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 選挙掲示板管理テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

選挙掲示板管理テンプレートは ArcGIS ポータル（ArcGIS Online）を利用するテンプレートです。選挙掲示板管理

テンプレートを利用することで、選挙ポスター掲示板と立て看板の位置を管理・視覚化するためのアプリを作成する

ことができます。 

※ テンプレートの準備に使用する ArcGIS Desktop は、PC へのインストールが必要です。 

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 

⚫ ArcGIS Desktop（Basic ライセンス以上） 

本テンプレートで提供されるもの 

本テンプレートは、選挙掲示板を管理するための Web アプリと利用者に提供する閲覧用 Web アプリを提供しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理アプリ 閲覧用アプリ 
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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 [テンプレートのダウンロード] 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 選挙掲示板管理アプリを配置するための設定ファイル 

FGDB electoral_districts.gdb 選挙区分を含むファイル ジオデータベース 

 board_location.gdb 選挙掲示板レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 basemap.json 選挙掲示板管理フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

 board_location.json 選挙掲示板フィーチャ 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/election-board/
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選挙掲示板管理テンプレートの項目 

board_location.gdb ファイル ジオデータベースに含まれるフィーチャクラスには以下の項目が設定されています。 

選挙ポスター掲示板の項目 

選挙ポスター掲示板フィーチャクラスの属性項目です。 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

ID 管理番号 Text 選挙ポスター掲示板の管理 ID です。 

OWNER_KUBUN 所有者区分 Short Integer 土地の所有者区分です。 

DESCRIBE 場所説明 Text 選挙ポスター掲示板の場所を説明する詳細な記述です。 

FULLADD 住所 Text 選挙ポスター掲示板の住所です。 

LON 経度 Double 選挙ポスター掲示板の経度です。 

LAT 緯度 Double 選挙ポスター掲示板の緯度です。 

ELECTION_NAME 選挙名 Text 選挙名です。 

DIVISION_NAME 投票区 Text 投票区名です。 

MEMO 備考 Text 問合せ対応の履歴などを記入するための備考欄です。 

選挙ポスター掲示板のポイント データをすでに所有している場合は「テンプレートに含まれるデータを編集する」を

ご参照ください。 

立て看板の項目 

立て看板フィーチャクラスの属性項目です。 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

ID 商標交付番号 Text 看板の商標交付番号です。 

OWNER 土地所有者 Text 土地所有者名です。 

RUNNER 候補者名 Text 候補者名です。 

DESCRIBE 場所説明 Text 立て看板の場所を説明する詳細な記述です。 

FULLADD 住所 Text 立て看板の住所です。 

LON 経度 Double 立て看板の経度です。 

LAT 緯度 Double 立て看板の緯度です。 

NUMBER 枚数 Short Integer 立て看板の設置可能枚数です。 

EXP_DATE 有効期限 Date 設置有効期限です。 

MEMO 備考 Text 問合せ対応の履歴などを記入するための備考欄です。 

立て看板のポイント データをすでに所有している場合は「テンプレートに含まれるデータを編集する」をご参照くだ

さい。 
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投票所の項目 

投票所フィーチャクラスの属性項目です。 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

NAME 場所 Text 投票所名です。 

FULLADD 住所 Text 投票所の住所です。 

DIVISION 区域 Text 投票区です。 

LON 経度 Double 投票所の経度です。 

LAT 緯度 Double 投票所の緯度です。 

投票所のポイント データをすでに所有している場合は「テンプレートに含まれるデータを編集する」をご参照くださ

い。 

 

 

electoral_districts.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる選挙区分フィーチャクラスには以下の項目が設定され

ています。 

選挙区分の項目 

選挙区分フィーチャクラスの属性項目です。 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

DIVISION 選挙区 Text 選挙区です。 

VOTE_DIVISION 投票区 Text 投票区です。 

選挙区分のポリゴン データをすでに所有している場合は「テンプレートに含まれるデータを編集する」をご参照くだ

さい。 

 

 

 

テンプレートに含まれるデータを編集する 

ArcGIS Desktop のシンプルデータローダー ツール（ArcMap のみ）またはアペンド ツール（ArcMap、ArcGIS 

Pro どちらも使用可）を使用して、テンプレートに含まれるフィーチャクラスに独自のデータを読み込むことができ

ます。ツールの詳細な使用方法はヘルプをご参照ください。 

 

・シンプル データ ローダー（ヘルプ） 

 

 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/loading-data-in-arccatalog.htm
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・アペンド（ArcMap ヘルプ、ArcGIS Pro ヘルプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ArcMap 

すでに所有しているデータ 

テンプレートのフィーチャクラス 

NO_TEST に設定 

突合するフィールドを指定 

ArcGIS Pro 

すでに所有しているデータ 

テンプレートのフィーチャクラス 

「フィールド マップを使用してスキーマ

の違いをリコンサイル」に設定 

突合するフィールドを指定 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/append.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/append.htm
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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 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 

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

users-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>_board_location Feature Layer 選挙ポスター掲示板、立て看板、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>_electoral_districts Feature Layer 選挙区分と投票区分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>_board_location File 

Geodatabase 

<フォルダー名>_board_location 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。 

<フォルダー名>_electoral_districts File 

Geodatabase 

<フォルダー名>_electoral_districts マップ 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。 

選挙掲示板マップ Web Map 選挙掲示板データなどを表示するための Web マップです。 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
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選挙掲示板管理アプリ（編集用） Web Mapping 

Application 

選挙掲示板データなどを表示・管理するための Web アプリ

です。 

選挙掲示板マップ（閲覧用） Web Mapping 

Application 

タブレットなど現地で選挙掲示板データなどを確認するため

の閲覧用 Web アプリです。 
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アプリの利用 

Web アプリの利用 

選挙掲示板管理アプリ（編集用） 

 

編集、クエリ検索 

属性の更新や位置の変更があった場合に、対象のデータを編集することができます。クエリ検索ではポスター掲示板ま

たは立て看板の管理番号から検索することができます。 

 

印刷 

任意の範囲のマップを印刷することができます。 
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選挙掲示板マップ（閲覧用） 

フィルター、近隣検索 

ポスター掲示板または立て看板を管理番号で検索します。近隣検索では、住所またはマップ上でタップした位置から

半径 300 メートル以内のポスター掲示板または立て看板を検索します。検索範囲は 1000 メートルまで広げること

が可能です。 
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