
「美しい山河を守る災害復旧基本方針」の
改定（案）について

平成30年5月

水管理・国土保全局 防災課



契機 改定のポイント

(1)改良復旧への
対応

各地で河川の氾濫による大規模災
害が発生し、再度災害を防止するた
め、川幅を拡げるなどの一連区間にお
ける改良復旧等が実施されており、美
山河において改良復旧の明確化が必
要。

河道計画の考え方を取り入れた内容に改定
①法線、②流速、③スライドダウン、④片岸拡幅
⑤みお筋、⑥河床幅

多自然川づくりアドバイザー制度の活用を明記

(2)現場技術者の
労力軽減

大規模災害発生後において、事務
作業が膨大になることに対して、地方
自治体では大幅な作業削減による効
率的な査定設計書等の作成が望まれ
ている。

重複内容を省略したA表の簡素化

事前における資料の収集･準備の重要性等を解説

＜その他＞
河川環境保全等
の技術拡充

提言「持続性ある実践的多自然川づ
くりに向けて(H29.6)」が公表されたこと
に対して、治水と環境と原風景に着目
した具体的な実践展開が求められて
いる。

本編に都道府県で実施した災害復旧の良好事例を追加

別途、都道府県で実施した災害復旧の事例集を作成

平成30年度の基本方針改定では、『改良復旧への対応』、『現場技術者の労力軽減』、
『河川環境保全等の技術拡充』といった各契機をもとに改定する。
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１．改良復旧への対応

再度災害を防止するため、川幅を拡げるなどの一連区間における改良復旧
が実施されており、美山河において改良復旧の明確化が必要である。

河道計画の考え方を取り入れた内容に改定

●美山河改定ポイント

① 法線 : 法線は現況流路を基本とする

② 流速 : 流速の増加を避ける(拡幅を基本とする)

③ ｽﾗｲﾄﾞﾀﾞｳﾝ : 掘削する場合はｽﾗｲﾄﾞﾀﾞｳﾝを基本とする

④ 片岸拡幅 : 片岸拡幅を基本とする

⑤ みお筋 : 拡幅する際には「みお筋」を意識する

⑥ 河床幅 : 河床幅を確保する

※「中小河川に関する河道計画の技術基準」が示すポイントを参考

３



①法線 法線は現況流路を基本とする

• 良好な自然環境を形成して
いる場合には、これを尊重
し、現況流路を基本とした
平面線形とする。

• 直線的な流路では、河床は
平滑で、水深や流速の変化
が乏しい。

• 現況流路の線形やみお筋が
良好な自然環境を形成して
いる場合には、現況流路の
線形、とくに流路の蛇行を
尊重し、計画に取り入れる
ことが重要である。

直線で河道を復旧した事例（上）と
蛇行を活かして復旧した事例（下）

４



５

◆北海道 牧左内川 (小川関連事業)

工事着手前(H23.6)

現在（H27.6）

石狩市・厚田地区の厚田公園内を流れる牧左内川は
サケの遡上･産卵が見られる川として有名。

災害復旧にあたり、公園内を流れる区間については、
従前の平面的な河道特性（蛇行・川幅等）を踏襲し、多
様な河岸、曲線的な河道法線確保したほか、公園利用
と一体的に活用出来る整備を実施。

ぼくさないがわ



②流速 流速の増加を避ける(拡幅を基本とする)

流
下
能
力
の
増
大 川幅を拡幅する

河床を掘削する

粗度係数を
小さくする

流速の
増加

・外力の増大
・河床低下
・河床低下による護岸被災
・洪水伝播速度の増大
・下流への負担増

※「多自然川づくりポイントブックⅢ」などの技術基準を参照のこと

６
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◆岩手県 土谷川

植生や瀬・淵等の調査を行い、希少動植物の保
全ゾーン、山付部河岸の保全区間、瀬・淵の保全
区間、河畔林の保全区間などを設定。
川の大事な環境要素はおさえ、それを保全しつ

つ、流下能力を拡大する方法を考え出した。

つちだにがわ

環境へのインパクトと工事を半減

当初の計画法線を左岸側にシフ
トし、河畔林を保全した区間

河岸・河畔林に手をつけず対岸を拡幅



③ｽﾗｲﾄﾞﾀﾞｳﾝ 掘削する場合はスライドダウンを基本とする

河床を平坦にした台形の横断形状としない

河床を構成すべき礫や巨石等を存置させて河床の状況が現況と大
きく変化しないようにする

横断的に河床を掘削する場合の留意点

掘削により河床材料（または地質状況）を大きく変化させない

河床から突出するような巨石であっても、必要なも
のは存置させ、その前提で流下断面を検討する

現況河床を平行移動する
ように掘削する

現況河床の平均河床

掘削後の河床

現況の河床形状をスライドダウンさせた形状の計画

８



掘削を行う場合には、現況の河床形態等を変更しないよう、平均
河床高による縦断形はほぼ平行移動するように検討する

急流河川においては巨礫等の河床材料を残留させるなどの検討を
行い、床止めの採用は極力避ける。その場合、河床変動に対する護
岸の安定等に関して、類似河川の事例などを踏まえて検討する

縦断形設定の際の留意点

巨礫を利用した床止め
河床の掘り下げ方（縦断形）

 

現況河床の平均河床 

掘削後の平均河床 

現況河床を平行移動す
るように掘削する

９



・桜並木を維持するために計画高水位を下げ、堀込み河道を維持することとした。
・河床の掘り下げは、元の河床の地形をトレースする形で設計。
・改修前の河道景観が保たれ、川の作用によって寄州等の地形が早期に回復した。

田万川（山口県）

 

現況河床の平均河床 

掘削後の平均河床 

○河床掘削する場合は元の河床をトレースする

１０
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◆新潟県 塩谷川 (助成事業)

工事着手前（H24.8） 工事完成（H26.5）

河積の拡大にあたり、
河床形状をスライドダウン
させることで、掘削前の
みお筋の形状を早期に
回復させる。

河床全体も地形の変化
や礫の配置などに工夫
が見られる。

※左岸嵩上げ部分の護
岸の明度についてはもっ
と落ち着かせた仕上げと
するとなお良かった。

現状（H29.7）

しおだにがわ



④片岸拡幅 片岸拡幅を基本とする

③定規断面にしない

②地盤高の低い方を拡幅する

①蛇行部の内岸側を拡幅する

片岸拡幅する場合のポイント

土谷川（岩手県葛巻町）

環境へのダメージを小さくする

護岸整備を少なくする

１２
栃木県三蔵川



１３

◆山口県 田万川 (助成事業)

谷底平野を流れる河川で、
山付き部には緑陰と淵がみ
られ、動植物の重要な生息
空間となっている。

片岸拡幅で水裏部を拡幅
し、水衝部となる山側の河岸
形状や河畔林を保全するこ
とで、淵も維持され元の河道
形状が維持されている。その
ため、水裏部に寄州が付き、
より自然な河道が確保されて
いる。

たまがわ



⑤みお筋 拡幅する際には「みお筋」を意識する

両岸拡幅
両岸拡幅

河畔林消失河畔林消失

地形改変 地形改変

片岸拡幅

河畔林保全

河岸保全

河畔林消失

地形改変

両岸拡幅で
河畔林が消失

片岸拡幅で片岸の
河畔林と河岸を保全

平面形

横断形

A A
A A

河畔林など、河岸の自然環境が良好な場合には、それを保全するため、
みお筋を意識する

良好な河岸を有
する現況河道

１４



１５

◆山口県 阿武川 (関連事業)

現在（H27.10） 川幅を拡幅する際に、被災
前の寄州の植生帯を考慮し、
澪筋幅を従前通りにしたこと
で、澪筋の水面幅ならびに河
床の状況が維持されている。

さらに、拡幅部の水際には
寄土や寄石を実施することで
、寄州に植生が早期に形成さ
れ、より自然な河道が創出さ
れている。

あぶがわ



⑥河床幅 河床幅を確保する

河岸を2割にして河床幅が狭くなる場合には、
護岸を立てて河床幅を確保する。

１６



１７

◆宮崎県 丸谷川 (関連事業)

１年後(H26.9)

施工後（H25.10）

澪筋を移動させ、河道断面に余裕がある場所の空
間を有効に活用している。その際、様々な地盤高に
整備したことで、多様な植生帯が形成されている。
また、護岸を立ち護岸にしたことで、前面の植生帯

が広く、護岸の見え面積が小さく、周囲の景観になじ
んだ河道に仕上がっている。

まるだにがわ



１８

⑦ 河岸・水際部 河岸・水際部への配慮を徹底する

参考：災害復旧上の工夫が見られる事例

 寄せ土や捨て石など現地で調達できる河岸・河床材料を有効活用することに
より、水際部の植生の基盤となる土砂堆積を確保するとともに水際部に変化
を与えることができる。

 水際部の根固めについて、天端高は水位変動を把握した上でできるだけ露出
しない高さに設定するものとし、根固めの上部には捨て石を施すなど、露出
した場合でも周辺の景観になじむような工夫を検討するものとする。



１９

◆新潟県 折居川 (災害復旧事業)

現在（H29.6）工事完了後（H27.10）

本復旧では、根固を完全に隠すような寄石を実施することで、護岸の
見え面積も小さくなった。さらに、水衝部側であることから、寄石の空隙
が維持されやすく、水生生物の良好な生息場となることが期待される。

護岸の張上げ高も小さいことから周辺に良くなじむ復旧となっている。

おりいがわ



２０

⑧環境要素の保全
河畔樹木や淵等の重要な環境要素がある
場合には､保全を原則とする

 標準的な河岸・水際部の復旧方法でなく、特別な配慮を行うべき環境要素
（河畔樹木、湧水・浸透水、淵）については、原則保全する。

参考：災害復旧上の工夫が見られる事例

淵 河畔林



２１

◆高知県 新荘川 (災害復旧事業)

工事完了後（H27.5）

被災時（H26.8）

河岸に残る樹木や淵を良く捉え、可能な
範囲で現地に環境要素を残す工夫を行っ
ている。

護岸の基礎には自然石を用いた根固め
を行い、魚類の生息場としての機能が良く
守られている。

しんじょうがわ



２２

⑨ 景観配慮 コンクリート系の護岸を用いる際の景観への配慮

参考：災害復旧上の工夫が見られる事例

 災害復旧工事での使用頻度が高いコンクリート系の護岸工法については、
景観に配慮する。

 護岸の素材が周辺と調和した明度、彩度、テクスチャーを有していること
 護岸のり肩、護岸の水際線等の境界の処理は、目立たず周囲と調和してい
ること

・忌避される景観
パターンを避ける

・水際、天端・法肩のラインを不明瞭にする

実際
の護
岸の
高さ

・テクスチャー
を持たせる

・法面の明度・彩度
を抑える

３段の石積護岸１段の石積護岸 ３段の石積護岸１段の石積護岸

・法面を分節する。

・素材の大きさ

ブロック護岸の景観配慮の手法



２３

コンクリート系護岸における景観配慮



２４

護岸の明度が大きいと周辺環境から浮き上がる

素材の明度・彩度 明度の計測方法

コンクリート系護岸の留意事項（明度）



２５

コンクリート系護岸の留意事項（テクスチャー）

自然共生研究センターでの景観実験 評価結果



２６

コンクリート系護岸の留意事項（パターン）

A-1 間知積み A-2間知石積み風 A’-3 玉石積み風

B-1 野面石積み風 B-2 縦横の目地と模様の
両方が煩い グループ

B-3 縦横の目地が目立ち、
表面の模様があまり見え

ないグループ

B-4 階段状で横の線が目
立つグループ

C-1 千鳥模様で飛び出し
て見える グルー

プ

C-2 千鳥模様で穴が開い
ているように見えるグ

ループ

C-3 穴が目立つ グ
ループ

植生護岸
タイプの評価
が低い

パターンに関する景観実験



２７

コンクリート系護岸の留意事項（素材の大きさ）

一般に、視角が2度以上になると、素材の見か
けの大きさが大きすぎると感じ、0.15゜にな
ると素材そのものを認識できなくなる。した
がって、例えば、対岸から見た場合に、目地
で区切られた素材が視角2度以上の大きさにな
ると、大き過ぎると感じ、逆に、視角0.15度
以下になると個々の素材が認識できなくなり、
護岸の法面がのっぺりとした1枚の帯となり、
法面の存在感が増す。



２８

◆青森県 古佐井川 (災害復旧事業)

現在（H29.6）

工事完了後（H23.3）

コンクリート系の工法を採用しているが、法枠工法の中
張りをうまく使って、法面に植生を回復するとともに、法肩
部も植生が繁茂できるような工夫をすることでより自然な
良好な河岸が創出されている。

上流側の階段護岸は、被災前から整備されていたもの
で、機能回復として同一工法で復旧が採択されている。

こざいがわ



２９

⑩ 重要種への配慮
重要種が生息する可能性が高い箇所へ
の配慮

参考：災害復旧上の工夫が見られる事例

 国の絶滅危惧種や天然記念物などの重要種が生息する可能性が高い箇所に
ついては、専門家等の助言を受けて適切な配慮を行う。

 既存の重要種の生息に関する位置情報などを活用して、日頃から重要種の
生息・生育・繁殖場に関する情報を収集し、生息可能性を判断する。

一覧表に変える

カテゴリー 重要種の例 摘要欄

国･県･市町村の
天然記念物

地域を定めな
いもの

オオサンショウウオ、イタセンパラ、ネ
コギギ、ミヤコタナゴ、タンチョウ、コウ
ノトリ 等

政令等で指定

生息地は明示されて
いない

地域を定める
もの

ゲンジボタル、カワシンジュガイ、チス
ジノリ、ツル類、地域の銘木 等

範囲が指定されてい
る

種の保存法で指定する
国内希少野生動植物 等

オオセッカ、スイゲンゼニタナゴ、
シャープゲンゴロウモドキ 等

政令で指定､多くは天
然記念物と重複

国の絶滅危惧種等 ニッポンバラタナゴ、ニホンウナギ、メ
ダカ、イシガメ 等

天然記念物、国内希
少野生動植物以外は
法規制の対象外

水産上の保全対象種等 アユ、サクラマス、カジカ 等 地元の要望等による
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◆三重県 柏尾川 (災害復旧事業)

0.20

SL

1.
600.

49
1.

001.
49

0.50

0.35

S=1/50

ブロック積工法図
・NO.0+ 0.3～NO.0+ 8.3
・NO.0+88.7～NO.0+92.7

魚巣ブロック(天端)
500×1000×100

魚巣ブロック(本体)

500×2000×500

ブロック積

裏込材(RC-40)

1:
0.
3

1:
0.
4

天端工(2)

基礎工(2)

水抜管（VPφ50）

吸出防止材（300×300）

（ポーラスコンクリートブロック）

柏尾川は特別天然記念物のオオサンショウウオの生息水系となっている。そ
のため、護岸の一部にオオサンショウウオの好む空隙を確保するため、魚巣ブ
ロックの活用及び大石の配置などを行って、夜行性のオオサンショウウオが日
中隠れる空間を確保している。水際に植生が回復すれば、より自然な環境が
形成されると考えられる。

工事完了後（H27.4）

かしおがわ
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⑪ 環境への配慮 環境上重要な区間や箇所への配慮

参考：災害復旧上の工夫が見られる事例

 国立公園などの自然公園の区域や、景勝地、歴史保全地区等の環境上重要
な区間や箇所においては、それらの景観構成に配慮した復旧を行う。

景勝地とされる地区 歴史的な景観地区

愛知県巴川(矢作川水系）
香嵐渓とよばれ、紅葉などが有名なエリア。
河畔の樹木との橋、護岸、建物などの景観
修景に配慮している。

京都府鴨川(淀川水系）
鴨川は昭和10年の大水害を契機に改修が行

われた。改修にあたり京都を国際的観光都市と
位置づけ、自然石を使用し、護岸の方を丸める
等京都の景観との調和に配慮した。
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◆長崎県 久田川 (災害復旧事業)

工事着手前（H28.1）

対馬藩お船江跡

現在（H29.6）

久田川は離島の対馬を流れる二級河川で、災害箇所は
この河口部にあたる。

島外地区の背後は、日本遺産に認定されている「対馬藩
お船江跡（県指定有形文化財）」となっており、この地区独
特の積石工法が見られる場所である。

災害復旧にあたっては、歴史的景観との統一感を図る目
的で、同等の石材と積み方を再現し、周辺にマッチした河
川護岸の復旧を行っている。

くたがわ
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川
づ
く
り
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
（改
良
復
旧
事
業
）

川づくりのレベルアップイメージ（改良復旧事業）

ゆとりある川幅
→緩勾配で覆土(残土処分)

川の営みを活かす河床幅の確保
→みお筋の自由度

河床が固められていない
→川の営みが活かされみお筋が形成

連続的な空
間活用
→連続的
に自然な幅
員と線形の
変化を確保

空間活用
→旧川敷
の活用や
片岸拡幅
を基本とし
た 幅 員 と
線形の変
化を確保

隠し護岸 隠し護岸
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川
づ
く
り
の
工
夫
（災
害
復
旧
事
業
（単
災
））

川づくりの工夫（災害復旧事業(単災)）

法肩の対応
→ 護岸肩の線を柔らかく、加えて植

生導入で護岸の見え面積を小さ
くし、より自然的河岸を形成

水際の対応
→ 水際の工夫にて、河の営みが活

かされみお筋を形成

定規断面：河床が固められている
→ 川の営みが活かされていない

定規断面：河床に工夫がない
→ みお筋が形成されず平坦河床

：河岸の対応
→護岸法肩を工夫(丸く)し植生の導入
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河岸と水際部の主たる範囲

みお筋部、河岸・水際部、河畔域において保全すべき代表的環境要素を以下に示す。

これらの要素は災害復旧において改変しないことを原則とするが、みお筋部、河岸・水
際部の環境要素については、復旧時に環境要素が一旦消失しても、その後の洪水によ
って再度再生されるものがあるので、この点を勘案して保全を図ることが大切である。



多自然川づくりアドバイザー制度の活用を明記

●美山河改定ポイント

平成29年災 新潟県西又川
河川等災害関連事業・復緊事業

平成29年災 大分県小野川
河川等災害関連事業

現地踏査 机上説明

災害助成事業等では、一連区間の河川整備を大規模かつ短期間のうちに実施することが多くな
るため、多自然川づくりに関して広範な知識を有する『多自然川づくりアドバイザー』を現地に派遣
し、スムーズな災害復旧事業の展開を行う必要がある。

災害復旧での多自然川づくりを検討するにあって、情報不
足の場合には写真等から類推し、出水時の実態把握を行
うことが重要であること等のアドバイスを行っている

現地踏査を行いながら、災害の事象を踏まえた多自然
川づくりへの取り組みのアドバイス等を行っている。

３６



申
請
者

地
方
整
備
局
事
務
局
経
由

（多
自
然
川
づ
く
り
担
当
）

本
省
事
務
局

（水
管
理･

国
土
保
全
局
河
川
環
境
課

多
自
然
川
づ
く
り
担
当
）

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
事
務
局

（環
境
研
究
部
河
川
環
境
研
究
室
）

大 学

国土技術政策総合研究所

独立行政法人土木研究所

要請 人選依頼

結果連絡

人選

対象事業（必須）
・河川激甚災害対策特別緊急事業＜激特＞ ・河川災害復旧等関連事業緊急事業＜復緊＞
・河川等災害関連事業（一定計画に基づいて実施するもの）＜関連＞
・河川等災害復旧助成事業＜助成＞

推奨事業（必要に応じて）
災害の規模、従前の河川環境の状況等を踏まえ、以下の事業においても、必要に応じ本制度を

活用することができる。
・河川等災害関連事業＜関連＞（上記対象事業（必須）に該当するものを除く）
・河川等災害復旧事業＜単災＞
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被災から災害復旧における流れとアドバイザーの動きについて

３８



２．現場技術者の労力軽減

３９

災害復旧事業では、
災害箇所およびその
上下流区間の河川・
環境特性を把握し、
被災原因を分析する
ために、机上調査・現
地調査を行い、A表、
B表を作成し、C表に
基づき復旧工法の検
討を行っている。



大規模災害発生後において、事務作業が膨大になることに対し、地方自治体
では大幅な作業削減による効率的な査定設計書等の作成が望まれている。

・災害査定の効率化が実施されるような災害があった現場で同じような内容の資料を大量に作
成することは業務量が増大して、早期の復旧の妨げになる。

・災害査定の効率化が実施された地域において、一連の中で同様の河道特性をもつ複数工区に
なる箇所おいて、何枚もＡ表等を作成している区間では重複内容を省略するような簡素化
を図る。

A表の簡素化（重複内容の省略）

●美山河改定ポイント

Ａ表の作成労力軽減

 

省略 

省略 

省略 

省略 

2枚目以降
重複内容
を省略
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事前における資料の収集･準備の重要性等を解説

●美山河改定ポイント

地理院地図(電子国土Web)

国土地図(土地分類調査･水調査)

国土情報ｳｪﾌﾞﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 自然環境調査Web-GIS

例：インターネットから無料で得られる公的な公開情報等の活用（災害復旧ポータルサイト）

・インターネット等で公開されている地図情報や環境情報等を活用して、作業
に負荷が掛らないように、日頃から準備していくことが重要となる。
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＜その他＞河川環境保全等の技術拡充

本編に都道府県で実施した災害復旧の良好事例を追加

●美山河改定ポイント

提言「持続性ある実践的多自然川づくりに向けて(H29.6)」の公表がされたこと
に対し、治水と環境と原風景に着目した具体的な実践展開が求められている。

河床材料との適合性の良い寄せ石を
行った事例（大平川：宮崎県）

片岸拡幅で山付きの河畔林を保全して
改良復旧した事例（田万川：山口県）

※平成29年3,4月に都道府県を対象にした「災害復旧の現場における各種技術基準等の活用状況(好事例)」事例調査より
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都道府県で実施した災害復旧の事例集を作成

【別途（現在作成中）】

※平成29年3,4月に都道府県を対象にした「災害復旧の現場における各種技術基準等の活用状況(好事例)」事例調査より
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災害復旧事業に関するその他のトピックス
急速に進歩するICT技術を積極的に導入し、早期復旧を行うことが望まれる。

ICT技術 活用状況

携帯GPS

・防水性、対ショック性に優れ、電池交換で長時間使用可能なア
ウトドア用専用ハンディ型ＧＰＳは厳しい状況にみまわれることの
多い災害現場においてもＩＣＴ機器として非常に有効である。

・一方、災害の程度が軽微であり、携帯電話回線がいきている場
合に限りスマートフォンを災害復旧で活用することも有効な手法
の一つと考えられる。

レーザー距離計

・レーザー距離計は危険箇所に立ち入らずに安全なエリアから災
害箇所の距離や位置座標を測定するために非常に有効である。

・災害査定が効率化された時にドローンの空撮写真と組み合わせ
て利用することで、調査の迅速化に大きな威力を発揮する。

ドローン

・ドローンは、遠隔操作で簡単に空中の任意の角度から３次元で
情報が得られるため、災害現場において極めて有効なＩＣＴ機器
である。

・ドローンで得られる空撮写真は災害復旧時における効果的な情
報となるほか、ドローンによる３次元測量やドローン映像にレー
ザー測量を重ね合わせたり様々な活用がされている。

・今後も他のＩＣＴと組み合わせることにより様々な活用方法が期
待される。
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例：災害復旧に活用可能なICT技術

４５

＜携帯GPSよる走行ルート記録の事例＞

車両で被害状況調査を行った際に、走
行ルートと道路被災箇所を携帯GPSで記
録し、地図へ反映した事例である。頭に
装着したウェアラブルカメラ(目線と同じ)で
撮影した写真と組み合わせて活用するこ
とで、通行止め箇所や被災箇所の状況把
握に役立てた。

携帯GPSよる走行ルート記録とウェアラブルカメラで撮影した被災箇所写真の事例

H28熊本地震(九州地方整備局)
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＜レーザー距離計の活用事例＞

斜面崩壊の幅や高さ等の
2点間の距離を計測したい
場合に使用し、土砂崩壊箇
所の概算数量を算出した。

※九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所

災害現場に立ち入ることができない危険な場所でのレーザー距離計の活用

測定可能距離0～1000m
精度0.3～1m

危険な場所
H29九州北部豪雨

(大分県日田市小野地区)

※九州地方整備局
UAV撮影動画より

(九州地方整備局による調査)

※H29九州北部豪雨(九州地方整備局)
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＜ドローンの活用事例＞

大規模な斜面崩壊が発生し、濁流
や流木により人の立ち入りが困難な
現場へTEC-FORCEのドローン部隊
が迅速に被災状況を把握した。

本省災害査定官と連携した現地調
査も実施し、災害復旧事業の迅速化
に大きく役立った。

平成29年7月九州北部豪雨でのドローン活用

流木堆積状況
（朝倉市山田地区）

土砂堆積状況
（日田市小野地区）



ICT技術活用促進手引きVer2の作成

Ver.2は、ICTの活用促進を図るため、H29年災の活用事例やICTの趨勢に応じた
事例、加えて現場で積極的にICTを活用している市町村の事例を追加・充実した。
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