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1.はじめに
情報通信技術の普及に伴い，国，都道府県や市町村は，

地すべりや土石流などの土砂災害予測，地震時の震度予測

や液状化予測などのハザードマップをインターネットで広

く国民に情報公開することが一般的になりつつある。

しかし，公開者が公開するハザードマップはほぼ同じよ

うな内容であるが，公開の仕組みは公開者によってかなり

異なっている。 例えば，市民に配布した洪水避難地図を

そのままスキャナーで に変換して公開している自治PDF
体があるかと思えば， サーバを設置して様々なWeb-GIS
情報と一緒に公開している自治体も存在している。

本文は，自治体がインターネットで公開しているハザー

， 。ドマップの現状等について 概観的に報告するものである

2.ハザードマップとWeb公開
現在，公開されているハザードマップ類を第 表にま1

とめた。 なお，地質に関するハザードマップは，土砂災

害，地盤変動災害，地震災害，火山噴火災害である。

これらの中で最も積極的に公開されているハザードマッ

プは「河川の浸水想定区域図」である。 これは，法律に

基づいて河川管理者が作成して公開することを義務づけら

れているためである。 特に国が管理する直轄河川の場合

は，(対象家屋が多すぎて？)印刷媒体での公開が事実上不

可能に近いためか，積極的にインターネットによる公開が

行われている(国土交通省 )。 なお，浸水想定区域図HP
は，学術マップと呼ばれる種類の地図であり，避難路や避

難所など，住民が直接・間接的に必要とする情報は掲載さ

れていない 。(中田 )-1 2006
市町村長は，この浸水想定区域情報に避難所や避難路な

どの必要情報を付加して，洪水避難地図(別名，洪水ハザ

ードマップ)と呼ばれるハザードマップを作成して公開す

ることになっている。 しかし，この洪水避難地図の公開

は，地域住民への周知徹底が求められているために，印刷

媒体の個別配布は 実施されているが，インターネッ100%
ト，それも の技術を利用して公開されているケWeb-GIS
ースは極めて少ないのが現状である。 興味のある方は，

( )地質情報整備・活用機構( )の サイト，NPO GUPI Web
ハザードマップのページを参照されたい(第 図参照)。4

一方，都道府県知事が公開することになっている土砂災

害危険箇所図はかなり整備が進んでいる。 更に，特徴的

なのは によってその情報を公開している自治体Web-GIS
が多いことである。 例を第 図と第 図に示す。1 2

第 図 ハザードマップの例(秋田県 )1 2006

第 表 自然災害の種類とハザードマップの関係(中田 )1 -2 2006

災害の種類 災害の要因 公開ハザードマップの例 被害想定図の例

土砂災害 土石流，地すべり，急傾斜地崩壊 土砂災害ハザードマップ 土砂災害危険箇所図など

地盤変動災害 地盤沈下，陥没，隆起など 落石発生箇所図など

地震動，液状化 地震防災マップ 震度マップ，液状化マップなど

津波 津波ハザードマップ 浸水想定区域図

活断層 (地震防災マップ) 都市圏活断層図

洪水 洪水避難地図，洪水ハザードマップ 浸水想定区域図

高潮 高潮ハザードマップ 浸水想定区域図

雪崩 雪崩ハザード，雪崩マップ

火山噴火災害 降下火砕物，溶岩，火砕流など 火山防災マップ 火山災害実績図など

気象災害

地震災害
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による公開情報活用とその促進環境Web-GIS



第 図 ハザードマップの例(鳥取県 )2 2006

2 Web-GIS Web第 図は，鳥取県の サイト「とっとり

まっぷ」の抜粋である。 本 サイトの特徴は，Web-GIS
土砂災害や地震災害などの防災情報のみならず，交通事故

情報，防犯情報，観光情報や遺跡情報なども同じ背景地図

を使用して公開していることであって，例えば，第 図3
は，交通事故情報の事例である。 なお，横浜市などの

サイトなどでも，複数の主題データを公開してWeb-GIS
いる。

第 図 交通事故の発生の情報公開事例(鳥取県 )3 2006

3.ハザードマップを利用する上での問題
このように，自治体がインターネットを利用してハザー

ドマップを公開する事例が増えつつあるが，利用者にとっ

て最大の問題は，殆どの自治体の サイトのトップペWeb
ージに，ハザードマップに関する(リンク)情報がきちんと

掲載されていない，ということである。

例えば，鳥取県の事例では「トップページ」→「地図か

Web Web-GISら探す → とっとり まっぷ とたどって」 「 」 ，

メニューが表示され，更にワンクリックして初めて地名検

索ができるようになる。 また，同様に を採用Web-GIS
している横浜市では 「トップページ」→「危機管理室」，

→「わいわい防災マップ」でやっと メニューがWeb-GIS
表示され，ハザードマップを表示するには更にワンクリッ

クか クリックが必要である。2
このように，メニューをたどる上で全国的に統一したツ

リー構造が取られていないこと，ハザードマップの用語が

自治体によって不揃いであることから，ハザードマップを

トップページから探し出すのに非常に手間と時間が掛かる

ことが多い。 自治体がハザードマップのような災害リス

クに関する情報を公開すること自体，極めて後ろ向きであ

。 ，「 」るように感じられる 反対に 新しい団地が開発された

といった情報が，地方の自治体のトップページに掲載され

ていることが比較的多いのも事実である。

団塊の世代の大量移住？が始まるかもしれない近い将

来，移住先を災害の発生確率の少ない場所を選ぶ，という

ことが増えると予想されるから，災害リスクすなわちハザ

ードマップの公開は，土壌汚染や地下水汚染と同様に，不

動産取引上に必須である重要事項説明の一環である，との

認識を持っていただきたい。

4.おわりに
インターネットを利用してハザードマップを公開してい

る行政機関が急速に増えていることは事実である。 しか

し，前記のようにハザードマップ類を公開する全国ルール

が構築されていないために，非常時において隣接した自治

体間の連携が本当に取れるのか，広域な災害対策が本当に

取れるのか，大いに疑問である。

ハザードマップが本当に国民のためになる「利器」とな

Web-GISるためには，全国的に統一された公開ルール，

による統一ルールの一刻も早い成立が必要に思う。

第 図 ( )地質情報整備・活用機構 サイト4 NPO Web
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