部分だけオルソ画像、基本図などを反映させるシス
テム。（全体で表示しているため動作が遅い？）

調査簿の参照

・小班の色づけの際、一つの色づけに対し
ていちいち選択が終了してしまうこと。（例：
１２３４いろは林小班の色づけ「青塗りつぶ
し」を「赤塗りつぶし」に変えたい→１２３４い
ろは選択、青クリア→選択が解除される→
再度選択→赤塗りつぶし）

・Excelに図面を貼り付けても縮尺がずれないようなシステ
ム。

・民有林の表示。私、市町村、道有林の違いがわかれば理
想的。

石狩森林管理署 B
GISを使用しない業
務を行っているた

め。
B

現在は使っていないが、以前
使っていたときそのように感じ
た。

B ・操作性が悪い D
GISの知識がなくても、とりあえ
ず図面を閲覧し印刷できる。

・外部データの取込が面倒。
機能面では、他のGISには適わないので、機能の追加を行う
よりもUIの改修を行って操作性を改善してほしい。

QGIS

【QGIS】
・操作性がArcGISと似ており、
一般的で操作しやすい。
・様々なデータを表示できる
・3D表示が可能で、現地をイ
メージしやすい
・データ共有が容易
・機能が豊富

・動作が重い
職員全員のパソコンにインス
トールできるので、組織内部で
のデータ共有では有効

・表示できるデータの種類が少ない。
国有林GISは、図面閲覧（印刷）用として割り切って、機能の
追加などを行わず、必要に応じてQGISなど汎用GISを導入し
た方が良いと考えます。

カシミール3D
【カシミール3D】
・ハンディGPSのデータ編集な
どが使いやすい

・機能が少ない ・データの出力手順が分かり難い。

・全体的に操作性が独自で分かり難い。

・動作が重い。

・独自仕様で外部とのデータ共有に問題がある

渡島森林管理署

檜山森林管理署

空知森林管理署

空知森林管理署

日高北部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A

A
B
D
E

管理～貸付地更新箇所の実査をする際、図
面を活用。
　　　１種境界巡検及び２種境界検測予備調
査を実施する際、境界杭位置と番号を把握
するため基本図にて図面を活用。

B

現場業務において、衛星画像や
図上計測、図面の作成や活用
等、無くてはならないシステムで
す。

図面１枚印刷するのに２０分かかります。
・現システムで衛星画像や基本図を使った際の動作の遅さ
を解消してほしい。

経営・生産～搬出及び土場支障木調査復
命の図面として活用。

・衛星画像を最新のものに更新してほしい。

経営～地況林況調査時、衛星画像を活用。

土木～林道延長を図上計測するのに活用。

A 週２～３回 C
造林事業の発注図面や保安林申請図面の
作成

C
林小班の位置検索機能はシン
プルで使いやすい。

・小班ごとに調査簿のデータを見られるの
はいいが、データの中身が紙の調査簿と異
なる場合があり、信用できない。

・国有林管理区の地図データだけでなく、その周辺の道路や
主要な市町村などの地図情報が最初から入っていると非常
に便利。国有林は管理区が広く、あちこちに点在しているた
め、周辺の地図情報も入っていれば全体の位置関係を把握
しやすくなる。
　また、○○町役場から○○林小班までの距離なども簡単
に計測できる。

林小班の位置確認

・地図要素が多すぎて、この線は何を表し
た線なのかすぐにわからない（作業道なの
か林道なのか、など）。地図上の線をクリッ
クしたら注釈などでそれが何を表したもので
あるのかが瞬時に分かるようにしてほしい。

・図面作成に必要な凡例や縮尺・方位等について、印刷設定
画面で自由に動かせるようにしてほしい。凡例の中身も自由
に編集できるようにしてほしい。また、テキストの挿入や簡単
な図形が描画できるととても便利。

設計積算のために必要な区画面積や距離
などの計測

A 週三回程度
B
D

・GPSトレースデータ(gpx)の取込 C
・色づけ選択機能は素晴らし
い。

・ラベルを施業図のように簡略表示させた
い。

・ラベルの簡略表示(樹種、植付年度、施業群)。 QGIS
・外部地図を表示できる(地理
院地図、Google Sateline etc..)

・色づけ選択による表示・印刷。 ・感覚的に使用できる点。
・レイヤーの表示・非表示がやりにくい。
（Qgis、Arcに比べて）

・レイヤの表示・非表示。 ・shpを作成(ライン、ポリゴン)

・計測関連 ・計測関係も○
・shpファイルを作成できない。NFとQGIS・
Arcｗｐ行き来したい。

・shpを作成(ライン、ポリゴン)

石狩森林管理署 B 地図データ以外使用していないから。 C
地図作成、特に基本図の位置
や判別（色）作業がやりやすい。

地図データを他のＰＣと供用できない。 特にないが、森林計画樹立後、少しでも早く更新してほしい。

網走西部森林管理署 A D 5000分の1の図面の印刷 A
小班検索により印刷したい小班
を表示した後、図面を表示して
印刷することができるから。

小班における平均集材距離の計算ができるようにして欲し
い。具体的には、小班を25m四方のプロットに区切り、あるプ
ロットからすべてのプロットまでの距離を計算し、その平均を
算出する機能。

なし

なし（QGISとGoogle Earthを使
いたいと考えている。）
実際の業務においては、国有
林GISを単独で使わない場合
もあるので、他のソフトウェアを
含めてマニュアルを作成する
必要があると思う。

後志森林管理署

後志森林管理署

網走中部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A

山地へ行く機会
が多い夏場は週
に２日、１日４時
間ほど使用す
る。

A
B
C
D
E
F

・伐採予定の林小班・林道作設箇所・治山
事業実行箇所等、事業実行にあたっては位
置図作成や報告書へ添付する図面作成に
利用している。

B

QGISやカシミール３Dなどに比
べ、国有林の業務を行う職員向
けの機能が多くわかりやすいた
め。
しかし、国有林GISは動作が遅
いことが致命的です。

しかし、国有林GISは動作が遅いことが致
命的です

・GoogleEarthのように表示した箇所のみ詳細に表示されるよ
うにすれば動作が軽くなるのではないでしょうか？

G、その
他（森林
事務所)

・GPSとポイントや軌跡データのやりとりを
行っている。

・レイヤーに表示されるデータを設定出来るようにし、一括で
情報の表示／非表示を切り替えられるようにして欲しい。

・基本図や衛生写真とGIS上の図面のズレの修正をお願いし
たい。個人で位置のズレは修正出来るが転勤のたびに修正
はきびしい。

・データシステム機能メニューの「カテゴリ」内においてGPS
関係のデータ表示の有無ボタンがばらけた箇所にあり、一箇
所にまとめて欲しい。

・図面計測の距離計測（軌跡）において斜面の値が勾配（％）
のみの表示となっているが、業務で使用するのは度（°）の
方なので併記されるようお願いしたい。

・国有地だけではなく民有地に作設された林道についても
GIS上へ表示出来し、民有地の状態についてわかるようにし
て欲しい。町役場の場合QGISを利用しているそうですので、
データの共有を図ったり、各担当へ役場とのデータの共有を
するよう促したりと、やり方はいろいろあるかと思います。

A 年２～３回程度 E
・林道予定路線の作成機能を活用し路線の
検討に役立てている。

B
・検索機能により特定の小班の
情報を参照することができるた
め。

・基本図などを表示するとデータが重く動作
が遅くなる

・色々な条件によって色を塗ったり、色で括ったり出来るよう
なレイヤー機能を追加して欲しい。

QGIS
・色々な条件を設定して地図
上に表示させていく場合に使
用しやすいため

・計画樹立時に小班を確認しながら利用区
域をくくるために線を引くなどする。

・計画樹立時にゾーニング作業で小班検索
機能を活用し、図面の作成や各小班の傾斜
や面積の集計に使用する。

A 週３～４日程度
B
D

委託調査事業予定地、 B
小班等わかりやすく標示されて
いるので使いやすい。

動作が遅い。
保安林関係図面用に特定の林班界のみ色をつける機能が
欲しい。また、複数林班の外縁に色をつける機能が欲しい。

グーグルアース（小班界
データ等を取り込みの
上）

動きが速い。衛星写真が最
新？に近い。

保安林協議図面作成
小班の調査簿の内容が参照で
きるので使いやすい。

なるべく最新の写真による林況把握のため、インターネットに
接続の上、グーグルアースの図面を取り込めるようにして欲
しい。

保安林作業結果図面作成
外部地図の読み込みのON、OFFをボタンひとつで切り替え
られるようにして欲しい。

空中写真の呼び出し
印刷画面で「ファイル出力」ボタンがあるが、PDFも出力でき
るようにして欲しい。

業者現地説明図面作成
見づらいので小班計測や距離計測等で標示される文字の大
きさ等を縮尺にあわせて気軽に変更出来るようにして欲し
い。

A 月２～３回程度
C
E

林小班の位置確認、調査簿等データの確
認

C
現地と調査簿のデータの確認が
しやすい

林小班の検索に時間がかかる 図形やメモ的な物等を自由に書き込めるようにしてほしい グーグルアース 写真が新しい

距離や面積の測定
距離や傾斜の計測・確認がしや
すい

図面への書き込みに制限が多い

航空写真の取り込みが面倒

国有林以外の図面が入っていない

檜山森林管理署

森林整備部

留萌北部森林管理署

上川北部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A ほぼ毎日 B ・図面の作成 B
・基本的な使い方がしやすいシ
ステムになっていると思う。

・衛星写真の切り貼りや、違う衛星写真へ
切り替える際の測地系の変更などが非常
に使いづらい。シームレスにしてほしい。

・国土地林院の過去の衛星写真等のデータを使えるようにし
てもらいたい。

QGIS レイヤの扱いが圧倒的に楽。

・小班履歴などの簡易的な調査
・エクセルで作成したcsvファイル
の読み込みがしやすい

・土場や森林作業道などの情報蓄積をしや
すくするため、QGISのようなレイヤを扱いや
すくしてほしい。現状の状態で運用すると非
常に手間。

・情報の蓄積を容易に行えるシステムに改良してもらいたい
（例：作業道のレイヤ。土場のレイヤといった感じで簡易に管
理したい。

・収穫調査業務の因子づくり ・距離計測等がしやすい
・印刷時に衛星写真等が重いと、白紙で印
刷されるバグを解消してほしい。

・とにかく軽量化してもらいたい。

・民国連携事業業務
・凡例が画面で見る時と印刷された時とで
色の濃さ等が変化する。

・色つけ検索で枠線と塗りつぶしの色を
別々の色を使いたい。

・小班が多数に分割されている時に見にく
いのを解消してもらいたい。

・基本図を軽くしてもらいたい(衛星写真の
ように図郭で分割する等)

・距離計測でJMAPPLEの線もトレースでき
るようにしてほしい。

・測量データの入力方法で閉塞誤差が大き
いとエラーで表示できなくなるのを解消して
もらいたい。

・色つけ検索を多数の小班に対して行って
いる時に、小班選択をするとデータのロード
に時間がかかることを解消してもらいたい。
多くのデータを扱っている時に非常に不
便。

上川北部森林管理署 A 週２～３回 B
地林況調査予定地の図面印刷及び調査簿
など活用

B
林小班の色づけや調査簿など
のデータ利用が使いやすい

網走西部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A
E
F

林道計画と伐採関係の比較 C 小班の検索は早くてとても良い 動きが遅く重たいため、もたもたしている。
民有林と国有林の図面を連携が出来るようにしていただきた
い。

QGIS
さくさく動くから、汎用性が高い
から。

治山計画 航空写真との相性もよい
機能が限られるため、汎用性にかける。特
に民国連携など国有林林道、民有林の林
道を同時に処理することができない。

林道や治山のＣＡＤで書いた平面図を国有林GISに読めるよ
うにしてほしい

民国連携の図面が作成できる
か。

航空写真を利用して現地の確認（写真）
次期森林計画の伐採箇所を示
すなどにはよい

ドローンで撮影した画像をGIS場にさねるこ
とも厳しい。

ドローンの画像も無理矢理だ
がなんと入れ込むことが可能
である。

林道の距離などを調べるにはよ
い

由利森林管理署 A 月２回程度 C
発注時の図面作成の参考や現場への経路
や距離を把握するため

E
基本図の色付けが簡単にでき
る。

ＧＰＳで現地からポイントを取ってきてそれ
を反映させる時の点のマークの種類が少な
いことと、注記の表示やサイズの変更に手
間がかかる。

調査報告や発注の図面作成の時、題名、詳細、凡例の作成
がＧＩＳ上で全て行えるようになれば良い。

A 週１～２回程度
A
B
C

経営
・収穫調査において、収穫予定地の測量
データをGIS に取込
み、測量区域等を図示、印刷して復命書と
して提出する。

C
図上距離や面積の計測が容易
にできる。

・国有林の地図データしか搭載されておら
ず、民国連携に関する事業を検討する際な
ど、民有林の状況が把握できない。

・現況写真を示したデータを国有林GIS 上で作成した場合、
国有林GIS ではデータ共有の機能が備わっていないため、
紙に印刷し直して報告している。効率的に業務を進めるため
に、簡単かつ迅速にデータ共有ができる仕組みを導入しても
らいたい。

QGIS

動作が遅いから、簡易な図面
の作成や位置確認等をする場
合
はNo.10 のソフトウェアを使用
している。

育成
・次年度の造林事業地を検討や条件調査
野帳等への活用。

・背景データに基本図や衛星画像を表示す
ると動作が遅くなり、地図の移動や印刷に
時間がかかる。

・既存の地図データへの属性情報の追加、また属性情報を
追加した地図データの外部出力（シェープファイル形式出
力）機能を追加してもらいたい。

地理院マップメーカー2

管理
貸付図面の作成等

・外部から提供された地図データを取込む
際、手順が多く、手間がかかる。

・民地の地図データを取込をスムーズにするため、シェープ
ファイル以外の入出力にも対応してもらいたい。

・多くのデータをGIS 上に表示した場合、印
刷やファイル出力が正常にできない。

・印刷タイトル及び凡例を任意の位置に指定できるようにし
てほしい。

・施業実施計画図の取り込みが難しく、取り
込めたとしても印刷ができない。

・印刷タイトル及び凡例の作成したデータを保存し、印刷する
際に重ねられる（QGIS のコンポートマネージャにあるよう様
な）機能を実装してもらいたい。

・印刷タイトルの作成が任意の位置にでき
ない。（作成したタイトルや凡例を保存して
重ねられるようにするとなおよい）

・施業実施計画図や任意の図面を簡易に取り込み図面を作
成できる機能を実装してもらいたい。

・凡例等の任作成ができない。

・基本図の画像が合さる部分の等高線が汚
い。

・印刷すると若干縮尺が変わる。

置賜森林管理署 A 年に数回ほど G

国有林野内外で行われる行事に参加する
際に、地図で現地の確認をする場合、国有
林野情報のある図面のほうがより良いとい
う意味で使用しています。また、施業実施計
画図などであると図面を広げてコピーを取る
手間が面倒であることを考えると、国有林
GISのほうが使いやすいです。

C

紙の図面と比べて、小班ごとの
色分けがすぐにでき、また印刷
したい画面をPNG方式などで保
存すれば、同じ画面を印刷した
いときに印刷できるので便利で
す。

スマートフォンなどの地図アプリがとても使
いやすいので、それに慣れてしまうと、国有
林GISが使いづらいと感じてしまうことがあ
ります。

例えばgoogle map 上に国有林野の情報が入るような機能が
あれば便利と思います。
タッチパネルのタブレットやスマートホンのようにスマートに使
えるとより良いと感じることがあります。

Google map

外部地図を表示するとき、国
有林GISには具体的な施設名
が入っていないため、上記の
ツールと併用して使っていま
す。

A 週2回程度 B 小班の位置確認 C
林小班単位での検索に特化して
いること

頻繁に画面が真っ白になる 動きが軽くなるようにして欲しい

面積測定

図面作成

A 月に一度
・収穫調査箇所において広葉樹侵入が多い
かどうかを調べる

D
起動するのに時間がかかり動作も遅いた
め。

QGIS
大容量のデータを入れるとき
にスムーズに動くため

・林小班の検索
（国有林野施業実施計画図や
オルソ画像）

岩手北部森林管理署

岩手北部森林管理署

岩手北部森林管理署　

米代西部森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週１回程度
A
B

①新規貸付箇所のガーミントラッキングデー
タの取り込みによる貸付箇所の精査。

B

①QGISと比較して１つ１つの機
能の操作がシンプルであり、習
得が容易だと思う。GIS作業の
得手・不得手がまちまちな全国
の職員が使用することを考慮す
れば、国有林GISの持つこのメ
リットは大きいと考えている。

①QGISと比較して動作が重い。

No.8②(1)～(3)に関連して、
・保安林種マーク等の表示・非表示機能の追加。
・森林作業道及び土場（長方形又は多角形）作図の操作性
向上、及びそれらの色分けや凡例作成機能の追加。

QGIS
①国有林GISと比較して動作
が軽い。

②林相の把握。
②林小班検索機能をはじめとし
た検索機能が充実しており、そ
れらの操作性も良い。

②森林事務所が森林管理署に提出する保
安林協議図面案（保安林マークが表示され
た図面に、協議対象となる森林作業道や土
場を図示したもの）は、現状手書きで作成
することが多いが、国有林GISを用いて作
図できれば作業の簡略化に繋がると期待
できる。しかし、現状は以下の(1)～(3)の課
題があって操作性が悪い。（参考までに、理
想の作成図面を次ページに添付。）

機能追加の意見を出しておきながらで恐縮であるが、動作
が軽くなると大変ありがたい。

②路線延長算出機能が使い
やすい。

③主題図が充実している。

(1)基本図に、協議図面に必須な、小班の
保安林種マークを表示させることができな
い。基本図画像を取り込めば保安林種マー
クがついた画像となるが、画像同士が重な
る部分では等高線等が二重になって、見栄
えが悪い。
(2)国有林GISにおいて、森林作業道の作図
は可能であるが、色分け及び凡例の作成
が困難。
(3)土場（長方形又は多角形）の作成が容易
ではなく、その色分け及び凡例の作成が困
難

A 週に１回程度 B ・非定型検索を用いて小班ごとの色つけ C
・小班位置の検索等の比較的簡
単な操作はわかりやすい

・操作が重くなる
・境界点の情報（名称や種類等）をデフォルトで搭載して欲し
い

QGIS ・操作が軽い

・立木販売の搬出路作設の検討 ・いろいろな機能がある

青森森林管理署

秋田森林管理署湯沢支署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A

国有林GISを利
用した業務を
行っている時。1
年のうち数週間
程度？（日常的
には使っていな
い。）

B
収穫調査委託業務の積算などで、小班を分
割した面積・外周距離や林道走行距離の算
出に使用。

D
図上クリックにより小班選択し、
調査簿等のデータを参照するこ
とが簡単。

小班の検索方法・選択方法が応用しにく
い。例えば、Excel等で予めリスト化した小
班を一気に選択したり、新たに情報を付加
したり、といった作業が行いづらい。（外部
データの取り込み機能が使いづらい。）ま
た、一度小班選択した後で減らしたり増や
したりがしづらい。

　プロジェクト別の保存、のような機能。（異なる設定の表示
画面を使い分け、日常的に同時進行していく複数の業務に
対応する。）→例えば、①計画編成のための山見の情報、②
立木公売計画、③境界標識の巡検・巡視の情報、④林道等
の道路状況、などなど。

QGIS 2.18

属性データの追加・加工、印刷
設定の調整、その他様々な外
部データ（ジオリファレンスによ
る紙地図データや、GPSのト
ラッキングデータ等）の取り込
みがやりやすい。

立木公売の評定（搬出計画の作成）で、林
地傾斜を算出するために使用。

面積計算、距離計算の操作が
簡単。

　また、プロジェクト別の保存、のような機能
が無く、複数の業務で同時進行しながら使
用しづらい。

　属性データの追加・整理をしやすくしてほしい。　（↑の①～
④のような業務情報の更新・整理のため。）

地理院地図等を下図として表
示することで、国有林区域外と
の位置関係が把握しやすい。
（主に道路状況や民有林の存
在について。）

ごくまれに、図上クリックにより小班選択→
小班情報表示、で調査簿の情報確認に使
用することもある。

　想定された定型的な作業につ
いて、操作が簡単。（応用はか
なりやりにくい。）

　取り込んでいるデータの全体像がつかみ
にくい。（データが取り込めているのかどう
か、何のデータが入っていて何のデータが
含まれていないのか、分かりづらい。）

　組織内（基本は署と事務所）でのデータ共有を素早くできる
ようにしてほしい。（将来的には、オンラインのGISで、入林状
況や道路状況・災害情報をリアルタイムに情報共有していく
ことも考えられるのではないか。とりまとめたデータを担当者
以外も容易に参照可能にすれば（例えば希少野生生物への
配慮や埋設水道管の存在、入林状況など）、業務における
取りこぼしが少なくなる。）

日常業務で整理しているExcel
データを取り込んで利用するこ
とで、視覚的な把握・整理が可
能。

　国有林の範囲のデータしかないため、民
有林の情報や、現地までの道路状況といっ
た情報が不足する。（現在、数年前に県か
ら提供を受けた民有林のシェープファイル
があるが、①更新の見込みは不明、②全て
取り込むと国有林GISの動作がとても重くな
る、③座標のずれにより境界付近が重なっ
たり離れたりしている、等により使いづらい
状況。）

　国土地理院等による最新の地図情報（等高線、道路情報、
数値地図、衛星写真等）を更新・利用しやすくしてほしい。
（業務利用に伴う地理院への申請等についても整理してほし
い。）

プロジェクトごとに取り込む
データを限定することで、操作
が軽く、扱っているデータの把
握もしやすい。

　最低でも署や事務所、役所等公共施設の位置情報と、道
路情報は欲しい。（調査や案内で現地へ向かうルートや、木
材運搬のルートを検討するため。）

属性データの追加・修正や形
状の変更を行ったシェープファ
イルの作成が容易にできる。
（形状が容易に変更できる点
は、デメリットもあり要注意だが
…。）

　実測データについて、Excel等のファイルで別途入力・保存
しておき、国有林GISに容易に取り込める機能。（なお、分割
線・結合線対応が必須。現在、渓畔林や伐区分散により、変
則的な形状の測量が多くなっている。）→Excel等のデータを
別保存しておけば、調査者以外の者（チェック担当者等）が
測量データの確認・修正を素早くできる。また、現在バラバラ
になっている測量製図ソフトの統一にもつながれば作業負担
が軽くなる。

　官行造林のデータも入れて欲しい。（また、境界立会の状
況等により修正・追加しやすくして欲しい。）

　Excel等で作成したデータを取り込んで活用するため、IDの
付与を簡単にできる機能が欲しい。

A

基本図等の図面
を使用する場合
等で、頻繁に使
用。
月に10回程度。

A
B
C
E

A:貸付地の小班位置の確認、地形、衛星写
真で現況確認等。

B
様々な不都合が多いが、現状で
利用できる面が多いためにそう
感じる。

・操作性を簡単にして欲しい。 なし

B:測定は境界点の確認、地形、衛星写真で
現状確認等。

・衛星写真と基本図のずれを小さくして欲しい。

C:地形、衛星写真で林況、地表植生の確
認、地形、林小班位置の確認等。

・衛星写真を拡大したときに、ボヤケを少なくして欲しい。

E:林道の現況の確認、地形、林小班位置、
林道災害場所の確認等。

・国有林境界点の位置が合っていない境界点が入力されて
いないものがあるので、境界標の標識原簿に従って正確に
図上に表示して欲しい。

三八上北森林管理署

青森森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

B -

自席PCにはインス
トールされており更
新等を実施している
が、業務で使用する
ことがないため。

E
国有林野事業に特化されている
ため必要な機能が備わっている
と感じる

現場に持ち出すための端末の画面が小さ
く、防水・防塵性能が低いため専用ケース
に収める必要があり操作しづらい。

・鳥獣保護区をレイヤーできると狩猟者への指導や区域表
示の際に役立つ。

・治山林道や橋梁などの施設を追加し、積算書や写真、図面
等を紐付けできれば、台帳として活用ができる。

A

週１～２回程度
（調査報告、請
負事業(因子積
算等を含む)、森
林計画編成があ
るとほぼ毎日と
いうこともある。

A
B
C
D
E

A、 管理 貸付使用調査報告書添付図面作
成等

C
・  距離、面積、等が容易に算定
できること。

　使用方法がわかりづらい。通常のPCの様
にマウスの右クリック等で選択、決定できる
など使用しやすい方法にしてほしい。目的
の機能を使用するのにどこを選択してどの
ように使用すれば良いかがわかりづらい。

・  民有林の地図データの反映

B、 経営 収穫調査復命(報告)書添付図面
作成、因子算出等

・  図面作成等地図データが容
易に利用できること。

　位置や因子等の情報を表示するにはよい
が、図面として使用するには鮮明さ等の制
度が低い。（森林基本図を反映することもで
きるが、わかりづらい。）

・  Excel等に貼付けなくてもテキストボックス等を直接挿入で
きる機能（タイトル挿入を含む）

C、 造林請負事業に係る書類添付図面作
成、因子算出等

・  一時保存データを画面上に貼り付けて、次回使用する際
にすぐ開いて使用できる機能。（複数データ使用可能）

D、 生産請負事業に係る書類添付図面作
成、因子算出等

・　Excelに貼り付ける時、縮尺が変動（実際の図面より小さく
なる）してしまうので、補正する機能（Excel側の問題で不可
能でしょうか。）

E、 林道被害箇所、砕石納入箇所等図面作
成等

D、 市町村、請負業者等に情報提供等する
際の図面作成等

A 週に2～3回 D 距離の計測や面積・傾斜等をはかるなど B
帳簿のデータ等が内包されてい
るのは非常に使いやすい

背景データに基本図や衛星画像を表示す
ると動作が遅くなり、地図の移動や印刷に
時間がかかる。

ＧＩＳに重ねられるデータの種類を増やしてほしい（本来画像
データでないものも重ねることができたらいいと思う）。（用途
としては、外部から手交されたＰＤＦ形式のデータなどを重ね
る際に使用したい）

外部から提供された地図データを取込む
際、手順が多く、手間がかかる。

また重ねた画像データをＧＩＳ上でドラッグドロップぐらい簡易
な方法で動かせるのが望ましい。

　ＧＩＳ上で作成したデータを範囲指定して（ポリゴン・ライン・
地図データ）excel・wordへ貼り付けるようなことができるのが
望ましい。

A 週３日程度

A
B
E
G

・当年度更新の貸付契約箇所マップ作成 B

計画編成時、検討箇所をリスト
アップしたCSVファイルを取り込
めたので楽だった。また、小班を
クリックするだけで調査簿等
様々なデータを参照できたのが
便利だった。

国有林以外のマップがないので、官行造林
等の事業関係では使えない、林道のだいた
いの位置を記すのに民地部分の目印が分
からない、地図の代わりには使えないな
ど。

・民有林部分のデータの標準仕様化（特に路網、官行造
林）：Ｎｏ．８のとおり

GyoroView Mobile

現場へ持って行くＧＰＳとして
GyoroViewを使っている。歩い
た軌跡のログを取ったり緯度
経度の表示された写真を撮れ
るので便利。

・計画編成時の検討箇所マップ作成、調査
簿参照、GyoroView用シェープファイル作成

あとはシェープファイルを作成で
きるため、データを残すことがで
きる点が良かった。

ある程度の縮尺に縮小すると、マップが緑
色になりシェープファイルが見えなくなる。

・縮小したときにマップに色がつかないこと：Ｎｏ．８のとおり GyoroView WhiteBase

データを入れるのに、有林GIS
でシェープファイルを作成後、
WhiteBaseでMoble用に変換す
るのが手間。こちらも民地デー
タが入っていない。

・復命書作成時の添付資料作成
手引きを見ると様々な機能があるが、あま
り知られていない。得意な人だけが使って
いる印象。

・緯度経度の単位をより詳細に表示：単位が大きいため、実
際の場所から２～３ｍずれる

Google Earth

GoogleEarthは航空写真として
主に林相を見るのに使用。民
地データが入っており、目印も
見えるので分かりやすい。林
班名が入っていないので、国
有林ＧＩＳで位置を検索してか
らGoogleEarthでその場所を探
す必要がある。

・豪雨災害時の被害箇所マップ作成

・業務研究で位置情報や面積測定精度を検
証

飛騨森林管理署

計画保全部

南信森林管理署

飛騨森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A

A
B
C
D
E

１．貸付契約・収穫調査報告書・造林事業
契約・製品生産契約図面等各種図面作成。

B
１．小班の特定が瞬時に可能で
ある。

１．国有林施業実施計画図と地図要素凡例
（林班界の色や太さ等）が異なるので非常
に見にくい。

１．小班名の下に樹種・林齢の情報は表示してほしい。（施
業実施計画図と同じように）

２．製品生産事業及び立木販売の集材架線
線形や林地傾斜の算出等の検討・基礎資
料。

２．集材架線の線形は画像と併
用して過去の線形から検討でき
る、等。

２．地図要素凡例が多すぎて活用できにく
い。

２．国有林施業実施計画図と同様な地図凡例にしてほしい。
（林班界・小班界の線の太さ含めて）

３．歩道の距離の計測、調査簿情報等多種
多様業務に使用している。

A
毎週1度以上は
使用する

B
各種問い合わせ時の記番箇所の確認（標
高・傾斜等・林道からの距離）

E
小班毎の各種データが表示でき
る。

わからない。
小班データに、空中写真（グーグルアース等）があると事前
に現地の林況を想像できる。

価格評定計算（木材搬出・架線集材因子や
作業路線形）

集材架線の横断予想が表示で
きる。

境界証明確認等の問い合わせ、境界杭様
子を予想する。

飛騨森林管理署 A 週に1～2回
C
D

距離の計測や面積・傾斜等を図る。 B 図上距離や面積の計測が容易
背景データに基本図や衛星画像を表示す
ると動作が遅く、地図の移動や印刷に時間
がかかる。

ＧＩＳ上で作成したデータを範囲指定して（ポリゴン・ライン・地
図データ）excel・wordに貼り付けるようなことができるとよい
と思う。

木曽森林管理署南木曽支署 B -
管理監督者の立場
であるため。

E

A
○時々（各事業
の計画時等）

A
B
C
D
E
F

○ 国有林に隣接す
る民有地のデータが
ないから
（民有地直轄治山事
業等に使えない）

○位置図（1/20,000）基挿図（1/5,000）の作
成

A ○操作が容易
○図上計測（面積・ｽﾊﾟﾝ長等）の際によくｴ
ﾗｰが発生する。

○官公造林地（民有地）の図面データの追加

○週１回程度

G、その
他（国有
林をﾌｨｰ
ﾙﾄﾞにし
たｲﾍﾞﾝﾄ
等の企
画）

○図上計測（面積・距離・平均傾斜） B ○各ツールが便利 ○カテゴリが複雑すぎて分かりづらい ○民有地（国有林隣接区域）データの追加

○２ヶ月に１回
程度

○索道計画箇所の地形測量 C
○欲する箇所の部分印刷が容
易

○大きい図面（A0・A1）の出力が出来ない
（ﾒﾓﾘ不足）

○ＰＤＡデータの取り込み

○年に５～10回
程度

○目的物の個別データ（位置情報）のＧＩＳ
への反映

D
○縮尺精度が高い。図面の歪
みも少ない

○歩道が見にくい ○区間距離など測距済みのデータを記憶しておく機能

○ｂｍｐフアイル出力し、ＣＡＤによる平面図
の作成

○操作が簡単（図面の拡縮・小
班検索）

○重たく処理時間が長い ○塗りつぶしや線色の追加

○ケーブルクレーン支間長と縦断面図の作
成

○ＰＣのスペックの影響か、非常に重くな
る。

○林道や区域の色付け機能の充実

○他の機関が使用するGISに比べかなりの
遅れを感じる。

○ＣＡＤデータへの出力（ＳＦＣ・ＤＷＧ等）

○国土基盤情報から民有地の等高線デー
タを入れた際、等高線ｸﾘｰﾆﾝｸﾞが面倒

○凡例欄を追加出来る機能

○小班を分割して面積計測した際、残面積を自動按分する
機能

A 2日に１度程度 F ・保安林の指定範囲の確認、 C ・直感的に操作できない ・官行造林の場所と契約情報等
GISソフトではないが、国
有林Google Earthを使用
している

更新頻度が高く、最新に近い
航空写真を取得できる

・林小班検索（林小班番号から位置を検索） ・表示データによって時間がかかる ・保安林台帳の情報

・該当林小班の調査簿データの閲覧

・指定した縮尺での図面出力（位置図等の
作成に利用）

飛騨森林管理署 A 月２～３回程度
B
D

収穫調査において、収穫予定地の区域等を
図示、印刷して復命書として提出する

C
紙上で作業することと比較して、
図上距離や面積の計測が容易
にできる。

多くのデータをGIS上に表示した場合、印刷
やファイル出力に時間がかかる。

効率的に業務を進めるために、簡単かつ迅速にデータ共有
ができる仕組みを導入してもらいたい。

木曽森林管理署

飛騨森林管理署

富山森林管理署

計画保全部
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A D
現地状況の確認やリストアップ及び各種申
請等に関する資料を作成する際の図面とし
て使用している。

C 等高線等のトレース機能

・複数計測や小班のマーキング等を行った
際に一部のデータを修正する際や追加で
作成する場合に複数の情報が表示されす
ぎてしまい、書き足したい情報の作成に不
便する。

・レイヤ機能（図面の作製や削除修正のため。同じ図面にて
様々な情報を表示し複数の図面を作成するため。）

グーグルアース
衛星写真の確認や、林地の地
形を確認する際に使用してい
る。

・複雑な小班の面積計測を行うとCPU使用
率が一時的に高まるが、25％までしか演算
能力を使用できない。

・計測情報のアウトプット機能の拡充、（担当間で計測情報を
共有する際にGISに一度取り込まないとどの情報が含まれて
いるか確認出来ず不便であることから、専用拡張子を作成し
GIS上にドラッグドロップで追加できるようにして欲しい。）

・多量のユーザーデータを表示すると、GIS
ソフトの動作が極端に重くなる。

・計測情報の変換（距離計測で計測した情報を森林作業道
等に変換できるようにしていただきたい。また計測以外でも
ユーザーエリアにて作成した情報を計測情報へ変換など）

・多角形の面積計測を行った際に、始点と
終点が交差した際等にエラーデータになる
と、ユーザーデータに図面上に表示されな
い計測データが残ってしまいあまりにも多く
なると、ユーザーデータの出力で保管した
データを読み込み不能になる。

・計測情報のGPS情報への変換（GIS上で作成した作業道の
線形等をGPSデータに変換しモバイル端末にて現地確認を
行う等）

距離計測の注記を移動した際に、他の注記
の近くで移動を繰り返すと、希に注記と枠
線が分離することがある。

・市街地地図の追加（国有林と民有地との境や位置を把握
する際に民有地の市街地図等があると確認しやいため、現
在の森林計画区の選択画面にて、選択する“外部地図の表
示”は民有地の大雑把な状況の確認には利用できるが、詳
しい内容を知ることは不可能なため。）

・ユーザーデータの表示非表示に日付絞込を追加して欲し
い。（データ数が多いと非表示の選択に時間がかかるため）

・距離計測等にバッファ計測の機能を追加して欲しい。

・バッファ機能に面積計測を作成する機能を追加してほし
い。（バッファー検索を行った範囲の林地傾斜等を調べるた
め。）
・架線集材にて集材できる範囲を表示する機能を追加して欲
しい。「バッファー検索のように、ある一定の水平距離にて範
囲を色付けするのではなく林地傾斜を加味した範囲を表示
できるとより使いやすいと思う。」（各種積算や施業方法の検
討及び実行された施業方法の検証等にて便利であると思う
ことから。）

・小班の色付け機能にて染色した小班のデータを保存できる
ようにしてほしい。（施業図面の作製に際して面積計測や
ユーザーエリアでは手間がかかるため。）

・複雑な面積計測を行うとCPU使用率が一時的に高まるが、
25％までしか演算能力を使用できない事から使用率の変更
や優先度の変更をしたい。

・GPSのトラッキングデータとデジタルカメラ等の撮影日時を
統合し、GPS機能の無いカメラで撮影した画像についても地
図上に表示して欲しい。（GPS機能付きカメラで撮影を行って
も、位置情報の精度やバッテリーの状況によっては使用でき
ない事があるため。）

・面積計測・距離計測等にて計測最大数が５件までしかない
がもう少し増やして欲しい、図面の作製に際して多数の線を
使用する場合が有り、現在の本数では不足している。

・GIS上にて表示する情報を、他の者と同期する機能が追加
いただきたい（画面情報の同期及びメッセンジャー機能の追
加）（森林事務所から、林道状況や事業の進行状況などを、
森林管理署へ報告する際に、GISの表示を同期できれば、効
率的な把握に繋がると思うことから。また森林官が山地に出
張する際等にGIS上に出張先の位置やルートを作成すれ
ば、有事の際の探索にも活用できると思われる。）

飛騨森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A ほぼ毎日 B
経営
収穫調査や立木販売箇所などの図面作成

E
・面積や距離の計測など様々な
機能が使えるので便利。

・外部データの取り込み手順が分かりづら
い。

・林小班位置検索で林小班を入
力すれば、その場所を表示して
くれること。

・重いデータになると印刷やＰＤＦ化が正常
にできない

・一度に多くの小班を色づけ出
来ること。

伊那谷総合治山事業所　 A
10～15回／年程
度

F
資材運搬の架線計画に使用し設計書の基
礎資料としている。

C
距離測定のポイントを微調整する際に修正
しにくい

現在のままで満足している

A -

A
B
C
D
E
F

管理
・分収林の施業予定箇所を図示・印刷し、事
業検討・現地用資料として活用。

B ・検索機能と台帳閲覧。 ・表示要素の変更に時間が掛かる。 ・計画編成作業（林小班の分割・統合）データの共有。 QGIS
・QGIS　GPSデータを編集する
のに勝手が良いため。

経営
・周囲走狗猟データを取り込み、図化する。
・現地調査等の際の参考資料の作成。

・距離・面積算出が容易。 ・現行の戻るボタンが、戻りすぎる。→Excel・ワード程度に。

生産
・作業道の予定線形を図示し、距離等の
データを入手し、距離などのデータを入手
し、積算に利用する。
・生産請負箇所の進捗状況を確認し、図化
する。

・印刷時に任意縮尺に自動変
換。

・地図要素の凡例を分かりやすく。

・衛生画像データの表示。

飛騨森林管理署

北信森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週２～３回程度 B,E

・今年度が予備編成の時期なので、次期の
計画期間に標準伐期齢に到達する小班を
定型検索しcsv出力からExcelファイルに変
換をして試案となるリストの作成。その後標
準伐期に到達する年度を入力していきGIS
へフリーデータとして取り込み色つけ検索の
非定型で年度ごとに凡例をつくり林道事業
の企画の資料としている。
また、予定線をいれて想定土量や長さを測
定している。

B

・小班検索機能は特に使いやす
く他の職員もよく利用していま
す。小班が細かく分割されてい
る林班で図面から探す手間がな
くなるのは大きいです。

・ありません

・衛星写真が高額なこともあるので、Google
Earth使って既設の搬出路の線形や樹種の
境を確認してGIS上に転写している。（撮影
時期が複数回なので雪が積もっている次期
だと線形がわかりやすいため）

・距離や面積の測定も使いやす
く勾配や断面が出せるので利用
しています。

A
作業の種類にも
よるが、おおよそ
週3日以上

A
B
C
D
G

管理：貸付更新等における位置図・区域図
の作成（個人の契約者など、相手方に当該
図面の作成能力が無い場合）

C
・任意の林小班の図面を任意の
縮尺で印刷・出力できること

・基本図を表示した際の動作が非常に重
い。

・No8で書いたように消去不能のデータが蓄積してしまうの
で、「ユーザーデータ一覧」からのユーザーエリア削除機能
が欲しい。

Google Earth
※基本的には用途に合わせて
ＧＩＳと併用している。

経営：位置図基本図挿入図・更新計画図・
搬出系統図の作成、実測図の取り込み

・ユーザーエリア作成時のトレー
ス機能

・作成したユーザーエリアが探しにくい。

・「ユーザーデータ一覧」内でグループ化機能のようなものが
欲しい。Ex)同一小班内の作業道、収穫区域、除地などを任
意の名前（小班名や作業種名）でグループ化する機能。タグ
付け機能でもいい。

・衛星画像の質や動作の快適
性が圧倒的である

育成：施行地平面図の作成、除地面積の計
測、

・延長・面積の計測機能

・作成したユーザーエリアがしばしば表示も
選択も出来なくなること（作成したユーザー
エリアの作成日が「1999/12/26」になり、選
択も表示もできなくなる）。こうなると消去も
出来ないため、「ユーザーデータ一覧」に邪
魔なデータが蓄積していき、目的のエリア
がさらに見つけにくくなっている。

・GISに境界番号のデータが最初から入っていれば、巡視・
巡検・予備調査の準備及びとりまとめ作業が飛躍的に早くな
る。

・国有林データを取り込むこと
ができ、ピンを建てることで境
界が非常にわかりやすくなる。

生産：位置図基本図挿入図・搬出系統図の
作成、

・ユーザーエリアにより作業道を
簡単に記録できること

・ユーザーエリア作成時のトレース機能が
便利だが、

・地上ビューを活用すること
で、ある地点からのおおよその
見通しわかるため、巡視の定
点を決める際の参考になる（従
来の定点が使えなくなったと
き）。

その他：実際に山に入っている作業道の記
録。山見の際の携行用として、目的小班の
色づけや任意の縮尺での印刷等

・過去数年間の林地の変化を
知ることが出来る

福島森林管理署白河支署

群馬森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週２～３回程度 B 地図・空中写真の確認 D 調査簿等データ表示・閲覧機能

動作が遅い
例）基本となる地図の表示・移動でさえも待
たされる。
   ※パソコンの更新時には国有林ＧＩＳが普
通に使えるスペックの良い物を調達してもら
いたい。

ＷＥＢ地図（国土地理院、google地図・航空写真、ヤフー地図
など）の表示機能

QGIS
国有林ＧＩＳより機能が多く、使
いやすいため。（地図ロイドは
現場で使用。）

図上計測機能（距離、面積、搬出系統の検
討

検索機能
不安定
例）図上計測機能が働かない時がある。
同機能でスナップできない時がある。

ウェブマップタイル（ＷＭＳ、ＷＭＴＳ）の表示機能 カシミール３Ｄ

（私的意見）
今後は国有林ＧＩＳを改良して
いくのではなく、ＱＧＩＳを使用し
た方が良いと考えます。ＱＧＩＳ
で使用できる国有林・官行造
林のデータ整備と、そのデータ
をＱＧＩＳで使用するためのプラ
グインの作成、マニュアルの作
成に予算を割いた方がよいの
ではないでしょうか。
ＱＧＩＳはオープンソースソフト
ウェアなので、国有林仕様のカ
スタマイズ版を作成する方法も
あるのではないでしょうか。

主題図作成機能

操作手順が多い、難しい、直感的でない。
例）ショートカットメニューなどで行いたい操
作を選んでもその機能は働かず、更に画面
上で右クリックして隠れたメニューを表示し
「新規作成」等を選択しなければならない。
（画面を見ても右クリックする必要があると
の情報はどこにもなく、マニュアルを見なけ
れば分からない。）

オルソ画像取り込み図面を重ねる時に、縦横比率を固定し
てでの拡大縮小できる機能。図上の（最低）２点を指示して
の位置・寸法合わせ機能。

グーグルアース

ＧｅｏｊＳＯＮ形式データの取り込み・作成・出力機能
地図ロイド（アンドロイド
用地図閲覧アプリ）

マウスポインタを合わせた地点の標高の表示

登録若しくはマウスポインタを合わせた地点の平面直角座
標（世界測地系、日本測地系）の表示

マウスポインタを画面上のショートカットメニューなどに重ね
たときに、吹き出しで、その機能が何なのか。等の簡単な補
足説明が欲しい。

A 週２～３回程度
A
B
D

伐採造林簿のCSVを取り込み、主伐間伐箇
所の表示

B
貸付台帳との連携（データが入っていない
ことが多い）

オルソ画像を２種類取り込めるようにして欲しい QGIS 傾斜区分図の作成

CS立体図の表示 標高データからの傾斜区分図作成機能 グーグルアース 衛星写真が新しい

傾斜区分図の表示 ＧＰＳの軌跡をまとめて管理する機能（表示、非表示） カシミール３Ｄ 国土地理院の歩道の確認

等高線と衛星写真で２画面並べて表示する機能

難しいと思うがグーグルアースの衛星写真を表示する機能

静岡森林管理署

伊豆森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 月に数回 B 伐採造林計画されている箇所の確認。 C
座標系のずれからくる、GeoTiff
画像と地図のずれを、位置移動
で容易にできることくらい。

ArcGISやQGISを使用したことがあり、その
操作性の方がよかったから。

機能というよりも、データ取得方式をshapeファイル＋属性
データにしてほしい。 ArcGIS

shapeファイルで好きなものを
表示させて、思い通りの地図を
作成できるから。国有林ＧＩＳで
は後から表示のチェックを外す
方式であるため何がどの図形
ファイルか分かりづらいものが
ある。

色づけ検索によるデータ収集
また、国有林ＧＩＳは、データが多くなると遅
くなることから、時々強制的に終わらせるこ
とがある。

国有林ＧＩＳは計画区のすべての地図データセットを立ち上
がりから起動してしまうので、それが遅くなる原因の一つで
はないかと考えられます。他のＧＩＳソフトのように表示させた
いshapeファイルをフォルダからその都度表示させる方法が
いいと思います。

（QGISを使えばいいではないかといわれそうですが。）

QGIS

また、フィーチャーの変更もや
りやすい。
（各フィーチャーの変更は計画
課在籍中にArcGISで実施して
いたことなので、現場ではあま
り実行することではないと思い
ますが。）

印刷使用するにしても、国有林ＧＩＳの初期
表示のデフォルトが基本図に近くないので、
なじみがなく結局基本図のコピーをＰＤＦ化
して使用している。

A 毎日

F
G、その
他（保安
林事務）

治山
・事業の計画、各種調査等で図上計測機能
を使用し、距離、高低差、勾配等を参考とし
て計測。
・踏査した現地のGPSデータを取り込み、林
小班位置を確認。

C

・選択した小班に係る帳票デー
タをデータウィンドウですぐ確認
でき、CSVファイルに出力でき
る。

・印刷のファイル出力で画像の解像度が選
択しているプリンタの解像度に追従する仕
様のため使いづらい。

・印刷のファイル出力で画像データの解像度をメニューのオ
プションか出力時にダイアログ画面を表示して直接dpi単位
で指定出来るようにしてもらいたい。

QGIS Ver2.8 ・データ形式、座標系の変換

保安林
・選択小班の調査簿や貸付使用等管理台
帳のデータを確認し、保安林の申請書類又
は協議書類の作成に利用。
・主題図の保安林区域図を利用して協議図
面を作成。

・外部からフリーデータとして小
班単位で簡単にデータを追加で
きる。

・データの出力形式がシェープファイルのみ
のため、地理院地図やグーグルアース等に
表示させようとする場合別ソフトでKML等に
変換する必要があるのが使いづらい。

・ほかのソフトと連携しやすくするため、データの外部データ
取り込みや出力形式にKML、JSON、Geopackage等のデータ
形式を追加してもらいたい。

・図面のジオリファレンス

A

月４～５回（収穫
調査復命書等確
認時はこれ以上
使用）

B

経営
・衛生写真と重ね合わせ、現地調査前に林
況確認を行う。
・収穫調査における、森林作業道等の搬出
路の検討材料として使用。

C
・GISデータ地図に、基本図や衛生画像を
重ねるとズレが生じること。

集計等としてのシステムも大事ですが、現場が本当に必要と
している、もっと現地の林況等の把握に活用できるようなシ
ステムを追加してほしい。

・エクセル等にGISデータを挿入（貼付け）す
ると縮尺が合わなくなる。（サイズの設定変
更が生じる。）

・搬出路（森林作業道）の自動作設化について
現在は線形を描けば、縦横断図等が確認できますが、起・終
点のみを設定すれば自動で最良な線形を描くシステムはで
きないものでしょうか。
（それに基づき現地踏査を行い、崩壊地等があれば手動で
線形変更を行うことができるようにもしてほしい。）

・アジア航測に赤色立体図データシステムの連携と活用につ
いて
前職時（放射性物質汚染対策センター）、避難準備区域内等
の地形を把握するため、アジア航測株式会社の「赤色立体
図データシステム」を活用し、避難準備区域等内の地形把握
等に利用しました。既設搬出路等がはっきりと確認できこと
から、GIS地図データに重ね合わせることにより搬出路作設
等に広く活用できることから導入していただきたい。

下越森林管理署村上支署

会津森林管理署南会津支署

会津森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

広島北部森林管理署 A

使うときは頻繁
に使う。使わな
いときでも週に１
回は使う。

B
C
D

無記入 無記入 無記入 無記入

京都大阪森林管理事務所 A 数ヶ月に1回

G、その
他
（位置の
確認）

国有林の位置、林小班の確認 C
基本図を取り出して確認するよ
り手軽

グーグルアースのようにweb上で簡単に使えるようなシステ
ムにしてほしい

技術普及課 A
2～3ヶ月に1回
程度

G 研修資料に付する図面の作成 E
上記資料の作成程度な作業内
容では特になし。

上記資料の作成程度な作業内容では特に
なし。

印刷機能がもっと充実すると良い。 なし

A ほぼ毎日 B
収穫調査復命書の付図や、森林官から報
告のあった道の修正の記入。

C
知ってさえいればとても多彩な
機能があり、細部まで要求に応
えてくれる。

あまり感覚的にはできていないので、ひた
すらマニュアルを読みながら操作を覚える
必要がある。私のように局研修で訓練した
人は十分に機能を活かすことができるが、
そうでない人は最低限の機能しか扱えてい
ない。

伐採方法を選択すると適応可能な小班が色づけされるよう
な機能があると嬉しい。計画の際や、伐採予定を立てる際に
用いる。

QGIS

計画や伐採予定を作成する際
に利用している。様々なレイ
ヤーを簡単に表示、保存でき
るのも魅力。今後は引き継ぎ
にも活用していこうと考えてい
る。

また、伝達研修も企画したが倫理研修等が
先行し、実施できていないのが現状。今
後、マニュアルをかみ砕いて署内に定期配
信しようかと考えてもいるが、まだ考えてい
る段階。

また、地図中に吹き出しのようなメモもつけられると引き継ぎ
もしやすくなる。

A
月２回、ただし、
マニュアル作成
時には週４回

G、その
他
（企画調
整）

・局バージョンのGISマニュアル作成。GISの
画面をコピーして貼り付ける。

B ・マニュアルが充実している。
・広範囲に表示したときや、外部地図を表
示してある程度範囲を広げたときに、画面
の切り替えが一時的に止まる時。

・図面・空中写真をGIS上に取込、位置合わせ（拡大縮小・変
形・異動・回転）が可能となる機能。
図面の場合、コピーした基本図に手書きで記入されたポイン
ト・ライン・ポリゴンをGIS上に取込、下図として表示させ、GIS
で線等にそって書き込むため。

QGIS
・シェープファイルデータを他
形式に変換する。

・利用者からの問合せに対して、自PC上で
再現してみる。その結果をヘルプへ問合せ
する。

・機能が絞られているため、覚え
る操作が少ないため。

・国有林GISに現在無い機能（他のソフトで
はある）で、あれば国有林GISだけで完了さ
せられる時。

　空中写真の場合、ホームページ上にあるデータの活用。
例、国土地理院が掲載している災害の空中写真等を取込こ
とで、国有林内の災害かどうか判断できる。また、おおよそ
の被害面積が計測できるため。

・国有林GISでは読み込めない
データの確認。

・使い慣れているため。

A 週１～２
B
D

図面の作成 C

作業道軌跡表示

面積距離計算

A 月２～３回程度 F

治山
・保安林の指定や解除、指定施業要件の変
更を行う箇所の区域の確認、衛星写真での
林況の確認、距離・面積の測定。

C
・森林調査簿情報が搭載されて
おりデータの確認ができる。

・国有林の地図データしか搭載されておら
ず、民有林の状況が確認できない。

・民有保安林を含めた保安林種別での区域表示。 ・QGIS

・所在、現在の状況、過去の状
況、標高等の情報、林況を確
認したいときに地図や衛星写
真がサクッと表示できる。

・基本図を表示することができ
る。

・背景データに基本図や衛星画像を表示す
ると動作が非常に遅くなり、地図の移動や
印刷に時間がかかる。又、時間がかかる。

・地質図 ・Google Earth

・民有地の建物等からの位置
関係を確認したりする際に民
有地の状況を確認することが
できる。

・計画樹立後の地図データの更新には期間
がかかることから更新されるまでは使えな
い。

・所在（市町村字） ・国土地理院地図

・大規模災害が発生した際や、
様々な機関からの情報掲載が
されており、被災状況の把握
等に役立つ。外部との情報共
有がしやすい。

・多くのデータをGIS上に表示した場合、印
刷やファイル出力が正常にできない。作成
ファイルのサイズを指定できない、容量が
大きい。

・保安林手続の図面作成のためラインや記
号を挿入したいが、自由度が低いため作成
できない。また、Ａ１、Ａ０サイズでのＰＤＦ出
力ができないため使えない。

・確認したいときにサクッと表示ができな
い。目的の衛星写真を表示するまでに表示
に時間がかかる。

島根森林管理署

企画調整課

岡山森林管理署

治山課
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 年５回程度 F 山地災害箇所の確認等 B 作成した凡例の保存

既存の凡例の分類(どの線か解りにくい)

A 週に２～３回
B
C
D

森林官なので、造林等の復命書作成のた
めの図面作成や距離・面積測定。収穫調査
復命のため、モバイルマッパーから標準地
や区域のデータを取り込んで図面作成や面
積計測に利用。

E
グーグルマップのような衛星写真が、操作負荷をあまり感じ
る事無く、見られると便利。

小班が複雑な場所では、GISを使って、小班
の場所や調査簿情報を確認。

最近は、大規模な台風被害が発生したので
航空写真を入手し、災害区域や面積を特
定。

広島森林管理署 A 平均月2，3日 F
国有林の確認。渓流の確認。集水面積の確
認。

E

A
平均して週に2-
3回程度使用し
ている。

A
B
C
D

該当なし
管理：位置図（実測図）・復命書等の作成に
利用

B
各情報を取捨選択し表示及び
出力できるので足取り図として
使用しやすい。

基本図にあるようにGIS版の図面に境界標
識の番号を表示、官行造林の調査簿情報・
標高・境界標識番号などデータを入れて欲
しい。必要な情報をGISで確認及び出力出
来れば足取り図として使いやすいため。

№８とかぶるが、国有林の境界標識番号の表示、官行造林
の調査簿情報・標高・境界標識番号などデータを入れて欲し
い。必要な情報をGISで確認及び出力出来れば現場踏査等
の足取り図として使いやすいため。

経営：位置図（実測図）・復命書等の作成に
利用

育成：位置図（実測図）・復命書等の作成に
利用

兵庫森林管理署 B
直接業務に関係な
い為

E

京都大阪森林管理事務所 B

担当業務が総務で
あるため、業務でど
うしても必要となる機
会が少ない。

B 図上計測機能など、便利。
レイヤーをどんどん重ねていくと、動きが遅
くなる。

民地の等高線データが、国有林地図データのようにＣＤから
取り込めれば、簡単で助かります。

GISソフトウェアかどうか
わからないが、地理院地
図。

通勤距離の算定に利用。国有
林GISでは、国有林以外の地
図情報がほとんどないから

治山課

京都大阪森林管理事務所

山口森林管理事務所
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週3，4日

A
B
C
D
E
F

森林官 B
・図面塗り分け、作図、修正、複
製、データ共有が容易。

・データの共有等ができない。線形や区域
など。

・ユーザーエリア編集の選択肢に凡例を表示してほしい。つ
いでにそこで凡例の変更も出来るとなお良い。

G、その
他（図面
作成全
般、林
況確
認、ＧＰ
Ｓ踏査
データ
取り込
み、調
査簿伐
造簿等
参照外）

境界、事業予定地等区域、現地確認に航空
写真を使用

・測量成果の取り込み、修正が
容易。

・衛星画像が区域とずれているところなど
を、10ｍ程度補正したいが、出来ない。

・データ共有出来るようにデータ共有用のユーザーエリアを
追加してほしい。

測量データ入力、面積計算、図上反映、編
集、図面作成

・プラニメーターなどより図上計
測が容易で、あとで確認がしや
すい。

・測量成果入力シートの操作性が悪い。コ
ピペ出来ない。

・編集や計測のトレース機能について、たまにかなり広範囲
に脱線するので、やり直しが面倒。一度にトレース出来る延
長を制限するなどして、修正を容易にして欲しい。

作業道線形、歩行区域確認等ＧＰＳ軌跡
データ取り込み

・動作遅い。たまにフリーズする。 ・基本図データはもう少し軽くしてほしい。

基本図をコピー機に挟むと傷むので、ＧＩＳ
から基本図印刷

・印刷が白紙になる。プレビューどおりに印
刷されない。

・区域の色づけに外周塗りがあるが、区域の外側も塗る。内
側のみを塗るように設定し直して欲しい。

事業予定地報告等はすべてＧＩＳで作成。図
面をＰＤＦ印刷して再加工出来るので便利

・測量データの入力シートを普通のエクセルで出来るようにし
て欲しい。修正、編集が容易になるように。

・測量データの修正の再、選択中の側量線がわかるように色
替えしてほしい。現在は細かい測量線が入り組んでいると、
選択しているのがどれかわからなくなる。

・メッシュ幅を入力して作成、移動、回転出来る１ｋｍ四方くら
いの方眼紙のようなフィルターを図上で操作出来るようにし
て欲しい。複層伐の伐区設定等に使用する。現在は測量
データでストライプ模様を作成し、図上で計画伐区の複層伐
帯の計画をしているが、幅や角度の変更に手間がかかるの
で、簡素に出来るようにして欲しい。

・２５ｍメッシュのフィルターがあれば、平均集材距離算出に
使える。

・衛星画像が区域とずれているところなどを、10ｍ程度補正
出来るようにしてほしい。図上計測がやりやすくなる。

岡山森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

B 他のＧＩＳを使用 C なし
〇地図データ（図形情報、属性情報）のネッ
トワーク共有ができない

〇地図データのクラウド化による共有機能 QGIS
〇空間演算処理（ポリゴンの
結合、融合、抽出等）が利用可
能

〇外部との地図データのやり取りができな
い（形式が違う）

〇ジオリファレンス機能
〇地図データのネットワーク共
有が可能

〇地図情報や属性情報の編集が不可能
（閲覧のみ）

〇他のＧＩＳとのデータのやり
取りが容易

〇ｓｈｐファイル属性情報のラベル表示機能
が弱い

〇民有林の森林ＧＩＳとの連携
が容易

〇関数を用いた計算式によ
り、詳細な検索、抽出、分析が
可能

〇地図データの編集が可能

石川森林管理署 B

民有林直轄治山事
業を担当していた期
間があり、使う機会
がなかった。また、
施業実施計画図、基
本図等を使用してい
れば業務に支障が
なかったため。

E 民有林直轄治山事業地のデータも追加してほしい。

A 月２～３回程度 B 主に森林計画編成で使用。 B

はじめて触った人でもツール
バーや横に表示されるタブをみ
れば国有林野職員が使用する
上で必要なことは大体できるの
で、他GISよりは使いやすくなっ
ていると思います。

・KMLの入出力機能の追加。 QGIS
個人的にはQGISはKMLを
シェープファイルに変換する際
に使用。

・小班内の広葉樹化した区域を分割する際
に、グーグルアースで確認し、区域のポリゴ
ンを作成→KMLで出力→QGISでシェープ
ファイルに変換→国有林GISに取り込む→
印刷して基本図に写す。

ただ、背景に基本図を取り込ん
だ際に動きが遅く、他GISのよう
な操作性（背景に複数枚の衛星
画像や容量が大きいpdfを載せ
ても動きが遅くならない、地理院
地図を載せられる、広範囲の計
画区を表示させる、印刷範囲の
指定がカーソルでできる、KML
やSIMAのような色んな形式の
データを取り込める等）には乏し
いと感じます。

ただ、背景に基本図を取り込んだ際に動き
が遅く、他GISのような操作性（背景に複数
枚の衛星画像や容量が大きいpdfを載せて
も動きが遅くならない、地理院地図を載せら
れる、広範囲の計画区を表示させる、印刷
範囲の指定がカーソルでできる、KMLや
SIMAのような色んな形式のデータを取り込
める等）には乏しいと感じます。

現在空中写真や衛星画像を載せると重くなるため、グーグル
アースを使用して現地確認することが多く、現在局の企画調
整課が作成した各森林計画区の小班区画のKMLを共有して
もらい使用しています。

ArcGIS

当課では、ArcGISを基本図作
成以外に、災害発生箇所の区
域面積を調べる際や、各小班
の林道からの距離を調べる際
などに使用。

・グーグルアースで林道位置を確認し修正
する場合も上記と同様にKMLで出力し、
QGISを返して国有林GISに取り込み利用し
ています。

自分でKMLを出力できれば、局の作成を待たずにすみ、また
グーグルアース上で作成したポリゴンを他GISでシェープファ
イルに変換する手間が省けます。

計画保全部

石川森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週に2～3回 D 資源活用 C
・作成した図形の色分けが可能
な点

・使用しているパソコンのスペックが関係す
るが、操作の反応速度が遅く、ストレスを感
じる。

・生産予定箇所の図面作成
・距離計測測定結果（凡例）の位置移動手
順が手間に感じる。

・森林作業道予定路網の距離算出

・保安林、自然公園関係協議用の図面作成

・GPS機能付きカメラで撮影した写真の整理

A 週１回程度
B
C

経営
・収穫調査時の踏査用図面や復命書添付
図面として使用。
・次年度以降の収穫箇所を表示させて使
用。

C
・使い込んでいないこともあるが、なれない
横文字を使用していることから、直感的に
使用できない。

立体化（３D化）
・森林作業道などの線形や木材搬出用架線予定箇所の事
前検討。

Google Earth
衛星写真が３D化されているた
め、林況等が把握しやすいか
ら。

育成
・次年度の造林事業地を検討するため、検
索機能を活用し、例えば10～15年生の除伐
候補地の林分を抽出する。

・カテゴリで不要な地図標記を消す場合、時
間が掛かる。

兵庫森林管理署

福井森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 月に数回

G、その
他
（オルソ
画像の
確認）

山腹崩壊、分収育林、生産予定箇所などを
ドローンで撮影し、オルソ画像を作成したも
のを国有林GISで表示させて位置などの確
認に使用

E
流域単位でしか国有林の表示ができない
ため、森林事務所単位とか細分で表示でき
るようにしてもらいたい。

オルソ画像を表示させると重たくなって動かなくなるので、基
礎データを林班単位、森林事務所単位で表示できる機能。

QGIS
オルソ画像から平面図などを
作成するために使用

民有林の地図データもデフォルトで表示で
きるように。

民有林の等高線データも共有化して、使用できるように。

A 週2～3日程度 D ・オルソ画像（ドローン）の取り込み。 E
・様々なデータでの条件検索や
その抽出、図面への表示など。

・データ量が多い画面を印刷やファイル保
存が出来ない。

・下図として施行実施計画図を選べるようにして頂きたい。
　国有林GISの1/20000図より使用頻度が高い。また、任意
で印刷範囲を指定出来るため効率的である。

・路網予定線の計画、区域面積の計算。
・基本図のデータが重すぎる。基本図だけ
の表示でA3印刷及びファイル保存するだけ
で不具合が発生する。

・森林作業道の作図モード拡張においてカーソルに合わせて
距離や勾配が表示されるようにして欲しい。

・基本図の印刷や林小班区画線の入ったオ
ルソ画像の保存及び印刷。

・作図モードの拡張が使いづらい。
・表示カテゴリの保存などレイヤ管理の個人設定を出来るよ
うにしてもらいたい。表示カテゴリのを探して表示非表示を選
択するのに手間がかかる。

A 週１～３

G、その
他
（これま
での担
当業務
では、A
～Dで使
用　）

ほぼ基本図の代替 E 林班検索
画像処理、描画速度が遅い（PCの能力に
よるものか？）

レイヤーの追加・削除・切替え・入替え、透過率変更 GISソフトではないが、
基本図の情報が古い、間違っ
ている

各業務用位置図、実測図、計画図の作成 森林データ検索 Web上の衛星画像等の利用ができない ネットワーク接続によるデータの自動更新 GoogleEarth 現地と合致しない

事業区域の確認（オルソ画像を貼り付け進
捗状況等）

基本図の印刷 情報の更新が遅い アドオンの作成と追加（QGISのプラグインのイメージ） BaseCamp
操作方法が難しい（文書作成
は使い慣れたソフトを使用）

隣接民有林の確認（地番、地権者等の確
認）

境界点に位置座標がない 作画、Excel表等の貼り付け 国土地理院地図

操作、表示が視覚的でない
（GoogleEarthはGIS風に使用、
林小班データや３D表示が可
能）

境界標の位置の確認 J-Mappleの編集ができない 国有林野境界座標で境界点を登録 Ho_CAD Pao

イコノス衛星写真は10年以上
更新されない（Googleは5年
前、アップルは2年前の衛星写
真）

林道、歩道、作業道の位置確認 等高線が国土地理院図と異なる
造林沿革簿との連携（リモートセンシングや形状判断で樹種
界等が解るようにしてほしい）

花子

公図を重ねられない 過去の資産（航空写真等）のデータ化と連携

レイヤーの操作ができない

林小班界、林道等が現地と違う（修正でき
るが局のマスターに反映されない）

徳島森林管理署

愛媛森林管理署

愛媛森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週1回程度
B
C
D

・現場業務においてGPSを携帯しており、収
穫調査位置や事業区域の標示、事業の進
捗状況把握等で、GPSデータの取込及び作
成に使用している。

C

・現場業務においてGPSを携帯
しており、収穫調査位置や事業
区域の標示、事業の進捗状況
把握等で、GPSデータの取込及
び作成に使用している。

・帳簿情報を活用したいが、理解できていな
いため機能を最大限使えていない。使用方
法のヘルプ機能があればいい。

・設定した区域の色や線種の変更、テキストボックスの作成
が容易にできる作図機能の充実。

・図面上で任意に設定した区域のおおよそ
の面積を知りたいときに使用している。

・図面上で任意に設定した区域
のおおよその面積を知りたいと
きに使用している。・緊急連絡等
の書類で必要な北緯東経がす
ぐに調べることができる。

・小班全体の色等の変更はできるが、任意
の区域を作成した際（図上計測）に色等の
変更ができず書類用の作図ができない。可
能なのかもしれないが使い方がわからない
ため、JPEGデータで保存し他のソフトに貼
り付け作成している。

・№8に記載した問題点の改善。

・任意の縮尺で必要な箇所の図
面が印刷でき、データ保存がで
きる。

・カテゴリ欄が複雑。チェックボックスを変更
しない項目は非表示にしたい。

・可能であれば他ソフトの連動。（グーグル等の衛生画像を
GIS上に表示etc.）

・おおよその図上距離や面積の
計測が容易にできる。

・境界番号を表示したいが、境界のデータ
取込がわからず基本図を使用している。

・スクロールバーによる移動が使いづらい。

・ソフトのアップデートや最新の地図データ
が手元に届くまで時間がかかる。

・衛生画像が分割されているため取込む際
に手間がかかる。別ファイルから取込では
なくボタンひとつで簡潔に表示できないの
か。

・衛生画像を表示させると動作が遅くなるた
め、衛生画像は使用せずに他ソフトの航空
写真を確認している。

A 週１、２回程度

B
C
D
E

・収穫調査や区域付けをした際にGPS上で
取ったポイントや軌跡をGISの図面に落と
し、その図面を印刷し、スキャンして国有林
基本図(1/5000)に透写している。

C
・森林調査簿が瞬時に見ること
ができる。

・国有林だけじゃなく隣接している民有林の
データ（等高線のみでも可）があると新設の
作業道を計画する際に役立つ。

・GPSデータ作成(線)で書いた軌跡を移動は出来るが修正は
出来ないので修正できるようにしてほしい。またその際点と
点の間に点を追加若しくは点の削除ができるようにしてほし
い。

グーグルアース、

・グーグルアースは衛星画像
が綺麗で過去の画像を見るこ
とが出来る。また、軌跡を簡易
に書くことが出来る。

・縦断図があるのは分かり易
い。

・凡例の色やサイズを変更したい時に項目
が多すぎる。探し辛い。

・国有林内にある介在地にその地主のデータを入れてほしい
（名前のみでも可）。

BaseCamp

・BaseCampはグーグルアース
で書いた軌跡(kmlファイル)を
GPXファイルに変換する際に
使用している。

・印刷画面でタイトルを入れた際、タイトルを自由に移動出来
るようにしてほしい。

・新規貸し付け箇所が発生した場合適宜入力出来るようにし
てほしい。

愛媛森林管理署 A 週3日程度
B
D
E

図面の作成、面積・距離の計測等 C 操作が簡単 凡例の編集が見づらい 境界番号の表示

四万十森林管理署 A
年に５～６回程
度

B
・境界の距離や樹種の面積を計測するため
に使用する。

B
・思った通りに操作でき、正確に
計測することが出来るから。

・特になし。 ・特になし。

A 週に三回程度
B
C
D

区域の確認 B
調査簿等のデータが入っている
ので、検索性や、抽出したデー
タの確認ができること。

画像データを取り込んで参照すると、動作
が遅くなる。

民有地の標高のデータがあると、民国連携の作業道の作成
をを考えたときに全体が見れ、現地確認のルートが立てやす
いのではないか、

グーグルアース

グーグルアースは国有林以外
の山も見られるため、軌跡を作
り、KMLに保存し、ベースキャ
ンプに取り込みGPXに返還後
GPSに取り込み、現地での確
認を行っている。

面積・距離の計測
紙データでの確認よりも早くほし
いデータが見つかる

画像データではなく、ベクターデータで描画
できると動作も遅くならないのではないか

民有地のデータ（国土地理院の画像）は画像データではな
く、ベクターデータで描画できると動作も遅くならないのでは
ないかと考える

ガーミンベースキャンプ

GPSで保存したポイント情報を
ベースキャンプで参照してい
る、GPSがガーミンなので、
ベースキャンプのソフトのほう
が使いやすいため

高低差の確認
業務実行箇所の調査簿データを
抽出して図面の確認と調査簿の
確認が一度に行える

KMLの拡張子を取り込めるようにしてほしい
（グーグルアースで軌跡を作成しているため、KMLデータを
国有林野GISで参照しようとするとKMLからGPXに変換の必
要があるため）

ベースキャンプには国有林野
GISの林小班情報や林道の
データをKMLに変換したデータ
を取り込み、ベースキャンプ場
で国有林の林班界がわかるよ
うにしている

愛媛森林管理署

愛媛森林管理署

愛媛森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A
使えないソフト
（後述）なので、
月１回程度

G
とりあえず場所が分かれば良い等、図面に
質を求めない場合の図面出力に使います。
業務のほとんどにQgisを使っています。

D
正直、使いやすい点は皆無に等
しいです。

・動作速度が遅い

機能を追加する等、今の国有林GISをアレンジするくらいであ
れば、市販のソフト（例えば、ArcGIS）を導入する、あるい
は、フリーソフト（例えば、Qgis）を使っていけばよいと思う。国
有林GISはビューワー的ソフトであり、本来の意味でのGISソ
フトではない。国有林GISは本当に使えない。

QGIS（ほぼ毎日）

・フリーデータ（例えば、国土数
値情報、基盤地図情報）を追
加して、好みの色使い等で表
示できるほか、国有林のシェー
プファイルも自由に編集できる
（例えば、林道の線形が現地と
合わない場合が多々あるが、
修正をかける等）

・プリデータの編集機能が無い Google Earth pro（週1）
・ベクタ解析のみならず、ラスタ
解析も行える

・色使い・フォント等のアレンジが利かない SAGA GIS（月1）
・目的に応じて多様な図面を作
成できる

・複数の流域を同時に表示できない 地理院地図（月1）
・Google EarthやGPS端末に取
り込むデータを自由に作れる

・シェープファイルの表示をアレンジできな
い

・Qgisを使用するメンバーで
データを共有できる

・kml等の多様な拡張子が使えない
・プラグインで機能を拡張でき
る

・解析機能が乏しい　　　ほか多数

A
事務を行うとき
は、ほぼ使用し
ている。

A
B
C
D

航空写真による林況の確認 B
簡易的に距離や面積が出せる
ので便利である

測量成果の図面の微調整（移動）が１度し
かできないため、面倒である

測量の旧成果呼び込みでも、図面に測点が出るようにして
欲しい

各事業の測量成果の計算、測量図面の作成

簡易な距離、面積、傾斜の算出

A 週２日程度
A
B
C

管理…貸付等の図面の作成 B 検索機能がある 国有林の地図しかない 民有林の地図データ

経営…次期編成計画の抽出 面積・距離の計測が出来る 衛星写真を取り込むと動作が遅くなる 最新の衛星写真

育成…造林事業の図面作成

A 週１～２回程度
D
E
F

現場業務に際、位置情報が必要な場合の
みに使用しているが、航空写真の更新が無
く画質も低いためグーグルアース、QGISの
方が使用頻度としては高い。

A
造林沿革簿等と連携されている
ため、必要な情報が取得でき
る。

林道等は、基本図で表記してある林道と殆
ど変わらないがGPSで取得した位置と３０ｍ
から４０ｍ程度ズレておりポイント情報等を
修正する必要があり使いづらい。
基本図の林道の表示は、位置がズレてい
るので国土地理院地図を基本とした表示を
して欲しい。

○空中写真の更新頻度と画質が低いため、グーグルマップ
の空中写真と連携出来るようにしてほしい。

○QGIS

QGIS
○最新の空中写真が取得出
来るほか、国土地理院地図と
国有林地図が併合出来るため
対外者の説明に利用してい
る。

○基本図、外部地図では特に案内図等に必要な表記がない
ので対外者が見てわかりやすい様、QGISの様なネットワー
クで国土地理院地図等を取得出来るような機能を追加して
欲しい。

○Google Earth

グーグルアース
○最新の空中写真が取得出
来る、国有林地図との併合が
できるため活用型の踏査の事
前調査に利用している。

○業務で使用する場合、国有林GISが日本測地系で作業す
ることになるため基本図等の林道がGPSと比較して誤差が
生じ正確な図面等が作成できない。世界測地系への統一と
国土地理院地図を基本に表示して欲しい。

北薩森林管理署 A 月2～3回
B
D

必要なデータを個々作成し、それを取り込
み伐採指定箇所や生産事業箇所の履歴確
認及び予定箇所を図示化して検討資料や
添付資料等として活用している。

B

国有林GISに代わるものが外に
ないから。

印刷が思いどおりにいかないことが多々あ
る。(PCに問題あり？)

大隅森林管理署

宮崎森林管理署

北薩森林管理署

北薩森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A 週３日程度

A
B
C
D

契約図面及び現地確認時の資料等の作成 B
ハンディGPS等のデータを基本
図へ投影できる

GPSデータの削除の際に一括で消去されて
しまう

経営計画編成のため各自において貸付・収穫調査・林道新
設などの実態データを登録でき使用者が交代した後もデー
タを利活用できる

条件検索などにより次期計画を
立てやすい

一時データの作成時（面積計算やGPSデー
タ等）に自動でなのか保存されてしまう

適切な検索方法等が手探りで時間がかか
る

資源活用課 B 業務に使用する必要がないため。 E

A 月２～３回程度 B
計画編成作業に伴う小班区画の確認作業
等

B 違和感なく使用できている 場所により誤差を感じることがある。
データの共有が簡易な操作でできるようにしてもらいたい。
ArcGISとの属性情報、シェープファイル出力等

ArcGIS
基本図作成のためArcGISを使
用している。

QGIS

B

・ＱＧＩＳを利用するよ
うになり、国有林ＧＩＳ
より優れた機能性と
利便性から国有林Ｇ
ＩＳを利用しなくなっ
た。

D
・国有林ＧＩＳ上では、図面作成（実測図を
挿入する）等に活用できない。

・図面作成が出来る機能 QGIS

ＱＧＩＳ以上の利便性や機能性
が追加されない限り、国有林Ｇ
ＩＳを今後利用するつもりはな
い。

・ＧＩＳ上に実際にはない道路等が入ってい
るが、容易に消すことが出来ない。

・小班区画や道路形状などの修正

・簡単に衛星画像などを追加

A
２ヶ月に３回程
度

G
・調査区域等の情報
確認

B
・調査区等の図面作成が容易に
作成できる

・そこまで理解できていない

・ＪＰＳを利用した目
的地への到達

・目的地への到達が可能である
(図面への挿入等)

・調査区の図面作成
等

北薩森林管理署 A 週に１回程度
B
C

図面作成と距離・面積の算定 B マウスの操作性が良いこと

A G ・希少種の位置情報の登録 C

Ａｒｃｇｉｓでは作図が面倒なので、
国有林ＧＩＳでライン等を作図し
シェープファイルを作成しＡｒｃｇｉｓ
で使用している

主に、Ａｒｃｇｉｓを使用しているので、いろん
な面で国有林ＧＩＳは劣ると思う。
たとえば、アイコンやラインの色や線種の変
更が面倒。
ファイルクリックでシステムが立ち上がらな
い。

国有林ＧＩＳのファイルをクリックすることでシステムが起動す
るようにしてほしい。
閲覧ビュワーのみの機能も欲しい。
（詳しい人が作図したファイルをビュワーだけ行うシステム）
アイコン（シンボル）の作成機能
属性値に応じて色分けやドット密度表示、チャート表示、複
数属性表示。
属性値（フィールド）の変更修正追加削除
シェープファイルのエディタ機能（編集変更）
画像データの位置合わせ機能
（ドローンで撮影した画像を、位置合わせして表示する）
印刷での概観図の追加機能

ArcGIS
操作性、機能性、汎用性、利
便性、すべてが国有林ＧＩＳよ
り優れている。

・モニタリング箇所や試験地箇所の位置表
示等

・シカワナ設置箇所の位置表示

・登山道、歩道等の位置作成

A
ほぼ日々の業務
で活用している。

B
C
E

・ＧＰＳで登録した地点で測量（面積計算） C ・林分状況がわかる。
・動きが遅い（Google earthくらいの動きが
欲しい）

・３Ｄ機能を追加して欲しい。 ・カシミール３Ｄ

・ＧＩＳ上で線引きし、ＧＰＳへ転送 ・境界管理ができる。 ・追加機能ではないが、空中写真を最新版にして欲しい。
・Google earth（林小班重ね図
あり）

・境界確認
・コンパス測量の結果をもっと容易に入力、貼り付ける機能
を追加して欲しい。

・林分確認

鹿児島森林管理署

計画保全部

宮崎森林管理署

西表森林生態系保全セン
ター

屋久島森林生態系保全セン
ター

北薩森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

A ほぼ毎日

A
B
C
D
F

区域の確認、面積の計算、書類の作成（位
置図、実測図、搬出系統図）等

C
基本図、衛生画像等を表示すると動作が遅
くなる。

ｇｐｓデータの表示を単純な点などに変更してほしい。 なし

データテーブルをコピー、ペースト可能にしてほしい

A

A
B
C
D
E
F
G、その
他（民国
連携）

民有林との連携
作業道、林道との接続等

D
１　基本図と連動しておらず、基本図の整
理は手書きで記入している。（無駄な作業を
している。）

グーグルアースプロとの連携（背景） QGIS

１　九州本局にはArcGISが導
入されているが、予算の都合
上、署には導入されていない
ため

２　民有林データ、等高線を入れた場合、処
理速度が遅くなる。

ＱGISと同等程度の処理速度の速さ、 グーグルアースプロ
２　国有林ＧＩＳには民国連携
対応したデータ活用のマニュア
ルが整備されていないため

３　民有林データを入れた場合、色づけが
完全にはできない。

ＱGIS、グーグルアースプロの操作に対応した画面の切り替
え

３　佐賀県・自治体でArcGISを
使用しているため　　（自治体
は国有林GISを知らないため）

４　空中写真の解像度が荒い 応用ができるレイヤーの表示とマニュアル

４　民有林への情報提供する
には、QGISしかなかったため
（主伐再造林のデータ及び7月
豪雨の国有林～民有地災害
箇所の報告等）

５　背景にグーグルアース、マップが表示で
きない

GPX、ｋｍｌ、ｓｈｐファイルの相互変換、加工
５　フリーソフトがインストール
可能とわかったため。（QGIS、
グーグルアースプロ）

６　測量、写真等のデータ管理が定められ
ておらず、森林官等で作成したデータは一
人限りで消去されている。
地図データを取込む際、時間がかかる。

KMLファイルの表示
６　前年度の衛星画像が見れ
るため

民有林データの活用マニュアル
７　災害発生時点の衛星写真
が詳細にわかるため（グーグ
ルアースプロ）

測量データの一括管理
８　収穫調査、事前踏査のた
め、崩壊地等、過去の衛星画
像が把握できるため

地理院地図KMLデータの使用
９　国土地理院地図KMLデー
タを使用したいため

レーザーデータの活用マニュアル

１０　過去の空中写真、地図等
が簡単に貼り付けられるため
（イメージオーバーレイの活
用）

１１　ドローンを飛ばす前の民
有地等周辺の事前情報を把握
したいため。

１２　ドローンの空撮する場合
の１５０ｍ上空のフライトをシュ
ミレートするため。（動画メー
カー等）

１３　官行造林の現況を知りた
いため（イメージオーバーレイ
の活用）
１４　前生樹、皆伐前の現況を
調査したいため。（治山、林道
工事、作業道箇所の再確認
等）

北薩森林管理署

佐賀森林管理署
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全アンケート結果

署・部 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11

- B G
総務グループなの
で、使う機会が無
い。

C
操作が細かい。もっと簡易な操作にしてもら
いたい。

A 非常にまれ。
B
C
D

調査地の確認。 D 林小班境が表示される。
等高線、下図表示時に表示倍率の変更に
時間がかかる。

小班の林分データの表示。 GoogleEarth
衛星写真が最新の物からある
程度過去の物まで見られる。

下図機能のみでの基本図の印刷。 等高線が表示される。
積雪時、落葉時等の衛星写真
が見れる可能性が有る。

下図機能を利用した航空写真の印刷。
1/1000等任意の縮尺にて印刷
出来る。

境界遠望箇所よりの地上から
の画像も見られる。

図上計測＞距離計測（軌跡）＞縦断図　に
て高低差の計測。

-
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アジア航測株式会社 

 

ヒアリング当日について 

～平成 30年度国有林野事業における GIS活用促進検討業務～ 

 

■タイムスケジュール■ 

13時 00分 アジア航測が森林管理局に訪問 

13時 30分 ヒアリング開始 

14時 50分～15時 20分 休憩 

16時 30分 ヒアリング終了 

 

■参考資料■ 

資料１： 事前アンケート用紙（回答は１月１５日に締め切りました。） 

資料２： アンケート結果について（一部抜粋） 

資料３： GISを利用した新規技術資料 

 

■確認事項■ 

 回答方式は、幅広い意見を聞くため、アジア航測からの指名制を想定しています。一

部の質問に関しましては、挙手による回答をお願いいたします。 

 

■ヒアリングの流れ■ 

１．はじめに 

参加者につきまして、自己紹介をお願いします。 

一人１分程度で、名前と所属、勤続年数や普段の業務についてお話しください。 

 

２．国有林 GISの利用状況 

局における GISに対する認識、国有林 GIS の利用頻度や利用する業務について、ヒア

リングを行います。 

 

３．現状の国有林 GISの利用について 

国有林 GISを利用する上での利点や欠点について、ヒアリングを行います。 

 事前アンケート（資料１）に回答いただいた方には、回答内容を確認したうえで

質問させていただきます。 

 事前アンケートに回答いただいていない方は、国有林 GIS の具体的な利用と、利

用する上での利点と欠点について、お話しいただければと思います。 

  



４．他に利用している GISソフトウェアについて 

国有林 GIS 以外に利用している GIS ソフトウェアについて、以下の項目についてヒア

リングを行います。 

 国有林 GIS以外に利用する GISソフトウェアについて 

 他 GISソフトウェアで行う作業や解析内容 

 国有林 GISに変わる GISソフトウェアがあるか 

 他の GIS ソフトウェアに変わった場合に、想定される現場のメリット・デメリッ

トについて 

 

５．今後 GIS活用が見込まれている業務範囲の抽出 

GISを利用した新規技術などについて、アジア航測から紹介させていただきます。 

その後、現在及び将来で、GISの活用が見込まれる業務等について、ヒアリングを行い

ます。 

 

６．その他 

その他、普段の業務で GIS を含めて気になること等ありましたら、お話しいただけれ

ばと思います。 

 

 

以上 
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アンケート結果について（一部抜粋） 

～平成 30年度国有林野事業における GIS 活用促進検討業務～ 

 

 

本資料は、今年度 12月から 1月に実施された「国有林 GIS の活用状況についてのアンケート」について、回答結果をまとめたものである。 

今回のアンケートは 117名から回答を頂き、その局区分は以下の通りである。 
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No.1 国有林 GISを普段の業務に利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 No.1で利用すると回答した場合、国有林 GISの利用頻度を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88% 

12% 

A

B

15% 

48% 

28% 

9% 

ほぼ毎日 

週１回以上 

1ヶ月に1回以上 

年1回以上 

No.4　国有林GISを利用しない理由を教えてください。（一部抜粋）

他のGISソフトウェアを利用しているため

機能が少ない、動作が重いなどの機能や操作性の問題から

現在の業務に不要のため
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No.3 No.1で利用すると回答した場合、国有林 GISを利用する主な業務を教えてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11% 

28% 

17% 

18% 

9% 

7% 

10% 
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No.5 具体的に国有林 GISをどのように使用するか教えてください。 

 

242 の意見を頂き、計画立案のための活用方法が多くみられた。また、調査・測定データの取り込みとしての利用や、現地の事前確認のための地図閲覧な

ど、機能としての利用があげられた。 

以下頂いた回答の一部抜粋である。 

 

計
画
立
案 

収穫調査における、森林作業道等の搬出路の検討材料として使用。 

森林計画の策定に際する林道密度の把握 

立木公売の評定（搬出計画の作成）で、林地傾斜を算出するために使用。 

新
規
デ
ー
タ
作
成 

希少種の位置情報の登録 

オルソ画像（ドローン）の取り込み。 

伐採造林簿の CSVを取り込み、主伐間伐箇所の表示 

収穫調査や区域付けをした際に GPS上で取ったポイントや軌跡を GISの図面に落とし、その図面を印刷し、スキャンして国有林基本図(1/5000)に透写している。 

GNSS端末で取得した位置情報等の確認 

ケーブルクレーン支間長と縦断面図の作成 

地
図
閲
覧 

地図・衛星写真の確認 

山地災害箇所の確認等 

航空写真による林況の確認 

林道計画と伐採関係の比較 

距離計測・面積計測 

資
料
作
成 

保安林協議に使用する位置図兼協議図の作成。 

GISマニュアル作成（研修用など）のため使用 

資料や報告書のための図面作成 
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No.6 国有林 GISの操作性を教えてください。（全員回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3% 

33% 

33% 

15% 

15% 

1% 

A

B

C

D

E

無記入 
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No.7 国有林 GISで「使いやすい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自由に回答ください。 

 

156 の意見を頂き、そのうち機能性の高さについての回答が 89件あった。機能の高さについては、林小班の検索機能、色付け機能、計測機能（距離・面積・

断面積）に関する回答が多くみられた。その他、造林計画などの調査簿データが搭載されていることが便利という回答がみられた。 

以下頂いた回答の一部抜粋である。 

 

操
作
性 

GIS作業の得手・不得手がまちまちな全国の職員が使用することを考慮すれば、国有林 GISの持つこのメリットは大きいと考えている。 

座標系のずれからくる、GeoTiff画像と地図のずれを、位置移動で容易にできる。 

図面塗り分け、作図、修正、複製、データ共有が容易。 

はじめて触った人でもツールバーや横に表示されるタブをみれば国有林野職員が使用する上で必要なことは大体できる。 

マニュアルが充実している。 

機
能
性 

周囲、林地傾斜などの計測が容易であること。 

距離計測・面積計測におけるトレース機能は便利。 

任意の林小班の図面を任意の縮尺で印刷・出力できること 

林小班を検索・指定すると、面積や平均傾斜角等がすぐに分かること。 

林小班位置検索により、スムーズに検索ができる。 

条件検索や色つけ検索で、複雑な条件設定でも対応出来る 

操作性が良く、思い通りの図面等の作成が出来る 

造林沿革簿等と連携されているため、必要な情報が取得できる。 

知ってさえいればとても多彩な機能があり、細部まで要求に応えてくれる。 

計画編成時、検討箇所をリストアップした CSVファイルを取り込めたので楽だった。 

現場業務において GPSを携帯しており、収穫調査位置や事業区域の標示、事業の進捗状況把握等で、GPSデータの取込及び作成に使用している。 

選択した小班に係る帳票データをデータウィンドウですぐ確認でき、CSV ファイルに出力できる。 

  



7 

 

No.8 国有林 GISで「使いにくい」と感じることがあれば、そう感じる理由を自由に回答ください。 

 

245 の意見を頂き、機能性と「使いづらい」などの操作性に関する回答が約半数の 130件、処理速度の遅さに関する回答が 50件であった。また、搭載デー

タが国有林のデータに限られており、民有林のデータを搭載してほしいという意見も見られた。 

以下頂いた回答の一部抜粋である。 

 

機
能
性 

国有林 GISに現在無い機能（他のソフトではある）で、あれば国有林 GISだけで完了させられる時。 

新機能が多々追加されているが、把握しきれていない。 

データの共有等ができない。線形や区域など。 

図面への書き込みに制限が多い 

境界点に位置座標がない 

印刷すると若干縮尺が変わる。 

操
作
性 

操作が直感的にわかりやすいものではない 

衛星写真の切り貼りや、違う衛星写真へ切り替える際の測地系の変更などが非常に使いづらい。シームレスにしてほしい。 

林道等は、基本図で表記してある林道と殆ど変わらないが GPSで取得した位置と３０ｍから４０ｍ程度ズレておりポイント情報等を修正する必要があり使いづらい。 

森林作業道・土場の作設結果を年度ごとに整理しているが、入力できるライン・ポリゴンの数に制限があるため使いづらい。 

地図要素が多すぎて、この線は何を表した線なのかすぐにわからない（作業道なのか林道なのか、など）。 

処
理
速
度 

図面１枚印刷するのに２０分かかります。 

背景データに基本図や衛星画像を表示すると動作が遅くなり、地図の移動や印刷に時間がかかる。 

民有林データ、等高線を入れた場合、処理速度が遅くなる。 

そ
の
他 

印刷が白紙になる。プレビューどおりに印刷されない。 

凡例の色やサイズを変更したい時に項目が多すぎる。探し辛い。 

小班が多数に分割されている時に見にくいのを解消してもらいたい。 

国有林の地図データしか搭載されておらず、民国連携に関する事業を検討する際など、民有林の状況が把握できない。 
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No.9 今後、国有林 GISに追加してほしい機能があればその機能とその用途を回答ください。 

 

263 の意見を頂いた。自由な作画機能がほしいとの意見が多くみられた。その他、機能とは異なるが、動作が遅くなることについて処理速度を早くしてほ

しいとの要望がみられた。 

以下頂いた回答の一部抜粋である。 

 

機
能
の
追
加 

作画、Excel表等の貼り付け 

グーグルアースや国土地理院の最新衛星画像を参照できると便利。 

小班区画や道路形状などの修正 

GPX、kml、shpファイルの相互変換、加工 

保安林台帳の情報 

ＣＡＤデータへの出力（ＳＦＣ・ＤＷＧ等） 

地図中に吹き出しのようなメモもつけられると引き継ぎもしやすくなる。 

作成した凡例の保存 

そ
の
他 

基本図や衛星写真と GIS上の図面のズレの修正をお願いしたい。個人で位置のズレは修正出来るが転勤のたびに修正はきびしい。 

動きが軽くなるようにして欲しい 

境界標名の記載 

鳥獣保護区をレイヤーできると狩猟者への指導や区域表示の際に役立つ。 
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No.10 国有林 GIS以外に利用している GISソフトウェアはある場合、そのソフトウェア名を回答ください。 

 

国有林 GIS 以外で 16の GIS ソフトウェアが利用されていた。もっとも利用者数が多かったのは「QGIS」であり、次いで「Google Earth」であった。 

 

ソフトウェア名 件数 

QGIS 32 

Google Earth 22 

ArcGIS 4 

国土地理院地図 4 

カシミール 4 

ひなた GIS 2 

BaseCamp 2 

GyoroView 2 

Google map 1 

Ho_CAD Pao 1 

SAGA GIS 1 

ガーミンベースキャンプ 1 

花子 1 

森林クラウド GIS 1 

地理院マップメーカー2 1 

地図ロイド 1 
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No.11 国有林 GISを使用せず、No.10であげたソフトウェアを利用している理由について教えてください。 

 

No.10 で利用者が多かった「QGIS」と「Google Earth」の利用理由について、以下一部抜粋したものである。 

QGIS は、機能性の高さや、衛星写真と重ねた場合でも動作が快適であることが理由として多く挙げられていた。Google Earth は、衛星写真が新しいこと、

また過去の衛星画像と比較できることが理由として多く挙げられていた。 

 

Q
G

IS
 

国有林ＧＩＳより機能が多く、使いやすいため。 

目的に応じて多様な図面を作成できる 

日常業務で整理している Excelデータを取り込んで利用することで、視覚的な把握・整理が可能。 

プラグインで機能を拡張できる 

ドローンの画像も無理矢理だがなんと入れ込むことが可能である。 

衛星画像の質や動作の快適性が圧倒的である 

国土地理院の歩道の確認 

G
o
o
g

le E
arth

 

グーグルアースは衛星画像が綺麗で過去の画像を見ることが出来る。 

境界遠望箇所よりの地上からの画像も見られる。 

衛星写真が新しいため、現地の林況を確認する際に良く利用している。 

国有林 GISには具体的な施設名が入っていないため、併用して使っています。 

民有地の建物等からの位置関係を確認したりする際に民有地の状況を確認することができる。 
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