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１．はじめに 

砂防フロンティア整備推進機構では、都道府県等による砂防管理関係情報の適切な管理と有効活用を支援する

ことを目的として、Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣ（砂防管理情報センター）を拡充し、砂防情報管理システムの構築を

行った。都道府県が現在土砂災害防止法に基づき指定を進めている土砂災害警戒区域をはじめ、砂防指定地等を

適切に管理していくことは今後の大きな課題であり、今回開発した砂防情報管理システムとそれによる情報の管

理・活用の支援は、それらの課題の解決の上で大変有益なものと考えられる。本稿ではＳａｂｏ Ｄ－ＭａＣの

概要とＳａｂｏ Ｄ－ＭａＣによる具体的な情報の活用の支援について報告する。 

２．Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣの概要 

Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣ砂防情報管理システムの機器構成は、図－１のとおりであり、データ保管システム、照

査／検査システム、検索／集計／加工システムの３つのシステムから構成され、データの保管は都道府県別専用

ハードディスクに行う。システムの特徴としては、汎用性の高いファイル形式（Ｓｈａｐｅ）とＧＩＳエンジン

（ＳＩＳ）を採用することにより、さまざまな都道府県の情報管理システムに対応出来るようにしたこと、複数

の特許技術により構成されることなどが挙げられる。また、各都道府県から預かった情報は、都道府県別の専用

外付きハードディスクに保管するほか、都道府県側のシステムとはオフラインによるデータの更新を行うことと

しており、貴重なデータを確実にバックアップすると共に、ウィルスやシステム障害から守ることが可能である。 

３．Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣによる情報管理の支援 

Ｓａｂｏ Ｄ－

ＭａＣでは、各都道

府県・直轄砂防関係

事務所が保有する砂

防管理関係情報のバ

ックアップを行うと

ともに、定期的に新

しく作成されたデー

タを検査・登録する

ことにより常に最新

の状態に更新し、都

道府県等がそれぞれ

の砂防情報管理シス

テムで運用するデー

タベースのメンテナ

ンスを包括的にサポ

ートする。（図－２） 

また、預かったデー

タを用いて、都道府

県等からの依頼によ
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図－１ Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣ機器構成 



り集計／検索、加工等

の各種業務サービスを

行うことが可能である。 

４．災害時の情報提供

の支援 

 Ｓａｂｏ Ｄ－Ｍａ

Ｃにより、情報の保管

を二重化（バックアッ

プ）しておくことによ

り、災害等の緊急時に

危険箇所カルテ、台帳

等の基礎情報をスムー

ズに関係者に提供する

ことが可能となる。 

（図－３）１６年１０

月の新潟県中越地震に

際し、新潟県の許可を

得て、危険箇所カルテ

等の情報を、インター

ネットの情報提供サイ

トを通じて提供する取

り組みを試行的に行っ

た。この情報提供サイ

トでは、緊急点検をは

じめとする様々な業務

に携わる関係者を対象

として、①土砂災害危

険箇所図・台帳、②垂

直モザイク写真、③斜

め写真、③土砂移動状況判読図を掲載し、必要な情報をダウンロードし、各種の調査に活用できるようにした。

新潟県の土砂災害危険箇所の情報は、一般には公表されていないため、関係者にＩＤとパスワードを配布しサイ

トへの一般のアクセスを制限する措置を行っている。今回の取り組みは、事前に何らの準備がなく発災後からサ

イトの立ち上げを始めたため、提供される情報の範囲、タイミングともに必ずしも十分なものとは言えなかった

が、今後に向けた課題が整理出来たほか、このような手法による情報共有の有効性が確認出来たものと考えてい

る。また、中越地震のような広域的な災害に際しては、今回のような手法を用いて危険箇所情報を広く住民に公

表することにより、相互通報システムと相まって、二次災害の予兆の早期発見と迅速で的確な対策をとることが

可能になるものと考えられる。 

５．おわりに 

今後とも、砂防管理関係情報の適切な管理と有効活用に向けて、今回構築した情報管理システムの機能の向上

を図るとともに、都道府県等に対する支援メニューの充実を図る等の取り組みをさらに進めていくこととしたい。

情報提供サイトの取り組みに際して、土砂災害危険箇所カルテの使用を快諾頂いた新潟県に対しまして、記して

謝意を表します。 

図－２ Ｓａｂｏ Ｄ－ＭａＣによる情報管理の支援 
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