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「山口県土木防災情報システム」のご紹介
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山口県土木防災情報システムの概要



山口県土木防災情報システムは、気象情報や雨量、河川水位、潮位等の観測情報といった水防情報を
県庁で一元管理し、県、市町、防災関係機関及び県民へ情報提供することにより水防活動を支援するシ
ステムです。

• 水防情報を、インターネット標準のWeb情報に加工して提供します。県庁、県出先機関、市町、防
災関係機関、報道機関及び県民へ情報提供し、水防情報の共有化を図ります。

情報の共有化

• やまぐち情報スーパーネットワーク、総合防災情報ネットワーク、防災行政無線、インターネットなど、
複数の異なる回線を利用し、より確実な情報伝達を行います。さらに水防警報の伝達ではメール
やFAX等による配信と受信の確認をシステムがサポートします。

確実な情報伝達

• 降雨時においては、各観測局は10分間隔で観測し、リアルタイムで観測情報を提供します。また気
象の注意報、警報や各基準値超過を通知するメールも観測局単位でリアルタイムに配信します。

リアルタイムの情報提供
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山口県土木防災情報システムの概要



山口県土木防災情報システムの概要



山口県土木防災情報システムの概要



• 1996年：システム整備に着手
• 2000年：土木防災情報システム運用開始

（県庁・出先機関向けのみ）

• 2002年：県民向け情報提供開始
• 2010年：システム再構築による機能強化

メール配信サービス開始

山口県土木防災情報システムの沿革
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山口県土木防災情報システム
http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/

「山口県土木防災」で検索



雨量・水位情報の提供

雨量局１３８箇所
水位局１１８箇所
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筏場水位局（島田川） 川上水位局（東川） 米川水位局（島田川）

筏場水位局（島田川） 川上水位局（東川）
南岩国水位局
（平田川）

（観測局の例）

雨量・水位情報の提供



雨量・水位情報の提供



雨量・水位情報の提供

クリック クリック
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雨量・水位情報の提供

◯：雨量局
△：水位局
□：ダム局

雨量局にマウスオーバー時
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雨量・水位情報の提供

水位局にマウスオーバー時
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雨量・水位情報の提供

水位局クリック時
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現在までの
雨量情報

現在の水位と雨量

現在までの
水位情報

雨量・水位情報の提供

雨量・水位グラフ



現在の水位と雨量

はん濫危険水位
（危険水位）

避難判断水位
（特別警戒水位）

はん濫注意水位
（警戒水位）

水防団待機水位
（通報水位）

現在の水位

水位変化がわかります

雨量・水位情報の提供

河川断面図



雨量・水位情報の提供

水位一覧表示

水位上昇＝赤文字
水位下降＝青文字
基準値を超えた水位

＝背景を着色



雨量・水位情報の提供

土木建築事務所
（県内8地域）単位で

詳細表示可能
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クリック

気象情報の提供



21

気象情報の提供

クリック



ダム情報の提供

クリック
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ダム情報の提供

ダム局にマウスオーバー時
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ダム情報の提供



潮位情報の提供

クリック
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潮位情報の提供



クリック
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洪水予報・・・気象庁と山口県の共同発表

３時間後の予測水位が危険水位を超えるとき・・・

３時間後の予測水位が警戒水位を超えるとき・・・

注意報・警報が発表されたら・・・

洪水予報の提供



「山口県土砂災害ポータル」のご紹介
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土砂災害防止法とは

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（平成十二年五月八日法律第五十七号）

土砂災害（急傾斜地の崩壊､土石流､地すべり）から
国民の生命及び身体を保護するために、

 土砂災害のおそれがある区域の危険の周知
 警戒避難体制の整備
 一定の開発行為の制限
 建築物の構造の規制に関する所要の措置

土砂災害の防止のための対策の推進を図り、
もって、公共の福祉の確保に資する

平成13年4月施行



土砂災害警戒区域
（イエローゾーン）

• 土砂災害が発生した場合には住民等
の生命又は身体に危害が生ずるおそ
れがあると認められる土地の区域

• 当該区域における土砂災害を防止す
るために警戒避難体制を特に整備す
べき土地の区域

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）

• 警戒区域のうち、土砂災害が発生し
た場合には建築物に損壊が生じ住民
等の生命又は身体に著しい危害が生
ずるおそれがある土地の区域

• 一定の開発行為の制限及び居室を
有する建築物の構造の規制をすべき
土地の区域として政令で定める基準
に該当するもの
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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

住民への周知が必要⇒ハザードマップの配布（市町）、GISを活用した情報提供



• 2001年：砂防ＧＩＳ整備計画の検討
• 2002年：砂防ＧＩＳの設計
• 2004年：土砂災害危険箇所マップ運用開始
• 2008年：土砂災害警戒情報システム運用開始
• 2009年：土砂災害警戒区域等マップ運用開始

（「土砂災害ポータル」運用開始）

• 2014年：土砂災害警戒区域等マップ更新
• 2018年：土砂災害降雨危険度メール配信開始

山口県における砂防ＧＩＳの沿革



土砂災害に関する
情報提供の「入り口」

山口県土砂災害ポータル

土砂災害の危険な場所
（土砂災害警戒区域等）

を知らせる

山口県土砂災害警戒区域等マップ

土砂災害の危険性
（避難のタイミング）

を知らせる

山口県土砂災害警戒情報システム

山口県における砂防ＧＩＳの構成

平常時に
必要な情報

非常時に
必要な情報



山口県土砂災害ポータル
http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/portal/

「山口県土砂災害ポータル」で検索



住所がわかっている場合はこちら

地図（市町）から探したい場合はこちら



調べたい警戒区域を
クリック



公示図書がPDFで
ダウンロード可能



• 区域の座標を公開
（世界測地系、座標/緯経度）

• 座標データ一覧（ＣＳＶ）を提供
• 区域のシェープファイルを提供
• 誰でも取得可（手続き不要）、無料



GISデータの一括ダウンロード
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• 条件に合致した区域を一括ダウンロード
• 自然現象/土木/市町/地域/告示日
• 座標系の選択も可能



山口県土砂災害ポータル
http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/portal/

「山口県土砂災害ポータル」で検索





県内を293メッシュに分割
（「5kmメッシュ」気象庁基準）

↓
国土数値情報の三次メッシュ
（緯度差30秒×経度差45秒）を
緯度方向に6つ・経度方向に5つ

重ね合わせた矩形

レベル4 土砂災害発生の恐れ

レベル3 避難開始の目安
（土砂災害警戒情報基準）

レベル2 避難準備の目安
（大雨警報基準）

レベル1 今後の雨量に注意
（ 基準）



防災情報携帯電話位置情報

①大雨洪水注意報・警報
②土砂災害警戒情報
③洪水予報
④降雨分布
⑤土砂災害降雨危険度
⑥土砂災害警戒区域
⑦地域の雨量
⑧地域の水位

位置情報
 簡易緯度経度

(アンテナ位置)

 GPS緯度経度

現在の時刻、場所における
地域の詳細な防災情報を提供

（H22.6.1運用開始）

携帯電話の位置情報を活用した情報提供
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パソコンを使用できる環境ではなくても携帯電話・スマートフォン
があれば、雨量・水位等の情報を知ることができます。

携帯電話の位置情報を活用した情報提供

携帯版 ：http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/k/
スマホ版 ：http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/sp/

「山口県土木防災」で検索



地名を指定して検索

土木防災情報システム（携帯版）

携帯電話の位置情報を活用した情報提供



①大雨洪水注意報警報 ②土砂災害警戒情報 ③洪水予報 ④降雨分布

⑤土砂災害降雨危険度 ⑥土砂災害危険箇所図 ⑦地域の雨量 ⑧地域の水位

携帯電話の位置情報を活用した情報提供
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＜メインメニュー＞ ＜雨量情報＞＜水位情報＞

携帯電話の位置情報を活用した情報提供



土木防災情報システム（スマートフォン版）

携帯電話の位置情報を活用した情報提供



土砂災害警戒情報システム（スマートフォン版）

携帯電話の位置情報を活用した情報提供



土砂災害警戒情報システム（スマートフォン版）

携帯電話の位置情報を活用した情報提供



51



メールによる降雨危険度の通知サービス（PUSH型配信）
H30.6.1サービス開始



ご清聴ありがとうございました

終


