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はじめに 

周辺ツールガイド（本書）の利用手順 

本書は，本システムに含まれている各種のツールプログラム（圃場 DBアップデータ，

管理ファイルバックアップ，農薬登録情報管理，専用帳票作成，など）の使用方法を説

明しています。実際に操作しながら，読み進めていくことで，これらのツールを使った

各種のデータ操作・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。 

 

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
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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/ 

 

本書で取り扱う周辺ツールについて 

本書で説明している本システムの周辺ツールは以下のとおりです。 

 

 SQL接続先管理ツール ----- プログラムファイル名は”DbManager.exe”です。圃場地図

を除く本システムのほとんどのデータ（管理ファイル情報，

マスタ情報，台帳情報など）を保存している”圃場 DB”デ

ータベースが登録されている SQL サーバを管理ファイル

に関連づけて切り替えます。 

 圃場 DBアップデータ ------ プログラムファイル名は”DbUpdate.exe”です。圃場地図フ

ァイルを除く本システムのほとんどのデータ（管理ファイ

ル情報，マスタ情報，台帳情報など）を保存している”圃

場DB”データベース（SQLサーバ上に作成されています）

を最新の構造（スキーマ）に更新します。 

 管理ファイルバックアップ・リストアツール 

プログラムファイル名は”AgBackup.exe”です。圃場 DB

内に保管されている管理ファイル単位でのバックアッ

プ・リストアを行います。バックアップファイルは XML

形式で保存作成されます。 

 料金計算ツール -------------- プログラムファイル名は”AgRyokin.exe”です。利用権・小

作料金設定に基づく請負耕作料金の集計，および受託作業

設定に基づく受託作業量金の集計を行います。 

 水稲共済申告書作成ツール（個人向け） 

プログラムファイル名は”AgRicerep.exe”です。入力済みの

各種データに基づき，個人向けの水稲共済細目異動書申告

票（地域協議会，JA 提出用を含む）エクセルファイルを

作成します。 

 水稲共済申告書作成ツール（集団向け） 

プログラムファイル名は”AgRicerepGrp.exe”です。入力済

みの各種データに基づき，集団向けの水稲共済細目異動書

申告票（地域協議会，JA 提出用を含む）エクセルファイ

ルを作成します。 

 利用権設定申請書作成ツール 

プログラムファイル名は”AgRicerepDat.exe”です。入力済

みの各種データに基づき，利用権設定申請書様式作成に必

要なデータをエクセルファイル上に抽出します。抽出後エ



 

－3－ 

クセル操作により農家ごとの申請書を自動生成できます。 

 農薬登録情報（農薬 DB）管理ツール 

プログラムファイル名は”Acdb.exe”です。農林水産消費安

全技術センター（通称：FAMIC）が公開している「農薬

登録情報」（CSV 形式ファイルを使用します）に基づいて

本システム内の「農薬 DB」を更新し，検索・絞り込みを

行いながら必要な農薬情報を本システム内の「農薬マスタ」

へ取り込みます。 

 

圃場地図作成・編集に使用するツール類については「圃場地図作成ガイド」で説明し

ています。 

2010年 5月版の変更点 

SQL 接続先管理ツール：DbManager についての説明が追加されました。また，圃場

DBアップデータの改訂に伴い説明が更新されました。 
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〔メモ〕 
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SQL接続先管理ツール（DbManager） 

DbManagerとは【概略】 

SQL接続先管理ツール：DbManager は，管理ファイルごとに接続する SQLサーバを

切り替えることができます。 

このために，DbManager は SQL サーバごとに登録されている管理ファイル一覧を取

得し，DbManager 内に管理ファイルと SQLサーバの対応表を保管します。 

DbManagerを起動する【操作】 

SQL 接続先管理ツール：DbManager を起動するには本システムのトップメニュー画

面下部にある「接続」ボタンをクリックします。 

 

 

図 1 DbManager の起動 

 

 

図 2 DbManager の起動画面 

 

SQLサーバ接続先を変更する【操作】 

管理ファイルに応じて SQLサーバ接続先を変更するには， 

 

１．「接続する管理ファイル」コンボボックスから接続しようとする管理ファイルを選
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択します。 

 

 

図 3 接続する管理ファイルの選択 

 

２．「接続先変更(C)」ボタンをクリックします。 

 

以上で選択した管理ファイルが登録されている SQL サーバに接続先が変更されます。 

接続先の管理ファイルを登録する【操作】 

管理ファイルに応じて SQLサーバ接続先を変更できるようにするためには，予め SQL

サーバごとに登録されている管理ファイル一覧を取得し，それを DbManager（選択コン

ボボックスに表示される管理ファイル接続先リスト）に登録しておく必要があります。 

そのためには， 

 

１．管理ファイル一覧を取得する SQLサーバ名を選択します。サーバ名がリストにな

い場合は，サーバ名を直接入力し「サーバ追加(A)」ボタンをクリックします（コ

ンボ選択リストに追加されます）。 

 

 

図 4 SQLサーバの選択・追加・削除 

（「サーバ削除(D)」で不要となったサーバ名をリストから削除できます） 

 

２．「サーバ接続(T)」ボタンをクリックして以下のように「成功」と表示されるのを確

認します。接続できない場合（「失敗」表示）の場合はサーバ名が正しくない場合

やネットワーク設定に不備がある場合が考えられるので，原因を解明・修正して

やり直します。 

 

 

図 5 サーバ接続テスト 

（ここで，接続成功しないと次の管理ファイル一覧を取得できません） 

 

３．サーバ接続に成功したら「管理ファイル一覧取得(F)」ボタンをクリックします。 

 

 

図 6 管理ファイル一覧取得 
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４．取得された管理ファイルの中から接続先リストに登録する管理ファイル名にチェ

ックを入れ「登録(R)」ボタンをクリックします。 

 

 

図 7 接続先管理ファイルの登録 

 

以上の操作で，選択した管理ファイルが接続先 SQLサーバ名とともに DbManager内

の接続先リストに登録されます。 

接続先を直接変更する【操作】 

管理ファイルに関係なく SQLサーバ名で直接接続先を変更するには，図 4で接続した

いサーバ名を選択し，接続確認をした上で，「接続設定変更」をクリックします。 

 

 

図 8 サーバ名指定による接続設定の変更 

 

DbManagerを終了する【操作】 

DbManager を終了するには画面右上の「終了(X)」ボタンをクリックします。 
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〔メモ〕 
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圃場 DBアップデータ（DbUpdate.exe） 

圃場 DBアップデータとは？【概略】 

「圃場 DB アップデータ」は，本システムが使用するほとんどのデータを保存してい

る”圃場 DB”データベースを最新の状態（スキーマと一部データについて）にします。 

また，アップデート対象となる圃場 DBが登録されている SQLサーバ（接続先）を切

り替えることもできます。これにより SQLサーバを切り替えながら順次それぞれのサー

バに登録されている圃場 DBをアップデートできます。 

 

 

１．アップデート内容は圃場 DB アップデータに付属する”UpdateDB.sql”スクリプトに

記述されています。したがって，このスクリプトを SQLサーバに付属のコマンドラ

インツール”sqlcmd.exe”で直接実行しても同じ結果が得られます。 

２．圃場 DB アップデータはアップデートスクリプトを実行する専用プログラムです。

スクリプトの実行には内部で ”sqlcmd.exe”を呼び出しています。したがっ

て，”sqlcmd.exe”が実行できる状態（ログインユーザの十分な権限および実行パスが

通っている状態）でなければアップデートに失敗します。 

３．アップデートスクリプトの他に，任意の SQLスクリプトファイルを指定して実行す

ることもできます。 

 

圃場 DBアップデータを起動する【操作】 

圃場 DB アップデータを起動するには，本システムのトップメニューから「その他」

タブシートを選択し「圃場 DBアップデータ」をクリックします（図 9）。 

 

 

図 9 圃場 DBアップデータの起動 

 

これにより圃場 DBアップデータが起動します。 

圃場 DBアップデータの起動画面には，「SQL接続先変更」タブ（「接続先(C)」と表示）

と「アップデートスクリプト(U)」タブがあります。SQLサーバ接続先を切り替える場合

には前者，圃場 DBをアップデートまたは任意の SQLスクリプトを実行するには後者の

タブを使用します。 
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圃場 DBが登録されている SQLサーバを切り替える【操作】 

SQLサーバ接続先を切り替えるには， 

 

１．「接続先(C)」タブを選択します。 

 

 

図 10 圃場 DBアップデータ「接続先」タブ画面 

 

２．「サーバ名」コンボボックスから接続しようとするサーバ名を選択します。サーバ

名がリストにない場合は直接入力し「追加(A)」ボタンをクリックしてリストに追

加します。不要なサーバ名は選択して「削除(D)」できます。 

 

 

図 11 接続するサーバ名の選択 

 

３．「サーバ接続(T)」ボタンをクリックして接続を確認します。 

 

 

図 12 サーバ接続テスト 

（「成功」と表示されるのを確認します） 

 

４．「接続設定更新(G)」をクリックして接続先設定ファイルを更新します。 
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図 13 接続設定ファイルの更新 

（「設定ファイル」欄の各設定ファイルが更新されます） 

 

以上で SQL サーバ接続先が変更され，以降の接続先は手順 2 で選択した SQL サーバ

となります。 

 

 

更新される設定ファイル自体は圃場 DBアップデータ：DbUpdate.exe のプログラム設

定ファイル内に XML形式で記載されています。 

 

サーバ名の指定方法について 

SQL サーバ名は，ローカルマシンの場合は”(local)¥[インスタンス名]”の形式で指定し

ます。「既定のインスタンス」の場合は”¥[インスタンス名]”の部分は不要（指定しない）

です（単に”(local)”と指定）。 

Windows ネットワークを介したリモートマシンに接続する場合は”¥¥[サーバホスト

名]¥[インスタンス名]”の形式（UNC名）で指定します。”[サーバホスト名]”には Windows

ネットワークのコンピュータ名または IPアドレスを指定します。 

 

 

WindowsネットワークやUNC名の指定方法などについては WindowsOSのマニュア

ルや解説本を参照してください。 

 

圃場 DBをアップデートする【操作】 

圃場 DBをアップデートするには，起動画面から， 

 

１．「アップデートスクリプト(U)」タブをクリックします。 

 

 
図 14 アップデートタブの選択 

 

２．「○アップデート」ボタンをクリックします（図 15）。 
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以上の操作でアップデート作業が始まるので，終了するのを待ちます（図 16）。 

 

 

図 15 圃場 DBアップデート画面 

 

「○アップデート」ボタンをクリックしてしばらくすると，以下のようにアップデー

ト作業結果が表示されます。 

 

 

図 16 圃場 DBアップデータ適用結果例 

 

この例のようにエラーがなくすべてのアップデート項目が成功していればアップデー
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トは正常に終了しています。 

圃場 DBアップデータを終了する【操作】 

圃場 DBアップデータを終了するには「×終了」ボタンをクリックします。 

任意の SQLスクリプトファイルを実行する 

圃場 DB アップデート画面（図 15）で画面下部の「指定 SQL スクリプト実行」をチ

ェックした上でスクリプトファイルを指定します（参照ボタンが使用できます）。 

続いて「○アップデート」ボタンをクリックすれば指定したスクリプトファイルが実

行されます。 

圃場 DBアップデータの動作と使用上の注意点【解説】 

sqlcmd.exeの実行パス確認 

圃場DBアップデータは内部でSQL Server 2005 以降に付属するコマンドラインツー

ル”sqlcmd.exe”を呼び出してSQLスクリプトファイル（T-SQLで記述された拡張子”*.sql”

のテキストファイル）を実行しています。このため，”sqlcmd.exe”にパスが通っていて任

意のカレントディレクトリから実行できる環境が必要です（通常の SQL Server セット

アップで導入されます）。 

パスが通っていない場合は通してください（OSの環境変数 PATHに”sqlcmd.exe”の実

行パスを追加します）。 

sqlcmd.exeの実行権限確認 

Windows Vista 以降では，プログラムファイルの実行に管理者権限が必要な場合があ

ります。UAC（ユーザアカウント制御）警告ダイアログが表示された場合は実行を「許

可」してください。 

圃場 DBアップデータを実行できない場合は，”sqlcmd.exe”を任意のパスから実行でき

ること，管理者権限または UACの許可確認が出ることを確認する必要があります。 

アップデート結果の確認 

圃場 DB アップデートの結果，画面上にエラー表示された場合はアップデートスクリ

プトが想定していないデータベースのスキーマ（構造定義）変更が生じているか，また

はアップデートスクリプトに問題がある可能性があります。 

本システムの通常の使用では考えにくいことですが，SQL Server Management 

Studio などで直接データベースを操作するとスキーマ変更（この場合は「破壊」の意味

に近い）が生じる可能性もゼロではありません。また，アップデートスクリプトの問題

が原因の場合はスクリプトの修正が必要となります。このような場合は開発元に状況を

ご連絡ください（お問い合わせ先は巻末に記載されています）。 
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〔メモ〕 
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管理ファイルバックアップ・リストアツール（AgBackup.exe） 

管理ファイルバックアップ・リストアツールとは？【概略】 

本ツールは「圃場 DB」内に保存されている「管理ファイル」ごとにバックアップとリ

ストア（復元）を行います。 

これに対し，SQL Server Management Studio や”sqlcmd.exe”を用いたバックアッ

プ・リストアは「圃場 DB」全体を丸ごとバックアップ・リストアします。圃場 DB内に

保存されているすべての管理ファイルおよびその他の情報もすべてがバックアップ・リ

ストアの対象となります。 

この両者の違いを理解した上で，特定の管理ファイルだけをバックアップ・リストア

する場合に本ツールを使用します。 

リストア時の注意点 

本ツールは指定された管理ファイルを XML 形式のテキストファイルにバックアップ

します。そのため，テキストエディタなどでバックアップされた内容を確認できます。

しかし，直接内容を変更するとリストア時にエラーとなったり，リストアできたとして

もデータ構成に不具合が生じて管理ファイルとして正しく動作しなくなったりする可能

性があります。したがって，バックアップされた XMLファイルの内容を確認するのはよ

いですが，変更はしないようにしてください。 

また，本ツールはリストア時には元の管理ファイル名の末尾に「（復元）」を追加した

名称の管理ファイルを作成します。つまり，元の管理ファイル上に上書き復元はしませ

ん。元の管理ファイルとは別の管理ファイル（管理ファイルコードが異なる）として復

元しますので，ご注意ください。 

管理ファイルをバックアップする【操作】 

本システムのトップメニューから「その他」シートの「管理ファイルバックアップ・

リストア」をクリックして本ツールを起動します。 

 

  

図 17 管理ファイルバックアップ・リストアツールの起動 

（左：トップメニュー・その他シートからの起動，右：起動画面） 

 

ここで管理ファイルをバックアップするには， 

 

１．「バックアップ対象（管理ファイル）」コンボボックスを操作し，バックアップす

る管理ファイルを選択します。 
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２．目的の管理ファイルが選択されているのを確認し，［退避（Backup）］ボタンをク

リックします。 

３．バックアップファイルの保存先を聞いてきたら（フォルダ参照画面），保存するフ

ォルダを選択します。 

４．バックアップ処理が実行され，完了後確認画面が表示されるので［OK］をクリッ

クします。 

 

  

図 18 バックアップ処理画面 

（左：処理中の画面例，右：完了後の確認画面） 

 

上図の例では管理ファイルに含まれる 61個のテーブル（圃場 DB内）がバックアップ

されています。また，バックアップファイルは，手順３で指定したフォルダ内

に”yyyyMMdd”（バックアップした年月日が入ります）フォルダが作成され，その中に

テーブルごとの XMLファイルとして保存されています。 

管理ファイルをリストアする【操作】 

本ツールでバックアップした管理ファイルをリストアするには， 

 

１．本ツールの起動画面で［復元（Restore）］ボタンをクリックします。 

２．バックアップファイルが保存されているフォルダを聞いてくるので（フォルダ参

照画面），以下のようにバックアップファイルが保存されている”yyyyMMdd”（バ

ックアップ日）フォルダを指定します。 

 

 
図 19 バックアップが保管されているフォルダの選択画面 

（この例では 2009年 1月 21日に作成されたバックアップを選択しています） 

 

３．リストア確認画面が表示されるので復元される管理ファイル名を確認の上，［はい］

をクリックします（リストア処理が実行されます）。 

 

 
図 20 リストア開始確認画面 

 



 

－17－ 

４．リストア処理が実行され，完了後，確認画面が表示されるので確認の上［OK］を

クリックします。 

 

  

図 21 リストア処理画面 

（左：処理中の画面例，右：処理結果確認画面） 

 

復元される管理ファイル名は元の管理ファイル名の末尾に”（復元）”を追加したものと

なります。なお，すでに同じ名前の復元された管理ファイルがある場合でも管理ファイ

ルコードが異なるので上書きされることはありません（同じ名称の復元された管理ファ

イルが複数登録されることはあり得ます）。 

 

 

図 22 リストアされた管理ファイルの表示例 

（復元後，本ツールを再起動して復元された管理ファイルを表示した例） 

 

既定のバックアップ先フォルダを指定する【操作】 

本ツールでは，バックアップ時にバックアップファイルを格納する既定フォルダを指

定できます。 

そのためには， 

 

１．本ツールの起動画面から「ツール(T)」→「オプション設定(O)」メニューを選択・

実行します。 

（以下のオプション設定画面が表示されます） 

 

 
図 23 オプション設定画面 

 

２．「出力先」欄にバックアップファイルを保存するフォルダパスを指定します。この

時，［…］（参照）ボタンをクリックしてフォルダ参照画面から選択入力すること
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もできます。 

３．「ファイルの種類」は現在「Xml」しか選べないので操作の必要はありません。 

４．設定できたら最後に［OK］ボタンをクリックします。 

 

管理ファイルのバックアップ・リストアツールを終了する【操作】 

本ツールを終了するには「ファイル(F)」→「終了(X)」を選択・実行します。 

バックアップファイルの保管について【解説】 

バックアップ作成は使用中の PC の故障に備える意味が大きいので，本ツールで作成

したバックアップファイル（フォルダ単位で作成される）は，使用中の PC のハードデ

ィスクとは別の取り外し可能な（リムーバブル）メディアにフォルダごとコピーして，

安全な場所に保管します。 

また，このバックアップを別の PC にセットアップされた本システムにリストアする

ことで，管理ファイルを別の PC上の本システムにコピーすることも可能です。 
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料金計算ツール（AgRyokin.exe） 

料金計算ツールとは？【概略】 

料金計算ツールは，利用権・小作マスタでの利用権ランク別料金設定および土地台帳

での圃場ごとのランク設定に基づく請負耕作料金の集計と，受託作業マスタでの作業単

価設定および受託作業台帳での作業実績に基づく受託作業料金の集計を行います。関連

するマスタ設定および台帳入力についてはそれぞれ初期設定ガイドおよび作業計画管理

ガイドを参照してください。 

料金計算ツールを起動する【操作】 

本システムトップメニューの「メイン」シートから「小作・受託作業料金計算」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

図 24 料金計算ツールの起動 

 

以下の起動画面が表示され（図 25），オプション設定で「起動時に管理ファイル選択

画面を表示する」にしている場合は管理ファイル選択画面が表示されます（図 26）。表

示されない（オプション指定していない）場合は「ファイル(F)→管理ファイルを開く(O)」

メニューまたは「開く」ツールバーボタンをクリックして表示します。 

 

 
図 25 料金計算ツール起動画面 
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図 26 管理ファイル選択画面 

 

管理ファイルを選択すると，以下のようにタブ切替シート上に受託料金集計画面と請

負耕作料集計画面が表示されます。 

 

 

 

図 27 管理ファイルを読み込んだ表示例 

（上：受託料金集計，下：請負耕作料集計） 

 

受託料集計画面を操作する【操作】 

受託料金集計画面（図 27上）では，管理ファイル読み込み直後はすべての圃場につい
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て一覧表示されます。 

また，一覧下の「受託作業のみ」をチェックすると受託作業が実施されている圃場だ

けを表示できます。 

さらに，画面上のコンボボックスを選択することで作業委託者（土地所有者）ごとや

受託作業ごとに検索して絞り込み表示できます。 

 

 
図 28 受託作業絞り込み表示例 

 

受託料一覧データを CSV形式で出力するには以下のようにメニューから「ファイル(F)

→エクスポート→CSV→農作業受託」と辿ります。 

 

 

図 29 受託作業料一覧の CSV出力メニュー 

 

請負耕作集計画面を操作する【操作】 

請負耕作集計画面（図 27下）では，管理ファイル読み込み直後はすべての耕作者につ

いての集計が画面左側に表示されています。 

ここで，一覧内の特定の耕作者（の行）を選択（クリック）すると，その作業者につ

いての請負状況が画面右側（耕作者別詳細）に圃場ごとに一覧表示されます。 

この状態でさらに右上の「所有者」「料金ランク」コンボを用いて所有者およびランク

ごとに耕作者別詳細を絞り込み表示できます（図 30）。 

一覧データの CSV出力についても，図 29のようにメニューを辿り，「請負耕作」また

は「個人別詳細」を選択することでそれぞれ請負耕作集計一覧（画面左側）または耕作

者別一覧（画面右側）を CSVファイルに出力できます。 
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図 30 請負耕作者別表示例 

 

動作オプションを設定する【操作】 

料金計算ツールの動作オプションを設定するにはメニューから「ツール(T)→オプショ

ン設定(O)」を実行します。 

 

  
図 31 料金計算ツールのオプション設定 

 

オプション設定画面が表示されるので，以下の起動時動作と消費税処理を設定します。 

 

 起動時動作 -------------------- 起動時に管理ファイル選択画面を開くか否かを選択しま

す。 

 消費税処理 -------------------- 消費税率（課税有無を含む）および課税時 1円未満端数処

理を選択します。 

 

料金計算ツールを終了する【操作】 

メニューから「ファイル(F)→終了(X)」を選択・実行します。 
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水稲共済申告書作成ツール（個人向け：AgRicerep.exe） 

水稲共済申告書作成ツールとは？【概略】 

本ツールは初期設定で入力された各種マスタデータおよび作業計画管理で入力された

土地台帳や作付台帳のデータに基づき，個人農家向けの水稲共済細目異動書申告票（地

域協議会，JA 提出用などを含む）エクセルファイル（xls 形式）を作成します。関連す

るマスタ設定および台帳入力についてはそれぞれ初期設定ガイドおよび作業計画管理ガ

イドを参照してください。 

本ツールのプログラムファイル名は”AgRicerep.exe”です。 

共済申告書作成ツールを起動する【操作】 

本システムのトップメニュー「メイン」シート上の「水稲共済申告書作成（個人用）」

をクリックします。 

 

 
図 32 共済申告票作成ツールの起動 

 

以下のような起動画面が表示されます。 

 

 

図 33 共済申告書作成ツール起動画面 

 

オプション設定で管理ファイル選択画面を表示するようにしている場合は起動時に自

動的に表示されます。設定していない場合は，起動画面から「ファイル(F)→管理ファイ

ルを開く(O)」またはツールバー上の「開く」ボタンをクリックして管理ファイル選択画
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面を表示し，管理ファイルを選択します。 

管理ファイルを選択してデータを読み込むと以下のような画面が表示されます。 

 

 
図 34 管理ファイル読み込み後の画面例 

 

共済申告書作成ツールを操作する【操作】 

管理ファイルを読み込んだ直後は，農家マスタに登録されている最初の農家（土地所

有者）が所有する圃場についての水張り面積（耕作面積），作付作物などが一覧表示され

ます。 

表示する農家（土地所有者）を変更するにはツールバー内の「前農家」「次農家」ボタ

ンを使用します（図 34）。 

また，以下の検索画面（メニュー「編集→検索」またはツールバー「検索」ボタンで

表示されます）を使用して，表示する項目（農家，作物）を検索絞り込み表示できます。 

 

 

図 35 表示項目の検索指定画面 
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画面下半分の一覧において左端の「選択」欄でチェックする／しないに応じて該当す

るデータを出力するかしないかを指定できます。通常はすべてチェックされています（出

力する）。 

メニューの「出力→Excel→申告票」またはツールバーの「出力」ボタンを使用すると

農家ごとにエクセルブック（*.xls）形式の申告票ファイルを作成できます。 

全農家を一括出力する場合は，ツールバーの「出力」ボタン右の「▼」をクリックし

て表示される「全農家出力」を選択・実行します。 

エクセルファイル出力時には作成ファイルを保存するフォルダを指定する画面が表示

される場合があります（初めて使用する場合やオプションで保存フォルダを指定してい

ない場合）。その場合は保存するフォルダを指定します。 

作成出力したエクセルファイルは以下のようになります。ファイル名には農家名が使

用されます。以降は必要な編集をエクセル上で行い，申告書を仕上げます。 

 

 

図 36 個人用共済申告書作成例（エクセル表示） 

 

出力されるエクセル様式について【解説】 

本ツールは申告書作成時に”水稲共済細目異動申告票.xls”ファイル（本システムをセッ

トアップしたフォルダ内にあります）をひな形として使用します。このひな形ファイル

を直接編集して書類様式を微調整することもできます。ただし，データが差し込まれる

セルのアドレスは絶対に変えないでください。これを変えてしまうとデータは正しく挿

入されず結果として正常な申告票を作成できなくなります。セルのアドレスを変更しな

い範囲であれば様式の微調整・変更は可能です。 

どのセルにデータが挿入されるかについては，実際にいくつかデータを出力して確認

してください。 
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動作オプションを設定する【操作】 

本ツールの動作オプションを設定するにはメニューから「ツール(T)→オプション設定

(O)」を選択・実行します。 

 

 

図 37 オプション設定メニューの選択・実行 

 

 

図 38 動作オプション設定画面 

 

ここで，起動時管理ファイル選択画面表示の有無および申告書ファイルを出力する既

定フォルダを指定します。 

共済申告書作成ツールを終了する【操作】 

本ツールを終了するには，メニューから「ファイル(F)→終了(X)」を選択・実行します。 
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水稲共済申告書作成ツール（集団向け：AgRicerepGrp.exe） 

集団向け共済申告書作成ツールとは？【概略】 

基本的な画面構成・目的は個人向けツール（p.23）と同様ですが，集団向けに一部項

目が追加されています。本ツールは入力済みの各種データに基づき集団向けの水稲共済

細目異動書申告票（地域協議会，JA提出用を含む）エクセルファイルを作成します。 

本ツールのプログラムファイル名は”AgRicerepGrp.exe”です。 

集団向け共済申告書作成ツールの操作 

基本的な操作は個人向けツール（p.23）と同様です。以下では，違う箇所のみ説明し

ています。 

起動【操作】 

本システムのトップメニューの「メイン」シート上にある「水稲共済申告書作成（集

団用）」ボタンをクリックします。 

 

 

図 39 集団用共済申告書作成ツールの起動 

 

以下の様な起動画面が表示されます。オプション指定によっては管理ファイル選択画

面が自動的に表示されます。 

 

 

図 40 集団用共済申告書作成ツールの起動画面 
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管理ファイルを選択してデータを読み込むと以下のような画面になります。 

 

 
図 41 管理ファイルを読み込んだ画面例 

 

ここで，画面上部の申請者情報欄が未入力の場合は必要な情報を入力してください（各

種コード，住所，氏名など）。一度入力した情報は次回起動した際には再利用されます（変

更が無い限り再入力する必要はなくなります）。 

 

 

図 42 申請者欄の入力例 

 

申告票の申請者情報について【解説】 

個人農家向けでは農家マスタ登録されている農家ごとに（申請者とみなして）申告書

のヘッダ部分に住所，氏名などが自動的に挿入されましたが，集団向けの本ツールでは

農家マスタ登録されている農家は集団を構成するメンバとして一覧処理されます。この

ため，個人向けツールと異なり作成する申告書の申請者情報は自動処理されず，申請者

情報を直接入力する必要があります。 
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申告票出力【操作】 

集団向け申告票の出力も個人向けと同様に操作します。事前に一覧表の「選択」欄で

出力するデータを選択しておくこともできます。 

作成出力したエクセルファイルは以下のようになります。 

 

 

図 43 集団用共済申告書作成例（エクセル表示） 

 

出力されるエクセルファイルのファイル名の一部には申請者の「組合員等コード」が

使用されるので，予め入力しておく必要があります。 

出力されるエクセル様式について【解説】 

本ツールは申告書作成時に”水稲共済細目異動申告票_集団用.xls”ファイル（本システ

ムをセットアップしたフォルダ内にあります）をひな形として使用します。このひな形

ファイルを直接編集して書類様式を微調整することもできます。ただし，データが差し

込まれるセルのアドレスは絶対に変えないでください。これを変えてしまうとデータは

正しく挿入されず結果として正常な申告票を作成できなくなります。セルのアドレスを

変更しない範囲であれば様式の微調整・変更は可能です。 

どのセルにデータが挿入されるかについては，実際にいくつかデータを出力して確認

してください。 
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〔メモ〕 
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利用権設定申請書作成ツール（AgRicerepDat.exe） 

利用権設定申請書作成ツールとは？【概略】 

本ツールは入力済みの各種データ（主に農家マスタ，利用権・小作マスタおよび土地

台帳）に基づき，利用権設定申請書様式作成に必要なデータを所定のエクセルファイル

上に抽出します。抽出後エクセル上での操作により農家ごとの利用権設定申請書を自動

生成できます。 

本ツールのプログラムファイル名は”AgRicerepDat.exe”です。 

利用権設定申請書作成ツールを起動する【操作】 

本ツールを起動するには，本システムのトップメニューの「メイン」シート上にある

「利用権設定申請書作成」ボタンをクリックします。 

 

 
図 44 利用権設定申請書作成ツールの起動 

 

起動時にオプション設定により管理ファイル選択画面が表示される場合は管理ファイ

ルを選択します。表示されない場合はメニューから「ファイル(F)→管理ファイルを開く

(O)」またはツールバーの「開く」ボタンをクリックして表示し管理ファイルを選択しま

す。 

管理ファイルを選択すると以下のような起動画面が表示されます。 

 

 

図 45 利用権設定申請書作成ツール画面例（データ読み込み済み） 
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利用権設定申請書作成ツールを操作する【操作】 

管理ファイル読み込み直後はすべての圃場についての利用権設定状況が表示されてい

ます。 

メニューの「編集(E)→検索(F)」またはツールバーの「検索」ボタンをクリックして表

示される以下の検索画面において表示する項目を絞り込むこともできます。 

 

 

図 46 検索絞り込み表示設定画面 

 

また，エクセルファイルに出力するデータを一覧左端の「選択」欄のチェックの有無

で指定できます。 

エクセルファイルに出力するには，メニューから「ファイル(F)→出力→Excel→利用

権申請」を選択・実行するか，ツールバー内の「出力」ボタン（エクセルアイコン）を

クリックします。 

作成出力されるエクセルファイルは以下のようになります。 

 

 

図 47 利用権設定申請エクセルファイルの作成例 
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出力されるエクセルファイルについて【解説】 

この例のように出力されたデータはエクセルファイルの「データ」シート内に保存さ

れています。 

このエクセルファイルのひな形は”利用権申請.xls”で，本システムがセットアップされ

ているフォルダ内に保存されています。 

このエクセルファイルには「貼り付け」という VBAマクロが登録されています。作成

されたエクセルファイルを開き，このマクロを実行すると「データ」シート内に出力さ

れている農家ごとに利用権設定状況が「枠」シートをひな形として個別シート上に申請

様式として自動生成されるようになっています。 

 

 

図 48 エクセル操作による農家別申請書作成例 

（農家ごとに申請書シートが作成されます） 

 

申請書の様式はひな形ファイルの「枠」シートを編集すれば変更できますが，「貼り付

け」マクロとの対応関係があるので，セルアドレスの変更には注意してください。セル

アドレスが変更されるような様式変更を行う場合は同時に VBAマクロも確認し，対応関

係が崩れないように整合性を保つ必要があります。 
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〔メモ〕 
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農薬 DB管理ツール（Acdb.exe） 

農薬 DB管理ツールとは？【概要】 

農薬 DB 管理ツール”Acdb.exe”は，農林水産消費安全技術センター（FAMIC，

http://www.famic.go.jp）で公開されている農薬登録情報（CSV形式ファイル）を使用し

てローカルコンピュータ上の「農薬 DB」を更新し，農薬名や成分，適用情報などに基づ

いて農薬を検索・絞り込み，「圃場 DB」上の農薬マスタ（M_NOUYAKU）に登録しま

す。 

農薬登録情報の取り込み【操作】 

トップメニューから「初期設定」タブシートを選択し「農薬登録情報管理」ボタンを

クリックして本ツールを起動します。 

 

 

図 49 農薬 DB管理ツール画面（データ未登録） 

 

FAMIC サイトからダウンロードした農薬登録情報 CSV ファイル（3 ファイルから構

成されます）を取り込むには，メインメニューから「ファイル(F)」→「農薬情報（CSV

形式）を取り込む(I）」を選択・実行します。 

 

 

図 50 農薬登録情報 CSVファイル取り込みメニューの選択・実行 
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最初に農薬登録基本情報 CSVファイルを指定し，続いて適用情報一，同二を順次読み

込みます。 

 

 

図 51 農薬登録情報取り込みメッセージ 

 

すべて（3 つの CSV ファイル）の農薬登録情報 CSV ファイルを読み終わると以下の

ように取り込み結果サマリが表示されます。 

 

 
図 52 農薬登録情報取り込み結果表示例 

 

この例では農薬登録基本情報 7542 件，適用情報 92758 件が取り込まれたことを示し

ています。その後，［OK］ボタンをクリックすると，農薬情報を読み込んだ初期画面が

表示されます。 

 

 

図 53 農薬 DB管理ツール画面（データ登録済み） 

 

農薬情報の検索・絞り込み【操作】 

農薬 DB 管理ツールでは，画面上部および中央部にある検索バー内の項目（登録番号
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～剤型名，作物～回数）で農薬情報を検索・絞り込み表示できます。 

画面上部は農薬登録基本情報，下部は農薬適用情報に基づく検索が可能です。また，

基本情報検索結果に基づいて適用情報を絞り込んだり，その逆に適用情報の検索結果に

基づいて農薬情報を絞り込んだりできます（ツールバー内の「農薬一覧から適用を絞り

込む」，「適用一覧から農薬を絞り込む」からそれぞれ可能です）。 

これらの検索操作を組み合わせて農薬情報を検索・絞り込みます。 

 

 

図 54 農薬情報の検索・絞り込み画面例 

 

この例では，「稲」の「ウンカ類」に登録のある「水和剤」を絞り込んでいます。その

結果，登録農薬は 121件，適用情報は 147件あることが分かります。 

農薬マスタ（圃場 DB）への出力【操作】 

検索・絞り込みできたら圃場 DBの農薬マスタに農薬情報を登録できます。 

最初に農薬マスタに登録する農薬を農薬一覧内の「選択」チェックボックスをチェッ

クして指定ます。 

次にメインメニューの「ファイル(F)」→「農薬マスタ（圃場 DB）に登録(S)」を選択・

実行します。 

 

 
図 55 農薬マスタへの登録 
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以下のように確認画面が表示されるので，確認の上［はい］ボタンをクリックすると

選択した農薬情報が農薬マスタに追加されます。 

 

 

図 56 農薬マスタへの登録確認画面 

 

農薬登録情報の削除と更新【操作】 

農薬登録情報は 1ヶ月に 2回程度の頻度で更新されます。FAMIC サイトに更新情報が

公開された場合は必要に応じて新しい農薬登録情報（CSV 形式）をダウンロードして農

薬 DBを更新します。 

農薬 DB 上の登録情報を更新するには，最初に登録済みの全データを農薬 DB から削

除し，次に新たな登録情報 CSVファイルを取り込むという手続きを採ります。 

農薬 DB上の登録情報を削除するには，メインメニューから「編集(E)」→「農薬情報

全削除(D)」を選択・実行します。 

 

 

図 57 農薬情報全削除メニューの選択・実行 

 

以下の「削除確認」画面が表示されるので，確認の上［はい(Y)］ボタンをクリックす

れば登録済みの全データが削除されます。 

 

 

図 58 農薬情報削除確認画面 

 

削除後，更新された農薬登録情報 CSVファイルを取り込みます（p.35）。 
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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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〔メモ〕 
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〔メモ〕 
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