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はじめに 

作業計画・管理支援システムとは？ 

「作業計画・管理支援システム（PMS）」（以下，本システム）は，多数の圃場を

管理しながら水稲をはじめとする農作物を生産している農家・農家集団・集落型経

営体・農業法人などを対象として，圃場の管理や作付け・栽培・労務管理などで日々

発生する様々な情報（データ）を，圃場マップを用いてマップ上で視覚的かつ統一

的に管理できるように設計・開発された Windows PC（パーソナルコンピュータ）

用のソフトウェアです。 

一口に圃場管理・栽培管理などと言ってもその内容は多岐に亘るのですべてを記

すことは困難ですが，おおよそ以下のような情報（データ）を取り扱うことができ

ます。 

 

 圃場の区画形状情報（GIS 互換のポリゴンシェイプ） 

 圃場に付帯する情報（所有者，地番，面積，土地利用，水利，・・・など） 

 圃場所有者・耕作者・作業者についての最低限の情報 

 作物情報（栽培・管理する作物名・品種名など） 

 栽培資材情報（使用する肥料名・農薬名など） 

 圃場毎の作付情報 

 圃場毎の日々の栽培管理作業情報（作業受託を含みます） 

 圃場毎の土壌成分情報 

 圃場毎の収穫・出荷物の品質情報 

 生産物のロット単位情報 

 

これらの情報（データ）に基づいて，たとえば，以下のような営農上の情報管理・

意思決定支援が可能です。 

 

 圃場地図上での視覚的なデータ管理（主な管理内容は以下） 

 農地管理，水利管理，土壌成分管理 

 作付計画作成・管理（品目・品種），品質管理（収量・等級など） 

 作業受託を含む日別作業計画作成，作業進捗・実績（履歴）管理 

 労務管理（日別作業予定，作業指示・報告，作業実績，圃場別作業履歴） 

 製品出荷管理（製品～出荷工程管理） 

 

知っておくべきこと 

本システムは，PC（パーソナルコンピュータ）用のソフトウェアです。使用する

ためには，お使いになる PC の基本的な知識・操作法などを知っている必要があり

ます。 

さらに，本システムは，PC の中でも，Windows（ウィンドウズ）と呼ばれるシ

ステムソフトウェア（OS：オーエスと呼びます）上で動作するソフトウェアですの

で，一般に「Windows PC」と呼ばれる PC の基本的な知識・操作法などを知って
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いる必要があります。具体的には，電源の入れ方，画面の見方，キー入力の仕方，

マウスの使い方，ソフトウェアの起動・終了の仕方，プリンタの接続・印刷の仕方，

電源の切り方，などです。 

本システムの使用に当たっては，お使いの PC（Windows PC）の操作説明書や，

使い慣れた方からの手ほどきなどによって，基本的な操作ができるものとします。 

また，本システムでは，圃場地図を取り扱うための地図データ作成・編集機能が

含まれています。本システムで必要な地図データの作成管理を行う場合には，日本

国内における地図取り扱いに関する若干の知識が必要となります。 

具体的には，本システムに含まれている一部の地図データ作成・変換プログラム

などを使用する際に，画面表示される項目や選択枝に，地図座標系や縮尺，画像解

像度といった地図作成に必要ないくつかの用語・概念が登場します。必要に応じて，

国土地理院のサイト（http://www.gsi.go.jp/）や(財)日本地図センターのサイト

（http://www.jmc.or.jp/）などを参照してください。 

在庫管理ガイド（本書）の利用手順 

本書は，本システムに含まれている在庫管理プログラムプログラムの使用方法を

説明しています。在庫管理は初期設定でマスタ登録されている「肥料」「農薬」「そ

の他資材」を対象として，その使用状況を荷姿単位で管理します。実際に操作しな

がら，読み進めていくことで，在庫管理プログラムを使った生産資材の数量管理操

作・作業を習得できるように構成されています。 

また，タイトルごとに【概略】，【操作】，【解説】などの項目に分けて説明してい

るので必要な内容だけをチェックすることもできます。 

利用目的に応じて本書を活用してください。 

その他のユーザガイドについて 

本システムでは，本書の他に以下のユーザガイド（取説）が用意されています。

目的に応じてそれぞれのガイドを活用してください。 

 

 インストールガイド ----- 本システムの動作に必要なシステム構成や導入（セッ

トアップ）手順，最初の起動，システム全体の操作手

順概略，アンインストール方法などが説明されていま

す。本システムを使用する場合，最初に利用します。 

 圃場地図作成ガイド ----- 本システムで使用する圃場地図（デジタルデータ）の

元となるデータの入手手順，圃場地図の作成方法など

が説明されています。本書に引き続いて目を通し，圃

場地図を作成するために利用します。 

 初期設定ガイド ----------- 作業計画・管理の対象となる管理ファイルを登録・管

理し，マスタデータと呼ばれる基本共通情報を登録・

管理する手順が説明されています。圃場地図作成ガイ

ドの次に目を通して，管理ファイルやマスタデータを

作成・入力するために利用します。 

 作業計画管理ガイド ----- 本システムの中核となる作業計画管理手順が説明され

ています。これまでに作成された圃場地図や管理ファ

イル・マスタデータに基づき，システム内に用意され
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た各種台帳に対してデータ入力・確認・表示・印刷な

どの操作を日々行いながら栽培管理を進めていくため

に利用します。 

 作業計画計算ガイド ----- 水稲の春作業（代かき・田植え）および秋作業（収穫）

を対象とした当初計画・実行計画を作成する手順が説

明されています。農繁期前にこれらの期間を通じた作

業計画を作成する際に利用します。 

 周辺ツールガイド -------- これまでのガイドに含まれていないその他の各種ツー

ルプログラム（書類作成，圃場 DB アップデータ／バ

ックアップ・リストア，クエリビルダ，農薬 DB 管理

ツールなど）についての操作手順が説明されています。 

 圃場 DB クエリガイド -- 本システムのデータが保存されている圃場 DB データ

ベースから，必要なデータを抽出するためのクエリ文

を定義し，データを抽出し，エクセルファイルに出力

するツールであるクエリビルダの操作手順が説明され

ています。 

 

本書利用上の注意点 

本書において本システムの操作説明等に使用しているシステム画面（画像）は，

本システム開発時点のものであり，実際の画面と異なっている場合があります。そ

の場合は，実際の画面表示に従って，本書での説明を適宜読み替えて使用してくだ

さい。 

最新の情報，システムや本書の更新版の入手については，以下の本システムサポ

ートサイトで随時情報提供を行っていますので，時々チェックしてください。 

 

作業計画・管理支援システムサポートサイト 

URL: http://www.aginfo.jp/PMS/ 

 

在庫管理とは？【概略】 

本システムでは栽培作業時に使用した生産資材（肥料・農薬・その他資材）の使

用状況を作業ごとに記録できるようになっています（→作業計画管理ガイド）。 

管理される生産資材はマスタデータとして肥料マスタ，農薬マスタ，資材マスタ

のいずれかに予め登録されている必要があります（→初期設定ガイド）。 

在庫管理では，作業時に使用される生産資材の使用数量を時系列に管理します。

具体的には生産資材ごとの入庫および出庫状況をその都度記録し，また記録と実際

の残数量の突き合わせ（棚卸）をしながら管理します。 

在庫管理で使用する数量単位は，管理される生産資材ごとに設定される「荷姿単

位」です。例えば 1 袋 20kg の肥料であれば「袋」単位で数量管理します。1 本 500ml

入りの水和剤農薬であれば「本」単位で数量管理します。もちろん，必要に応じて

小数点を使用した荷姿単位未満の数量管理も可能です。 

このように在庫管理では荷姿単位で管理するため，初期設定において在庫管理す

る生産資材を肥料・農薬・資材マスタにいずれかに登録するのはもちろんのこと，
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登録内容として生産資材のコードや名称の他に「荷姿」に関する項目も必ず入力し

ておく必要があります。 

在庫管理を行うプログラムファイル名は”AgZaiko.exe”で，本システムをセットア

ップしたフォルダ内に登録されています。 

作業計画管理との連動【概略】 

在庫管理は初期設定でマスタ登録されている「肥料」「農薬」「その他資材」を対

象としており，作業計画管理の栽培作業台帳で管理されるこれら生産資材の使用状

況を在庫管理に反映できるようになっています。具体的には，作業計画管理の栽培

作業台帳入力時に登録した作業ごとの生産資材使用状況を「出庫データ」として在

庫管理台帳に登録できるようになっています。 

栽培作業台帳単筆入力画面では「作業実績」として入力した生産資材使用状況を

「出庫登録」ボタンクリック操作により在庫管理台帳に登録します。 

栽培作業台帳一括入力画面では「在庫連動」チェックをオンにすることにより一

括入力時の生産資材使用状況を在庫管理台帳に登録します。 

作業計画管理の栽培作業台帳入力操作の詳細については作業計画管理ガイドを参

照して下さい。 

 

〔メモ〕 
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生産資材在庫管理の起動 

在庫管理を起動する【操作】 

在庫管理（”AgZaiko.exe”）を起動するには，本システムのトップメニュー（→イ

ンストールガイド）の「メイン」タブシートを選択し「在庫管理」ボタンをクリッ

クします。 

在庫管理を起動すると以下の起動初期画面（入出庫登録画面）が表示されます（図

2）。さらにオプション設定において「起動時に管理ファイルを選択する」を有効に

している場合は管理ファイル選択画面も自動的に表示されます（図 3）。 

 

 

図 1 在庫管理プログラムの起動 

 

 

図 2 在庫管理起動初期画面 

 

管理ファイルを選択する【操作】 

管理ファイル選択画面が表示されない場合はメニューから「ファイル(F)→管理フ
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ァイルを開く(O)」を選択・実行するかツールバー内の「開く」ボタンをクリックし

ます。 

管理ファイルを選択すると「圃場 DB」データベースからデータが読み込まれ起

動処理が完了します。 

 

    
図 3 「管理ファイルを開く」操作画面 

（左：メインメニュー，右：ツールバー） 

 

 

図 4 管理ファイル選択画面 

 

 

図 5 管理ファイル読み込み後の画面 
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入出庫管理 

入庫・出庫を登録する【操作】 

管理ファイルを読み込むと入出庫登録が可能な状態になります。この画面の構成

要素は以下のとおりです。 

 

 

図 6 管理ファイル読み込み後の画面（再掲） 

 

 伝票番号 -------------------- 作成済みの伝票を表示している場合，その番号が表示

されます。新規登録時は”******”となります。既存伝

票を参照する場合は［…］ボタンを使用できます。 

 処理区分 -------------------- 新規登録時の入庫／出庫区分を選択指定します。 

 入出日 ----------------------- 入出庫伝票登録日を指定します。既定で本日（操作当

日）が表示・設定されます。 

 担当 -------------------------- 入出庫登録の担当者を選択します。入出庫登録操作担

当者または実際の作業での該当資材使用担当者などで

す。 

 倉庫 -------------------------- 入出庫を管理する倉庫（資材置き場・保管庫など初期

設定の倉庫マスタに登録済みの倉庫）を選択指定しま

す。倉庫マスタ未登録の場合は空欄のままとします。 

 摘要 -------------------------- 任意のメモを記録します。 

 入出庫一覧 ----------------- 入庫または出庫された生産資材の名称，数量などを指

定・表示します。 
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 資材情報表示 -------------- 入出庫一覧で選択されている資材の詳細が表示されま

す。 

 

入庫または出庫を登録するには， 

 

１．処理区分（入庫または出庫）を選択する。 

２．入出日を指定する（既定は操作当日）。 

３．必要に応じて担当者および倉庫を選択し，摘要を入力する。 

４．入出庫一覧に入庫または出庫される（た）生産資材，数量などを入力する。

なお，「区分」「コード」「名称」「単位」については各行の［参照］ボタンを

クリックすることで以下のような生産資材参照画面を用いて肥料・農薬・資

材マスタ登録済みデータから選択入力できます。 

 

 

図 7 生産資材選択画面 

 

５．複数の資材を登録する場合は４の操作を繰り返す。 

６．必要な資材を登録できたらツールバー内の「保存」ボタンをクリックする。 

 

以上の操作で，入庫または出庫データが作成・登録されます。以後，伝票番号参

照により参照すること可能です。 

「保存」ボタンクリック後はオプション設定により，新規入出庫登録画面に戻る

か，そのまま今入力した伝票画面が表示されたままとなります。後者の場合はツー

ルバーの「新規」ボタンをクリックして新規登録画面に戻ります。 

作成済み入出庫伝票を参照する【操作】 

作成済みの入出庫伝票を参照（確認表示）するには， 

 

１．伝票番号欄の右隣にある［…］ボタンまたはツールバー内の「検索」ボタン

をクリックする。 
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図 8 伝票参照ボタン 

 

２．伝票選択画面で表示する伝票（一覧行）をダブルクリックする。 

 

 

図 9 伝票選択画面 

 

以上の操作により，以下のように選択した入出庫伝票が表示されます。 

 

 
図 10 伝票参照表示画面例 

 

在庫状況を確認する【操作】 

入出庫登録録済みの生産資材在庫状況を確認するには，入出庫処理画面（図 5）

において，ツールバー内の［在庫］ボタンをクリックするか，または入出庫一覧に

表示されている生産資材入出庫データ行内の［在庫］ボタンをクリックします。後

者の場合はその生産資材についての在庫状況が表示されます（在庫確認画面でその
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生産資材が検索絞り込み表示された状態）。 

 

  

図 11 在庫状況確認画面の表示 

 

 

図 12 在庫確認画面 

 

在庫確認画面の構成要素は以下のようになっています。 

 

 年月 -------------------------- 在庫状況を表示する年月を指定します。 

 区分 -------------------------- 在庫状況を表示する肥料・農薬・その他資材の区分を

選択します。 

 倉庫区分 -------------------- 在庫状況を表示する倉庫を選択します。 

 名称 -------------------------- 在庫状況を表示する生産資材を指定します。右隣の参

照ボタンをクリックして生産資材一覧から選択指定で

きます。 

 動きのある資材のみ ----- チェックすると在庫変動のある（入庫・出庫データが

登録されている）生産資材のみ表示されます。 

 ［検索］ボタン ----------- 以上で指定された条件によって在庫一覧を検索表示し

ます。 

 入出庫明細 ----------------- 在庫一覧上で選択されている生産資材のその月内の入

出庫状況が一覧表示されます。 

この明細表示はメニューの「表示→明細表示」により

表示の有無を切り替えできます。 
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ツールバー内の「出力」ボタンをクリックすると現在の在庫状況一覧（検索絞り

込み状況も反映されます）をエクセルファイル（*.xls）に出力できます（図 13）。 

 

 

図 13 在庫状況のエクセル出力例 

 

在庫確認画面はメニュー「ファイル→閉じる」，タイトルバー右端のクローズボタ

ンで閉じます。 

在庫連動時の明細表示について【解説】 

作業計画管理の栽培作業台帳入力時に生産資材使用状況を在庫管理に出庫データ

として連動入力した場合，在庫確認画面では在庫一覧上に月単位の出庫として一括

表示されます。月内に複数の日，複数の圃場で同一資材複数出庫登録されている場

合でも在庫確認画面上は合計出庫量にまとめられて表示されます。この際，入出庫

明細に個別の出庫状況は表示されません（これは 2009 年 2 月時点の動作です。将

来的には明細表示されるようになる可能性もありますが，現時点では未定です）。 

 

 

〔メモ〕 
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〔メモ〕 
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棚卸 

棚卸を行う【操作】 

棚卸を行うには，入出庫処理画面（図 5）からメニューの「在庫(Z)→棚卸処理」

を選択・実行します。 

 

 
図 14 棚卸の選択・実行 

 

これにより以下の「棚卸処理」操作画面が表示されます。この画面を使用して棚

卸処理を行います。 

棚卸処理は月単位で月末に実施するという想定になっていますが，毎月必ず行う

必要があるわけではありません。 

棚卸の概略手順は以下のとおりです。 

 

１．棚卸処理を行う年月を選択する。 

２．必要に応じて倉庫を選択する。 

３．該当月において棚卸処理未実施の場合は「棚卸開始」処理を行う（最初の 1

回のみ）。 

４．実際に棚卸（現在数確認）を行い，結果を入力する（「棚卸入力」処理）。 

５．棚卸結果を在庫管理台帳に反映する（「棚卸更新」処理）。 

 

 

図 15 棚卸操作画面 
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棚卸を開始する【操作】 

棚卸を開始するには棚卸操作画面で対象年月と倉庫を選択した上で［棚卸開始］

ボタンをクリックします。以下の確認画面が表示されるので［はい］ボタンをクリ

ックします。 

 

 

図 16 棚卸開始確認画面 

 

続いて，棚卸結果を保存するエクセルファイル名を指定すると（図 17），以下の

ように棚卸開始（棚卸準備）処理が行われ（図 18 左），正常に終了すると以下の確

認画面が表示されます（図 18 右）。 

 

 

図 17 棚卸ファイル（エクセルファイル）の指定画面 

 

  

図 18 棚卸開始（準備）処理画面 
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棚卸開始処理が完了すると「棚卸入力」「棚卸更新」を行うことができるようにな

ります。 

棚卸開始処理で作成されたエクセルファイルはのようになります。 

 

 

図 19 棚卸エクセルファイルの例 

 

棚卸確認データを入力する【操作】 

実際の倉庫，保管庫等において生産資材在庫の実在数を確認したら，それを現在

数として入力します。ノート PC 等に本システムを導入している場合は持ち歩きな

がら現数を確認し直接入力することもできます。 

棚卸による生産資材の現在数を入力するには，棚卸開始処理済みの棚卸操作画面

において［棚卸入力］ボタンをクリックします。 

 

 

図 20 棚卸処理操作画面（開始処理完了後） 

 

以下の「棚卸入力」画面が表示されます（図 21）。 
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図 21 棚卸入力画面 

 

この画面で生産資材ごとの実在数を入力します。区分コンボでは表示する生産資

材を肥料・農薬・その他資材で絞り込むことができます。 

また，随時［棚卸表］ボタンでエクセルファイルに棚卸状況を出力できます。通

常は棚卸入力完了後に必要に応じてエクセル出力します。 

棚卸結果を在庫台帳に反映する【操作】 

棚卸結果を在庫台帳に反映するには棚卸操作画面で［棚卸更新］をクリックしま

す。これにより棚卸時の「調整数」が在庫台帳に反映され現数調整されます。 
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オプション設定と終了 

動作オプションを設定する【操作】 

在庫管理プログラムの動作オプションを設定するには入出庫処理画面のメニュー

から「ツール(T)→オプション設定(O)」を選択・実行します。 

「オプション」画面が表示されるので，ここで必要な設定を行います。 

 

 
図 22 オプション設定画面 

 

設定項目は以下のとおりです。 

 

 起動時動作 ----------------- チェックすると在庫管理プログラム起動時に管理ファ

イル選択画面を表示します。 

 保存処理後動作 ----------- 入出庫データ（伝票）の保存後動作を設定します。チ

ェックすると新規伝票（入出庫データ）の入力に戻り

ます。チェックしないと入出庫データを表示したまま

となります（新規入力にはツールバー内の「新規」ボ

タンをクリックする必要があります）。 

 出力フォルダ -------------- 在庫状況や棚卸状況のエクセルファイルを保存するフ

ォルダを指定します。［…］ボタンでフォルダツリーか

ら選択指定できます。 

 

在庫管理を終了する【操作】 

入出庫処理画面のメニューから「ファイル(F)→終了(X)」を選択・実行します。

また，タイトルバー右端の［×］（クローズ）ボタンをクリックしても終了できます。 

 

 

〔メモ〕 
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〔メモ〕 
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付録 

在庫管理関係テーブル 

本システムが使用している「圃場 DB」データベースにおいて，在庫管理に使用

されているテーブルは以下のとおりです。 

 

表 1 「圃場 DB」在庫管理関連テーブル一覧 

テーブル名 名称 用途・目的 

M_HIRYO 肥料マスタ 肥料情報を登録します 

M_NOUYAKU 農薬マスタ 農薬情報を登録します 

M_SHIZAI 資材マスタ 種子・種苗など肥料・農薬以外の資材情報を登録します 

M_SHOHIN 商品マスタ 生産された製品（商品）情報を登録します 

M_SOUKO 倉庫マスタ 在庫管理用倉庫情報を登録します 

T_DATAFIL 管理ファイル 管理ファイルを登録します 

T_PLAN_DY 栽培作業台帳 栽培作業記録を登録します 

在庫マスタ 在庫管理主台帳 月単位の在庫状況を時系列に登録します 

棚卸明細 棚卸明細台帳 月ごとの棚卸状況を登録します 

伝票番号テーブル 入出庫伝票管理台帳 入出庫伝票の管理情報を登録します 

入出庫入力 入出庫伝票台帳 入出庫伝票内容を登録します 

入出庫明細 入出庫明細台帳 生産資材ごとの入出庫明細を時系列に登録します 

 

この内，テーブル名が”M_”で始まるものはマスタデータの登録に使用されている

ものです。テーブル構造（スキーマ定義）については初期設定ガイドを参照してく

ださい。また，テーブル名が”T_”で始まるものは台帳データの登録に使用されてい

るものです。テーブル構造については作業計画管理ガイドを参照してください。 

「在庫マスタ」以降のテーブルが主に在庫管理のために使用される台帳テーブル

です。これらには将来の機能拡張に備えて多くの（現在使用していないカラムも含

め）カラムが登録されています。これらの使用状況は今後の開発実装に伴い随時改

訂される予定なので，ここではテーブル構造の説明は省略します（確定版になり次

第掲載する予定）。詳細・実際については SQL Server Management Studio 等で直

接「圃場 DB」を開いて確認することができます。 

 

※ 「圃場 DB」を直接変更することは危険です。SQL Server データベースおよ

び PMS と圃場 DB の連係動作などについての十分の知識がない限り，「圃場

DB」を直接変更するべきではありません。ご注意ください。 

 

 

〔メモ〕 
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〔メモ〕 
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問い合わせ先 

本システムを使用していて，お気づきの点等ありましたら，巻末（奥付）記載の

E-mail アドレスまたは本システムのサポートサイト<http://www.aginfo.jp/PMS/>

内の Q&A 掲示板にて，お問い合わせください。 

その際，お問い合わせ内容に応じて，利用状況・環境や操作手順，画面状況など

の詳しい情報も添えてください。 

 

 

〔メモ〕 
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〔メモ〕 
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