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1. 業務概要   

 業務件名 1.1

平成 30 年度森林域における航空レーザ計測業務（その１） 

 

 業務目的 1.2

平成 30 年 7 月豪雨では、西日本の広い範囲で山地災害により多くの人命・財産が失わ

れるなど被害が生じている。 

本業務では、山地斜面等に多くの小崩壊等が発生するなど、地盤が脆弱になっている恐

れのある箇所の実態を、航空レーザ計測により把握・分析し、今後の効果的な治山対策に

反映することを目的とした。 

 

注）広島大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理学グループ）：平成 30 年 7 月豪雨による広島県の斜面

崩壊分布図， 2018 年 8 月 2 日，https://www.hiroshima-u.ac.jp/torrentialrain_research）より引用。 
 

図 1-1 崩壊地分布図 

 業務期間 1.3

自：平成 30 年 8 月 30 日 

至：平成 31 年 3 月 8 日 
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 業務内容 1.4

本業務の業務内容は以下のとおりである。計測区域は、平成 30 年 7 月豪雨災害で被害

が特に大きかった、広島県、岡山県の森林域とした。 

数量を表 1-1 に、フローチャートを図 1-2 に示す。 

 

 航空レーザ計測 1)

 崩壊箇所等位置図等作成 2)

 森林ＧＩＳデータベース作成 3)

 報告書作成 4)

 

表 1-1 数量一覧表 

種別 当初数量 変更数量 
（第 1 回） 

変更数量 
（第 2 回） 

増減 
（当初－第2回） 単位 

全体計画 10959.4 10562.5 10562.5 －396.9 Km2 

航空レーザ計測作業      
調整用基準点の設置 439 423 423 －16 箇所 
三次元計測データ及び 
オリジナルデータ作成 

5024.8 10562.5 10562.5 5537.7 Km2 

グラウンドデータ作成 5024.8 4596.3 5203.0 178.2 Km2 
グリッド(標高)データ作成 5024.8 4596.3 5203.0 178.2 Km2 
等高線データ作成 5024.8 4596.3 5203.0 178.2 Km2 
数値地形図データファイル作成 5024.8 4596.3 5203.0 178.2 Km2 
既存航空レーザ計測データ等

の収集・整理 
5024.8 0 0 －5024.8 Km2 

打合せ協議 1 1 1  式 
崩壊箇所等位置図等作成      
微地形表現地図作成 5024.8 4596.3 4596.3 －428.5 Km2 
崩壊箇所等位置図作成（GIS 
データ（Shape 形式）） 

5024.8 4596.3 4596.3 －428.5 Km2 

地形変化量図作成 5024.8 0 0 －5024.8 Km2 

報告書作成 1 1 1  式 

成果検定  92.0 104.1 104.1 Km2 
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図 1-2  業務フロー 

  

全  体  計  画 

航 空 レ ー ザ 計 測   

崩壊箇所等位置図等作成 

森林 GIS データベース作成 

成 果 とりまとめ 

4 点／㎡ 

仕様書「７」 

仕様書「８」 

打ち合わせ 

打ち合わせ 

打ち合わせ 

全体計画：広島県と岡山県の森林域を包括する範囲 
（但し、他機関が豪雨災害後に計測した範囲を除く） 

航空レーザ計測データ作成  

報 告 書 作 成 

仕様書「10」 

打ち合わせ 

グラウンドデータ、ＤＥＭ、ＤＳＭ 
オルソ、等高線データ等 

三次元計測データ、オリジナルデータ 

（広島県の航空レーザ計測データの利用） 

・等高線データ（主曲線間隔 1m、計曲線間隔 5m） 

・微地形表現地図 

・崩壊箇所等位置図（崩壊･亀裂･巨石位置図） 

・崩壊箇所等の分布状況等を Shape 形式で格納（GIS） 

・調査報告書 5 部 
・航空レーザ計測データ一式 5 部 

仕様書「５(1)」 

仕様書「５(2)」 
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