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発災前における地理空間情報を活用した災害対応力強化

第4期地理空間情報活用推進基本計画

「事前防災として平時から基礎となるデジタル地図情報やハザードマップなどの
災害リスク情報等を着実に整備・提供する」

第4期地理空間情報活用推進基本計画 概要より
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/r040
318/220318_abstract.pdf

災害リスク情報を理解し

災害を他人事でなく
我が事として捉える

ことが、適切な避難活動
につながる
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発災前における地理空間情報を活用した災害対応力強化

国土地理院のアクション

災害リスク情報の

・How: どの程度の災害が想定されているか

・Why: なぜそこで災害リスクがあるのか

・What: 何の災害が過去に起こったのか

を地理空間情報でわかりやすく伝える

・Webサイトで調べられるようにする

・ソフトウェア等で利用できるよう
データを配信する
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第4期地理空間情報活用推進基本計画

「事前防災として平時から基礎となるデジタル地図情報やハザードマップなどの
災害リスク情報等を着実に整備・提供する」

災害リスク情報を理解し

災害を他人事でなく
我が事として捉える

ことが、適切な避難活動
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“How”：どの程度の災害が想定されている？

ハザードマップで、想定される被害や避難施設の位置を把握

大田区洪水ハザードマップ

下関市高潮ハザードマップ宇都宮市土砂災害ハザードマップ 4



ハザードマップポータルサイト

ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/

災害から命を守るためには、身のまわりにどんな災害が起きる危険性があるのか、どこへ
避難すればよいのか、事前に備えておくことが重要。

国土交通省では、防災に役立つ様々なリスク情報や全国の市町村が作成したハザードマップ
を、より便利により簡単に活用できるようにするため、ハザードマップポータルサイトを
公開中。

全国の市町村が作成した様々な
ハザードマップを閲覧できます防災に役立つ様々なリスク情報

を1つの地図上に重ねて表示

洪水浸水想定

＜重ね合わせ例＞

土砂災害警戒区域等

津波浸水想定

道路防災情報

洪水浸水想定＋土砂災害警戒区域 洪水浸水想定＋道路防災情報

わがまちハザードマップ
重ねるハザードマップ
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重ねるハザードマップで災害リスクをまとめて把握

その場所でどのような災害リスクがあるかを把握することができる

①リスクをまとめて
調べる機能をクリック

③この地域の土砂災害リスクを調べ
られる、「災害リスクレポート」
を表示します。

④災害リスクレポートへの
リンク

②リスクをまとめて
調べたい場所をクリック
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重ねるハザードマップで大雨が降ったときに危険な場所を知る

浸水のおそれがある場所、土砂災害の危険がある場所、通行止めになるおそれがある道路を重ね合わせ

➡ 避難の際に避けるべき道路がわかる

土砂災害（土石流）により
道路が寸断される可能性

大雨の際に通行でき
ないおそれがある道路

冠水するおそれがある道路
（大雨の際に通行できないおそれ）

洪水時に浸水の
おそれがある範囲
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重ねるハザードマップで強い地震により被害のおそれのある場所を知る

活断層の位置、がけ崩れのおそれがある場所、大規模な盛土造成地が1つの地図上でわかります

耐震化の検討などに活用できる
1961～1964年 2007年以降

大規模な盛土造成地

大規模盛土造成地のイメージ(造成前と造成後の比較)

活断層のイメージ

活断層

がけ崩れのおそれが
ある場所

（急傾斜地崩壊危険箇所）

➡ 耐震化の検討などに役立てることができる
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ハザードマップポータルサイトのデータ配信

「重ねるハザードマップ」に掲載しているデータ（洪水浸水想定
区域等）は、地理院タイルとして配信しています

「わがまちハザードマップ」のリンク先一覧は、CSVファイルとして
提供しています

詳細は

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/copyright/opendata.html

をご覧下さい。
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“Why”: なぜそこで災害リスクがあるのか

地形の成り立ちから災害リスクを知る例：

旧河道（かつて河川の流路だった場所で周囲よりもわずかに低い土地）

大雨や洪水のとき

周囲より低く、また水はけが悪い
ため、浸水しやすく、かつ浸水深・
浸水時間とも大きくなる。

強い地震が起きたとき

地盤が軟弱で、地震の揺れが大き
くなりやすい。

また、一般的には砂の層でできて
いる場合が多く、液状化のリスクが
大きい。

鬼怒川・小貝川周辺の地形分類図

青色の部分が旧河道 （茨城県下妻市）

旧河道
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“Why”: なぜそこで災害リスクがあるのか

例：河川下流部の地形

繰り返される洪水で作られる地形

① 台地・段丘
周囲が侵食により削られてできる周囲より高い平坦な土地。

・河川氾濫のリスクはほぼない。

・地震の揺れや液状化のリスクも小さい。

② 自然堤防
洪水であふれた土砂が堆積してできる周囲より高い土地。

・大規模な洪水では浸水することがある。

・縁辺部では液状化のリスクが大きい。

③ 氾濫平野
洪水で運ばれた砂や泥が堆積してできる低く平坦な土地。

・河川氾濫による浸水のリスクが大きい。

・地震の際にやや揺れやすく、場所によって液状化のリスクがある。

④ 後背湿地
氾濫水に含まれる泥が堆積してできる周囲よりわずかに低い湿地帯。

・河川氾濫により長期間浸水し、水はけが悪い。

・地震の際の揺れが大きくなりやすく、液状化のリスクもある。

①

②

③ ④

台地・段丘

氾濫平野

後背湿地

自然堤防
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地形分類データ「広域版」「地域版」を3月に公開

広域版

拡大

旧水部

台地・段丘

台地・段丘

氾濫平野

後背低地
・湿地

自然堤防

旧河道

低地

低地

火山地形

山地

丘陵・小起伏地

山地・丘陵

Click!

（地図の表示）
地理院地図 > トップ > 土地の成り立ち・土地利用 > 地形分類（ベクトルタイル提供実験） > 地形分類（自然地形）

台地・段丘

地域版 詳細版

旧河道

土地の成り立ち

かつて河川の流路だった場所で、周囲より
もわずかに低い土地。流路の移動によって
河川から切り離されて、その後に砂や泥な
どで埋められてできる。

この地形の自然災害リスク

河川の氾濫によって周囲よりも長期間浸水
し、水はけが悪い。地盤が軟弱で、地震の
際は揺れが大きくなりやすい。液状化のリ
スクが大きい。拡大

土地の成り立ち･災害リスクが
ワンクリックで表示されます

縮尺の目安 1/500万～1/100万 1/100万～1/5万 1/5万～1/2.5万

整備範囲 全国 全国 主要な平野部
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防災・減災対策における地形分類の必要性

空中写真地形図

航空レーザ測量等に
よる数値標高モデル 旧版地図

判 読

分 類

○防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和2年12月11日）
「令和7年度までに、人口が集中するも未整備となっている地域12,400km2の地形分類情報を整備する」

○令和4年度予算の編成等に関する建議（令和3年12月3日 財政制度等審議会）
「(防災・減災対策について)地理的条件による災害リスクの高低、その面積・人口、行政的な区域指定

の関係を把握し、国土政策的な観点を踏まえて取組むことが重要。
地理的条件による災害リスクの評価とは、国土地理院の測量結果による地形分類を基礎として(中略)

土地の履歴等を加味して行われる。」
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地形分類データの提供

国土地理院ベクトルタイル提供実験として提供しています

詳細は

https://github.com/gsi-cyberjapan/experimental_landformclass
ification

をご覧下さい。

14



“What”：何の災害が過去に起こったか

自然災害伝承碑

 過去に発生した地震、津波、洪水、土砂災害等の自然災害に関する事柄
（災害の様相や被害の状況など）が記載されている石碑やモニュメント

 当時の被災場所周辺に建てられていることが多く、地図を通じて伝えることで、
災害の伝承や地域の災害リスクの把握に寄与

提供：大阪府警察

「平成３０年７月豪雨」

地理院地図や重ねるハザードマップ、
2万5千分1地形図に掲載

広島県坂町では、過去の大水害の被災状況を
伝える石碑が現地に建立されていた 15



自然災害伝承碑～災害の証拠と教訓の伝承

これまでに47都道府県407市区町村1,372基を地理院地図に掲載(2022年5月17日現在)

掲載中
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自然災害伝承碑の活用事例

地方公共団体での活用事例

秋田県能代市「地元探訪まちあるき」
（能代市提供資料より） 長野県「過去の災害に学ぶページ」

地元探訪イベントでの活用

千葉県大網白里市「大網白里の歴史」

Webサイトでの活用

教育分野での活用事例

校内の伝承碑から当時の記録を調査
（広島県福山市立熊野小学校）

日本史学習プリント
歴史的資料から自然災害への備えを考察

（大分県教育委員会）
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自然災害伝承碑データの提供

地理院地図で公開している自然災害伝承碑について、日本全国の
下記項目データを1ファイルにまとめたものを国土地理院ＷＥＢ
サイトから提供しています（GeoJSON,CSV形式）
– ID

– 碑名

– 建立年

– 所在地

– 災害名

– 災害種別

– 伝承内容

– 自然災害伝承碑アイコンの位置座標（10進経度、緯度）

詳細は

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_datainfo.html

をご覧下さい。
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さらなる理解のために

伝承碑 ✕ 地形分類

「イラストで学ぶ過去の災害と地形」より
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/illustration_flood_geography.html 19



さらなる理解のために

伝承碑 ✕ ハザードマップ

地形分類 ✕ ハザードマップ：
ハザードマップの基礎情報として地形分類データが活用されている
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地域や学校で災害リスク情報を伝える取組

国土地理院の防災・地理
教育ポータル

「地理教育の道具箱」

出前講座

今年度から

「実践！地理教育（地理総合）に
おける国土地理院コンテンツの活
用」

を実施しています
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