活用事例

＞ 危機管理 ＞ 防災

インターネットによる防災マップの提供

広島県土木局 砂防課
県民の生命と財産を守るため、広島県が取り組むWebGISの活用
「ハード対策」と「ソフト対策」の両立！
安全かつ安心に暮らせる県土づくりを実現するために広島県が立てた施策とは

■イントロダクション

広島県土木局砂防課
出來谷課長
（中央） 日浦主査
（左）
髙津主任
（右）

PROFILE

策」
は県民や地域の企業に対し、
危険箇所

気候の地域ではあるものの、
県土の70%が

や避難所などの情報を広く公開する対策で

山地を占めるなど、
平野部が少なく、
土砂災

ある。
土木局砂防課の髙津氏は、
「ハード対

害危険箇所が全国で最も多い県であり、
そ

策による施設の整備は、
土砂災害対策とし

の数は約32,000箇所にも及ぶ。
平成11年

て最も重要ではあるものの、
施設の整備に

6月29日には、
活発な梅雨前線の影響によ

は多くの予算と時間が必要となるため限界

り、広島市や呉市を中心に市街地周辺の

があり、
ソフト対策により県民や地域の企業

住宅地を土石流やがけ崩れが襲い、
死者

が自らの身を守るための知識
（防災意識）
を

24人、
家屋の全壊64戸などの甚大な被害

持ってもらうことが大切である」
と話す。

を受けた。
近年の気象の変化に伴い、
全国

広島県ではソフト対策のなかの一つの施

的に局地的豪雨による被害が増加傾向に

策として、
平成14年よりWebGISによるイン

あるなか、
広島県では、
県民の生命と財産

ターネットを通じた情報提供を継続的に

を守るため様々な施策を講じている。

「広島県土砂災害マップ」
として県内の土砂
災害危険箇所をインターネット公開する
○平成15年

問合せ先：砂防整備グループ 髙津主任

「広島県土砂災害マップ」
を改修し、
県内の

電話番号：082-513-3943

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図をイ

FAX：082-223-2443
URL：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/100/

ンターネット公開する
○平成20年

Email：dosabou@pref.hiroshima.lg.jp

システムをリニューアルし、
「土砂災害ポータ

使用製品

ルひろしま」
に改称する

ArcGIS for Server Enterprise Standard

○平成24年

ArcGIS for Desktop Standard

電子国土等を背景図として表示する機能、
オリジナルハザードマップ作成機能等を追

導入パートナー企業

・土砂災害を防ぐための砂防えん堤整備等の
「ハード対策」には限界があり、
「ソフト対
策」による情報発信は必要となる。
導入効果
・WebGISによる防災情報の一般公開により、
一般利用者に防災意識を啓蒙できた。
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■土砂災害ポータルひろしま

への日頃の備えや大雨により土砂災害発

広島県では、土砂災害対策として
「ハード

制の整備に活用できるよう、
土砂災害危険

対策」
と
「ソフト対策」
が一体となった総合

箇所や土砂災害警戒区域・特別警戒区域

的な施策を進めてきた。
「ハード対策」
は砂

の情報をWebGISにより提供し、
安全かつ

防えん堤や渓流保全工の建設など、
いわゆ

安心して暮らせる県土づくりに役立てること

る土木工事を行うことにより流出土砂・流

を目的として運用されている。

生の危険性が高まった時に早めの避難体

広島県土木局 砂防課

活用事例

独自のハザードマップ作成などに利用するこ
とができる。
また、
施設の情報も確認できるこ
とから
「土砂災害ポータルひろしま」
及び内
部システムを通じ、
県と市町が情報共有して
防災対応に当たることができる。

WebGISの画面
土砂災害ポータルひろしまのページ画面
http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp
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④ オリジナルハザードマップの作成
一般利用者が地図にコメントやシンボルを
書き込み印刷する機能を付け加えたこと
で、例えば「家庭」
や
「企業」
で独自に使用
するための避難経路地図などを作成でき
るようになった。
システムの全体構成
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