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 市民レポート テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

市民レポート テンプレートは市民がコミュニティ内のさまざまな問題をレポートとして報告・共有するた

めのソリューション テンプレートです。テンプレートには、市民がレポートを報告するためのレポーター 

アプリケーション、報告されたレポートを管理するためのマネージャー アプリケーション、そして報告さ

れたレポートの対応状況をモニタリングするためのダッシュボード アプリケーションが含まれています。 

 

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 
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テンプレート配置手順の概要 

以下ではご使用の ArcGIS ポータルに市民レポート テンプレートを配置する手順の概要を説明します。 

テンプレートに含まれるアプリケーションの役割 

市民レポート テンプレートには、市民がレポートを報告するためのレポーター アプリケーション、報告

されたレポートを管理するためのマネージャー アプリケーション、そして報告されたレポートの対応状況

をモニタリングするためのダッシュボード アプリケーションが含まれています。 

市民はレポーター アプリケーションを使用して落書きやごみの不法投棄といった問題を “レポート” と

して投稿することができます。市民レポートの管理者はマネージャー アプリケーションを使用して投稿さ

れたレポートを確認し、関係部署に対応を依頼します。対応の進捗に応じてステータスを “対応中” や “対

応済み” などに変更し、市民に対応状況を共有することができます。また管理者はダッシュボード アプリ

ケーションを確認することで、「どのような問題が報告されているのか」、「どのレポートが未対応なのか？」

といったレポートの投稿状況をモニタリングすることができます。 
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テンプレートの配置手順 

ご使用の ArcGIS ポータルに市民レポート テンプレートを配置する手順は以下の通りです (手順の詳細

についてはそれぞれのセクションを参照してください)。 

1. テンプレートのダウンロード 

市民レポート 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。 

2. テンプレートのアップロード 

ダウンロードした市民レポート テンプレートのセットアップ ファイルを ArcGIS ポータルに

アップロードします。この手順でダッシュボード アプリケーションが自動的に作成されます。 

3. マネージャー アプリケーションの作成 

セットアップ ファイルのアップロードによって作成されたレポートの管理用マップ (Web マ

ップ) を使用してマネージャー アプリケーションを作成します。 

4. レポーター アプリケーションの作成 

レポートを投稿するための一般公開用のマップ (Web マップ) とレポーター アプリケーショ

ンを作成します。 

5. 動作確認 

作成した 3 つのアプリケーションの動作確認を行います。 

6. レポーター アプリケーションの一般公開 

動作に問題がないことを確認したら、レポーター アプリケーションを一般公開して市民レポー

トの運用を開始します。 
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1: 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 OperationViews\*.json Web アプリケーションを配置するための設定ファイル 

FGDB citizen_problems.gdb 市民レポートを格納するレイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 citizen_problems.json 市民レポートフィーチャ 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/citizen-problemts/
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2: 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 

  

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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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>_citizen_problems Feature Layer 市民レポート データを格納するためのフィーチャ サービス 

<フォルダー名>_citizen_problems File Geodatabase <フォルダー名>_citizen_problems 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 

まちの美化マップ (管理用) Web Map 管理用アプリケーションでまちの美化に関する市民レポート 

データを表示・編集するための Web マップ 

道路および歩道マップ (管理用) Web Map 管理用アプリケーションで道路および歩道に関する市民レポ

ート データを表示・編集するための Web マップ 

市民レポート一覧マップ Web Map ダッシュボード アプリケーションで市民レポート データを

表示するための Web マップ 

市民レポート ダッシュボード Dashboard 市民レポートの対応状況を確認するためのダッシュボード 
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3: マネージャー アプリケーションの作成 

以下の手順により、市民からのレポートを管理するためのマネージャー アプリケーションを作成します。 

マネージャー アプリケーション用グループの作成 

マネージャー アプリケーションは特定のグループに共有されたすべての Web マップをアプリケーショ

ンのコンテンツとして表示します。以下の手順により、マネージャー アプリケーション用のグループを 

ArcGIS ポータル上に作成し、アップロードした管理用の Web マップをグループに共有します。 

1. ArcGIS ポータルのメイン メニューから [グループ] を選択しグループ ページに移動します。

[新しいグループの作成] ボタンをクリックします。 

 

2. 名称に「市民レポート（管理用）」と入力します。サマリー、説明、タグに任意の値を入力しま

す（オプションとしてグループのアイコンを設定できます。この手順書ではテンプレートの 

Images フォルダーに含まれている "manager_group.png" を設定しています）。 
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3. グループのアクセス権限を運用方法に応じて設定します。（ここでは組織のユーザーがこのグル

ープを閲覧できるように設定しています）。[グループの作成] をクリックします。 

 

 グループに関する詳細は下記をご参照ください。 

グループとは 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm 

 

4. ArcGIS ポータルのコンテンツ ページに移動し、<フォルダー名>_citizen_problems フィー

チャ レイヤー (ここではフォルダー名は “esri_city” です)、まちの美化マップ（管理用）、道

路および歩道マップ（管理用）にチェックを入れて、[共有] > [アクセス] をクリックします。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
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5. 共有ダイアログが表示されます。作成した「市民レポート（管理用）」グループにチェックを入

れて [OK] をクリックします。以上でマネージャー アプリケーション用のグループの作成およ

び Web マップの共有は完了です。 
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マネージャー アプリケーションの作成 

作成した市民レポート (管理用) グループを参照するマネージャー アプリケーションを作成します。 

1. 「市民レポート（管理用）」グループページを開き、[共有] をクリックします。 

 

2. 共有ダイアログが表示されます。[WEB アプリの作成] をクリックします。 
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3. 作成可能な Web アプリの一覧が表示されます。[Crowdsource Manager] アプリを選択しま

す。 

 

4. [WEB アプリの作成] をクリックします。 
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5. 新しい Web アプリの作成ダイアログが表示されます。タイトル、タグ、サマリーに任意の値

を入力し、[完了] をクリックします。 

 

6. マネージャー アプリケーションの構成画面（英語）が表示されます。[General] タブを選択し、

アプリケーションのタイトルを入力します。また、ここでは [Help] のチェック ボックスを外

してヘルプ機能を無効化しています。 
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7. その他の設定はすべて既定の設定のまま、[保存] をクリックして変更を反映させます。[閉じる] 

をクリックして構成画面を閉じます。アプリケーションのアイテム ページが表示されます。[ア

プリケーションの表示] をクリックしてアプリケーションを表示します（アプリケーションの

構成は [アプリケーションの構成] をクリックすることでいつでも編集することができます）。 

 

8. マネージャー アプリケーションが正常に表示されることを確認したらアプリケーションを閉

じます。 
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4: レポーター アプリケーションの作成 

以下の手順により市民がレポートを投稿するためのレポーター アプリケーションを作成します。 

一般公開用の使用制限を設定したホスト フィーチャ レイヤーの作成 

レポーター アプリケーションは市民がだれでも利用できるように一般公開する必要があります。以下の手

順では、特定のアプリケーションからのみに使用制限を設定したホスト フィーチャ レイヤーを作成しま

す。 

ホスト フィーチャ レイヤーへの使用を特定のアプリケーションからのみに制限することで、ホスト フィ

ーチャ レイヤーのデータを ArcGIS ポータルの組織外のユーザーが予期せぬ形で閲覧・更新することを制

限することができます。 

1. ArcGIS ポータルのコンテンツ ページに移動し、<フォルダー名>_citizen_problems フィー

チャ レイヤー (ここではフォルダー名は “esri_city” です)をクリックします。 

 

2. ホスト フィーチャ レイヤーのアイテムページが開きます。アイテム ページの右下にある 

URL の    (コピー) ボタンをクリックします。 
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3. ArcGIS ポータルのコンテツ ページに戻り、[アイテムの追加] > [Web 上] を選択します。 

 

4.  [Web からアイテムを追加] ダイアログが表示されます。以下の内容を入力し、[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：手順 (2) でコピーした URL 

ユーザー名/パスワード：ホスト フィーチャ レイヤーへのアクセス権を持つ指定ユーザーの認証情報 

認証情報の保存：「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：任意のタイトル（コピー元のホスト フィーチャ レイヤーと異なる名称を設定する必要があります） 

タグ：任意のタグ 
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5. コピーされたホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページが表示されます。以上で一般公開

用のホスト フィーチャ レイヤーの作成は完了です（一般公開用のホスト フィーチャ レイヤ

ーへの使用制限は、すべての設定が完了した後に行います）。 
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レポーター アプリケーション用 Web マップの作成 

以下の手順により、一般公開用のホスト フィーチャ レイヤーを参照する “道路および歩道” Web マップ 

と “まちの美化” Web マップの 2 つのマップを作成します。 

 

道路および歩道 Web マップの作成 

1. コンテンツ ページを表示し、一般公開用のホスト フィーチャ レイヤー (ここでは 

esri_city_citizen_problems_public です) のメニューをクリックし、[新しいマップに追加] 

をクリックします（コピー元のホスト フィーチャ レイヤーを追加しないように注意してくだ

さい）。 

 

2. ホスト フィーチャ レイヤー内のすべてのレイヤーとテーブルが新規マップに追加されます。

マップを移動・拡大し、レポートを受け付ける範囲を表示します (この範囲がレポート アプリ

ケーションの初期表示範囲となります)。 
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3. コンテンツ セクション内のまちの美化レイヤーの詳細ボタンをクリックして [削除] を選択し、

マップからまちの美化レイヤーを削除します。同様の手順で、まちの美化に関するコメント テ

ーブルも削除します。 

 

4. コンテンツ セクション内の道路および歩道レイヤーの詳細ボタンをクリックして、[名前の変

更] をクリックします。名前の変更ダイアログが表示されます。名称を「道路および歩道」に

変更します（※ "[サービス名] –" 部分を削除してください）。同様の手順で、道路および歩道

に関するコメント テーブルの名称も「道路および歩道に関するコメント」に変更します。 
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5. コンテンツ セクション内の道路および歩道レイヤーの [スタイルの変更] ボタンをクリックし

ます。 

 

6. 「表示する属性を選択」を [場所のみ表示] に変更し、「描画スタイルの選択」の [オプション] 

をクリックします。 

 

7. スタイルの変更パネルが表示されます。[シンボル] をクリックします。 
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8. 任意のシンボルに変更します（ここではオレンジのピンを選択し、シンボルサイズを 32 に設

定しています）。[OK] をクリックします。 

 

9. スタイルの変更パネルで [OK] をクリックします。さらに [完了] をクリックしてシンボルの

変更を適用します。 

10. コンテンツ セクション内の道路および歩道レイヤーの [フィルター] ボタンをクリックします。 
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11. フィルターの適用ダイアログが表示されます。フィルターの設定の検索フィールドを  [一般公

開]、検索する値を [はい]、検索条件を [に等しい] に設定して [フィルターの適用] をクリッ

クします。レポーター アプリケーションが使用する Web マップにこのフィルターを設定する

ことで、投稿されたレポートの [一般公開] 列の値をマネージャー アプリケーションで [はい] 

に変更しない限り、投稿されたレポートはレポーター アプリケーション上に表示されません。

この設定により、投稿されたレポートを公開するタイミングを管理者がコントロールすること

ができます（※投稿されたレポートをすぐにレポーター アプリケーション上に表示したい場合

は、このフィルター設定の手順をスキップしてください）。 

 

12. ポップアップの構成を変更します。コンテンツ セクション内の道路および歩道レイヤーの詳細

ボタンをクリックし、[ポップアップの構成] をクリックします。 
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13. ポップアップの構成パネルが表示されます。ポップアップ タイトル セクションに入力されて

いる「道路および歩道」を削除し、[＋] ボタンをクリックします。表示されるフィールドの一

覧から [カテゴリ {PROBTYPE}] を選択し、入力ボックスに {PROBTYPE} のみを設定しま

す。 

 

14. ポップアップ コンテンツ セクションの[属性フィールドの構成] リンクをクリックします。 
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15. 属性フィールドの構成ダイアログが表示されます。投稿日時フィールドを選択して、書式設定

を "12/21/1997" に変更します。時間の表示チェックボックスにチェックを入れ、書式に 

"18:00" を選択します。 
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16. ホスト フィーチャ レイヤーの属性項目について、(1) レポーター アプリケーションで参照可

能な項目、(2) レポーター アプリケーションでレポート投稿時に入力可能な項目、（3）レポー

ター アプリケーションでは表示されない項目を設定します。[表示] 列にチェックを入れるとそ

の列はレポーター アプリケーションで参照可能な項目になります。[編集] 列にチェックを入れ

るとその列はレポーター アプリケーションでレポート投稿時に入力可能な項目になります。ど

ちらにもチェックを入れないとその列はレポーター アプリケーションには表示されません。以

下は入力例です。運用ポリシーに従って表示する情報を決定してください（以下の列以外はす

べて既定でチェックが外れているので設定の必要はありません）。 

 

 レポーター アプリケーションから入力される情報を格納するホスト フィーチャ レイヤ

ーにはレポーター アプリケーションからのみアクセスできるように使用制限 (リファラ

ー) を設定しますが、これはデータ アクセスに対する完全なセキュリティを保証するもの

ではありません (悪意あるユーザーがリファラーを偽装して、ホスト フィーチャ レイヤ

ーの情報にアクセスする可能性があります)。そのため、上記の設定では、名前、電話番号、

E メールなどの個人情報の入力項目のチェックをすべて外しています。実際の運用でも上

記の設定を使用することを推奨します。 

属性フィールドの構成ダイアログで [OK] をクリックします。さらにポップアップの構成パネ

ルで [OK] をクリックし、変更を適用します。 
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17. 以上で Web マップの作成は完了です。[保存] メニューをクリックし、[保存] を選択します。

保存ダイアログが表示されるので、タイトルに 「道路および歩道」と入力します。タグとサマ

リーに任意の値を入力して [マップの保存] をクリックして Web マップを保存します。 
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まちの美化 Web マップの作成 

1. コンテンツ ページを表示し、一般公開用のホスト フィーチャ レイヤー (ここでは 

esri_city_citizen_problems_public です) のメニューをクリックし、[新しいマップに追加] 

をクリックします（コピー元のホスト フィーチャ レイヤーを追加しないように注意してくだ

さい）。 

 

2. ホスト フィーチャ レイヤー内のすべてのレイヤーとテーブルが新規マップに追加されます。

マップを移動・拡大し、レポートを受け付ける範囲を表示します (この範囲がレポート アプリ

ケーションの初期表示範囲となります)。 
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3. コンテンツ セクション内の道路および歩道レイヤーの詳細ボタンをクリックして [削除] を選

択し、マップから道路および歩道レイヤーを削除します。同様の手順で、道路および歩道に関

するコメント テーブルも削除します。 

 

4. コンテンツ セクション内のまちの美化レイヤーの詳細ボタンをクリックして、[名前の変更] を

クリックします。名前の変更ダイアログが表示されるので、名称を「まちの美化」に変更しま

す（※ "[サービス名] –" 部分を削除してください）。同様の手順で、まちの美化に関するコメ

ント テーブルの名称も「まちの美化に関するコメント」に変更します。 
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5. コンテンツ セクション内のまちの美化レイヤーの [スタイルの変更] ボタンをクリックします。 

 

6. 「表示する属性を選択」を [場所のみ表示] に変更し、「描画スタイルの選択」の [オプション] 

をクリックします。 

 

7. スタイルの変更パネルが表示されます。[シンボル] をクリックします。 
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8. 任意のシンボルに変更します（ここでは緑のピンを選択し、シンボルサイズを 32 に設定して

います）。[OK] をクリックします。 

 

9. スタイルの変更画面で [OK] をクリックします。さらに [完了] をクリックしてシンボルの変

更を適用します。 

10. コンテンツ セクション内のまちの美化レイヤーの [フィルター] ボタンをクリックします。 
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11. フィルターの適用ダイアログが表示されます。フィルターの設定の検索フィールドを  [一般公

開]、検索する値を [はい]、検索条件を [に等しい] に設定して [フィルターの適用] をクリッ

クします。レポーター アプリケーションが使用する Web マップにこのフィルターを設定する

ことで、投稿されたレポートの [一般公開] 列の値をマネージャー アプリケーションで [はい] 

に変更しない限り、投稿されたレポートはレポーター アプリケーション上に表示されません。

この設定により、投稿されたレポートを公開するタイミングを管理者がコントロールすること

ができます（※投稿されたレポートをすぐにレポーター アプリケーション上に表示したい場合

は、このフィルター設定の手順をスキップしてください）。 

 

12. ポップアップの構成を変更します。コンテンツ セクション内のまちの美化レイヤーの詳細ボタ

ンをクリックし、[ポップアップの構成] をクリックします。 
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13. ポップアップの構成パネルが表示されます。ポップアップ タイトル セクションに入力されて

いる「まちの美化」を削除し、[＋] ボタンをクリックします。表示されるフィールドの一覧か

ら [カテゴリ {PROBTYPE}] を選択し、入力ボックスに {PROBTYPE} のみを設定します。 

 

14. ポップアップ コンテンツ セクションの[属性フィールドの構成] リンクをクリックします。 
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15. 属性フィールドの構成ダイアログが表示されます。投稿日時フィールドを選択して、書式設定

を "12/21/1997" に変更します。時間の表示チェックボックスにチェックを入れ、書式に 

"18:00" を選択します。 
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16. ホスト フィーチャ レイヤーの属性項目について、(1) レポーター アプリケーションで参照可

能な項目、(2) レポーター アプリケーションでレポート投稿時に入力可能な項目、（3）レポー

ター アプリケーションでは表示されない項目を設定します。[表示] 列にチェックを入れるとそ

の列はレポーター アプリケーションで参照可能な項目になります。[編集] 列にチェックを入れ

るとその列はレポーター アプリケーションでレポート投稿時に入力可能な項目になります。ど

ちらにもチェックを入れないとその列はレポーター アプリケーションには表示されません。以

下は入力例です。運用ポリシーに従って表示する情報を決定してください（以下の列以外はす

べて既定でチェックが外れているので設定の必要はありません）。 

 

 レポーター アプリケーションから入力される情報を格納するホスト フィーチャ レイヤ

ーにはレポーター アプリケーションからのみアクセスできるように使用制限 (リファラ

ー) を設定しますが、これはデータ アクセスに対する完全なセキュリティを保証するもの

ではありません (悪意あるユーザーがリファラーを偽装して、ホスト フィーチャ レイヤ

ーの情報にアクセスする可能性があります)。そのため、上記の設定では、名前、電話番号、

E メールなどの個人情報の入力項目のチェックをすべて外しています。実際の運用でも上

記の設定を使用することを推奨します。 

属性フィールドの構成ダイアログで [OK] をクリックします。さらにポップアップの構成パネ

ルで [OK] をクリックし、変更を適用します。 
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17. 以上で Web マップの作成は完了です。[保存] メニューをクリックし、[保存] を選択します。

保存ダイアログが表示されるので、タイトルに 「まちの美化」と入力します。タグとサマリー

に任意の値を入力して [マップの保存] をクリックして Web マップを保存します。 
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レポーター アプリケーション用グループの作成 

レポーター アプリケーションは特定のグループに共有されたすべての Web マップをアプリケーション

のコンテンツとして使用します。以下の手順により、レポーター アプリケーション用のグループを ArcGIS 

ポータル上に作成し、Web マップをグループに共有します。 

1. ArcGIS ポータルのメイン メニューから [グループ] を選択しグループ ページに移動します。

[新しいグループの作成] をクリックします。 

 

2. 名称に「市民レポート（一般公開用）」と入力します。サマリー、説明、タグに任意の値を入力

します（オプションとしてグループのアイコンを設定できます。この手順書ではテンプレート

の Images フォルダーに含まれている "reporter_group.png" を設定しています）。 
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3. グループのアクセス権限を運用方法に応じて設定します。（ここでは組織のユーザーがこのグル

ープを閲覧できるように設定しています）。[グループの作成] をクリックします。 

 

 グループに関する詳細は下記をご参照ください。 

グループとは 

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm 

 

4. ArcGIS ポータルのコンテンツ ページに移動し、一般公開用のホスト フィーチャ レイヤー、

「まちの美化」 Web マップ、「道路および歩道」 Web マップにチェックを入れて、[共有] > 

[アクセス] をクリックします。 

 

  

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
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5. 共有ダイアログが表示されます。作成した「市民レポート（一般公開用）」グループにチェック

を入れて [OK] をクリックします。以上でレポーター アプリケーション用のグループの作成お

よび Web マップの共有は完了です。 
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レポーター アプリケーションの作成 

作成した市民レポート (一般公開用) グループを参照するレポーター アプリケーションを作成します。 

1. ArcGIS「市民レポート（一般公開用）」グループページを開き、[共有] をクリックします。 

 

2. 共有ダイアログが表示されます。[WEB アプリの作成] をクリックします。 
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3. 作成可能な Web アプリの一覧が表示されます。[Crowdsource Reporter] アプリを選択しま

す。 

 

4. [WEB アプリの作成] をクリックします。 
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5. 新しい Web アプリの作成画面が表示されます。タイトル、タグ、サマリーに任意の値を入力

し、[完了] をクリックします。 

 

6. レポーター アプリケーションの構成画面（英語）が表示されます。[General] タブを選択し、

アプリケーションのタイトルを入力します。また、ここでは [Help] のチェック ボックスを外

してヘルプ機能を無効化しています。 
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7.  [Form] タブを選択します。ページの最下部にある [Submission Message] の内容を任意の

値に変更します。この内容は市民がレポートを投稿した際にポップアップ メッセージとして表

示されます。 

 

8. [Reports] タブを選択します。[Search radius unit] の単位を [Kilometers] に変更します。

必要に応じて [Initial search radius] の値も変更します。以下の設定ではレポーター アプリ

ケーションは端末の現在位置から半径 3 km のレポートを検索します。 
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9. その他の設定はすべて既定の設定のまま、[保存] をクリックして変更を反映させます。[閉じる] 

をクリックして構成画面を閉じます。アプリケーションのアイテム ページが表示されます。[ア

プリケーションの表示] をクリックしてアプリケーションを表示します（アプリケーションの

構成は [アプリケーションの構成] をクリックすることでいつでも編集することができます）。 

 

10. レポーター アプリケーションが正常に表示されることを確認したらアプリケーションを閉じ

ます。 
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5: 動作確認 

これまでの手順で、(1) 市民がレポートを投稿するためのレポーター アプリケーション、(2) 市民から投

稿されたレポートを管理するためのマネージャー アプリケーション、そして (3) レポートの対応状況を

確認するためのダッシュボード アプリケーションが ArcGIS ポータルに作成されました。 

以下の手順ではこの 3 つのアプリケーションの動作確認を行います。 

1. ArcGIS ポータルのコンテンツ ページに移動し、レポーター アプリケーションのドロップダウ

ン メニューから [アプリケーションの表示] をクリックしてレポーター アプリケーションを

表示します。 

 

2. マネージャー アプリケーションのドロップダウン メニューから [アプリケーションの表示] 

をクリックしてマネージャー アプリケーションを表示します。 

 

3. 市民レポート ダッシュボード のドロップダウン メニューから [ダッシュボードの表示] をク

リックしてダッシュボードを表示します (ダッシュボードはテンプレートのセットアップ フ

ァイルをアップロードした際に自動で作成されています。 
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ブラウザー上にテンプレートに含まれる 3 つのアプリケーションが表示されました (レポータ

ー アプリケーションは主にスマートフォンなどのモバイル環境で利用されることを想定してい

るため、以下ではブラウザーのサイズを調整し、モバイル環境で表示される画面サイズで動作を

確認します)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. レポーター アプリケーションの [次を使用してサイン インします] の下の Esri アイコンを

クリックし、ArcGIS ポータル アカウントでログインします。 

 

 レポーター アプリケーションをまだ一般公開していないため、ゲストとしてログインする

ことはできません。レポーター アプリケーションを一般公開 (p.52)すると、ゲストとし

てログインしてレポーター アプリケーションを利用することができるようになります。 
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5. レポートを報告できるカテゴリが表示されます（レポーター アプリケーション用に作成したグ

ループに共有されている Web マップがそれぞれ 1 つのカテゴリになります）。まちの美化を

クリックします。 

 

6. まちの美化カテゴリのページが表示されます。まだ登録されているレポートがないので [フィ

ーチャが見つかりません] と表示されます。[レポートの送信] をクリックします。 
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7. まちの美化の投稿フォームが表示されます。テスト用に任意の値を入力します。オプションと

して [参照] をクリックし、写真などのファイルをレポートに添付できます。レポートの場所と

して住所を検索するか地図上を直接クリックして場所を入力します（モバイル環境であれば現

在位置を使用することもできます）。[レポートする] をクリックします。 

   

8. レポーター アプリケーションの設定画面で設定したメッセージが表示され、レポートの投稿が

完了します。 
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9. ダッシュボードを表示し、投稿したレポートが表示されていることを確認します。 

 

10. 市民から投稿したレポートはすぐにレポーター アプリケーションには表示されません。これは

レポーター アプリケーションが使用する Web マップにフィルター設定を行っているためで

す。投稿されたレポートを一般公開するにはマネージャー アプリケーションを使用します。マ

マネージャー アプリケーションを表示して管理対象のカテゴリから [まちの美化（管理用）] を

クリックします (マネージャー アプリケーション用に作成したグループに共有されている 

Web マップがそれぞれ 1 つのカテゴリになります)。 
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11. 先ほど投稿したレポートがテーブルに表示されます。レポートのレコードをクリックします（地

図上のポイントをクリックすることもできます）。レポートの詳細が左下のパネルに表示されま

す。鉛筆アイコンの編集ボタンをクリックします。 

 

12. レポートの編集が有効になります。[一般公開] フィールドの値を "はい"、ステータスを "受付

済み" に変更し、[保存] をクリックします。 
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13. 編集が反映されレポートが一般公開可能になります。またステータスを “受付済み” に変更した

ので地図上のシンボルの色が変更になりました。 

 

14. ダッシュボード アプリケーションにも同じく変更が反映されていることを確認します。 

 

ダッシュボード アプリケーションにはレポートの投稿や更新が自動的に反映されるため、ダッ

シュボード アプリケーションを確認することで最新のレポートの対応状況を把握することがで

きます。 
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15. レポーター アプリケーションを表示します。タイトル（まちの美化）の左側の [戻る] ボタン

（"<"）をクリックして、アプリケーション トップのカテゴリ選択ページまで戻り、再びまち

の美化をクリックします。 

 

16. マネージャー アプリケーションで、[一般公開] フィールドの値を "はい" に変更したので投稿

したレポートがレポーター アプリケーションにも表示されるようになりました。レポートをク

リックします。 

 

17. レポートの詳細が表示されます。電話番号や E メールなどのフィールドが表示されないことを

確認します。レポーター アプリケーションのユーザーはレポートの詳細画面からレポートへの

コメントや投票を行うことができます。 

 

 製品の問題により Internet Explorer ではギャラリーのサムネイル画像をクリックして

も画像が正しく拡大されません。拡大画像を確認するにはギャラリーのサムネイル画像を

右クリックして画像をダウンロードする必要があります。 
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18. まちの美化だけではなく、道路および歩道カテゴリでも上述した手順を繰り返し、サンプルデ

ータを作成してみてください。データが蓄積されたらダッシュボードのフィルター機能を利用

することができます。カテゴリ フィルターではそれぞれのカテゴリの項目を選択して表示され

るレコードをフィルターすることができます。投稿日時フィルターでは表示されるレポートの

投稿日時の期間を設定することができるので、例えば過去 1 週間のレポートのみを表示させる

ことができます。 

 

 

ダッシュボードのグラフを選択することで表示されるレコードをフィルターすることも可能で

す。またダッシュボードは表示される指標やレイアウトを自由に変更することが可能です。詳細

については下記をご参照ください。 

 

ArcGIS Online: Operations Dashboard オンライン ヘルプ

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/help/what-is-a-dashboard.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/help/what-is-a-dashboard.htm
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6: レポーター アプリケーションの一般公開 

動作確認を行いアプリケーションの動作に問題がないことを確認できたら、レポーター アプリケーション

を一般公開してだれでも自由にレポートを投稿できるようにします。 

一般公開用ホスト フィーチャ レイヤーの使用制限 

以下の手順により一般公開用ホスト フィーチャ レイヤーへの使用をレポーター アプリケーションから

のみに制限します。ホスト フィーチャ レイヤーへの使用を特定のアプリケーションからのみに制限する

ことで、ホスト フィーチャ レイヤーのデータを組織外のユーザーが予期せぬ形で閲覧・更新することを

制限することができます。 

1. レポーター アプリケーションを表示して、アプリケーションの URL をコピーします。 

 

2. ArcGIS ポータルのコンテンツ ページに移動し、一般公開用ホスト フィーチャ レイヤー (こ

こでは esri_city_citizen_problems_public です) をクリックします。 
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3. 一般公開用ホスト フィーチャ レイヤーのアイテム ページが表示されます。[設定] タブをクリ

ックします。 

 

4. 設定タブのページ下部にある [使用制限] をクリックします。 

 

5. [使用制限] ダイアログが開きます。[参照元の URL または IP] のテキストボックスにコピー

したレポーター アプリケーションの URL を入力し [追加] をクリックします [OK] をクリ

ックし設定を保存します。 
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6. 使用制限を設定したことにより、一般公開用ホスト フィーチャ レイヤーはレポーター アプリ

ケーション以外の URL からは使用することができなくなりました。この制限は ArcGIS 

Online のマップ ビューアーで Web マップを開いた場合にも適用されます。レポーター アプ

リケーション用に作成したまちの美化 Web マップを開き、以下のエラーが表示されることを

確認してください。 

 

一方でレポーター アプリケーションからは継続してデータが閲覧できることも確認してくださ

い。以上で一般公開用ホスト フィーチャ レイヤーの使用制限は完了です。 
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レポーター アプリケーションの一般公開 

以下の手順によりレポーター アプリケーションを一般公開します。 

※ この手順を実行すると、レポーター アプリケーションが一般公開され、だれでもレポーター アプリケーション

にアクセス可能になります。一般公開を行う前にレポーター アプリケーション上で表示される情報やレポートが

投稿された際のワークフローなどについて十分に確認および検証を行ってください。 

 

1. ArcGIS ポータルのマイ コンテンツ ページに移動し、一般公開用ホスト フィーチャ レイヤー、

レポーター アプリケーション、レポーター アプリケーション用に作成した「まちの美化」お

よび「道路および歩道」Web マップの計 4 つのアイテムのチェック ボックスにチェックを入

れて [共有] > [アクセス] をクリックします（誤って他のアイテムを選択しないように注意し

てください） 
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2. 共有ダイアログが表示されます。「すべての人に公開（パブリック）」にチェックを入れて [OK] 

をクリックします。 

 

3. ArcGIS Online にログインしていないブラウザーでレポーター アプリケーションの URL に

アクセスします。[ゲストとして続行] をクリックします。 
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4. ArcGIS ポータルにログインしていないユーザーでもレポートが正常に投稿できることを確認

します。 

 この手順で一般公開したアプリケーションはレポーター アプリケーションのみであり、マ

ネージャー アプリケーションやダッシュボード アプリケーションは引き続き ArcGIS 

ポータルにログインしているユーザーしか利用することはできません。 

 レポーター アプリケーションが使用する Web マップの設定を変更する必要がある場合

は、一時的にすべてのアイテムの一般公開設定を解除した上で、一般公開用のホスト フィ

ーチャ レイヤーの使用制限を削除します。Web マップの変更が完了したら、再び使用制

限を設定してからアイテムを一般公開してください。 

 

以上で市民レポート テンプレートのすべての設定が完了しました。レポーター アプリケーションの URL 

を市民に共有し、レポートの投稿を受け付けることができます。 
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