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 期日前投票テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

期日前投票テンプレートを使用すると、住民が近くにある期日前投票所を検索することができます。期日

前投票制度は、選挙当日に何らかの理由があって投票所に行くことができない有権者の参加を可能にしま

す。期日前投票の可能な時間はそれぞれの管轄によって異なります。本テンプレートを使用すると自宅や

事業所に近い投票所を探し、投票可能な時間を知ることができるサービスを住民に提供できます。 

テンプレートを利用するために必要な製品およびアプリケーション 

このテンプレートを利用するには以下の製品およびアプリケーションが必要です。 

 ArcGIS Online 組織向けプラン 

 Web AppBuilder for ArcGIS 
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テンプレートの適用 

テンプレートのダウンロード 

ブラウザーでダウンロード ページを開き、テンプレートのセットアップ ファイルをダウンロードします。

ダウンロード ページの [テンプレートをダウンロード] をクリックしてセットアップ ファイルの ZIP 

ファイルを任意の場所に保存してください。 

 

保存した ZIP ファイルを解凍してファイルを確認します。テンプレートのセットアップ ファイルには 

ArcGIS ポータル上にテンプレートを構成するフィーチャ サービス、および Web マップや Web アプリ

を作成するためのデータや設定ファイルが含まれています。セットアップ ファイルに含まれている 

[settings.json] ファイルはこのテンプレート全体の設定ファイルであり、次の手順で使用するためファイ

ルの場所を開いたままにしておきます。 

 

※ ダウンロード ファイルに含まれる内容は以下の通りです。 

フォルダー アイテム 説明 

<ルート> settings.json テンプレート セットアップ ファイル 

Apps WebAppBuilders\*.json Web アプリを配置するための設定ファイル 

FGDB early_voting.gdb 期日前投票所レイヤーを含むファイルジオデータベース 

 early_voting.json 期日前投票所フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/early-voting/
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テンプレートのアップロード 

ダウンロードしたテンプレートのセットアップ ファイルを使用して、ご使用の ArcGIS ポータルにテンプ

レートをアップロードします。テンプレートのアップロードには専用のツール（Web GIS Template 

Uploader）を使用します。Web GIS Template Uploader は以下のリンクからダウンロードできます。 

 

Web GIS Template Uploader 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43 

 

ダウンロードした Web GIS Template Uploader にテンプレートの設定ファイルである [settings.json] 

ファイルを指定してアップロードを実行します。アップロード方法は Web GIS Template Uploader 利用

ガイドをご参照ください。 

 

Web GIS Template Uploader 利用ガイド 

http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-use

rs-guide.pdf 

テンプレートの確認 

テンプレートのアップロードが完了すると、Web GIS Template Uploader が作成した ArcGIS ポータル

のフォルダー内に以下のアイテムが作成されます。 

 

アイテム名 タイプ 説明 

<フォルダー名>_early_voting Feature Layer 期日前投票所を格納するためのフィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_early_voting File Geodatabase <フォルダー名>_early_voting フィーチャ サービスを作

成するためにアップロードしたファイル ジオデータベー

スです。このアイテムは削除することができます。 

期日前投票 Web アプリ Web Mapping Application 近くの期日前投票所を検索するための Web アプリです。 

期日前投票 Web マップ Web Map 期日前投票所データを表示するための Web マップです。 

 

  

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
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テンプレートの利用 

Web マップを使用したフィーチャの編集 

テンプレートをアップロードした段階では期日前投票所のフィーチャ サービスにはフィーチャが含まれ

ていません。期日前投票 Web アプリを作成する前に Web マップを開き、フィーチャを作成する必要が

あります。Web マップを使用したフィーチャの作成方法については ArcGIS Online ヘルプの「フィーチ

ャの編集」をご参照ください。 

Web AppBuilder for ArcGIS を使用したアプリの設定 

期日前投票 Web アプリは、ArcGIS ポータル内に配置された Web マップおよびその中に含まれるフィ

ーチャ レイヤーを使用して期日前投票所を検索することができるように設計されています。指定した位置

から最寄りの投票所を検索し、そこまでのルート案内を行うには近隣検索ウィジェットを使用します。 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/manage-data/edit-features.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/manage-data/edit-features.htm
http://doc.arcgis.com/ja/web-appbuilder/create-apps/widget-near-me.htm
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アプリの使用 

アプリの操作手順 

期日前投票 Web アプリを使用すると、地図上で指定した位置から検索範囲内の投票所を検索し、検索結

果の中から選択した投票所の情報の確認およびルート案内を行うことができます。 

 

1. アプリを起動します。 

2. 地図上の任意の位置をクリックするか、右側にある [期日前投票] パネルの住所検索機能を利用

して位置を特定します。 

3. 地図上にピンが表示され、その位置から指定した検索範囲内の投票所が検索され、[期日前投票] 

パネル内に各投票所の名前とそこまでの距離が表示されます。 

 

4. [期日前投票] パネル内の任意の投票所をクリックすると詳細な情報を見ることができます。 

5. [ルート案内] タブをクリックすると、その投票所までのルートを確認することができます。 
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Web マップのルート検索機能が有効でない場合、[ルート案内] タブは表示されません。ルート検索

機能を有効にするには、Web マップのアイテム編集画面の [設定] タブにある [アプリケーション

設定] 内の [ルート検索] にチェックを入れてください。 

 

 

 

ルート案内機能は ArcGIS Online のサービス クレジットを消費します（1 回につき 0.04 クレジッ

ト）。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/create-maps/set-options-for-apps.htm
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匿名アクセスをサポートするアプリでルート案内を使用したい場合 

期日前投票 Web アプリは World Route サービスと呼ばれる Esri プレミアム コンテンツを利用してル

ート案内を行っています。World Route サービスはルート生成時に ArcGIS Online のサービス クレジッ

トを消費します。 

匿名アクセスをサポートするために期日前投票 Web アプリをすべての人に公開しても、ルート案内の機

能を実行する際にサイン インを要求されることがあります。 

 

      [方向] タブをクリックすると   ➡    サイン インを要求される 

 

この場合、ArcGIS Online 組織アカウントを保有していないユーザーはルート案内を実行することはでき

ません。 

この問題を解決するためには、ArcGIS Online の認証情報（ユーザー名およびパスワード）を含んだ World 

Route サービスを組織サイトのアイテムとして登録し、パブリックなサービスとして公開します（参考：

ArcGIS Online ヘルプ「セキュアなサービスの共有」）。 

 

World Route サービスのアイテム登録 

1. [マイコンテンツ] から [アイテムの追加] → [Web 上] をクリックします。 

2. [Web 上のアイテムを追加] ダイアログで以下のように設定し、[アイテムの追加] をクリック

します。 

➢ タイプ：ArcGIS Server Web サービス 

➢ URL：https://route.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/Route/NAServer 

➢ ユーザー名/パスワード：ArcGIS Online 指定ユーザーのユーザー名とパスワード 

➢ [サービスのアイテムと一緒に認証情報を保存します] を選択 

➢ タイトル：ルート検索サービス（パブリック） 

➢ タグ：ルート検索, プレミアム コンテンツ 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=1feb41652c5c4bd2ba5c60df2b4ea2c4
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/arcgis-server-services.htm
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3. サービスが作成されたらパブリックなサービス（すべての人に公開）として共有します。 

 

以上で認証情報を含んだ World Route サービスの作成および共有が完了しました。これらのサービスを 

近隣検索ウィジェットの [ルート案内設定] タブにある [ルート サービス] に設定します。設定方法は近

隣検索ウィジェットのヘルプをご参照ください。 
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