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地域の砂防情報アーカイブについて 

～ 全国的にも珍しい取組として試行運用 ～ 
 

１  要旨 

住民の皆様の参加を得ながら，土砂災害の防止に資する地域固有の各種情報を収集・記

録・共有する「地域の砂防情報アーカイブ」をインターネット上に設置し試行運用します。 

 

２ 目的 

地域住民の皆様の土砂災害対策に対する認知度を高め，地域の防災力向上を図ります。 

○ 住民参加を促進し，住民目線のより身近な防災情報を共有する。 

○ 過去の土砂災害状況を把握し，自らの地域の土砂災害に対する危険性を認識・共有

する。 

○ 土砂災害の兆候や被災当時の記録など実体験に基づく情報を次世代に継承する。 

○ 地域にある身近な砂防施設などを認知することで土砂災害対策への関心を喚起し，

土砂災害防止に対する意識を効果的に啓発するとともに，防災意識の向上を図る。 

 

３ 実施方法 

 (1)情報収集 

インターネットを活用した定型様式による住民等からの収集 

(2)試行収集時期／試行対象地域 

平成２３年９月１３日から ／ 廿日市市宮島地区・坂町 

(3)情報提供 

内容を審査し，広島県ホームページに開設する「地域の砂防情報アーカイブ」に掲載 

(4)提供時期 

平成２４年度から提供開始（予定） 

※その他詳細情報については別紙-1を参照してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度 平成24年度以降

宮島地区
坂町

上記以外の
地域

砂防情報の募集

砂防情報の募集

情報の公開

情報の公開

情報審査

情報審査

【今後の予定】 【実施イメージ】  

 

参考（地域の砂防情報事例） 

今回，「地域の砂防情報アーカイブ」の試行に当たり，有数の観光地であり，また過去

に大きな土砂災害が発生した宮島について，土砂災害対策の実施内容など，県が所有する

情報を「宮島の砂防ポケットガイド」としてまとめました。（別紙-2 参照） 



収集・記録の
対象となる情報

広島県では、土砂災害防止対策に資する地域固有の貴重な情報について、県民の皆様の参加を得な
がら収集・記録・共有する「地域の砂防情報アーカイブ」をインターネット上に設置し、試行運用します。

宮島 紅葉谷川

枕崎台風後の復旧風景（昭和20年頃）

坂町 天地川砂防堰堤（昭和22年頃）

坂町 被災状況（明治40年）
宮島 枕崎台風後の復旧風景（昭和20年頃）

◯ふるさと自慢となる歴史的な砂防設備等の遺構

◯砂防堰堤・斜面対策施設や避難路などの施工中や現況の写真

◯防災訓練などの地域活動の状況写真

◯地域の渓流や里山の“今昔”風景写真

◯過去に発生した地域の土砂災害の記録等

平成23年度試行対象地域 廿日市市宮島地区及び坂町

地域の砂防情報アーカイブ

地域の砂防情報
アーカイブとは？

広島県では、これまで土砂災害危険箇所に対して全県的に整備してきたＧＩＳによる情報提供

ツールを活用して「地域の砂防情報アーカイブ」を設置し、地域住民の皆さんから次世代に語り継

ぐべき記録を収集・記録し、インターネットを通じて公開することを予定しています。

これらの情報は、美しくも厳しい自然と向き合ってきた郷土の先人の営みを記録している場合が

多く、土砂災害防止にとどまらず、地域固有の貴重な思い出（記録）と言えるものです。今年度か

ら砂防による地域の安全確保について長い歴史を有する上記地域から試行することとしています。

単なる記憶として
だけでなく、
記録として次世代
に語り継ぎたい。

次世代に語り継ぐ情報を
募集しています。



情報登録の申請

1.登録申請規約の同意 2.登録内容の入力 3.登録申請完了

氏名（必須）

メールアドレス（必須）

住所
（必須）

○山　△男

730-0011

xxxxxx@sampledata.ne.jp

郵便番号

住所
広島県広島市中区

○○町1丁目1-2-3

タイトル（必須）

コメント

枕崎台風襲来時の被害状況

写真は○○川で発生した土石流が
襲ってきた後の光景です。
左手には△△△，右手には□□□が
見えます。

〒→住所

以下の情報を入力して「登録申請」を押してください

市区町（必須） 廿日市市

C:\SampleData\01.jpg 参照

資料名

C:\SampleData\02.jpg 参照

C:\SampleData\03.jpg 参照

登録申請 閉じる

町名番地
（可能であれば正確に）

 

所在地のわかる資料
（位置図等）

C:\SampleData\map.jpg 参照

ファイル

災害時の写真

災害時の写真

災害時の写真

情報登録の申請

1.登録申請規約の同意 2.登録内容の入力 3.登録申請完了

情報登録申請前に必ずお読みください。

 個人情報の取得・利用

　このサイトを通じて，広島県が提供を受けた個人情報については「広
島県個人情報保護条例」に基づき，次のとおり適切に取り扱います。
　同意の上，お申し込みください。

同意して次へ 同意しない

　1.個人情報とは

　住所，氏名，電子メールアドレス等，個人に関する情報であって，特
定の個人が識別できる（誰の情報かが分かる）ものをいいます。

　2.個人情報の収集

　このサイトを通じて個人情報を収集する際は，申込者ご本人の意思
による情報の提供を原則としています。
　個人情報の収集は，目的を明確にし，その目的を達成するために必
要な範囲内で行います。

　3.個人情報の利用目的

取得した個人情報は 「地域の砂防情報アーカイブ」の運営にかか

広島県防災コミュニティサイトへの情報登録申請は以下の方法で行います。

トップページ 申請規約への同意 登録情報の入力 登録申請

トップページ内の「情報登録の申請」を押
します。

ページ内の申請規約を一読の上、
「同意して次へ」を押します。

氏名や住所，登録情報を入力し
て「登録申請」を押します

登録申請情報としてシ
ステムに登録されます。

広島県土木局砂防課
〒730-8511  広島市中区基町10番52号

TEL (082)513 – 3943 dosabou@pref.hiroshima.lg.jp

情報登録から公開までの流れ

情報の登録申請

情報の公開

1. 情報登録の申請

2.   情報の審査・調整

3.       公 開

システム掲載を希望する情報を登録申請
します。
登録申請はシステムの登録申請フォーム
から行います。

申請された情報を有識者を交えて審査の
上，調整します。

調整された情報がシステムに登録され，
インターネットを通じて公開されます。

審査の中で，申請者の方に確認・修正の
依頼をさせていただく場合があります。

内容が不適切と判断された情報は登録
されません。

システム制約等により，申請いただいた
資料と差異が生じる場合があります。

http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/saboarchive/saboarchivemap/agree.aspx
皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております

URL

※土砂災害の兆候等、緊急を要する情報や行政への問

合せは取り扱い対象 外です。お住まいの市町または、

最寄の建設事務所までご連絡ください。

※本サービスに申請された情報は、学識者及び関係市町に

よる審査・調整を経て掲載されるため、申請された内容に

よって掲載されない場合があります。

情報登録の申請手順

★情報登録はパソコンから！
情報登録の申請

1.登録申請規約の同意 2.登録内容の入力 3.登録申請完了

氏名（必須）

メールアドレス（必須）

住所
（必須）

○山　△男

730-0011

xxxxxx@sampledata.ne.jp

郵便番号

住所
広島県広島市中区

○○町1丁目1-2-3

タイトル（必須）

コメント

枕崎台風襲来時の被害状況

写真は○○川で発生した土石流が
襲ってきた後の光景です。
左手には△△△，右手には□□□が
見えます。

〒→住所

以下の情報を入力して「登録申請」を押してください

市区町（必須） 廿日市市

C:\SampleData\01.jpg 参照

資料名
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C:\SampleData\03.jpg 参照

登録申請 閉じる

町名番地
（可能であれば正確に）

 

所在地のわかる資料
（位置図等）

C:\SampleData\map.jpg 参照

ファイル

災害時の写真

災害時の写真

災害時の写真

タイトル 白糸川 2 号堰堤

現地の自然石を使用して構築されました。
周辺地形の改変を極力少なくするため、既設
砂防堰堤のある地点に計画して地形改変を抑
え、白糸の滝が見える高さとしています。

コメント

閉じる

登録情報閲覧

市区町 廿日市市

写真等　資料ファイル

白糸川2号堰堤 ・ 現況

表示する地域情報

白糸川2号砂防堰堤

平成17年台風14号来襲時の滝橋
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