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市町村スケールにおける実践的な農業 GIS構築の課題

鈴 木 充 夫*

要約:農業分野'における地理情報システムは， 112苦笑委員会，土地改良区， NOSAI等において利用さ

れているが， I磁場ポリゴンとE毒性データのマッチングが不正路であったり， GISデータが更新されて

いないために，現場での利JfJに支i笥をきたしている。本論では。実銭的な観点から，市町村スケール

における渓梁GISを構築・努及させるための問題点を，祭毛またち自身が現場でtm発した農業 GISの

構築作業と更新作業を過しl列らかにするとともに， 212用負担が少ない農業 GISの構築方法について

提案した。具体的には，対象地域の農業 GISを大字'fff:に分類すること，および，ポリゴンデータと

共済組合台l阪の共通項目として新しく独立した共通 key番号(包:理番号)を設定することが必要で

あること，また， ]A内;こ設置した11:民参加lllilGIS 組織でデータマッチング作業と吏新作業を行うこ

とが必要であることを提案した。

キーワード:地主主信号報システム (GIS)，成言葉GISの利用，住民参加型 GIS

1.課 題

農業分野の地理靖報システム(以下， GISと

表記する)の手Ij取は，農業委員会，土地改良区，

NOSAI等で仔われている。また，農林水産省は

農業後継者不足の状況のなかで，積極的に農地の

集積による規摸J広大のサポートの道具として，農

業 GISを活用しようとしている~しかし GIS

を扱っている論文は，農業土木関連の地域計間に

関する研究が多く，農業経営学・農業経済学研究

者が試みた GISに関する研究は少ない2)。また，

現場の市町村や ]Aに導入されている農業 GISは

裕助金を活用して導入されたものが多く， GIS 

データは現地の農地関連情報を熟知していない民

間会業が作成しているために，作成された闘場ポ

リゴンデータと属性データのマッチングが不正

確であり 3) また，時鴎の経過とともに作成した

GISデータと現況の土地利用が合わなくなり利用

に支障をきたしている。

農業 GISの現状と課題を分析する場合，方法

論的に，市町村の農業委員会などに存在してい

る農業 GISを前提に分析せざるを得ない九しか

*東京農業火学

しこの研究アプローチでは，対象とする

GISが現況劉jおを正確に反映していることを暗黙

的に仮定していることになり， GISそのものの精

度，あるいは，科用に捺しての不都合等について

は何ら論評することはできないのである。 GISを

自ら構築した研究には，鳥取農試・経営技術研究

(2003)がある。この研究では GISをi舌用して，

大規模農家の闘場の特徴や生産性，作業状況を把

援するとともに， [車場に適した作業計画の作成や

各種作業の進行管理，労務管理への活尽を呂的と

したものであり，本論で対象とする ]Aなどの市

i可村スケールの農業 GISとは奥なっている O

本論では，実践的な観点から，農業 GISを活用・

普及させるための問題点を， ]A 111万三おきたま

島地区で筆者たちが開発した農業 GISの構築と

経験を通し明らかにする O 具体的には，従来の民

間食業に委託していた GISの際発を ]Aなど

が独自で構築するための方法について提案する。

このような研究アプローチを採吊したのは，本

論が「技術開発の場面では，経営的評価を経て実

帰化された技術でも全くご普及しないものもある。

それは，農業経営分析が現場の要求に応えられな

いためであると考えられるJとの規点にたってい
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るからである。

以下， 2で農業委員会，水土星ネット， NOSAI 

の農業 GISについて整理し， 3で農業 GISの利用

状況と問題点をアンケート調査を活用して分析す

る。次に， 4で市町村スケールの農業 GIS構築の

方向性を， 5で農業 GISの構築と吏新の作業手)11貝

6で農業 GISの課題， 7で市町村今スケールでの農

GISの構築方法について提案する。

2. 農業委員会，水二七壁ネット， NOSAIの農業

GIS 

農業分野における GISの利用は，農業委員会，

水土里ネット， NOSAI， ]A等において試みられ

ている。

農業委員会は，市町村農業委員会，都道府県農

業会議，全国農業会議所の 3段措から構成され

た「農業委員会等に関する法律jで定められた組

識であり，農地の所有権移転や賃貸借に調達した

業務(農地流動化支援)を行うことを百的に設立

された機関である O たとえば，ある農家が加の農

家と農地主?売買するときには，必ず，市町村の農

業委員会に報告しなければならない。また，農家

が離農した場合には，経営規模の拡大に意欲的な

農家に対して，農業委員会は離農した農地を斡旋

することにより{昔地による大規模な農業経営が可

能になるような支援を行っている O このように，

農業委員会では，農地の出し手農家と受け手農家

の中にたち，所有権の移転や利用機の設定などの

支援業務を行なっている。農業 GISはこのよう

な農地の集積・斡旋情報を視覚的に分かりやすく

表現するために多くの農業委員会で導入されてい

るO

水土里ネットとは，土地改良区の連合会であ

り，全悶土地改良事業団体連合会および都道府

県土地改良事業団体連合会から構成されている O

各都道府県の土地攻良連合会(水土製ネット)で

は，市町村，土地改良[R， ]Aなどが利用できる

農地基盤情報の整備を目的とした農業 GISを構

築している。 2006(平成 18)年からは， I水土壁

情報利活用促進事業jが始まり，農地や水利施設

に関する GISデータが都道府県単位で整備さ

れ，この事業で構築された農地基盤情報は，専用

のGIS管理システムから有料で市町村， ]Aなど

に配信されている O しかし農業 GISの導入を

検討している ]Aや市町村eでの筆者のヒアリング

によれば，年間 30万円程度の使用料金を払って

も， GISデータは水土星ネットのサーバーからイ

ンターネットを介して配信されており，①アク

セス時間がかかり過ぎる，②利用地域のGISデー

タを切り出すことができないなどの問題が多いo

NOSAI (淡業共済組合)とは，農業災答補償法

に基づく農業災害補償耕度を運営する農業団体

であり，全国の市町村ごとに設置されている o

NOSAI は，農家が掛金を出し積立金を造成し

台風・洪水・冷害・地震等の災害を受けた農家が，

その積立金から共済金を受け取る仕組みになって

いる o NOSAIでは，住宅地i認などの電子地図を

ベースに調場単位のデジタル地留を作成しこの

デジタル地図に各種共済の加入者・未加入者の情

報をリンクし GIS上で管理することにより，共

済加入の推進に利用している O また，災害後の損

害評価業務においても，被害地域，面接，被害

程浸などの被害状況を竿期に把握するために GIS

を利用している。

ここで問題なのは，農業委員会，水土盟ネット，

NOSAIが構築した農業 GISの構造6)は，ほとん

ど同じ機能，たとえば， I生産龍整における転作

闘場の確認J. I生産者名・所有者名からの臨場位

置の把握J，I酒場からの生産者名・所有者名の把

握Jを有していることである O 加えて，各機関

で構築した農業 GISは， GISの基本機能を俄えて

いる IGISエンジンjに各機関の業務にあったイ

ンターフェースを付加しているものが多いのであ

るO 別の言い方をすれば，これら 3つの機関の農

GISは，農林水産省の異なった 3つの補助金で，

それぞれ，間じような農業 GISを構築している

のである。

これに対し ]Aにおける GISの科毘は，個人

i吉報保護法の壁があり進んでいない。 ]Aが営

農指導や販売戦略に GISを活用する場合，事業
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主体は ]Aである。しかし ]Aが農業委員会や

NOSAIの農業 GISを活用しこれらの事業を推

進しようとしても，各機関の保有する俗人情報保

護(市町村では波書長経営改善計郎等，農業委員会は農

地基本合If民農業共済組合は共済組合台帳など)のた

めに利用できない。 ]Aが営農指導等に利用して

いる GISには， ]Aが属する市町村の農業委員会

と交渉し GISデータの鑓供を受ける事部7)がいく

つかあるが，農業委員会や共済組合から GISデー

タの靖報提供を受けるのは難しいのが一般的であ

るO また， ]Aが独自に GISを構築する場合には，

①紙地留から闘場ポリゴンデータの作成，②農

家アンケートによる眉場別作付情報等の農家台帳

の入手 ①データマッチングの手順を踏むこと

が必要になるへ

3， 農業 GISの利用状況と問題点ーアンケー

ト調査から一

GISの農業利用について，全国の主要なコメ

地から，青森県，秋関県，岩手県，宮城県，山形県，

福島県，新潟県の 126]Aと273市町村にアンケー

トを記布し，35]A(閲答率:27.8%)と127市向ム村(回

答索活5%)から回答を得た九

(1) GISの利用状況

GISについては. rGIS は知っているjと回答

した農業委員会と ]Aは，それぞれ， 117市町村

(92.1 %)と 24]A(68.5%) となっており，多くの

農業委員会と ]AはGISについては知っているこ

とが確認できた。しかし rGISを導入しているJ
と閤答した農業委員会と ]Aは，それぞ、れ， 41市

町村 (32.3%)と 7]A(20%)であった。

(2) GISの科毘分野

図 lは， GISを導入した 7]Aと41市町村の農

業委員会について農業 GISの利用分野を聞いた

ものである。

この図から， r生産者からの臨場位置の把

握Jが87.8%，r圃場からの生産者名の把握」が

80.5%となっており，圃場の泣置情報を確認す

るために GISを利用していることが確認できる O

筆者の現地ヒアリングにおいても， ]Aの営農担

生主主履歴・会
l床管浬， 7.3%

営農指導，

24.4% 

図 1農業GISの利用分野

Uliim文部科学省宇lti手IJIll促進潟慾委託学言語のアンケート。

当者でさえ，生産者がどの闘場に作付しているの

か，生産者がどの関場を所有しているのかを正確

に把握していないのが現状である。また， r陸場

集積幹施業務での利用Jが61.0%あり，農業委

員会の業務の一つである規模拡大支援業務に利用

していること， r生産調整における転作圃場の管

理jが41.5%となっており， GISは転作業務にお

いても利用されていることが分かる O これに対し

「営農指導での和馬jと「生産履歴や食味情報な

どの管理」が，それぞれ， 24.4%と 7.3%と農地

関連の利用とよとベて抵くなっている O

(3) 農業 GISへの不満

閤21ま， GISを導入した 7]Aと41市町村の農

業委員会について農業 GISの不満を開いたもの

である O

この閣から，農業 GISの不;前については， r構

築費用が高い」が22.0%，r更新費用が高いjが

36.6%となっており， GISの構築・更新に対ーする

コストに対しての不満が高いことが篠認できる。

GISの構築費用については， 11，000万円以上」と

答えた ]Aと農業委員会は， 45.8%のとなってお

り， GISの構築にはかなりの費用がかかってい

ることが確認できる O また，更新費用は， 36.6% 

が 100万円以上と答えている O 筆者が聞き取りを

行った山形県の ]A山形や福島県の会津坂下町で
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からなL勺

7.3% 

更新方法が分---、
からない，

7.3% 

不潜はなL¥
31.7% 

図 2農業 GISへの不満

(tl:ifiji)文総科学劣字'[ijキIJ)lJ促進潟務委託手言語のアンケ トc

も年間 100万円程震のデータ保守料を支払ってい

るが，データ更新については加料金がかかるとの

ことであった。

また. ，現況と合わない」と「構築された GIS

の精度が悪いjが，それぞれ， 22.0 %， 4.9 %となっ

ている o ，現況と合わないJは，現在の土地利用

とGIS導入期の土地利用が異なっていることを，

刊誌築された GISの精度が悪い」は， GIS構築段

階において，関場所存者と関場ポリゴンとがリン

クされていないことを意味し前者は，農業 GIS

が定期的に更新されていないこと，後者は GIS

構築の初期段階において現地の農地関連情報を熟

知していないためにもたらされたものである O さ

らに， ，GISの操作が難しい」が 24.4%， ，更新の

方法がわからないJが 7.3%になっており，農業

会や JAの職員がGISについての知識が不足

していることが読みとれる。一方， ，不満はないJ

と答えた農業委員会と JAは31.7%となっている O

4. 市町村スケールの農業 GIS構築の方向性

農業 GISは3のアンケートでも示したように

農地斡旋業務や転作業務に利用されている O また，

筆者の開き取り調査から，山形県の JAEt内みど

りでは無人ヘリによる水稲防除， JA越後さんと

うでは酒米のタンパク管理に活用している O ま

た， JA周南や JA位i度では転作確認， JA山形お

きたまでは閤場ごとの杷培管理や生産履歴を活吊

した営農指導などに利用したいなどGISの利用

分野は多蚊にわたっている O しかし農業 GISは，

このような利用領域があるにも関わらず，有効に

活用されていないのが現実である。

現在，導入されている農業 GISは，民間企業

が開発したものがほとんどである O これら民陪

企業が構築した GISは，システム会社が独自の

フォーマットでデータを構築・管理している。加

えて，偶人情報保護のためデータを部外者に開示

できない状況になっている O そのために，一度受

注した民間企業がデータの修正・更新を行うとい

う構造になっているのである。これらの民間会社

は農業委員会や土地改良区から提供された地番閣

と台帳からポリゴンデータと台帳データベースを

作成し陪データを鴎連付けるマッチング作業を

行い農業 GISを構築している O しかし地番図

や地閣は，現場でしかわからない記載不備や誤記，

未更新情報などが，また，台帳にも同様な不備・

未更新・誤記載などが多数あり，ポリゴンデータ

と台帳データとのマッチンク叩が行われず，未完成

のまま納品されてしまうケースが続出している O

加えて，ポリゴンデータの修正や新たなデータの

吏新・修正作業は，一般の人でも l週詞程度の作

日数で十分可能なのであるが，民間のシステム

会社はこの GISの基本技術を現場の人々に公開
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していないのが現状である O

本来，農業 GISとは，地域の生産者が有して

いる様々な情報を如何に活用するかの議論が先に

あり，その延長線上に道具としての GISが存在

する。しかし現実の GISは，システム会社の

営業が先にあり，その後に現実の問題と現場の担

当者が存在しているのである。そのためにシステ

ム構築とデータ整備(地図やが阪)に莫大な費用

がかかり，かつ，現場から捉fJLされた情報のみで

機械的に GISデータを作成しているために，

直しが必要な GISデータとなり，費用がかさむ

醤には一向に完成しないケースが多々見受けられ

る10)。

GISデータの恭本となる地域の情報，岡場の'1寄

報，生産j護控などは， もともと個々の生産者が自

分たちの翻場や所有地について把握している情報

である。また.ポリゴンイとする地i惑についても，

各生産者からの情報を統合しつつポリゴン化し

利用しながら不具合や関違いを適宜更新してデジ

タル地図とした方が，利便性が高く，現実的で、，

かっ信頼性も高いと考えられる。さらに， リアル

タイムに更新可能なことがGISの最大の利点で

あるにもかかわらず¥導入されている多くのシス

テムでは，システム構築に現場の担当者が参加し

ていることはほとんどないのが現状である O

GISを現場ーで普及させるためには，多く

の情報を有している地域の生産者と協力したシス

テム開発が必要なのである。そのためには，現

在，保有する地図や阻及び¥それに際連する

属性情報(会Ip~や生産腹腔など)の整理から始める

とともに，ポリゴンデータの作成や属性データと

のマッチング作業を，地域の実態を熟知している

農家と ]Aなどが連携し農業G誌を構築すること

が望ましい。

5. 農業 GISの構築と更新の作業手願

5.1 GIS構築の作業手)1摸

(1) 科舟デ…タ

GISの傍築に利用した資料及びデータは

下記の通りである。

① 切鴎 Ul1Ul!l隠1.二上治改良区より提供)

-@ 数値地図 25000(空間データ主主絵)山形 (図

土地理|突発行 CD-ROM)~反)

③ 共済台11反(澄l!易農業共済組合より入手)

③ {隠別栽培管理内容情報(JA山形おきたまよ

り入手)

@ 個別品種別生産玄米食IIj長分軒情報 (JA1117杉

おきたまより入手)

GIS では地 I~上で、各種のデータを表示し

て和活用を行う。農業 GISの基本となる地鴎は，

生産関場の区画整備を行う|僚に利用する字切関を

土地改良i豆より入手し活隠した。

字切罷を和沼して生産苗場の特定を行う理由

は. 1) ]Aや生産現場ーでは箇場に係る業務をこの

字切図を基本に行っている点. 2) 業務で利用す

るため共済台帳に含まれる地名地番(協場を特定

するための悉号)との連携も取れている点である。

字切関は複数枚の紙地図で構成されている。

密 3は，研究対象地域である川西町の古島区域

の字切図であり. I圏場毎に地名地番と面積が記載

されている。この字切関をスキャナで取り込み科

泊するが，取り込んだだけでは緯度経度の泣置情

報が付加されていない。そこで国土地理院より発

図 3 字切隊l

({lH苛 ~Ilfぬ地区:l:1ili.改良



司JI町村スケールにおける ~ß~~主的な設 GIS 構築の課題 59 

行されている数値池辺 25000(空間データ基盤)を 報，公共施設名，行政界が表示されており，各地

利用するn:。この数値地毘データには空間情報が 点に緯茂経度の位電情報が付加されている O これ

付加された道路・水域界・行政界・公共施設など らの情報を手iJ尽して字切図に空間情報を付加する

の情報が格納されている。図 4は川間町会域を表 ことができる。

示した数値地図データである O 道路'1育報，河川!情 字切図をスキャニングしこれに位置情報を付加

図 4 数依地図 25000(1幻形)

(lH所) 1五IcU似院

治，1i'l古Hi

T!i抗THコード

j生i豆コード

終洛コード

完封司コード

行政コード

綾子コド

'rlY軒J村コード

ゾジ血[/:{'l

ノj、地!I主ずl

説i合氏名

ttfVi 
9汗 τーラ
ft!..lず11if'-f/

lJiJ退役サ

う話ト"
j車y，J阜詐

本地1ilH1!

~ I受吉ufN
誇云{下::，~c;踊î fi(

tWl1寺名簿

し， GISソフトで轡;場単位のポリゴンデータを作

成する。次に，作成された悶場ポリゴンデータの

それぞれに，掴場の所有者・地名地番・耕作面

積・生産者コー iごなどの情報をリンクさせるので

ある。本研究では，生産者情報が記載されている

共済台帳(表1)を利用した。共済合i授は JAな

どの業務で利用されている基本i警報であり，置賜

農業共済組合でデータベースとして管理されてい

るO しかし外部への持ち出しはi!ilH浪されており，

民間利用での間覧には紙ベースの台I肢の利用とな

るO したがって，本研究では，共済組合に出向き

紙ベースの台帳をコピーしデータを作成した。

また，今回作成した GIS には，この共済合 IIJj~の

他に JA山形おきたまの要望により，品種，二j二粒

収育苗j明，育高様式，播種自，耕;込町

松え，出穂、j拐などの生産設置データ，および，タ

ンパク，スコア，良質重などの食味データに関す

る情報を追加した。

表 l 共済合i阪格納情報一覧

iλiず手

号所有者に採り分けられたヨ:絞干?のコード

妥協:t!jf巧ギj'"t-の3立合同fのi生以コ ド

当夜閥均所有すの辺住所の祭器コード

おí1 )YjF汗ギf千?にJ民 1) 分けられた及率ミ行官~I! コード

*絞um場所有に銀行分けられたiiif'.{¥']'m!コ-f 

椀所有'1\':こ採り分げられた共済部iftの:r~'耳!コード

長uJ:YuYr千f-Jfの草i住民riのrti軒J十，ty，
'UITlml場所布告の現役所の大泌氏名

史認 Þ1íjj~~jJíJf右名AのJ)1 11 併の小jilil~ わ

泣'1iUl)誌の持?ギィ若??お

夜liWおfYr:{f~8'の1見IUìi

II一品1)詰所有者の活設"，

'UEI立il.t!}iのIJt地lこIYjする悩ilI

'I.'i'lml)持のう士?れこ作iずる総!(f1.

去fjfjl#)jのiii主:JiliWt¥(
'U子tfjjJt}のi立iiJ¥1百校

'1'.ij.[Wil)告のヲ|受i鮮政絞殺

生産Iml)誌の転11'干IJ)IIごすのilri続的甘く

険誌で'1♂絞している IH0の ilj~fz

(lIH苛)ぷ議共沢総合〔
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凶作業手j額

GIS 構築は大きく 3段措の作業工程に分けるこ

とができる O 第 l段階は関場ポリゴンデータを作

成する作業工設ー第 2段階では農地所有者. :l也番

などの数値データを作成する工程，第 3段階は第

l段階で作成したポリゴンデータと第2段階で作

成した数億データのマッチング(結合)作業工程

第I段階
1) ペースマップの取り込み
2) 空間情報の付加
3) ポリゴン作成

第2段階
4) マッチングする数f陵情報の整備

第3段階
5) ポリゴンデ…タと数鎚情報のマッチング
6) マッチング不可データ確認と符マッチング

図 5 作業手)1際

である。

具体的な作業手順は，臨 5に示しである O

なお，構築作業で利用した GISソフトは， 日

本スーパーマップ株式会社 (http://supermap

jp/)のSuperMapDeskproである。

1) ベースマップ (GISの基礎となる地図)の取

り込み

本研究では，対象地域の川西IIIJ古島地芭の合計

11枚の字切闘を土地改良区より入手，この紙地

図を GIS上に取り込むため，スキャナを利用し

て画像データに変換した。

2) ベースマップ。への空間情報の付加

スキャナで間探データに変換した学切簡は，

GIS上にインポートした時点では俄々に分かれた

11枚の麗橡データである。この別々の画像デー

タをつなぎ合わせるために緯度経授の空間情報を

付加させる作業が必要となる。

空間情報を付加させる方法として正確な空間矯

報を持つデータと個々の間像データを重ねていく

手法(利用する GISソフトによってレジスタ処理やジ

オリファレンスなどと呼び名が異なる)がある。この

手法で利用する正しい空間情報を持ったデータと

して，間土地理院より発行されている「数値地図

図 6 レジスタ処理(ジオリファレンス)

(討，)占ての[311ま?をf1l1iW$f{を持たない地[3]，布の1211土空間情報を持つ地IXJo
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25000 (空間データ基数)Jを用いる。具体的には，

数値地閣の道路が交差する点を画像データの同一

地点の交差点に指定することで空間情報を付加さ

せる O このレジスタ処理(ジオリファレンス)を 1

つの画像で4笛所程度行うことにより，正確な空

間情報を持ったベースマップが作成される(図 6)。

次にこのベースマップの測地系，投影法の設定

を行う。地球は北極と南極を通る地軸を中心に偏

王子に歪んだ、楕円体である。この椅円体を 2次元の

地図で表現するために複数の手法が存在してい

る。設定する項目は.測地基準点成果，測地系，

楕円体，投影座標系である。本研究では，それぞ

れ，測地成果 2000，]GD2000， GRS1980，平面

直角座標系で、設定を行った。

3) ベースマップ上でのポリゴン作成

GIS上で生産闘場を示すポリゴンを作成する O

ポリゴン作成は GISソフトを活帰して空間情報

が付加されている字切図上で作成する。ポリゴン

作成と問時に，システム上には各々のポリゴンに

必要最低限の管理情報，たとえば，緯度経度の空

間情報，作成された順番等が付加される。この自

動的に作成される管理情報に農地所有者，地番地

名，営農指導に必要な情報(食l氏肥料情報なれ

を自由に付加させることができる。ここで重要と

なる作業が，各々のポリゴンに在意の重複しない

番号を振り分けることである(以下， keyと記載)。

この key付加作業は，作成した圃場ポリゴンデー

タと管理情報，および¥営農情報等をマッチング

する際に必要となる。生産岡場を示すポリゴン

データにそれぞれ向定可能な一意の key番号を

振り分けることで属性データと 1)ンクすることが

できる。

4) マッチングする数値情報の整備

共済組合台l肢の情報を 3)で作成した現況劇場

ポリゴンにつなげるためのデータ整備を行う。

体的な作業は，字切図に記載されている地名地番

をポリゴン作成時に自動生成される管理情報に手

入力する(1'ZI7の下のOの部分)。次に，管理情報

の地名地番と開じ地名地番を共済台帳データの中

から検索し当該ポリゴンに振り分けた key番

!ポリゴン管理情報 データ

図 7key入力作業の手順

を共済台帳データの新たに作成したフィールド

に付加する(隠17の上のOの部分)0 今聞の作業では，

共通項目である「地名地番jを利用してデータ整

備を行った。しかしながら，データがない場合や

地名地番の記述に間違いがある場合には. 目視で

線認しながら作業を進めた。現状では，闘場と共

済組合台l肢の共通項目 (key)が凝立されていな

いために，データ整備に支障をきたしている。今

後の課題として，マッチング作業で利用出来る独

立した管理番号(共通key)を設定すべきことが

挙げられる O

5) ポリゴンデータと数値矯報のマッチング

key番号を入力し終えた時点で，国場ポリゴン

データと共済組合台l援の属性データをマッチング

させる okey番号を GISソフト上にインポートし

ソフト上でマッチング処理を実行する。この時，

key番号の重複等の問題がないことを確認するこ

とが重要である O 処理を実行すると自動的にマッ

チングが進んで行く。データ数によって必要な時

間は変化するが，本研究の約5，500ポリゴンのマッ

チングに要した時陪は， 2時間程度であったω。

生産履歴データとポリゴンデータとのマッチン

グは，生産履歴データが岡場ごとの属地データで

はなく属人データになっている点に注意する必要

がある。耕起，田植えなどの生産関連データやタ

ンパク，スコアなどの食味データは国場ごとには

整備されていない。したがって，ポリゴンデータ

の生産者と生産履歴データの生産者のマッチング
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を行い，生産者の生産関連データと食味データを

その生産者が耕作している罷場の属性データにコ

ぜーした。

6) マッチング不可データ確認と再マッチング

今罰の研究では， 1回目のマッチングでおよそ

60%のマッチング率であった。 60%ではシステム

としては不卜分であり，園場の特定なども十分に

は仔えない。経験仁この段階でマッチング出来

ていない悶場は，字切開に記載されている情報や

各種データの記載に問題がある場合が多い。そこ

で，現地での線認作業が必要となる O この作業が

GIS構築のよで最も重要であり関難な作業である。

本研究で、も川西11fT古島地区に出向き， ]A 

土地改良区i隊員.農家の協力を得て確認作業を

行った。複数民の確認作業を実施した結果，マッ

チング率は， 2009年 10月時点で 88%，2010年

1月時点で、 90弘 2010年3Plで98%に達し，実

用可能な範囲まで精度向上した。現地確認作業で

は，現場で準備された数種類の地図を利用し総

勢 10名の現場関係者が確認作業を行った。具体

的には，マッチングの出来ていないデータから所

有者を調べ所有者に迷絡を取り生産翻場を把握す

る作業を行っ

5.2 GIS更新の作業手膿

した農業 GISには次のような問題があったO

① "I二切図自体が作成されてから待問が経過し

ており，区画整備などの情報が更新されて

おらず，現況の土地利用が必ずしも反映さ

れていない。

② 毎年度行われる開場の貸し借りなどの清報

が更新されていない。

したがって，字切留を利用して構築した GIS

システムは現況園場と若干ながら誤差が生じてい

ることが分かった。

これらの課題を解決するためには毎年のデータ

更新が必要になる。このデータ吏柔rrには，現況の

土地帯iJ洞を反映した盛場ポリゴンの作成作業が必

要である O

(1) 現況の土地特用を反執した麗場ポリゴンの

作成

圃j発ポリゴンの更新に利用した資料及びデータ

は以下の通りである。

① 現ue[翠(衛星廼j1象あるいは航空写真)

切i型(土地改良区より捻供)

数値地図 25000(空間データ基盤)山形

(1認土地理|淀発行 .CD-ROM版)

④ 共済組合台帳(霞!!易j乏言葉共済総合より入手)

今回の更新作業で手当用する資料及びデータのう

ち②， 5むは， GISを構築したi怒に利用した

ものと伺…である。〈じに関しては今回の作業で

初めて利用するものである。

①の現況密は実i祭の岡場を確認するための

データであり，今回は航空写真を科用した。航空

写真は園場の細部まで確認が可能であり開場抽出

に適していると判断したためである O ②は現況

悶との相違点を確認するために，③は現況悶で

ある航空写真に対ーしてf立境情報を付加するため

に.③の共済組合台|院は王子成 22年度版の最新版

のデータを GISに取り込むために手iJ用した。

現況閉場への更新作業の手}I阪は図 8の通りであ

る。なお，更新作業で利用する GISソフトは前

と同じである。

日 現況図(衛星雨後及び航空写真)の取り込み・

力rJJ二

画{象データ形式となっている衛星蘭像について

1) 現況図の取り込み

2) 現況鴎へ位置情報付加

3) 溜場ポリゴンデータの修正

4) マッチングデータの緩備

5) ポリゴンと台帳のマッチング

図 8 FJ!l:新作業の手順
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は， SuperMapを利用する場合には特殊な加工を

することなく取り込むことが可能で、ある O しか

しなカfら， GISソフトによっては， Adobe t士の

Photoshopなどを利用して画設の加工が必要とな

る場合がある。

これに対し今回利用した航空写真は劉後デー

タ形式にはなっているものの，撮影範囲が狭いた

めに，多くの航空写真画像をつなぎ合わせる必要

がある O 図録のつなぎ合わせに隠しては，

① Photoshopなどの晒像編集ソフトなどでつ

なぎあわせ，一枚の画像として銀存する。

② 綿々の臨像の隅 4点に位置情報をイす加し

GISソフト上でつなぎあわせ…枚の画像の

ようにする。

の2通りの方法がある O 今回の更新作業では，

航空写真の枚数が 60枚を超えていたため②の方

法で、は膨大な作業を伴うため，比較的作業の容易

な①の方法で、作業を行った。区画釘:に亙切られた

画像全てがI1又まる面積の四角形の画像を用意し

河川や国道などの目印を基準に磁像をつなぎあわ

せた O

2) 加工した現況国データへの位置情報の付加

GIS構築の手)阪の 2)取り込んだベースマップ

と向じ位置i者報を付加する。

3) 現況図を基に幽場ポリゴンデータの修正

2) で位置情報を{す加した航空写真を基準に闘

場ポリゴンを作成する。今回の作業では，変更作

業前の GIS上で作成した圏場ポリゴンを重ね合わ

せ，現況闘場と異なる箇所について変更を行ったo

Ij:{Jgと国 10は，それぞ、れ，字切閣を基に作成され

た変更前の闘場ポリゴンと航空写真を基に作成さ

れた変更後の闘場ポリゴンである。関 9のOの中

の閉場(①，②，③，③)は 4闘場にわかれている O

函10のOの中の困場は2画場(岳=①+

⑥=号+@)である。この違いは，字切図([主19)

では 4闘場での表記であったものが，現況留場(図

10)では 2蕗場として利用されている事を示して

いる。このように過去に作成された字切留は農家

の現況の翻場利用とは異なっているために航空写

真を用いて闘場ポリゴンを修正した。

図 9 ~1:切図から作成したE現場ポリゴン

殴 10 航空写真(現i71.1主J)から作成した閥均ポリゴン

4) マッチングするデータの整備

共済組合台i恨の情報を 3) で修正した現況圃場

ポリゴンにつなげるためのデータ整備を行う。変

更作業は，前年に作成した GISの劉場ポリゴン

を冗に有っているので，新規に修正した悶場以外

は共済組合台11長の情報が付加されている O した

がって，新規に修正された囲場に限って key番

号を新たに振り分ける作業が加わった。データ

俄の手!肢は GIS楠ー築の手}II夏の 4)マッチングする

数値情報の整備と同じである。

5) 劉場ポリゴンと共済組合台帳をマッチング

マッチング作業の手順は， GIS構築の手}II買の 5)

ポリゴンデータと数値情報のマッチング作業と同

じである O

6. 農業 GISの課題

)11西町古島地区での農業 GISの講築・更新過



64 1災村研究第 115~子 (2012)

程で明らかになったデータよの課題は以下の通り

である。

① 字切関，共済合i援，生産!覆歴，および，食

味データを管理する組織が異なっているこ

と。

@ 農家台11長，生産履授データ，食味データの

情報が不正確なこと。

③ 字切図に記載された情報が不正確なこと。

④ 新規に整備された生産踊場が地図に記載さ

れていないこと。

⑤ 古島地区以外の農家が耕作している臨場と

古島地IR内の農家が地区外で耕作している

データが混在していること O

⑤ 地関や台l隈にはそれぞれ構築ルールが存在

していること O

①は，字切図，共演台l援，生産履歴データ，

食味データは，それぞ、れ，土地改良区，共済組合，

JAで管理・手Ij尽されているために，データの記

入項目が異なっていることである。たとえば，問

場の所有者を管理するコードは存在するが，この

管理コードがそれぞれの組織で異なっているため

に，これらの各種データを一つのデータに集約す

るためには管理コードの変換が必要となる O

@は，共済合Ili民生産履歴データ，食味デー

タに記載されている情報は，紙ベースで管理され

ているものをデータ形式に入力し直したものであ

り，入力ミス等の人為的ミスが少なくない。また，

これらのデータの元になる情報は，農家からの提

出書類によって作成されており，提出された情報

に問題がある場合もある O たとえば，生産闘場を

特定する地名地番の記入に関して，本来の正しい

地名でなく，現場の農家罰で使う街l当地名を記入

するなどの問題が多数存在している O

⑤は字切留に記載されている地名地番，所有

者，詣積の文字が重なり合って判別不可能， もし

くは文字が小さ過ぎて判別不可能なものがいくつ

か存在する。

③は農業 GISを作成している持点， もしくは

字切留を作成した時点で地留に記載されていない

新規開発調場や新規整備闘場等が護数存在した。

また，生産国場内に調整水田としてごく寵かな面

積の園場が存在する場合が多く， I歯場の特定を回

難にしていた。

⑤は対対.象地域のj山lけi酋町古鳥池区で耕{作ノ乍Fを行う

地i思玄外の彩耕耕Hfl作ノ乍ド者が多数存在しし， その逆に三吉吉烏地庶

の耕作者が古島主地i説k底外で

存在することでで、ある O この存在が'データ数とポ

リゴ、ン数の格違に繋がっている。

⑥は"f二切関や共済組合台帳には作成を担当し

たそれぞれの組織によって独自のルールが存在し

ている。生産問場は地名地番で管理されているが，

この地名地番は小字名と数字と枚番号で表示され

る。校番号は，同一割場内で開場をIR切って利用

する場合に付加される。字切罷では磁から東，北

から南の}II真番に番号を振り分けられている。一方，

共済組合台帳では，小学名と地名地番の数字は同

じであるが，校番号が問から東，南から北の}II互に

振り分けられている O つまり，留場によっては数

字の順番が逆になる場合がある O また，字切図に

記載されている地名地番の校番号と共済台帳の地

名地番の枝番号は，間一の圏場を示しているにも

関わらず，学切閣ではイ・ロ・ハ，共済台市長では

1・2・3となっている O これらのルールを知らな

いままでは，正確な GISの構築は行えない。こ

れらの課題を解決するためには，現地での線認作

業が必要不可欠となり，そのためには実際に現場

に行き現場で日々生活を送る農家から得られる情

報が必要となる。

農業 GISの構築と変更作業を通して次に示す

新たな課題が認められた。

(1) GIS上で闘場を管理するための方法

農業 GISの担当者にとって最も負担のかかる

作業は，国土易及び、E習場情報の変更作業である。生

産者からの悶場に隠する変更届けの提出は，毎年

4月から 7月頃にかけて行われる。 GISの理想と

しては，変更届出が提出される度に闘場の確認・

変更作業を GIS上で行うことが望ましい。しか

しながら，現状では全ての業務を管理することは

難しいと言える O

GISの担当者の負担を軽減する方法として，
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GIS上の宿場ポリゴンを管理し易い状態に仕様変

更することが必要だと考える O 具体的な手}II買とし

て，現状の GISでは一つのファイルで約 1，400ha 

の川西町古島地区全域を管理している。これは，

5，000を起える圃場を一枚の地図上で、まとめて管

理していることになる。この状態では関場変更な

どの届出が出された場合には，膨大な数の園場か

ら自的の臨場を探し出し変更作業を仔う必要があ

る。この作業を効率的行うために， GISを大学毎

に切り出し，それぞれのファイルで管理すること

により，一枚の地顕でファイ jレを管理する場合に

比べて検索連度，変更作業の管理が容易になる

(2) GIS上での題場管理のための共通key(共

通項目)の設定

GIS上の岡場情報と共済組合台帳は，それぞれ

の共通項毘である keyによってマッチングされ

ている O このほyは，毎年更新される闘場と共

済組合台帳にそれぞれ振りなおしを行っている。

現状のままではマッチング、作業に時期が掛かつて

しまう。また， JAは，共済組合員番号を利用し

て個人特定を行っているため，共済組合員番号を

key番号の代替として利用することを望んでい

る。しかしながら，共済組合員番号は，個人の識

別には利用可能であるが， ~剖場単位には振り分け

られておらず，臨場特定は不可能である。

現状のマッチング作業では，ポリゴン内のデー

タと共済組合台帳のデータとの共通項目である

「地名地番」を利用してマッチングを行っている O

しかしながら.データがない場合や地名地番の記

述に悶違いがある場合にはコンピューター上では

マッチングがされないため， 日視での確認作業が

必要となっている O 今回の経験から， I地名地番J
をkey項目とする方法では作業効率が極めて悪

いことが線認出来た。そこでホ。 J)ゴンデータと共

済組合台l阪の共通項目として新しく，独立した

共通 key番号(管理番号)を設定することが重要

である O 共通 key番号は，通し番号でも良いが，

たとえば， 5143724000011 [51437240 (組合員コー

約十0001(耕地番号)十001(分筆番号)1のような

各組合員の個々の闘場ごとに l憾のキーコードを

設定することにより，このコードを介して開場ポ

リゴンデータと各台帳(例，土地自民農家台I限

共済組合台帳)を簡便に関連づけることが可能に

なる O

7. 農業 GISの構築にむけて

農業 GISの構築・更新作業から分かった課題

を踏まえ， JAなどの市町村スケールでの

GISを構築するための方法と費用についてまとめ

る。

(1) 方法

まず， GISを保有していない JAは，農業 GIS

をJA独自で開発するか，農業委員会，水土星ネッ

ト，あるいは NOSAIなどの他機関の GISを和服

するかを決定する O

[GISをJA独自で開発する場合i
φ ベースマップとして字切関か衛星間像(航

空写真)のどちらかを選択する。

② ポリゴンデータの作成を外在する O

③ JA内に設置した組織(住民参加型 GIS)13) 

でポリゴンデータと共済組合合続，及び，

生産履歴データなどとのマッチングを行う

(2年自以降は受新作業もこの組織で行う)。

{他の機関の G誌を利用する}

③ GIS関連データの共間科用に隠する協定書

を関連機関と結ぶ。

⑨ JA内に設置した組織で更新作業を行う O

以下，各項目について簡単に説明する O

① ベースマップとして学習J図か衛星画像(航

空写真)のどちらかを選択する。

どちらを選択しても作業手順はら.lGIS構築の

手順と同じである。

② ポリゴンデータの作成

JA 戦員と農家との研究会を通して，広範践の

ポリゴンデータを作成する場合には， JA職員と

地元農家だけでは，技術的，時間的，コスト的に

考えて不可能との結論にいたった。したがって，

ポリゴンデータの作成については，技術的，時間

的，コスト的に可能な外部組織で実施することが

有効であると判断した。これを検証するために，



66 村研究者~ 115 J号 (2012)

福島県会津坂下町の字切図をベースマップとした

ポリゴンデータの作成をハノイ農業大学に依頼

し，ハノイ農業大学が作成した SHAPEファイル

を検出した。その結巣，ハノイ農業大学が作成し

たSHAPEファイルは適正に作られており，自治

体や土地改良区からの字切図や解像度 5mクラス

の衛患酪像を元に作業を委託すれば， 日本閣内の

闘場ポリゴンデータは，作成可能なことが確認で

きた。

しかし翻場ポリゴンと醤場データのマッチン

グについては， 3年間の検証により現地の土地改

良院に属する農家が中心となり対応することが望

ましいことを確認した。

③ ]A内に設置した組織でポリゴンデータと

共済組合台帳，及び¥生産履歴データとの

マッチング (2if三筏以降は更新作業)

具体的な作業手願については 5.1GIS構築の手

順で説明してある。

④ GIS関連データの共同利用に関する協定書:

]Aが管内市町村の農業委員会，水土塁ネット，

NOSAIと農業 GISを共間利用するには，組織的

対応が必要となる O たとえば，農業 GISを利用

したい ]Aと農業 GISを所有している市町村間で

fGIS利用の端定書Jを締結するなどである。現在，

衛星画像の農業利用を検討している新潟県]A中

条と胎内市との間で¥市の保有している農業 GIS

について市の担当者と交渉したところ，両機関の

関で情報セキュリテイに関して語講しいくつか

の条件をクリアーできれば， ]A中条との共同利

用は可能との自答を得ている O

⑤ ]A内に設寵した組織(住民参加型 GIS)で

更新作業

具体的な作業手順については 5.2GIS更新の作

業担額を参照のこと O

(2) 費用

3で説明した農業 GISの科用アンケート諜査に

よれば， 10，000関場から 20，000翻場の農業 GIS

を民間企業に発注し構築するためには， 1，000万

から1，500万円の費用がかかる O この数字を参考

に， 20，000闘坊の GISを構築する場合の民陪企

業の見積もり金額(例)と(1)で提案した住民

参加盟 GISよる方法とのコストを比較すれば表2

表 2 民間費用の見積もり金額(ヒ段.例)

と住民参加毅による見積もり金額(下段-例)のよと絞

i'IJIl立iお ヰI.fiffi(II]) 数 iVIJ (ド])

データのJ以立3・設備投 375/1ヨ・人 30日・人 900，ω。
l万/IJ'λ 311.λ 30.000 

ポリゴンデータの11'f>Jtiを 1ωII]/1ポワゴン 20，∞。 。

10fIl/lポリゴンa 20，000 200.01ω 

データマソチング縫 37j/EI・人 30 EI 人 関0，∞。

5政刀'f1J/El.λ 60 [f .λ 300.0，ω 

システム問発受 7万IEI 人 60 EI .人 4，200，∞o 

l万/[J.λ 10 fl .λ 100，仰O

GISソフト隣人?を l∞刀 1，0ωρ∞ 

07;" l 。

PC ~VH 5075 500，000 

207)' l 200.0，ω 

旅 交i車交 675/人 10凶・人 600，000 

6みや/λL 6 fijJ.λ 360.000 

GISt才絞ilii;事 l万/El.λ 7fdJ 70.000 

合計 1(民Illj金援n 10，100，0∞ 

合ぷt2((U喜多かW) 1，260.000 

(ii)・ ベトナムでのアウトソーシングを'l!15主。

観科GISソ7 トを'l!!定。
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のようになる O なお，コスト算出については，次

の前提を置いた。

{コスト算出の前提}

① 民間企業のデータ整備・開発費用は，筆者

の聞き取りと間発費用1，000万汚を前提に

l人 1日あたり 3万円から 7万円とした。

② ポリゴンデータ作成費は，民開企業とハノ

イ農業大学での開き取りから 1ポリゴン

100円と 10内とした。

号住民参加型 GISでは，データ整備・開発・

マッチング作業を現地のアルノfイトで行う

と想定し 1El 5，000円と 10，000円とした。

③ 住民参加盟 GISの GIS技術指導について

は l日l万円とした。

⑤ 交通費は山形県を想定し 2irj 3 1ヨ， 1回 6

万丹とした。

2は，民!習食業と住民参加盟 GISによるコ

スト比較を示したものである。この表は 1つのi'iU

ではあるが，住民参加担 GISでは， Iデータ収集・

整備J， Iポリゴンデータ作成J， Iデータマッチン

グJ， Iシステム開発J， IGISソフト購入jにおい

て大幅な費用を削減でき，農業 GISの構築が約

10分の 1の経費で開発できる可能性があること

を示している。

8. 結論

が不正確であり，また， 11寺問の経過とともに現況

の土地利用とのズレが生じ，現場での利用に支障

をきたしている。さらに， JAなどがこれらの農

業 GISを利用しようとしても，制度的な問題が

あり科用できないのが現状である O 本識では，実

説的な観点から，市IIlJ村レベルにおける農業 GIS

を活用・普及させるための問題点を， (l) ]Aが

独自で農業 GISを措築するための手)11見 (2)他

機関で開発した農業 GISを]Aなどが横断的に利

用できるための方法乞筆者たち自身が現場で開

発した GIS構築作業，更新作業を通し明らかに

した。

その結果， JAなどが農業 GISを独自で構築す

るためには，①ポリゴンデータと共済組合台帳

の共通項目として新しく独立した管理番号(共通

key番号)を設定すること圏場ポリゴンデー

タの作成をアウトソーシングすること，③JA内

に設寵した住民参加型 GIS組識でマッチング作

と更新作業を行うこと，④対象地域の GISを

大字毎に振り分けることが必要であることを提案

した。また，他機関が構築した農業 GISを活用

する横断的手iJ尽には，当事者間の協定舎の作成が

有効で、あることを示した。

なお，本研究は，平成 22{1三度から 24年度文部

科学:省科学研究費補助金基盤研究(c) I農業に

おける住民参加型地理'1'Jlf報システムの構築に!議す

農業分野における GISは. 会，土地 る実践的研究J(研究代表者.東京農業大学鈴木充夫)

改良[R， NOSAI等において利用されているが，

舗場ポリゴンデータと属性データとのマッチング

53主

1) Ji!i:;j氷水産省は， 2007 i手に規模拡大をt伝送し淡業

の担い手を硲保するために，①f;ミ地のデータベー

ス化，②耕作放棄地の解dLミむ{変良農地の篠保対策，

④農地のI函的条訟の促進⑤所手Jから利用への転

換による農地の有効活用を柱とする;農地制度改革j

を発表しくむの Jl~iiliのデータベース化では GIS の

利用を怨定しているo m:**水産省 (2008)を参照の

プ)-

--口
2) JHi~ GISの活用については，農業幾村工学会

(2007) r'l版文・リポート-技術リポート内容紹介小

の成果の一部である O

特集農業農村分野'のGIS(活用事例)Jを参照のこと。

この特集では， GISを先進的に導入し利用している

県ニ!こ速や自治体の GISの事例を紹介している。

3) 我々が修正作業を依頼された I県NJi汀の土地改

良じまの GISでは約 35~ 40%， Y県K町の GISで

は約 4096のマッチングネであった。鈴木.I幻 F

(2008 : p. 58)を参照のこと。

4) たとえば. 1有田 (2005: p. 11)は，長野県入 町

における営農センターの GISを取り上げその機能

について報告しているが。 GISの精度については論
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発されていない。また，構築コストについても rGIS

には情報の継続約な整備・更新体制が必要で運営コ

スト低減のためは公的機関の補助が必姿である」と

述べ，補助金による整備を前提としている。

5ω) 実E践支i性1

先行研究の整王現虫を行つたj法泌占品i二泊.大江 (ω2011 : p.1口17の) 

を参照のこと。

6) GISの構造については，鈴木.111下 (2008: p.51) 

を参照のこと。

7) 新潟県 JA十日"江 ]Aえちご上越などの GISが

例として挙げられる。 JA十日町については新潟県

川西町 (2004) を参照のこと。

8) この手順は ]A三ケ日の GIS作成を参考にしてい

る

9) このアンケートは，文奇5科学劣宇宙利用促進調主主

委託卒業(研究代表者鈴木充夫，平成 21年度か

ら王子成 23年度)で災施したものである。詳しくは

平成 22年度成来報告番 (2011: pp. 50-84) を参照

のこと。

10) JAみやぎ主全米では，民間の Hl土に農業 GISの

開発を委託したが，予算的問題から 80%の段階で

開発を中止せざるをえなかった。

ll) このデータは，現在. I!Iこ!こ地滋続 webサイトか

ら無料で手に入れる惑ができる。

引用・参照文献

12) 具体的には，作成した現況臨場ポリゴンに共済

組合台帳の情報を然ぎあわせていく。このマッチン

グ作業は悶場毎に共済組合台帳の 4情報をいれかえて

いては膨大な時間がかかる。そこで. SuperMap上

で作成された溺場ポリゴンが格納されているフォル

ダの r.sddJの拡張子がついたファイルを利用する。

この r.sddJがついているファイルは. SuperM却

を使用すると自動生成されるファイルである O この

ファイルには闘場毎のデータが格納されている。つ

まり，現況E現場ポリゴンに対応したi習場毎の情報

が格納されている O このファイ jレを MicrosoftHの

Accessから開くことでファイルに格納されたデー

タベースが編集百I能となる。この方法を利用してー

現況臨場ポリゴンのデータと共済組合台帳の情報を

マッチングさせることができる。ポリゴン内のデー

タと共済組合台帳のデータとで共通する演目を選

び，その項目が一致するものに隠しては自動で新た

な情報を付加するように設定しマッチングを行うこ

とができる。

13) 住民参加型 GISの我が闘での定義はまだ悶まっ

ていないが，本稿では ]A職員や農家が参加しj長*
GISの構築・更新を実践する活動を「住民参加盟

GISJとl呼ぶことにする。
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There are many kinds of Geographic Information System in City Agricultural Committee and others. But 

the existing GIS in the agricultural field is not effectively available for a regional agricultural plan because of 

the imperfection in the correspondence between the digital map data and the agricultural statistical data, and 

because the GIS data are not renewed. In this paper I explain how this is interfering with the spread of 

agricultural and propose a manual on how to develop Agricultural Geographic Information System (AGIS) in 

City Area through the experience of the developing and renewing process of AGIS. This manual consists of 

the following three processes: 1) Classify some villages into one AGIS map; 2) Make a common key which is 

the connection between the digital map data and the agricultural statistics; and 3)Use Community Participation 

in the AGIS to connect the digital map data with the agricultural statistical data, and renew the GIS data. 

Key words: geographic information system (GIS), agricultural GIS, community participation in the GIS 
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