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（図-1）水利施設 GIS の全体像

（図 -1）水利施設 GIS の全体像

地図データ©2018 ZENRIN 画像©2018，CNES/Airbus，DigitalGlobe
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（図-2）津田土地改良区の水利施設マップ（PC
（図
-2）津田土地改良区の水利施設マップ（PC の
のGoogle
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マイマップ画面）
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レイヤからなる。①のレイヤは筆
放水工等、③その他の施設、④災
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レイヤ②、③の空間データは、
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分水工等の施設の位置を示す図形

データからなる。レイヤ④の空間
分水工等の施設の位置を示す図形
データは、台風被害のあった地点
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記されたアイコンをクリックする
合、航空写真上のその地点に「ひ
化状況の現地調査でこの機能を活
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等の施設の位置が現在地とともに
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トのひび割れが見つかった場合、
ルが記されたアイコンをクリック
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ている（
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（図-4）立梅用水土地改良区の水利施設マップ
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他の職員の
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共有登録時に「編集者」を選択す
を共有登録すると、その職員も自
を共有登録すると、その職員も自
ると、その職員は Google マイマッ
分のモバイル端末で水利施設マッ
分のモバイル端末で水利施設マッ
プを利用して水利施設マップの編
プが利用できるようになる。
また、また、
プが利用できるようになる。
集を行うこともできるようになる。
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共有登録時に「編集者」を選択す
津田土地改良区と立梅用水土地
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マイマッ
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プを利用して水利施設マップの編
プを利用して水利施設マップの編
る。 病 気 等 で 休 ま ざ る を 得 な く
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集を行うこともできるようになる。
なった場合にサポートできるよう
津田土地改良区と立梅用水土地
津田土地改良区と立梅用水土地
に、それぞれの職員がお互いの水

改良区は同じ合同事務所の中にあ
改良区は同じ合同事務所の中にあ
利施設マップを共有している。
る。病気等で休まざるを得なくな
る。病気等で休まざるを得なくな
った場合にサポートできるように、
った場合にサポートできるように、
６．Google Earth Pro と
それぞれの職員がお互いの水利施
の連携
それぞれの職員がお互いの水利施
設マップを共有している。
水路が開水路形式で、航空写真
設マップを共有している。
に映っていれば、Google マイマッ
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© Google
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地図データ©2018
ZENRIN
画像©2018，CNES/Airbus，DigitalGlobe
地図データ©2018
ZENRIN
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（図（図-3）
-3）立梅用水土地改良区の水利施設マップ
立梅用水土地改良区の水利施設マップ
（PC
Google
マイマップ画面）
（図-3）
（PCのの
Google
マイマップ画面）
立梅用水土地改良区の水利施設マップ
（PC
の Google
マイマップ画面）
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（図-5）津田土地改良区の水利施設マップとラベル
（図-5）津田土地改良区の水利施設マップとラベル
（図
-5）津田土地改良区の水利施設マップとラベル
（スマートフォンの
Google
マップ画面）
（スマートフォンの
Google
マップ画面）
（スマートフォンの
Google
マップ画面）

プで航空写真に映っている水路を
６．Google
EarthEarth
Pro との連携
６．
Google
Pro との連携

マウスでトレースすることができ、
水路が開水路形式で、航空写真
水路が開水路形式で、航空写真
水路のレイヤを容易に作成するこ
に映っていれば、Google
マイマッ
に映っていれば、Google
マイマッ
とができる。しかし、津田土地改
プで航空写真に映っている水路を
プで航空写真に映っている水路を
良区が管理している開水路形式の
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