平成２８年８月３１日
地域資源保全情報記録システム
利用団体ご担当者 様
水土里ネット北海道
技術部地域支援課

「記録システム」に係る不具合・要望の対応状況および操作マニュ
アル（完全版）の送付について
本システムの運用につきましては、日頃よりご理解ご支援賜り厚くお礼申し上げます。
さて、記録システムの運用開始から 2 ヶ月が経過し、様々なご意見、ご要望をお受けし
ておりますが、既に対応済みの案件も含めまして一定程度の対応がまとまりましたのでご
連絡いたします。今後の検討課題としている案件につきましては、技術的・金銭的理由も
含めまして来年度以降の対応とすることをご了承いただきたくお願い申し上げます。
なお、こういったシステムの運用状況、対応状況等の情報を関係団体で共有するための
ツールとして、記録システムの専用ホームページを開設いたしました。今後、事務連絡文
書、各種ツール、関連資料等を掲載していくことを考えております。
また、システムの運用にあたり各地で開催しておりました記録システム操作研修会で使
用していた操作マニュアルは研修用の抜粋版となりますので、完全版操作マニュアルをシ
ステム利用団体につき１セット同封いたしますのでご利用ください。
記
１．システムに対するご要望の対応方針について
※別添「「記録システム」におけるシステム改修要望と対応および「記録システ
ム」用ホームページ開設のお知らせ」を参照。
２．記録システム用ホームページ開設について
※別添「「記録システム」におけるシステム改修要望と対応および「記録システ
ム」用ホームページ開設のお知らせ」を参照。
３．システム操作マニュアル（完全版）について
・システム利用団体（市町村、活動組織）ごとに１セット配布
・システムトップ画面に操作マニュアル（PDF）へのリンク配置

水土里ネット北海道
技術部地域支援課 担当：小川
TEL：011-206-6209
Eml：kiroku@htochiren.jp

平成 28 年８月 31 日

「記録システム」におけるシステム改修要望と対応
および「記録システム」用ホームページ開設のお知らせ

この度、記録システムにおける改善・改修要望および不具合とその対応についてとりまとめま
したので情報共有いたします。また、記録システム用のホームページを立ち上げ、今後システム
運用注意事項や事務連絡文書等の各種情報の共有ツールとして展開させていきますので併せてご
連絡いたします。

１．システム改修要望とその対応
これまで寄せられた記録システムに関する問合せ・要望等からバージョンアップに関係する事
項をまとめましたので、システム運用のご参考としてください。
なお、次に示す課題以外の事象が発生しましたら、システム改善に向けて検討しますので、ご
連絡を頂きますようお願いします。
注）着色行は対応保留中を示す

番号

機能分類

課題内容

1

画面移動

縮尺が 9028 以上の場合、微

対応
8 月 12 日のバージョンアップで改修済

移動の上と左が動作しない
2

データ入力

参加者個人ごとの活動時間

仕様を考慮し、今後の検討課題といたします。来

入力は、人数が多い場合困

年度以降、下記のような対応で進めます。

難である

・日当計上時間を入力し、チェックした参加者にデ
フォルトで設定する。

3
4

データ入力
データ入力

活動データの保存の際に、

重複データを更新しない仕様で修正しました。

PRIMARYKEY 違反が起きる

8 月 12 日のバージョンアップで修正済

同一活動組織にて、

写真の登録ユーザーと閲覧ユーザーが異なる場

保存したユーザーと異なるユ

合に発生していました。異なるユーザーでも写真

ーザーが添付ファイル（写真）

が閲覧可能な仕様で修正しています。

を参照すると、「-99 ファイル

8 月 12 日のバージョンアップで改修済

は公開されていません。」
と表示される。
5
6

データ入力
日付選択

各ボタンが反応しているかど

ボタンを押した際に、色が変わる等の処理を施す

うかが分かり難い

よう対応します。

日付の選択で、年が 1900 年

本環境（推奨タブレット）で事象が再現されない状

等になる。

況です。別件日付選択の不具合を修正しておりま
すので、併せて修正された可能性もあります。再
現待ち（保留状態）

番号
7

機能分類
写真

課題内容

対応

写真ファイルが４MB 程度で

システム内部設定値が４MB となっておりました。

もデータ登録ができない

写真登録時の接続時間を考慮し、１０MB に再設

保存した時に画面更新ができ

定しております。

ずフリーズ状態となる。

8 月 26 日のバージョンアップで対応済
※H28.8.15 の案内に基づき、写真サイズを小さく
するよう設定願います

8

帳票

機械借上・単価等のシステム

前システム（農地・水 Pad）の機能は移行すること

反映要望

を考えておりますが、大きな仕様変更となりますの
で来年度以降の対応といたします。

9

帳票

帳票取得時の状態「更新」ボ

8 月 26 日のバージョンアップで対応済

タンが必要
10

11

帳票

帳票

帳票作成時において、帳票

バックグランドで帳票を自動的に作成することは、

はデータ登録した段階で自動

システム負荷軽減の観点および修正・集約による

的に作成され、ユーザーは取

再作成のタイミング等の問題から見送る方針とい

得（DL）のみ行うようにしてほ

たしますが、別な形での検討課題とさせてくださ

しい

い。

帳票出力の際にエラーが出

活動データの中に、不完全に登録されている写真

る

データが存在した場合、帳票出力時にエラーが出
ます。
出力時には、不完全データを無視して出力するよ
うに修正しています。
8 月 12 日のバージョンアップで修正済

12

13
14
15

計測

計測
計測
オルソ

距離、面積計測結果に誤差

座標系の違いから計測結果に誤差が生じていま

が生じている

した。

計測値が見難い

8 月 26 日のバージョンアップで改修済

計測結果の色が赤字に赤文

文字色を白色に統一変更しました。

字のため見づらい

8 月 26 日のバージョンアップで改修済

計測時にも中心点ボタンがあ

システムの都合上、簡単に修正可能な案件では

ると便利

ありませんので今後の検討課題といたします。

一部地域のオルソ（航空写

一部 8 月 24 日に対応済みの地域もありますが、

真）が表示されない

時間を要する地域は 10 月末の修正となる見込み
です。
オルソが表示されない等の地域は、対応しますの
でご連絡をください。
なお、ズームアップするとオルソが表示される場合
がありますので、お試しください。

16

端末

Dtab の 10inch が欲しい

本会推奨機種として提供する場合は、タブレットを
制御するアプリケーションとの親和性を検証する
必要がありますので、今後の検証といたします。
推奨機種以外で使用する場合は、機種固有の不
具合は現在見つかっていません。

番号
17

機能分類

課題内容

対応

端末

らくらくフォンは画面領域が足

流通する全ての機種に対応することは、金銭的・

りない

労力的に非現実的ですので、らくらくフォンおよび
キッズ携帯等につきましてはサポート対象外とさ
せていただきます。
なお、画面領域が足りない機種に対応すべく、8
月 26 日のバージョンアップでログイン画面にスク
ロールバーを設けています。

18

端末

GPS で現在地が適正な位置

8 月 5 日の案内を確認のうえ、端末の設定をお願

にならない

いします。
なお、一部の推奨端末で、設定ができないことが
確認されていますが、この場合は、当方までご連
絡ください。

19

通信

家にも電波が届かない

NTTDocomo 社で電波状況の確認を行い、対応が
可能な場合はアンテナ調整・ブースターの設置等
の処置を行いますので、ご連絡ください。

20

マニュアル

システム操作マニュアル（完

システムポータル画面からマニュアルをダウンロ

全版）を提供して欲しい

ード可能といたしました。
8 月 12 日のバージョンアップで改修済
なお、各団体に対しマニュアル 1 部を発送します。

２．記録システム用ホームページの開設
平成 28 年 8 月 15 日より記録システム用のホームページを開設しました。
（水土里ネット北海道ホームページ内）
「利用料金」等未開設部分はありますが、一定程度の整備を終えましたので公開いたし
ます。今後はシステムの運用状況およびシステムに関する情報提供ツールの１つとしての
展開を考えておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。
記録システム用ホームページ（トップ画面）

URL：http://www.htochiren.jp/kirokusys/kirokusys.html
または、本会ホームページ（トップ画面）の下記箇所（資源保全情報ボタン）からもアクセス
可能です。

