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1 事業概要 

1.1 事業名称 

 令和 3 年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（自然災害による LP ガス設備

の被害に関する予見可能性調査） 

1.2 目的 

 近年激甚化する自然災害において、水害による軒先からの LP ガス容器の流出件数が多く

報告されている。令和元年台風 19 号では、1 都 11 県において一般家庭等からの流出及び土

砂による埋没の被害は計 303 本、平成 30 年 7 月豪雨においては 1 府 10 県において計 580

本の流出が確認されている。 

 このような災害は、近年どこでも発生する可能性があり、今後も LP ガス設備への被害が

発生する可能性は十分にある。しかしながら、災害による LP ガス設備への被害は、地域の

特性によって異なることが想定されるため、被害発生の可能性が高い地域を把握することは、

災害対策を行うのに重要と考えられる。 

 本事業では、過去の災害事例や各種データを分析することで、災害発生の可能性が高い地

域の要件を特定し、その要件を満たしている地域を抽出し、可視化を行うこととした。 

1.3 事業範囲 

 自然災害による LP ガス設備被害発生の恐れのある日本全域及び特定した 20 地域 

1.4 実施期間 

 令和 3 年 11 月 11 日 ～ 令和 4 年 2 月 28 日 

1.5 担当者及び連絡先 

■ 発注者：経済産業省 

所在地  ：〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 

TEL    ：03-3501-1511（代表） 

担当部署：産業保安グループ ガス安全室 

担当者  ：宮里 泰明（窓口） 

TEL ：03-3501-1672 

 

■ 受託者 

契約担当部署：株式会社パスコ 事業統括本部 営業部 

契 約 者：営業部長 丸山 泰助 

担 当 者：中央官庁第二支店 淵田 康裕（窓口） 

技術担当部署：株式会社パスコ 事業統括本部・関西事業部・中四国事業部 

管理技術者：事業統括本部 防災プロジェクト推進室 佐藤 昌岳（窓口） 

担 当 者：事業統括本部 防災プロジェクト推進室 岡島 裕樹 
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担 当 者：事業統括本部 防災プロジェクト推進室 岩本 慎平 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 山田 哲也 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 李 瑾（窓口） 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 恵藤 拓也 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 山崎 正稔 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 佐久間 理絵 

担 当 者：関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報二課 中津 好徳 

担 当 者：中四国事業部 技術センター 空間情報部 社会情報課 最相 知也 

 

■ 受託者連絡先 

【技術】株式会社パスコ 事業統括本部 防災プロジェクト推進室 

       〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1-7-1 パスコ目黒さくらビル 4F 

TEL ：03-5435-3560  FAX ：03-5435-3561 

窓口  ：佐藤 昌岳 

【技術】株式会社パスコ 関西事業部 技術センター 空間情報部 防災情報一課 

       〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1-7-1 パスコ目黒さくらビル 3F 

TEL ：03-5435-3663  FAX ：03-5435-3623 

窓口  ：李 瑾 

【営業】株式会社パスコ 事業統括本部 営業部 中央官庁第二支店 

        〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1-7-1 パスコ目黒さくらビル 4F 

TEL ：03-5435-3564  FAX ：03-5435-3565 

窓口  ：淵田 康裕 

1.6 事業内容 

1.6.1 実施の計画 

事業遂行に当たり、事業実施方針、工程、実施体制等を立案してとりまとめ、「事業実施

計画書」として事業着手時に提出する。特に近年発生した水害は、西日本地域において激

甚化傾向にあることから、実施体制上に西日本地域の災害状況に精通している技術者を配

置した。 

 

1.6.2 資料収集整理 

自然災害による LP ガス設備の被害低減や法令で定める技術上の基準の実効性を高める

ため、多方面から独自で災害に関連する資料を幅広く収集し、過去の災害事例、文献、各

種データ等を調査し、自然災害による被害を受けやすい地域について、分類及び整理した。 

 

1.6.3 実施方法 

（１） 自然災害により LPガス設備に被害を与える可能性のある地形等の分析 

過去 10 年程度において発生した自然災害による LP ガス設備への被害を調査し、そ

の地域の地形、地質等を分析した。また、過去 10 年程度に LP ガス設備への被害が発生

しなかった災害についても調査を行い、前段の分析結果と類似する地形、地質等を有す
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る箇所での災害被害（河川の氾濫、浸水、土砂崩れ等）があったか確認を行った。LP ガ

ス設備への具体的被害報告が確認することが困難な災害においては、各種被害報告等な

どから可能な限り LP ガス等の被害に関する資料を収集・分析を行い、その被害要因に

ついて分析を行った。 

具体的な分析については、収集した過去 10 年の LP ガス設備に対する災害実績・履歴

について、その特徴毎にクラスタリングし、大きな影響を与えている地形、地質を示す

指標を相関分析により抽出を行った。抽出した複数の指標の組み合わせによる重回帰分

析についても検討を行った。なお、LP ガス設備被害の具体的的な被害状況が把握できな

かった災害についても、抽出結果の妥当性を検証する基礎資料として活用して、分析を

行った。 

 

（２） 被害を受けやすい地域の想定 

（１）の分析結果を用いて、自治体が公表しているハザードマップ・被害想定調査結果

を用いて、全国で同じ地形・地質等の要素を持つ地域を LP ガスの被害を受けやすい地

域を満たす地域を抽出した。抽出する地域の数は、20 箇所以内とし、要件を満たす地域

がそれを上回る場合は、経済産業省と協議をする。抽出した地域では、各自治体が公表

しているハザードマップ等を活用し、想定被害範囲を検討した。 

 

（３） 過去の自然災害との比較 

（２）で抽出した地域において、過去に自然災害が発生している場合は、当該自然災害

による被害範囲等を実際の地図と重ね合わせること等により、抽出した地域の想定被害

範囲と比較を行った。比較した結果、大きな相違が生じている場合は、その要因につい

て検討を行った。 

 

（４） 特定した地域の地図化 

抽出、検証した結果を用いて、自然災害による LP ガス設備被害危険度を地図にメッ

シュ状で展開し、LP ガス災害リスクマップ（仮称）を日本地図上に描画した。  

また、直観的に被害リスクを把握できるように、複数の地図化パターンを作成した。 
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1.7 成果品 

本業務で作成した成果品は以下の取りである。 

納入場所：経済産業省 産業保安グループ ガス安全室 

 

成果品一覧 

（１）事業報告書電子媒体（CD-R） 1 式 

ア 事業報告書、調査検討で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情報（様式

1）、二次利用未承諾リスト（様式 2）。 

イ 事業報告書は、PDF 形式以外に、機械判読可能な形式のファイル。様式 1 及び様

式 2 は Excel 形式。 

 

（２）事業報告書電子媒体（CD-R） 2 式（公表用） 

ア 事業報告書及び様式 2（該当がある場合のみ）を一つの PDF ファイル（透明テキ

スト付）に統合。 

イ セキュリティ等の観点から、経済産業省と協議の上、非公開とするべき部分につい

ては、マスキングを実施するなどの適切な処置を講ずる。 

ウ 事業報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前

提とし、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む

場合は、a. 事前に当該権利保有者の了承を得、b. 報告書内に出典を明記し、c. 当

該権利保有者に二次利用の了承を得る。二次利用の了承を得ることが困難な場合等

は、「事業報告書電子媒体の具体的な作成方法」の確認及び様式 2 当該箇所を記述

し、提出する。 
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1.8 工程表 

 

実施期間：令和 3 年 11 月 11 日～令和 4 年 2 月 28 日 

 

表 1-1 工程表 

 

  

10 20 10 20 10 20 10 20

1 計画準備

2 資料収集整理

3

LPガス設備に被害を

与える可能性のある
地形等の分析

4
被害を受けやすい
地域の想定

5
過去の自然災害との
比較

6 特定した地域の地図化

7 成果品作成

8 打合せ協議 ① ② ③ ④ ⑤

No 項目
11月 12月 1月 2月

★分析結果イ

ンプット

自然災害によるLPガス

設備被害データ

収集整理

分析結果妥当性の検証

結果検証

特定した地域から可視化を先行に検討

★納期

2月28日
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2 事業実施フロー 

 本事業では、図 2-1 に示すフロー図で、以下のような方針で進めた。 

① 過去の LP ガス設備被害箇所の分析 

→過去の被害はどのような箇所で発生したか？ 

② 過去の被害箇所と相関性の高い指標の検討 

→過去の被害発生の素因は何か？ 

③ 相関性の高い指標を用いて今後起こり得る可能性の高い地域を抽出 

→同じ素因を持つ地域・箇所はどこか？ 

④ 抽出結果の妥当性検証 

→抽出結果は妥当か？ 

⑤ 抽出結果の図化 

 

  

⑥ 特定した地域の地図化 

⑦ 成果品作成 

災害実績・事例資料整理 地形・地質等資料整理 

① 計画準備 

② 資料整理 

a) 災害実績・事例の特徴別クラスタリング 

b) 地形・地質等の指標分解、相関性調査 

c) 相関性の高い指標の選定 

③ ＬＰガス設備に被害を与える可能性のある地形等の分析 

a) 日本全土の地形・地質等指標を 1kmメッシュ単位で設定 

b) 相関性の高い指標を用いた危険性地域(流域)の抽出 

c) 危険度ランクが高い上位 20地域(流域)程度を抽出 

④ 被害を受けやすい地形の想定 

検 証 

妥当性無し 

妥当性有り 

初回協議(R3.11.11) 

第 2 回協議(R3.12.23) 

第 3回協議(R4.2.4) 

第４回協(R4.2.16) 

第 5 回協議(R4.2.28) 

⑤ 

過
去
の
自
然
災
害
と
の
比
較 

図 2-1 事業実施フロー図 
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3 資料収集整理 

 自然災害による被害を受けやすい地域の検討を行うため、多方面から災害に関連する資料、

過去の災害事例、文献、各種データ等を調査し、分類及び整理を行った。本章では、本事業

で収集を行った資料、資料の分類手法及び整理結果を示す。 

3.1 資料収集整理の考え方 

 資料の収集整理は、以下の考え方に基づき実施した。 

 ・過去に発生した LP ガス設備被害箇所は、各種地形・地質等の相関分析を行う上で分析 

精度向上に寄与するため、可能な限り多くの資料を収集する。 

 ・LP ガス設備被害箇所は、分析を実施するための資料として「位置特定かつ被災する要因 

  となる災害現象が特定可能な資料」と「特定が困難な被害箇所」に分類して整理を行う。 

 ・各種地形・地質等で収集する資料は、全国の被害の予見性を目的としていることから、 

整備範囲が全国であり、均一性のある精度等が確保される資料を収集し、整形する。 

 ・収集整理を行う資料は、分析結果が根拠資料として説明可能となる客観性が確保される 

データを基本とする。 

 ・1.7 の成果品に記載したとおり、事業報告書はオープンデータ（二次利用可能な状態）と

して公開されることを前提としている。経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与す

る内容を報告書に盛り込む場合は、a. 事前に当該権利保有者の了承を得、b. 報告書内に

出典を明記し、c. 当該権利保有者に二次利用の了承を得る必要がある。資料収集整理に

あたってはこれらの点にも留意する。 

3.2 資料の分類・整理方法 

 本事業で必要となる資料を分類すると以下のとおりである。 

（１） 過去発生した LP ガス設備被害箇所に関する資料 

（２） LP ガス設備被害箇所との関連を分析する地形・地質等に関する資料 

（３） 被害のおそれのある地域の図化に関する資料 

 これらの資料について、それぞれ以下のとおり資料の整理を行った。 

 

3.2.1 LP ガス設備被害箇所に関する資料の整理方法 

 (１)資料の選別 

過去発生した LP ガス設備被害箇

所の整理において、今後、地形・地質

等の相関分析を行うためには、図 3-1

に示すとおり、LP ガス設備被害箇所

の発生位置及びその災害現象とその

発生位置における地形・地質等との

関係性を整理することが必要とな

る。 

標高

勾配

地質図

地形・地質等データ
との相関分析を行う
ためには具体的な位置
特定が必要

〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇

※LPガス設備被害箇所資料

既存調査報告書の写
真等の情報から、
具体的な位置を特定

LPガス設備被害箇所 地形・地質等データ

被害箇所Aの位置：

相関分析

被害箇所A
標高〇m、勾配〇°etc

抽出指標検討へ

図 3-1 LPガス設備被害箇所の位置特定の必要性 
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そのため、相関分析に用いる LP ガス設備被害箇所は、「位置が特定可能な箇所」、また、

「被災要因となる災害種別が特定可能な箇所」の要件を満たす必要がある。これを踏まえ、

LP ガス整備被害箇所の整理においては、資料から、上記の要件を満たす箇所を選別し、整

理を実施する。また、このような要件を満たさない LP ガス設備被害箇所の資料は、相関

分析に用いることは困難ではあるが、以降で検討する被害のおそれのある”地域”との妥当

性検証には有効と資料となる。そのため、要件を満たさない資料については妥当性検証を

行う資料として整理を実施する。表 3-1 に、LP ガス設備被害箇所の資料分類表を示す。 

表 3-1 LPガス設備被害箇所の資料選別内容 

資料選別 選別内容 資料の適用 

資料① 

LP ガス設備被害箇所の位置特定及び

被災要因となる災害現象が特定可能な

資料 

LP ガス設備被害箇所と地形・地質等の相関分析を

行い、抽出指標を検討するための基礎資料として

用いる。 

資料② 

LP ガス設備被害箇所の位置特定及び

被災要因となる災害現象が特定困難な

資料 

相関分析に用いる資料としては活用しないが、被

害のおそれのある「地域」の抽出結果の妥当性を

検証するための資料として用いる。 

 

 (２)収集資料からの位置特定及び被災要因となる災害現象の特定方法 

 収集した様々な LP ガス設備被害状況を示す資料から、LP ガス設備被害箇所の位置特定な

らびに被災要因となる災害現象の特定を実施した。具体的な特定方法は以下の通りである。 

1)位置特定方法 

 ①所在地(住所)表記からの特定 

資料内に被災箇所の具体的な所在地(住所)表記がある場合、表記される住所を LＰ

ガス設備被害箇所の位置として特定した。 

   ②所在地(住所)表記及び写真位置からの特定 

    資料内に位置特定の参考となる所在地(住所)表記と、文献等に被害箇所の写真があ 

る場合、これらを参考に所在地(住所)表記付近の各種被災状況写真や地形等を参照し 

つつ、具体的な位置を特定した。以下に位置特定した事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 LPガス設備被害箇所の位置特定事例  

チームLPG（7.15活動）の写真

【協会職員撮影】

熊本県八代市坂本町葉木４２４１付近

※次ページに国土地理院の上空写真

①10kg２本

②10kg２本

③10kg２本 ④10kg１本

⑥10Kg2本⑤20Kg１本

⑦20Kg2本

LPガス設備被害箇所の文献資料

①所在地(住所)表記

②被災現場写真情報

各種地形図、被災状況写真等

所在地表記付近の被災状況写真

所在地表記付近の地形図等

＋

※収集資料：熊本県LPガス協会からの提供資料より

位置特定

位置特定した

LPガス設備被害箇所
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2)災害現象の種類の特定 

  収集資料の記載内容及び被害写真等から、被災要因となる災害現象の種類の特定を行 

った。災害現象は、「水害」、「土砂災害」の 2 種類で特定を行った。また、災害現象の他、 

収集資料から、被害本数（ガス容器本数、質量）、建物属性（住宅、事業所、充填所、廃業）、 

LPガス設備設置箇所（室内、室外、室内外）の情報を整理した。 

 

 (３)ＧＩＳデータの生成と 1kmメッシュ化 

  上記の通り、位置特定等を行った LＰガス設備被害箇所は、今後の地形・地質等デー

タとの相関分析を行うため、ＧＩＳデータ（ポイントデータ）として整備を行った後、

地形・地質等のデータ構築内容と同様となるように 1km メッシュデータとして再構築し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 GISデータの生成と 1kmメッシュデータでの再構築イメージ 

 

 (４)位置及び被災要因の災害現象の特定が困難な箇所の整理 

  位置及び被災要因の災害現象の特定が

困難な LP ガス設備被害箇所は、今後の

被害のおそれのある地域の抽出結果妥当

性検証に用いるため、資料から市町村単

位での所在地（住所）表記を確認し、市

町村別に整理を行うとともに、GIS デー

タとして整備を行った。具体的には、図

3-4 のような資料(被害報告報(内閣府))で

は、位置情報として市町村名が記載され

ており、詳細な位置特定は困難であるが、

市町村単位レベルでは、整理可能とな

る。 

 

  

1kmメッシュの枠線

LPガス設備被害箇所として特定した位置

LPガス整備被害箇所
があると判定するメッシュ

LPガス設備被害箇所のGISデータの生成 GISデータ（ポイント）→1ｋｍメッシュで再構築

LPガス整備被害
箇所：2ヶ所

LPガス整備被害
箇所：3ヶ所

LPガス整備被害
箇所：2ヶ所

LPガス整備被害
箇所：2ヶ所

※各ポイント当たり1本の場合

図 3-4 位置特定が困難な資料例 
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図 3-5 市町村単位で整備した LPガス設備被害箇所の GISデータ 

  

市町村単位でのLPガス設備被害箇所として整備したGISデータ

市町村単位での高圧ガス設備被害箇所として整備したGISデータ
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3.2.2 地形・地質等データに関する資料の整理方法 

地形・地質等データに関する資料は、異なる各種機関が公開・公表する複数の資料(デー

タ)を用いることとなり、これらのデータ精度の異なる各種データを、各データの個別の精

度で作成されるものとなっている。 

一方、以降で検討する相関分析においては、このような異なるデータ間から適切な抽出

指標を選定するために、基礎となるデータを均一化した上で相関分析を実施する必要があ

る。そのため、地形・地質等データの整理においては、元データの品質を損なわずに、各

種データの均一化を図り整理する。 

 

（１）データの均一化方法 

 地形・地質等に関する資料（データ）は、主に以下のようなデータ形式の GIS データ

が存在する。 

 １）ポリゴンデータ形式で表現されるデータ 

 データ例：土砂災害警戒区域、地質、家屋等倒壊危険区域 

２）メッシュデータ形式で表現されるデータ 

 データ例：洪水浸水想定区域、標高等 

 このようなデータ形式の違いに加え、各データの原典資料に基づき、各データが保有

する精度レベルもデータ間によって異なるものとなっている。このような状況を踏まえ、

各データが持つ精度の違い、データ形式の違いなどの均一化を図るため、以下のような

手法で、各データを整備した。 

 手順①：地形・地質等の各データをラスターデータ(画像データ)に変換する。ここ

で、元データの精度を考慮し、1 画素として約 5m 四方、または約 10m

四方に変換する。 

手順②：1kmメッシュに含まれる変換した地形・地質等の各ラスターデータの画素

値の統計量 (平均値、最大値、最小値、標準偏差等)を計算し、各メッシ

ュに格納する。 

 

 

図 3-6 各地形・地質等データの均一化の手順 

 

約1km

標高

勾配(傾斜角)

洪水浸水想定区域

1kmメッシュ

手順②：1kmメッシュ内の画素値の統計量
を計算

手順①：地形・地質等データのラスターデータ変換
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（２）データの加工処理 

 LP ガス設備被害箇所との相関分析を行うため、以下データについては収集したデー

タから加工した上で基礎資料として用いた。 

【加工処理を行ったデータ】 

 １）データ名：勾配データ 

隣り合うメッシュの標高値から勾配を算出し、勾配データを生成し、基礎資料とし

て相関分析に用いた。 

 ２）データ名：河川合流点データ 

河川データ(ライン)から、1 級直轄河川区間と他河川が合流する地点を特定して川合

流点データを生成し、基礎資料として相関分析に用いた。 

 

3.2.3 被害のおそれのある地域の図化に関する資料 

   被害のおそれのある地域の図化に関する資料は、図化を行う上で抽出した結果を地域と

してグルーピングするためのデータ及び背景図として用いる地図の２つの資料を収集対象

として整理を行う。以下にこれらのデータの必要要件を示す。 

  【図化に関する資料の必要要件】 

   １）地域としてグルーピングするためのデータの要件 

    被害のおそれのある範囲を図化して表現する際、その範囲を読み手に伝えるために

は、どの地域（範囲）に該当するかを的確に伝える必要があるため、この地域につい

ては、一般的に用いられ、理解されやすい範囲でグルーピングすることが求められる。 

   ２）背景図として用いる地図のデータの要件 

    背景図として用いる地図は、今後、本業務で実施した図化結果が広く LP ガス事業

者等への啓発資料として活用されることを想定しているため、不特定多数に公開可能

な地図であることが必須条件となる。また、全国を対象として被害のおそれのある地

域の図化を行うことから、一般的に受け入れやすい性質を持つとともに、全国を網羅

する地図であることも必要である。 

 

3.3 資料収集整理結果 

 上記までに示した考え方、各種資料の整理方法等に基づき、資料収集整理を行った。以下

に資料収集整理結果を示す。 

 

3.3.1  LP ガス設備被害箇所に関する資料収集整理結果 

 （１）収集資料 

  LP ガス設備被害箇所に関する資料として収集した資料の一覧を次頁表 3-2 に示す。
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表 3-2 LPガス設備被害箇所に関する資料収集一覧 

資料分類 
資料/データ 

名称 
入手先 網羅性 詳細度 

データ 

形式 

利用規約等に基づく 

出典の記載 

利用許諾及び

二次利用許諾

の必要性 

二次利用未

承諾リスト

への掲載 

自然災害による

LP ガス設備被害

データ 

位置特定が可能とな

る報告書等資料 

1.平成 30年度被災

地現地調査報告書 

2.台風 19号被災地

調査報告書 

3.熊本県 HP ガス協

会より提供された現

地写真 

4.日田地区提供資料 

経済産業省 
全国 

（大規模な災害） 
詳細 

Word、

Excel、PDF

等 

経済産業省 

不要（経済産業

省 

提供による） 

- 

都道府県・市町村等

レベルでの資料 
経済産業省 

全国 

（大規模な災害） 

都道府県・

市町村程度 
Word 経済産業省 

不要（経済産業

省 

提供による） 

- 

経済産業省 液化石

油ガス小委員会の資

料 

経済産業省 
全国 

（大規模な災害） 

都道府県・

市町村程度 
PDF 経済産業省 

不要（経済産業

省 

提供による） 

- 

LP ガス災害対策マニ

ュアル 
経済産業省 

全国 

（大規模な災害） 

都道府県・

市町村程度 
PDF 経済産業省 

不要（経済産業

省 

提供による） 

- 

内閣府 被害状況等

のうち風水害 
内閣府 HP 全国 

都道府県・

市町村程度 
PDF 

「被害状況等」（内閣府） 

（http://www.bousai.go.jp/ 

updates/index.html） 

を加工して作成 

不要（内閣府ホ

ームページ利用

規約による） 

- 

自然災害 

(台風・豪雨等)

による被害デー

タ 

国土地理院 HPの

【台風・豪雨等に関

する国土地理院の対

応】のうち、突風・

竜巻を除いた自然災

害被害データ 

国土地理院 

HP 

全国 

（大規模な災害） 
詳細 

PDF 

GeoJSON等 

「国土地理院 HPの【台風・豪 

雨等に関する国土地理院の対応】 

のうち、突風・竜巻を除いた自然 

災害被害データ」（国土地理院） 

（https://www.gsi.go.jp/kohok 

ocho/kakosai202001.html#taihu1） 

を加工して作成 

不要（国土地理

院 

コンテンツ利用

規 

約による） 

- 

内閣府 被害状況等

のうち風水害 

内閣府 

HP 
全国 

都道府県・

市町村程度 
PDF 

「被害状況等」（内閣府） 

（http://www.bousai.go.jp/ 

updates/index.html）を加工 

して作成 

不要（内閣府ホ

ームページ利用

規約による） 

- 

平常時の航空写

真データ 

平常時の航空写真デ

ータ(電子国土基本

図（オルソ画像）) 

国土地理院 一部のみ 詳細 Jpeg 

「電子国土基本図（オルソ画像）」 

（国土地理院（https://maps.gsi. 

go.jp/development/ichiran.html 

#ort）を加工して作成 

不要（国土地理

院 

コンテンツ利用

規 

約による） 

 

災害時の航空写

真及び判読結果 

データ 

災害時の航空写真及

び判読結果データ

(国土地理院 HP 掲

載) 

国土地理院 

HP 
一部のみ 詳細 

PDF、Jpeg、

GeoJSON等 

「国土地理院 HPの【台風・豪 

雨等に関する国土地理院の対応】 

のうち、突風・竜巻を除いた自然 

災害被害データ」（国土地理院）

（https://www.gsi.go.jp/kohok 

ocho/kakosai202001.html# 

taihu1）を加工して作成 

不要（国土地理

院 

コンテンツ利用

規 

約による） 

- 

1km メッシュ 
3 次メッシュ(1kmメ

ッシュ)境界データ 

総務省 HP 

(e-Stat) 
全国 詳細 

Shapefile 

(シェープフ

ァイル) 

「3 次メッシュ(1kmメッシュ) 

境界データ」政府統計の総合窓口 

(e-Stat)

（https://www.estat.go.jp/） 

を加工して作成 

不要（政府統計

の 

総合窓口（e-

Stat） 

利用規約によ

る） 

- 

重ねるハザード

マップ 

重ねるハザードマッ

プ 

ハザードマ

ップポータ

ルサイト 

全国 詳細 複合 

「重ねるハザードマップ」 

（国土交通省）

（https://disaportal.gsi.go.jp/） 

を加工して作成 

不要（政府標準

利用規約（第 2.0

版）による） 

- 

※上記の他、可能な限り位置特定等が可能な LP ガス設備被害箇所の収集を図るため、全国 LP ガス協会と通じ、各都道府県 LP ガス協会への資 

料貸与依頼を行ったが、活用可能な資料の提供は困難であった。 
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 （２）収集整理結果 

 １）資料選別「資料①」に該当する資料(相関分析に適用可能な資料)の整理結果 

 収集した資料のうち、位置特定が可能、かつ、被災要因となる災害現象が特定可能であ

った資料は、以下の３つの災害時に関する資料であった。 

① 平成 30 年度被災地現地調査報告書 

（平成 30 年 7 月豪雨における災害時の資料） 

② 台風 19 号被災地調査報告書 

（令和元年台風 19 号における災害時の資料） 

③ 熊本県 HP ガス協会より提供された現地写真 

（令和 2 年 7 月豪雨における災害時の資料） 

 これら３つの災害時における災害概要を以下に示す。 

 

 ① 平成 30年 7月豪雨（平成 30年（2018年）6月 28日～7月 8日）の概況  

（ａ）気象概要 

6月 28日以降、華中から日本 

海を通って北日本に停滞して 

いた前線は 7月 4日にかけ北 

海道付近に北上した後、7月 5 

日には西日本まで南下して停 

滞した。また、6月 29日に日 

本の南で発生した台風第 7号 

は東シナ海を北上し、対馬海 

峡付近で進路を北東に変えた 

後、7月 4日 15時に日本海で 

温帯低気圧に変わった。 

 前線や台風第 7号の影響に 

より、日本付近に暖かく非常 

に湿った空気が供給され続 

け、西日本を中心に全国的に 

広い範囲で記録的な大雨とな 

った。 6月 28日から 7月 8日までの総降水量が四国地方で 1800ミリ、東海地方 

で 1200ミリを超えるところがあるなど、7月の月降水量平年値の 2～4倍となる大 

雨となったところがあった。また、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地 

方の多くの観測地点で 24、48、72時間降水量の値が観測史上第 1位となるなど、 

広い範囲における長時間の記録的な大雨となった。この大雨について、岐阜県、京 

都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎 

県の 1府 10県に特別警報が発表された。 

図 3-7 期間降水量分布図 

（6 月 28日 0 時～7 月 8日 24時） 
出典：気象庁「災害をもたらした気象事例 平成 30 年 7月豪雨（前線及び台風第 7号 

による大雨等）」（平成 30 年 7 月 13日） 
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（ｂ）被害状況 

豪雨により、河川の氾濫、浸水害、土砂災害等が発生し、死者、行方不明者が多数と 

なる甚大な災害となった。また、全国各地で断水や電話の不通等ライフラインに被害 

が発生したほか、鉄道の運休等の交通障害が発生した。 

 

表 3-3 人的・住家被害（消防庁情報：平成 31年 1月 9日 16:00現在） 

死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 合計 

237 人 8 人 123 人 309 人 677 人 

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 合計 

6,767棟 11,243 棟 3,991棟 7,173棟 21,296 棟 50,470 棟 

出典：内閣府「平成 30年 7月豪雨による被害状況等について」（平成 31年 1月 9日） 

 

（ｃ）特に被害の大きかった地域の状況 

特に被害の大きかった岡山県の状況は以下のとおりである。 

 

〇最大 3・6・12・24・72 時間降水量で観測史上 1位を更新した地点（笠岡市） 

 

〇最大 6・12・24・72時間降水量で観測史上 1位を更新した地点（新見市） 

 

図 3-8 アメダス時系列グラフ 降水量（7月 3日 0時～8日 24時） 

出典：岡山地方気象台「平成 30年 7月 3日から 8日にかけての台風第 7号と 
梅雨前線による大雨について（岡山県の気象速報）」（平成 30年 7月 10日） 
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図 3-9 倉敷市真備町周辺浸水推定図 

出典：国土地理院「平成 30年 7月豪雨による倉敷市真備町周辺浸水推定段彩図」 

 

 ② 令和元年台風 19号等（令和元年(2019年)10月 10日～10月 13日）の概況  

（ａ）気象概要 

台風第 19号は、12

日 19 時前に大型で

強い勢力で伊豆半島

に上陸した。その後、

関東地方を通過し、

13 日 12 時に日本の

東で温帯低気圧に変

わった。 

台風第 19 号の接

近・通過に伴い、広い

範囲で大雨、暴風、高

波、高潮となった。雨

については、10日から 13日までの総降水量が、神奈川県箱根で 1000ミリに達し、東

日本を中心に 17地点で 500ミリを超えた。特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北

地方の多くの地点で 3、6、12、24時間降水量の観測史上 1位の値を更新するなど記録

図 3-10 期間降水量分布図（10月 10日 0時～10月 13日 24時） 

出典：気象庁「災害をもたらした気象事例 台風第 19号による大雨、暴風等」（令和元年 10 月 15日） 
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的な大雨となった。この大雨について、10 月 12 日 15 時 30 分から順次、静岡県、神

奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県、福島

県、宮城県、岩手県の 1都 12県に大雨特別警報が発表された。 

風については、東京都江戸川臨海で最大瞬間風速 43.8メートルとなり観測史上 1位

を更新したほか、関東地方の 7 か所で最大瞬間風速 40 メートルを超えた。また、台 

風の接近に伴って大気の状態が非常に不安定となり、千葉県市原市では竜巻と推定 さ

れる突風が発生した。 

 

（ｂ）被害状況 

この大雨の影響で、広い範囲で河川の氾濫が相次いだほか、土砂災害や浸水害が発

生した。これら大雨による災害及び暴風等により、人的被害や住家被害、電気・水道・

道路・鉄道施設等のライフラインへの被害が発生した。 

 

表 3-4 人的・住家被害（消防庁情報：令和 2年 4月 10日 9:00現在） 

死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 合計 

104 人 3 人 43 人 341 人 491 人 

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 合計 

3,308棟 30,024 棟 37,320 棟 8,129棟 22,892 棟 101,673棟 

※上記数値には 10月 25日からの大雨による被害状況を含む 

出典：内閣府「令和元年台風第 19号等に係る被害状況等について」（令和 2年 4月 10日） 

 

（ｃ）特に被害の大きかった地域の状況 

特に被害の大きかった長野県の状況は以下のとおりである。 

 

 

図 3-11 降水量時系列図（10月 10日 0時～10月 13日 24時） 

出典：気象庁「災害をもたらした気象事例 台風第 19号による大雨、暴風等」（令和元年 10月 15日） 
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図 3-12 千曲川浸水推定図 

出典：国土地理院「【暫定】＜速報＞令和元年台風 19号に伴う大雨による 

浸水推定段彩図（千曲川３）」（令和元年 10 月 15 日） 

 

 

 ② 令和 2年 7月豪雨（令和 2年(2020年)7月 3日～7月 31日）の概況  

（ａ）気象概要 

7 月 3 日から 8 日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびて

停滞し、前線の活動が非常に活発であったため、西日本や東日本で大雨となり、特に

九州では 4日から 7日は記録的な大雨となった。気象庁より、熊本県、鹿児島県、福

岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の 7県に大雨特別警報が発表された。 
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その後も前線は本州付近

に停滞し、西日本から東北

地方の広い範囲で雨の降る

日が多くなった。特に 13日

から 14日にかけては中国地

方を中心に、27日から 28日

にかけては東北地方を中心

に大雨となった。 

7月 3日から 7月 31 日ま

での総降水量は、長野県や

高知県の多い所で 2,000 ミ

リを超えたところがあり、

九州南部、九州北部地方、東

海地方、及び東北地方の多

くの地点で、24、48、72 時

間降水量が観測史上 1 位の

値を超えた。 

 

 

（ｂ）被害状況 

大雨により、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上川といった大河川での氾濫が

相次いだほか、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害や物的被害が多く発生した。 

 

表 3-5 人的・住家被害（消防庁情報：令和 3年 1月 7日 14:00現在） 

死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 合計 

84 人 2 人 23 人 54 人 163 人 

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 合計 

1,621棟 4,504棟 3,503棟 1,681棟 5,290棟 16,599 棟 

出典：内閣府「令和 2年 7月豪雨による被害状況等について」（令和 3年 1月 7日） 

  

図 3-13 期間降水量分布図（7月 3日 0時～7月 31日 24時） 

出典：気象庁「災害をもたらした気象事例 令和 2年 7月豪雨」（令和 2年 8月 11日） 
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（ｃ）特に被害の大きかった地域の状況 

特に被害の大きかった熊本県の状況は以下のとおりである。 

 

図 3-14 降水量時系列図（7月 3日 0時～7月 4日 24時） 

出典：気象庁「災害をもたらした気象事例 令和 2年 7月豪雨」（令和 2年 8月 11日） 

 

 

図 3-15 球磨川浸水推定図 

出典：国土地理院「令和 2 年 7月 3 日からの大雨による浸水推定図球磨川水系球磨川 5」（令和 2年 7 月 4日） 
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 このような災害時の状況の基で発生した LP ガス設備被害箇所の 44 箇所においては、位

置特定、かつ、被災要因となる災害現象の特定を行うことが可能であった。この 44 箇所の県

別の内訳を以下に示す。 

 【相関分析に適用可能な LP ガス設備被害箇所の内訳】 

岡山県： 6 箇所 

広島県： 2 箇所 

長野県： 2 箇所 

福島県： 3 箇所 

熊本県： 25 箇所 

大分県(日田市のみ)： 6 箇所 計 44 箇所 

 

 この LP ガス設備被害箇所の位置図を以下図に示す。 

 

図 3-16 相関分析に用いる LPガス設備被害箇所  

災害①：平成30年7月豪雨

災害①のLPガス設備被害箇所：岡山県、広島県

災害②：令和元年東日本台風（令和元年台風第19号）

災害②のLPガス設備被害箇所：福島県、長野県

災害③：令和2年7月豪雨

災害②のLPガス設備被害箇所：熊本県、大分県日田市
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 ２）資料選別「資料②」に該当する資料(抽出結果の妥当性検証に用いる資料)の整理結果 

 収集した資料のうち、内閣府被害状況等資料を用いて LP ガス設備被害箇所の市町村別整

理を行った。以下に、整理結果を示す。 

 

表 3-6 内閣府被害状況等に基づく LPガス設備被害箇所の市町村別整理結果 

番号 年度 都道府県 被災場所 災害 LPガス被災本数 

1 令和 2年 宮崎 東臼杵郡 令和 2年台風第 10 号 2 

2 令和 2年 佐賀 鹿島市 令和 2年台風第 10 号 8 

3 令和 2年 熊本 天草市 令和 2 年 7月豪雨 0 

4 令和 2年 鹿児島 鹿児島市 令和 2 年 7月豪雨 1 

5 令和 2年 熊本 人吉市 令和 2 年 7月豪雨 0 

6 令和 2年 福岡 糸島市 令和 2 年 7月豪雨 2 

7 令和 2年 福岡 大牟田市 令和 2 年 7月豪雨 3 

8 令和 2年 福岡 八女市 令和 2 年 7月豪雨 4 

9 令和 2年 福岡 うきは市 令和 2 年 7月豪雨 6 

10 令和 2年 広島 三次市 令和 2 年 7月豪雨 5 

11 令和 2年 岐阜 下呂市 令和 2 年 7月豪雨 14 

12 令和 2年 佐賀 太良町 令和 2 年 7月豪雨 3 

13 令和 2年 大分 日田市 令和 2 年 7月豪雨 55 

14 令和 2年 大分 玖珠町 令和 2 年 7月豪雨 13 

15 令和 2年 大分 由布市 令和 2 年 7月豪雨 14 

16 令和 2年 熊本 八代市 令和 2 年 7月豪雨 100 

17 令和 2年 鹿児島 出水市 令和 2 年 7月豪雨 2 

18 令和 2年 鹿児島 薩摩川内市 令和 2 年 7月豪雨 2 

19 令和 2年 鹿児島 大崎町 令和 2 年 7月豪雨 3 

20 令和元年 神奈川 横浜市 
08_令和元年_令和元年台風

第 15 号 
6 

21 令和元年 鹿児島 鹿児島市 
14_令和元年_6月下旬から

の大雨 
6 

22 令和元年 鹿児島 曽於市 
14_令和元年_6月下旬から

の大雨 
1 

23 令和元年 鹿児島 日置市 
14_令和元年_6月下旬から

の大雨 
2 

24 令和元年 鹿児島 霧島市 
14_令和元年_6月下旬から

の大雨 
2 

25 平成 30年 京都 綾部市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
6 



23 

 

番号 年度 都道府県 被災場所 災害 LPガス被災本数 

26 平成 30年 大阪 高槻市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
2 

27 平成 30年 兵庫 洲本市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
2 

28 平成 30年 大阪 大東市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
18 

29 平成 30年 兵庫 丹波市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
2 

30 平成 30年 京都 舞鶴市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
22 

31 平成 30年 京都 福知山市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
22 

32 平成 30年 兵庫 神戸市 
19_平成 30年_平成 30 年 7

月豪雨 
1 

33 平成 29年 福岡 東峰村 

25_平成 29年_6月 30日か

らの梅雨前線に伴う大雨及

び平成 29年台風第 3号 

4 

34 平成 29年 福岡 添田町 

25_平成 29年_6月 30日か

らの梅雨前線に伴う大雨及

び平成 29年台風第 3号 

1 

※市町村数 14市町村 

※整理を行った災害は、現時点より過去 10年間分の災害を対象とした。 

※都道府県レベルでの記載のものは、妥当性検証に用いるにはあまりにも広範囲の集計単   

 位となるため除外した。 
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表 3-7 内閣府被害状況等に基づく高圧ガス設備被害箇所市町村別整理結果 

番号 年度 都道府県 被災場所 災害 高圧ガス被災本数 

1 令和 3年 静岡 熱海市 令和 3 年 7月 1 日からの大雨 2 

2 令和 2年 大分 日田市 令和 2 年 7月豪雨 72 

3 令和 2年 佐賀 太良町 令和 2 年 7月豪雨 96 

4 令和元年 神奈川 横浜市 06_令和元年_令和元年台風第 19 号等 0 

5 令和元年 宮城 大河原町 06_令和元年_令和元年台風第 19 号等 0 

6 令和元年 埼玉 桶川市 06_令和元年_令和元年台風第 19 号等 0 

7 令和元年 福島 郡山市 06_令和元年_令和元年台風第 19 号等 0 

8 令和元年 栃木 栃木市 06_令和元年_令和元年台風第 19 号等 0 

9 平成 30年 兵庫 神戸市 16_平成 30年_平成 30 年台風第 21号 100 

10 平成 29年 栃木 鹿沼市 

25_平成 29年_6月 30日からの梅雨前

線に伴う大雨及び平成 29 年台風第 3

号 

1 

11 平成 29年 茨城 常総市 

25_平成 29年_6月 30日からの梅雨前

線に伴う大雨及び平成 29 年台風第 3

号 

0 

※市町村数 14市町村 

※整理を行った災害は、現時点より過去 10年間分の災害を対象とした。 

※都道府県レベルでの記載のものは、妥当性検証に用いるにはあまりにも広範囲の集計単   

 位となるため除外した。 

 

3.3.2 LP ガス設備被害箇所との関連を分析する地形・地質等に関する資料整理結果 

（１）収集資料 

今後 LP ガス設備被害箇所を均一的に抽出にするため、全国レベルで整備可能なデータ

収集整理した。基礎資料として収集した資料を次頁表 3-8 に示す。 
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表 3-8 LPガス設備被害箇所との相関分析に用いる地形・地質データ等収集資料一覧 

No. データ名称(全国) 出典 備考 

1 
基盤地図情報 数値標高モデ
ル 10m メッシュ（標高） 

国土地理院 
10m メッシュで整備された日本全
国の標高データ 

2 
基盤地図情報 数値標高モデ
ル 10m メッシュ（勾配） 

国土地理院 
NO1 資料を用いて勾配(°)を算出
したデータ 

3 
20 万分の 1 日本シームレス

地質図(全国版) 

産業技術 

総合研究所 
日本全国のシームレス地質図 

4 低位地帯データ 国土数値情報 地形的に低位地(窪地)を示すデータ 

5 土砂災害警戒区域 国土数値情報 
都道府県が指定する土砂災害のお
それのある区域 

6 洪水浸水想定区域 国土数値情報 
一級直轄河川における河川管理者
が公表する洪水浸水想定区域 

7 
家屋倒壊等氾濫 

想定区域 
国土数値情報 

一級直轄河川における河川管理者
が公表する河岸侵食や氾濫流によ
って家屋等の倒壊のおそれがある
区域 

8 河川合流点 国土数値情報 
河川データを用いて一級直轄河川
区間内のその他との合流点 

9 土地条件図 25000 国土地理院 
25000レベルで整備された土地条件
を示すデータ 

10 災害危険区域 国土数値情報 市町村が定めた災害危険区域内 

11 治水地形分類図 国土地理院 地形毎の分類図 

※NO8 土地条件図については、当該整備範囲が全国を網羅していないため最終的には相関

分析を行う資料からは除外した。 

※NO9 災害危険区域については、当該範囲内に LP ガス設備被害箇所がほとんど内包され 

ていないため、明らかに関連性が認められないものとして相関分析を行う資料から除外し 

た。全国を網羅していないため最終的には相関分析を行う資料からは除外した。 

※NO10 治水地形分類図については関連性が高いと考えられる資料の一つではあるが、相 

関分析を行うための GIS データ整備が困難であることから相関分析を行う資料からは除 

外した。 
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（２）資料整理結果 

 相関分析を行うために整理・整備した 1km メッシュ単位のデータを表 3-9 に示す。 

 

  

表 3-9 相関分析を行うために整理・整備した 1kmメッシュ単位のデータ 

No. 

データ名 

(相関分析を行う

指標名) 

データ(相関分析を行う指標)の詳細 

①  標高 平均値、最小値、最大値、標準偏差 

②  勾配 平均値、最小値、最大値、標準偏差 

③  地質 主な地質の種類 

④  低位地(窪地) 平均値、最小値、最大値、標準偏差 

⑤  土砂災害警戒区域 区域内、区域外、画素数 

⑥  洪水浸水想定区域 最小値、最大値、平均値、標準偏差、浸水ランク 

⑦  
家屋倒壊等 
氾濫想定区域 

河岸侵食氾濫流、氾濫流、河岸侵食 

⑧  河川合流部 河川合流点(河川合流点からの一定の距離) 
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3.4 本業務で使用したデータ一覧 

 前項までの内容を踏まえ、最終的に本業務で使用するデータの一覧を表 3-10 に示す。 

表 3-10 本業務で使用するデータ一覧 

  

データ

グループ名
記号 データ名 入手先 網羅性 詳細度

データ

形式
利用規約等に基づく出典の記載

利用許諾及び

二次利用許諾の必要性

二次利用未承諾

リストへの掲載

A
◆自然災害によるLPガス設

備被害データ（詳細）
経済産業省

全国（大規

模な災害）
詳細

Word、

Excel、

PDF等

経済産業省 不要（経済産業省提供による） -

B

◆自然災害によるLPガス設

備被害データ（都道府県・

市町村程度）

経済産業省
全国（大規

模な災害）

都道府県・

市町村程度
Word 経済産業省 不要（経済産業省提供による） -

C
◆経済産業省 液化石油ガス

小委員会の資料
経済産業省

全国（大規

模な災害）

都道府県・

市町村程度
PDF 経済産業省 不要（経済産業省提供による） -

D
◆LPガス災害対策マニュア

ル
経済産業省

全国（大規

模な災害）

都道府県・

市町村程度
PDF 経済産業省 不要（経済産業省提供による） -

E
◆内閣府 被害状況等のうち

風水害
内閣府HP 全国

都道府県・

市町村程度
PDF

「被害状況等」（内閣府）

（http://www.bousai.go.jp/updates/index.ht

ml）を加工して作成

不要（内閣府ホームページ利用規約に

よる）
-

F

◆国土地理院HPの【台風・

豪雨等に関する国土地理院

の対応】のうち、突風・竜

巻を除いた自然災害被害

データ

国土地理院

HP

全国（大規

模な災害）
詳細

PDF、

GeoJSON

等

「国土地理院HPの【台風・豪雨等に関する国

土地理院の対応】のうち、突風・竜巻を除い

た自然災害被害データ」（国土地理院）

（https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kakosai

202001.html#taihu1）を加工して作成

不要（国土地理院コンテンツ利用規約

による）
-

G
◆内閣府 被害状況等のうち

風水害
内閣府HP 全国

都道府県・

市町村程度
PDF

「被害状況等」（内閣府）

（http://www.bousai.go.jp/updates/index.ht

ml）を加工して作成

不要（内閣府ホームページ利用規約に

よる）
-

H

◆国土数値情報　洪水浸水

想定区域データ（ポリゴ

ン）

国土数値情

報HP

全国（原

則、国管理

河川）

詳細
Shapefile

等

「国土数値情報（洪水浸水想定区域デー

タ）」（国土交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/K

sjTmplt-A31-v2_2.html）を加工して作成

不要（オープンデータとして利用可

（商用利用可・再配信可））
-

I

◆国土数値情報　土砂災害

警戒区域データ（ポリゴ

ン）

国土数値情

報HP
全国 詳細

Shapefile

等

「国土数値情報（土砂災害警戒区域デー

タ）」（国土交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/K

sjTmplt-A33-v1_4.html）を加工して作成

原則不要（国土数値情報ダウンロード

サイトコンテンツ利用規約（政府標準

利用規約準拠版）による）。一部都道

府県は制限あり

掲載

J ◆地理院タイル 淡色地図
国土地理院

HP
全国 詳細 画像タイル

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R

3JHs 834

必要（経済産業省から国土地理院に測

量成果の使用承認申請を実施済）
-

K
◆国土数値情報　行政区域

データ（ポリゴン）

国土数値情

報HP
全国 市町村

Shapefile

等

「国土数値情報（行政区域データ）」（国土

交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/K

sjTmplt-N03-v3_0.html）を加工して作成

不要（国土数値情報ダウンロードサイ

トコンテンツ利用規約（政府標準利用

規約準拠版）による）

-

◆平常時の航空写

真データ
L

◆平常時の航空写真データ

(電子国土基本図（オルソ画

像）)

国土地理院 一部のみ 詳細 Jpeg

「電子国土基本図（オルソ画像）」（国土地

理院）

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichir

an.html#ort）を加工して作成

不要（国土地理院コンテンツ利用規約

による）

◆災害時の航空写

真及び判読結果

データ

M

◆災害時の航空写真及び判

読結果データ(国土地理院HP

掲載)

国土地理院

HP
一部のみ 詳細

PDF、

Jpeg、

GeoJSON

等

「国土地理院HPの【台風・豪雨等に関する国

土地理院の対応】のうち、突風・竜巻を除い

た自然災害被害データ」（国土地理院）

（https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kakosai

202001.html#taihu1）を加工して作成

不要（国土地理院コンテンツ利用規約

による）
-

◆標高データ N
◆基盤地図情報 数値標高モ

デル 10mメッシュ（標高）

国土地理院

HP
全国 詳細

JPGIS(GM

L)形式

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R

3JHs 834

必要（経済産業省から国土地理院に測

量成果の使用承認申請を実施済）
-

◆低位地帯データ O
◆国土数値情報　低位地帯

データ（ポリゴン）

国土数値情

報HP
全国 詳細

Shapefile

等

「国土数値情報（低位地帯データ）」（国土

交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/K

sjTmplt-G08-v1_0.html）を加工して作成

不要（国土数値情報ダウンロードサー

ビスコンテンツ利用規約（旧国土情報

利用約款準拠版）及び使用許諾条件：

商用可による）

◆河川データ P
◆国土数値情報　河川デー

タ（ライン）

国土数値情

報HP
全国 詳細

Shapefile

等

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通

省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/K

sjTmplt-W05.html）を加工して作成

行政目的での利用として不要（国土数

値情報ダウンロードサービスコンテン

ツ利用規約（旧国土情報利用約款準拠

版）及び使用許諾条件：非商用によ

る）

掲載

◆流域界・非集水

域データ
Q

◆流域界・非集水域データ

（ポリゴン）

国土数値情

報HP
全国 詳細

Shapefile

等

「国土数値情報（流域界・非集水域デー

タ）」（国土交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist

/gmlold_KsjTmplt-W12.html）を加工して作

成

行政目的での利用として不要（国土数

値情報ダウンロードサービスコンテン

ツ利用規約（旧国土情報利用約款準拠

版）及び使用許諾条件：非商用によ

る）

掲載

◆20万分の1日本

シームレス地質図

(全国版)

R
◆20万分の1日本シームレス

地質図(全国版)
産総研HP 全国 詳細

Shapefile

等

20万分の1日本シームレス地質図(全国版)（産

総研地質調査総合センター）

（https://gbank.gsj.jp/seamless/）を使用

し、株式会社パスコが加工して作成

不要（産総研地質調査総合センター

ウェブサイト利用規約による）
-

◆1kmメッシュ S
◆3次メッシュ(1kmメッ

シュ)境界データ

総務省

HP(e-Stat)
全国 詳細 Shapefile

「3次メッシュ(1kmメッシュ)境界データ」政

府統計の総合窓口(e-Stat)（https://www.e-

stat.go.jp/）を加工して作成

不要（政府統計の総合窓口（e-Stat）

利用規約による）
-

◆重ねるハザード

マップ
T ◆重ねるハザードマップ

ハザード

マップポー

タルサイト

全国 詳細 複合

「重ねるハザードマップ」（国土交通省）

（https://disaportal.gsi.go.jp/）を加工して

作成

不要（政府標準利用規約（第2.0版）に

よる）
-

◆重ねるハザード

マップに掲載する

災害リスク情報

U
◆重ねるハザードマップに

掲載する災害リスク情報

ハザード

マップポー

タルサイト

全国 詳細 画像タイル

「重ねるハザードマップに掲載する災害リス

ク情報」（国土交通省）

（https://disaportal.gsi.go.jp/）を加工して

作成

不要（政府標準利用規約（第2.0版）に

よる）
-

◆自然災害による

LPガス設備被害

データ

◆自然災害(台

風・豪雨等)によ

る被害データ

◆ベースマップ

◆ハザードデータ
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4 自然災害により LP ガス設備に被害を与える可能性のある地形等の分析 

 整備した自然災害による LP ガス設備被害データ（44 箇所）を用いて、LP ガス設備被害

と指標に相関性があるかの分析（相関分析）を行った。相関分析においては、指標毎に被害

カバー率と被害生起率を算出することで評価した。 

4.1 被害カバー率と被害生起率による分析の考え方 

 LP ガス設備被害を、最大限見逃さない（被害カバー率による評価）、かつ、空振りしない

（被害生起率による評価）要素を選定した。 

 ①被害カバー率の概念： 

LP ガス設備被害のうち、各要素が存在する箇所の割合 

   ⇒ 被害カバー率（LP ガス設備被害の周りにおいて、要素が分布しているか？） 

   ⇒ 被害カバー率が高い場合、漏れなく抽出できる要素 

②被害生起率の概念： 

各要素が存在する地域のうち、LP ガス設備被害箇所がある地域の割合 

 ⇒ 被害生起率（要素の周りにおいて、LP ガス設備被害が発生しているか？） 

 ⇒ 被害生起率が高い場合、空振りなく抽出できる、絞り込みが可能な要素。 

 また、1km メッシュ単位で整備した 44 箇所の被害ポイントの属性と、全国で同じ地形・

地質等の要素を持つ地域の属性を用いて、各個別指標における被害カバー率と被害生起率の

相関性を評価した。 

 

4.2 相関分析の方法 

① 過去の LP ガス設備被害ポイントの属性を用いて、今後全国における LP ガスによる被

害発生の抽出を試みたが、位置を確定できた LP ガス設備被害ポイントが 44 箇所のみ

であり、これを用いて被害を受けていない都道府県も合わせた評価は妥当ではないと判

断し、相関分析は LP ガス設備被害ポイントの詳細位置を有する 5 県 1 市（福島県、長

野県、岡山県、広島県、熊本県、日田市（大分県））の 44 箇所のメッシュ属性と、5 県

1 市を合わせた総メッシュ数で被害カバー率と被害生起率の相関性を分析した。 

② 災害レベルに明瞭な大小関係がある場合、事業の趣旨から災害レベルの大きいものを対

象とした。例えば洪水浸水想定区域について、河川としては一級河川、二級河川、準用

河川、その他等の分類があるが、一級河川の国管理河川を対象とした。また、河川合流

点は中小河川間の合流部は対象外とし、一級河川への合流部を対象とした。 

③ 相関分析については各抽出指標（案）を個別に実施し、有効な指標を組み合わせて、最

終的な抽出指標を構成した。例えば、有効な指標が「洪水浸水想定区域 5.0m 以上」と

「河川合流部(1km 以内)」だった場合、最終的な抽出指標は「洪水浸水想定区域」＋

「河川合流部(1km 以内)」を満たす地域とした。  



29 

 

4.3 被害カバー率と被害生起率の評価結果 

 各抽出指標候補における検討は、それぞれ因果関係の高い災害種別や災害との関連性を用

いて評価（表 4-1）した。また、抽出指標候補（1km メッシュ単位）に採用したデータ単位

と閾値を表 4-2 に示す。 

 

 

抽出指標候補の相関分析表は巻末資料として掲載した。評価結果を踏まえ、最も LP ガス

設備被害の発生に影響した⑥洪水浸水想定区域を事例として、浸水深による被害カバー率と

被害生起率の相関性を説明する。 

表 4-1 LPガス設備被害相関分析を行う抽出指標候補 

抽出指標候補 
因果関係の

高い 
災害種別 

災害との関連性 

①標高 土砂災害水害 
標高 0～100m の地域は、約 1/4 の国土面積のみであるが、全国約 80%

以上の人口が居住しており、有人地域を客観的に評価できる。 

②勾配(傾斜角) 土砂災害水害 
土砂災害の勾配(傾斜角)は、2 度ごとに災害規模が異なる。洪水では水

流の勢いへ影響するため、潜在的な勢いの強い地域を判定できる。 

③地質 土砂災害水害 
地質は地形に大きな影響を与えるため、地質を知ることで土地の潜在

的な災害の危険性を知ることができる。 

④低位地(窪地) 水害 
窪地地形の場合、周囲から水が集水されるため、内水氾濫等が発生す

る可能性が高まる。 

⑤土砂災害警戒
区域 

土砂災害 
区域内では、渓流や斜面の土砂が流れる可能性があり、家屋倒壊へ影

響するため、土砂災害の潜在的危険性が分かる。 

⑥洪水浸水想定
区域 

水害 
浸水想定区域内外では、災害時の避難行動が異なり、事前に危険区域

を知ることで、事前に災害へ備えることができる。 

⑦家屋倒壊等 
氾濫想定区域 

水害 
洪水時に家屋が倒壊するような激しい氾濫流等が発生するおそれが高

い区域であるため、浸水よりも高い潜在危険性が分かる。 

⑧河川合流部 水害 
本川と支川の合流部は氾濫しやすく、かつ「バックウォーター現象」

も発生することがあり、被害が大きくなりやすい。 

 

表 4-2 抽出指標候補の単位と閾値 

No. 指標名称(全国) 単位 閾値（一部例） 

① 標高 平均値 0.01m 以上、20m 以上、40m 以上等 

② 勾配(傾斜角) 平均値 2 度未満、2 度～4 度未満、4 度～6 度未満等 

③ 地質 地質種類 新世紀第四紀完新世、堆積岩、谷底平野等 

④ 低位地(窪地) 平均値 区域外、面積 0 以上、面積 100 以上等 

⑤ 土砂災害警戒区域 画素数 区域外、0～255 未満、255～450 未満等 

⑥ 洪水浸水想定区域 浸水ランク 区域外、0.01m 以上、0.5m 以上、3.0m 以上等 

⑦ 
家屋倒壊等氾濫 

想定区域 
内外 河岸侵食氾濫流、氾濫流、河岸侵食 

⑧ 河川合流部 
河川合流点からの 

バッファー距離 

区域外、5km 以内、4km 以内、3km 以内、2km 以内、 

1km 以内 
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洪水浸水想定区域とは、水防法に基づき洪水氾濫の発生し得る範囲を解析し公表されてい

るものである。浸水想定区域の内外での評価（表 4-3）では、今回災害による LP ガス設備

被害位置を確定できた 5 県 1 市の 44 箇所のうち、10 箇所は浸水想定区域外、34 箇所は浸

水想定区域内である。5 県 1 市の総メッシュ数は 51,367 であり、そのうち浸水想定区域外

の総メッシュ数は 48,464、浸水想定区域内の総メッシュ数は 2,903 である。 

被害生起率と被害カバー率は以下の数式で計算した。 

被害生起率＝浸水想定区域内被害メッシュ数÷浸水想定区域内総メッシュ数 

被害カバー率＝浸水想定区域内被害箇所数÷浸水想定区域被害箇所数合計数 

 計算結果、浸水想定区域内における被害生起率は 1.171%で、被害カバー率は 77.273%で

ある。 

 浸水想定区域メッシュ内での評価（表 4-4）では、浸水想定区域内の 34 箇所を、6 つの浸

水ランクへ分け、浸水上位ランクを含めた被害メッシュ数をそれぞれ格納した。被害メッシ

ュ数は、実際に LP ガスによる被害数ではなく、図 4-1 に示す、下位浸水ランクが上位浸水

ランクを含む形へ置き換えた数である。例えば、0.01m 以上の被害メッシュ数の 34 は、浸

水想定区域内外の総メッシュ数の 44 から、浸水想定区域外の 10 メッシュ数を引いた数であ

る。すなわち、0.01m 以上、0.5m 以上のランクでは、LP ガスによる被害数は 0 である。

5.0m 以上のランクが 32 では、3.0～5.0m 未満において、LP ガスによる被害数が 2 箇所あ

るため、浸水想定区域内のすべての被害メッシュ数から、5.0m 未満の浸水区域を除いた、

5.0m 以上を含んだ被害メッシュ数である。 

 なお、総メッシュ数も、下位浸水ランクが上位浸水ランクを含む形で置き換えた考えで、

それぞれの浸水ランクに応じた総メッシュ数を算出した。 

 

 

表 4-3 洪水浸水想定区域の内外での評価結果 

抽出指標 閾値 
被害 

メッシュ数 
総メッシュ数 被害生起率 被害カバー率 

浸水想定区域外 区域外 10 48,464 - - 

浸水想定区域内 区域内 34 2,903 1.171% 77.273% 

計 44 51,367  - - 

 

表 4-4  浸水想定区域メッシュ内での評価結果 

抽出指標 閾値 被害 
MESH数 

総 
MESH数 

被害生起率 被害カバー率 

浸水想定 
区域 

 
単位 
m 

区域外 10 48,464 - - 

0.01m以上 34 2,903 1.171% 77.273% 

0.5m以上 34 2,880 1.181% 77.273% 

3.0m以上 34 2,529 1.344% 77.273% 

5.0m以上 32 1,871 1.710% 72.727% 

10.0m以上 27 701 3.852% 61.364% 

20.0m以上 12 107 11.215% 27.273% 

計 
(最大総数) 

  44 51,367  - - 
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表 4-4 に示す被害生起率は、それぞれの浸水ランクに応じた被害が起こる可能性の確率で

ある。被害カバー率は、浸水ランクとその上位ランクを含め、どれぐらいの被害範囲をカバ

ーできているかの確率である。 

洪水浸水想定区域における被害生起率と被害カバー率の相関（図 4-2）について、0.01m

以上から 5.0m 未満では、閾値を上げても特に顕著な変化がないが、5.0m 以上では被害生

起率が上昇につれて被害カバー率が大きく下降している。一方で、5.0m 以上の閾値では被

害カバー率が 72.727%で、それほど全体におけるカバー率が下降しておらず、被害生起率

と被害カバー率の相関性を明瞭に確認できたため、抽出指標として採用した。 

表 4-4 洪水浸水想定区域メッシュ内での評価結果 

抽出指標 閾値 
被害 

メッシュ数 
総メッシュ数 被害生起率 被害カバー率 

浸水想定区域 

 

（m） 

区域外 10 48,464 - - 

0.01m 以上 34 2,903 1.171% 77.273% 

0.5m 以上 34 2,880 1.181% 77.273% 

3.0m 以上 34 2,529 1.344% 77.273% 

5.0m 以上 32 1,871 1.710% 72.727% 

10.0m 以上 27 701 3.852% 61.364% 

20.0m 以上 12 107 11.215% 27.273% 

計(最大総数) 44 51,367  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 下位浸水ランクが上位浸水ランクを含む洪水浸水想定区域イメージ図 

0.01m 以上 

10.0m 以上 

20.0m 以上 

5.0m 以上 

3.0m 以上 

0.5m 以上  
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 抽出指標候補を検討した結果、表 4-5に示すとおりとなった。 

 

 

  

 

図 4-2 洪水浸水想定区域における被害生起率と被害カバー率の相関性 

表 4-5 今後災害発生の可能性の高い地域を抽出するための総合指標 

抽出指標候補 
抽出指標有効性 
被害生起率 

抽出指標有効性 
被害カバー率 

有効性評価結果 備考 

①標高 × × 
被害生起率と被害カバー率に明瞭な閾値

が確認できない 

②勾配 
(傾斜角) 

× × 
被害生起率と被害カバー率に明瞭な閾値

が確認できない 

③地質 × × 
絞り込みを行うための指標としては有効

に機能しない 

④低位地 
(窪地) 

〇：面積 × 
抽出した箇所に対する絞り込み・優先度

付けに有効な指標 

⑤土砂災害 
警戒区域 

△：面積 × 

今回のサンプルはほとんどが水害であ

り、抽出指標として採用することは妥当

ではない 

⑥洪水 
浸水想定区域 

〇 

浸水深 5.0m 以上 

〇 

浸水深 5.0m 以上 

浸水深 5.0m 以上の閾値は、被害生起率

と被害カバー率の相関性を明瞭に確認で

き、極めて有効な抽出指標 

⑦家屋倒壊等
氾濫想定区域 

△：両現象 

(河岸浸食＋氾濫流) 

△：両現象 

(河岸浸食＋氾濫流) 

河岸浸食、氾濫流の単独現象よりも、両

現象の区域は被害生起率が顕著に増加

し、位置の特定指標として有効性が高い 

⑧河川合流部 
〇：河川合流点 

からのバッファー距離

1km 

〇：河川合流点 

からのバッファー距離

1km 

河川合流点からのバッファー距離 1km

で被害カバー率と被害生起率が共に高い

ことから、有効な抽出指標 
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5 被害を受けやすい地域の想定 

 抽出指標の検討を踏まえ、有効と考えられる指標に基づき、全国における LP ガス設備被

害を受けやすい地域を抽出する。 

5.1 被害を受けやすい地域の抽出の考え方 

 

 被害カバー率について抽出指標有効性が高い指標を用いて、条件を満たすメッシュを抽出

する。また、被害生起率について抽出指標有効性が高い指標を用いて更なる絞り込みを行い、

全国で同じ地形・地質等の要素を持つ地域を LP ガス設備被害を受けやすい地域として抽出

する。なお、最終的に抽出する地域は、洪水氾濫等の危機管理が河川毎に行われていること

を踏まえ、流域とする。 

 

5.2 全国における被害を受けやすい地域の抽出方法 

①：被害カバー率に対して有効と評価した指標候補を and 検索し、各条件に合致するメッシ

ュを抽出する。 

②：上記で抽出されたメッシュ間において、更に被害生起率に対して有効と評価した各指標

候補で優先順位付けする。 

③：流域単位で包括し、流域内に占める上記①・②の抽出メッシュ、優先順位の高いメッシ

ュの面積割合から最終的な流域（地域）を抽出する。 

 

5.3 全国における被害を受けやすい地域の抽出結果 

手順①：抽出指標「洪水浸水想定区域 5.0m 以上」と「河川合流点 1km 以内」でメッシュを

抽出（図 5-1）。 

 

図 5-1 「洪水浸水想定区域 5.0m以上」＋「河川合流点 1km以内」でのメッシュ抽出 
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手順②：手順①の後、「低位地」、「家屋倒壊等氾濫想定区域」で絞り込み。 

 

 

手順③：流域毎にメッシュの個数が多いもの（＝面積が大きいもの）を順に並べ、上位 20 流

域を選定。 

 

 

  

 

図 5-2 「低位地」＋「家屋倒壊等氾濫想定区域」でのメッシュ絞り込み 

 

図 5-3 上位 20流域を選定 



35 

 

6 過去の自然災害との比較 

 抽出した地域（流域）の妥当性の判断については、市町村単位の LP ガス設備被害箇所ポ

リゴンデータ（妥当性検証データ）との重ね合わせ比較により検証した。 

6.1 抽出結果の妥当性検証の基本的な考え方 

 

 抽出した地域（流域）の妥当性の判断については、内閣府防災情報ページに公開されてい

る「災害状況一覧」のうち、過去 10 年分の風水害の LP ガス設備被害（市町村レベル）を妥

当性検証データとして検証する。 

検証方法： 

市町村レベルの被害箇所と抽出結果の整合性を確認 

⇒被害が発生した箇所が、抽出時にピックアップできているかを検証 

⇒空振りがある地域、抽出漏れがある地域で、その要因を分析 

 

6.2 抽出結果の妥当性検証データの作成 

次の①～③を満たす風水害の LP ガス設備被害（高圧ガスの LP ガス設備被害を含む）を

調べ、国土数値情報 行政区域データに市町村単位（1 地域のみ郡単位）で入力して妥当性検

証データとした。 

① 内閣府防災情報のページで公開されている「災害状況一覧」のうち、過去 10 年分（令

和 3 年～平成 23 年）の風水害の LP ガス設備被害 

② ①から抽出結果を得るために使用した風水害（令和 2 年 7 月豪雨、令和元年東日本台

風（令和元年台風第 19 号）、平成 30 年 7 月豪雨）の LP ガス設備被害を除く 

③ ①から市町村単位で記録されていない風水害（令和 3 年 8 月の大雨）の LP ガス設備被

害を除く 

 

    

図 6-1 抽出結果の妥当性検証 
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6.3 抽出結果の妥当性検証結果 

 抽出結果（抽出した地域（流域））と妥当性検証データの重ね合わせ比較を行った結果を図

6-2、表 6-1 に示す。 

 

 

図 6-2 抽出結果と妥当性検証データの重ね合わせ比較 

 

表 6-1 妥当性検証結果 

 

 

 

No LPガスの種別 市町村名 災害名
LPガス設備

被害の原因
抽出状況 妥当性

1 LPガス 鹿島市 令和2年台風第10号 流出 未抽出 不当

2 LPガス 東臼杵郡※1 令和2年台風第10号 土砂崩れ 抽出 -

3 LPガス 鹿児島市 令和元年6月下旬からの大雨 土砂崩れ 未抽出 -

4 LPガス 日置市 令和元年6月下旬からの大雨 土砂崩れ 未抽出 -

5 LPガス 曽於市 令和元年6月下旬からの大雨 土砂崩れ 抽出 -

6 LPガス 霧島市 令和元年6月下旬からの大雨 土砂崩れ 抽出 -

7 LPガス 横浜市 令和元年台風第15号 高波又は風 未抽出 -

8 LPガス 東峰村
平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う

大雨及び平成29年台風第3号
家屋崩壊等 抽出 -

9 LPガス 添田町
平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う

大雨及び平成29年台風第3号
家屋崩壊等 抽出 -

10 高圧ガスのLPガス 熱海市 令和3年7月1日からの大雨 土石流 未抽出 -

11 高圧ガスのLPガス 神戸市 平成30年台風第21号 高潮 未抽出 -

12 高圧ガスのLPガス 常総市 平成27年9月関東・東北豪雨 流出 抽出 妥当

13 高圧ガスのLPガス 鹿沼市 平成27年9月関東・東北豪雨 流出 抽出 妥当

※1　元データが「東臼杵郡」となっているため。市町村では門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町の範囲。
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今回、ピンポイントで位置が特定できる LP ガス設備被害箇所は 44 箇所で、ほとんどの被

害の原因は LP ガス容器の流出であった。この 44 箇所の特徴を使用して抽出結果を得てい

ることから、基本的に抽出可能なのは流出による被害である。流出被害では 3 市町村中、2

市町村が抽出できており妥当であった。図 6-2 では抽出結果と妥当性検証データで一致して

いない市町村があるが、表 6-1 のとおり流出以外の原因が多く、抽出結果と一致しなくても

妥当であると考えられる。 
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7 特定した地域の地図化 

 抽出、検証した結果を用いて、自然災害による LP ガス設備被害危険度を地図にメッシュ

状で展開し、日本地図を背景図とした LP ガス災害リスクマップを作成する。 

7.1 抽出結果の図化の基本的な考え方 

 抽出、検証した結果の図化（マップ化）は、内容及び伝達すべき事項が明確かつ分かりや

すいよう配慮し、以下の考え方で作成する。 

図化作業の設定要件、前提条件： 

・ 想定する読み手： LP ガス設備等を取り扱う事業者等 

・ 閲覧するタイミング：平常時、発災前 

・ 伝達すべき事項： 災害の危険性の高い地域の範囲はどこか、または 

        抽出地域以外でも災害発生が発生する可能性を考慮する。 

図化作業(マップ)の基本仕様： 

・ マップのサイズ：A3 サイズ（※一般印刷機で対応可能なサイズ） 

・ マップの表示範囲：3 案（表 7-1） 

・ マップの背景図：地理院地図（淡色地図） 

・ マップのデータ形式：PDF 形式 

・ マップの記載事項：［地図内］抽出結果（1km メッシュ）、行政界、河川（国管理） 

         ［地図外］凡例、縮尺、図郭位置図、注意書き 

 

 

7.2 抽出結果の図化結果 

 マップの表示範囲案の検討結果、案 2 をベースに、「河川流域」を単位として抽出結果の図

化を行った。抽出した 20 流域の自然災害による LP ガス設備の被害予見可能性マップ[抽出

流域一覧]を図 7-1 に示す。また、それぞれの図面に、地図内に流域名称、地図外に図郭位置

図や、解説・注意点の文章を追加した。抽出した利根川流域①のイメージ図 7-2 に示す。 

 

表 7-1 マップの表示範囲案 

案 縮尺 図郭数 特徴 

案 1 
メッシュ A 

１次メッシュ 

（約 80km×80km） 

約 1/35 万 約 150 図郭 

・全図郭を同縮尺で確認可能 

・縮尺が最も大きい 

・図郭数が最も多い 

案 2 
メッシュ B 

任意メッシュ 
約 1/100 万 約 30 図郭 

・全図郭を同縮尺で確認可能 

・縮尺、図郭数は中程度 

案 3 地方別 
約 1/100 万 

～1/220 万 

10 図郭 

北海道、東北、関東、中部、 

近畿、中国、四国、九州、 

沖縄、東京島嶼部 

・地方ごとのまとまりで確認可能 

・図郭ごとに縮尺はバラバラ 

・地方によっては縮尺が小さい 

・図郭数が最も少ない 
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図 7-1 自然災害による LPガス設備の被害予見可能性マップ[抽出流域一覧] 

 

 

図 7-2 自然災害による LPガス設備の被害予見可能性マップ[利根川流域①]イメージ図 
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8 総合的な検討結果のまとめ及び今後の提案 

 本事業において実施した検討について、総合的にとりまとめて整理を行うとともに、自然

災害による LP ガス設備の被害予見に対する今後の提案を記載する。 

8.1 検討結果のまとめ 

 本事業では、過去の災害事例や各種データを GIS（地理情報システム）等により分析する

ことで LP ガス設備被害のおそれがある地域の要件を特定し、その要件を満たしている地域

（流域）を抽出し、可視化を行った。可視化結果は「自然災害による LP ガス設備の被害予

見可能性マップ」として A3 用紙の図面に取りまとめた。 

 

8.2 現況の課題 

 本事業ではできる限り資料を収集して検討したが、一方で次の課題が明らかとなった。 

 

（１） ピンポイントで位置が特定できる LPガス設備被害箇所サンプルが少ない課題 

ピンポイント（住所特定レベル）で位置が特定できる LP ガス設備被害箇所サンプル

が少ないために、本事業では洪水浸水による流出に特化した抽出結果となっている。ま

た、流出についても 3 つの災害のサンプルにより抽出したことから、偏りがある可能性

も考えられる。さらに土砂災害による埋没被害や高潮被害による流出等を検討するには、

さらなるサンプルが必要である。 

 

（２） ハザード情報を更新が必要な課題 

洪水浸水想定区域データ（想定最大規模）等のハザード情報は随時作成更新されてい

る。本事業では事業時点で公開されている最新の国土数値情報データを使用したが、ハ

ザード情報の更新に合わせてマップの更新を行っていく必要がある。 

 

（３） 使用データの充実に関する課題 

国土交通省 国土地理院が作成している主題図として治水地形分類図がある。これは治

水対策を進めることを目的に、国・都道府県が管理する河川の流域のうち主に平野部を

対象として、扇状地、自然堤防、旧河道、後背湿地等の詳細な地形分類及び堤防等の河

川工作物等を表示している主題図である。日本全国くまなく整備されている図ではない

ものの、土地の成り立ちを理解し、起こりうる水害等のリスクを推定することが可能で

ある。基本的には紙図面として販売されており、本事業でも活用を検討したが、抽出に

使用するにはデジタル化していく必要があり、この作業に多大な時間・労力を要するこ

とから活用を断念した。 

 

（４） 妥当性検証データの整備に関する課題 

妥当性検証データとして、内閣府防災情報のページで公開されている「災害状況一覧」

のうち、過去 10 年分（令和 3 年～平成 23 年）の風水害の LP ガス設備被害を使用した
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が、都道府県単位の記録の場合と市町村単位の記録の場合があった。また、災害毎に時

系列で複数の被害状況 PDF が公開されているが、各 PDF ではある時点の LP ガス設備

被害状況が記録されており、特定災害の最大（累計）の被害状況を確認するには、特定

災害の全 PDF を確認する必要があった。 

 

8.3 今後の提案 

 現況の課題を踏まえ、次を提案する。 

 

（１） ピンポイントの LPガス設備被害箇所を収集しての分析・解析精度向上 

 出水期（6 月～10 月）に大規模な自然災害（風水害）で LP ガス設備被害が発生した場

合、被災した都道府県 LP ガス協会からの情報収集や被災直後の現地調査によりピンポイ

ントの LP ガス設備被害位置情報を収集し、分析・解析精度向上を図ること。 

 

（２） ハザード情報の更新 

 洪水浸水想定区域データ（想定最大規模）等のハザード情報を更新し、LP ガス設備被

害が発生する可能性が相対的に高い地域を抽出すること。 

 

（３） 使用データを充実させた上での分析・解析精度向上 

 国土交通省 国土地理院が治水地形分類図に相当するラスターデータ（『ベクトルタイル

「地形分類（自然地形）」』及び『ベクトルタイル「地形分類（人工地形）」』を公開してい

る。この元データとなる GIS データ（ベクトルデータ）を貸与頂ける場合、このデータ

を使用して分析・解析精度向上を図ること。 

 

（４） 対策立案や妥当性検証のためのデータの整備 

 今後の対策立案や妥当性検証データとして活用するためにも、経済産業省から内閣府に

LP ガス設備被害を報告頂く場合、全て市町村単位で報告頂くこと。また、時点の被害状

況だけでなく、特定災害の最大（累計）についても報告頂くこと。 

 

 

9 巻末資料 

抽出指標候補の相関分析表 

 

 



 

 

過去の LP ガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シート No①標高 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 標高 関連する災害種別 水害 災害との関連性  参考文献等  

データ整備内容 原典資料 国土地理院/基盤地図情報/数値標高モデル 10m メッシュ（標高） 備考 基盤地図情報として公開されている全国データ、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①標高データ(原典) ■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

 

②相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】数値標高モデル 10m メッシュ（標高）は日本全国をカバーしているため、被害箇所を 100%

カバーしている。 
【コメント②】高低差による被害カバー率と被害生起率の相関はあまりない。 

相関分析結果評価 総評 

標高データについては、国内人口約 80％をカバーしている 100m 以下の

地域では、約 48％カバーしているが、標高の高低差による被害カバー率と

被害生起率の相関はあまりない。 

抽出指標として

の有効性 

被害カバー率と被害生起率に明瞭な閾値が確認できない。そのため位置の特定についての指

標の有効性に採用は困難であるが、抽出対象範囲の足切りとしては有効な指標と考えられる。 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 0 0 - -

0.01m以上 44 51,367 0.086% 100.000%

20m以上 39 48,979 0.080% 88.636%

40m以上 36 47,540 0.076% 81.818%

60m以上 34 46,430 0.073% 77.273%

80m以上 22 45,524 0.048% 50.000%

100m以上 21 44,770 0.047% 47.727%

140m以上 11 43,417 0.025% 25.000%

180m以上 5 41,991 0.012% 11.364%

計（最大総数） 44 51,367 - -

標高

単位m



 

 

過去の LP ガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シート No②勾配(傾斜角) 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 勾配(傾斜角) 関連する災害種別 水害（水の勢い） 土砂災害 災害との関連性  参考文献等  

データ整備内容 原典資料 国土地理院/基盤地図情報/数値標高モデル 10m メッシュ（標高） 備考 基盤地図情報として公開されている全国データ、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①標高データ(原典) ■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

 

②相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】数値標高モデル 10m メッシュ（標高）は日本全国をカバーしているため、被害箇所を 100%

カバーしている。 
【コメント②】勾配の傾斜差による被害カバー率と被害生起率の相関はあまりない。 

相関分析結果評価 総評 勾配の傾斜差による被害カバー率と被害生起率の相関はあまりない。 
抽出指標として

の有効性 

被害カバー率と被害生起率に明瞭な閾値が確認できない。そのため位置の特定についての指

標の有効性に採用は困難であるが、抽出対象範囲の足切りとしては有効な指標と考えられる。 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 0 0 - -

2度未満 44 51,367 0.086% 100.000%

2度～4度未満 35 48,587 0.072% 79.545%

4度～6度未満 24 47,124 0.051% 54.545%

6度～8度未満 19 44,500 0.043% 43.182%

8度～10度未満 17 41,169 0.041% 38.636%

10度～12度未満 13 36,076 0.036% 29.545%

12度～16度未満 6 28,866 0.021% 13.636%

16度～ 2 20,912 0.010% 4.545%

計（最大総数） 44 51,367 - -

勾配

単位　度



過去のLPガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シートNo③地質 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 地質 関連する災害種別 水害、土砂災害 災害との関連性 

地質は、地形の成り立ち、河川の成り立ちが構

成される基本的な要素となるため全ての自然

災害と因果関係がある。 

参考文献等 https://gbank.gsj.jp/seamless/ 

データ整備内容 原典資料 20 万分の 1日本シームレス地質図(全国版)※産総研 備考 日本全国の統一指標で作成された地質図データ 

■①地質データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

相
関
分
析
結
果 

① 相関分析 相関表 

(1)被害箇所主要地質 

 

 

 

 

 

 

 

② 相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】被害箇所の多くは海岸平野堆積物や海成層など、低標高地である地形部分において発生 【コメント②】―。 

相関分析結果評価 総評 

古来海水であった低標高地に被害箇所が多く集まっている。このような地

形部分においては氾濫水が流れやすい傾向にあるため妥当な結果と考えら

れる。 

抽出指標として

の有効性 

堆積物等で構成される地形部分を抽出指標として採用することは、妥当と思われるが、同種の

地形は日本全国各地にあり、絞り込みを行うための指標としては有効に機能すると言えない。 

また、詳細分類を適用する場合、そもそも地域別に地質の特徴があり、全国で適用するには、 

地域別の被害箇所サンプルが必要であると考えられる。 

 抽出指標 閾値 被災本数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

・新生代　第四紀　完新世

・堆積岩

・谷底平野、山間盆地、海

岸平野堆積物

27 4,016 0.672% 61.364%

・中生代　中期ジュラ紀

・堆積岩

・海成層、砂岩泥岩互層

7 27 25.926% 15.909%

その他 10 47,324 0.021% 22.727%

計 44 51,367 - -

地質



 

 

過去の LP ガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シート No④低位地(窪地) 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 低位地(窪地) 関連する災害種別 水害（特に内水氾濫） 災害との関連性 
窪地地形(周囲より標高が低い地形)の場合、水

が集水されるため、水害が発生しやすい。 
参考文献等 

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/ 

jigyo_keikaku/saigai/tisiki/chika/pdf/2-

7_2-9.pdf 

データ整備内容 原典資料 国土交通省/国土数値情報/低位地帯データ 備考 2m、5m メッシュ DEM データを元に、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①低位地帯データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

① 相関分析 相関表 

1)  低位地帯を区域の内外で評価 

 

 

 

 

 

2)  低位地帯のメッシュ内面積で評価 

 

 

 

② 相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】低位地帯内外で評価した結果、被害発生箇所の 72%をカバーしている。また、低水地帯の面

積が大きくなるほど、被害生起率が高まる結果となった。 

【コメント②】被害カバー率に関して、明瞭な閾値は確認できなかった。対して、被害生起率については、低位 

地帯の面積が大きくなるほど、災害生起率が高まることが確認できる。 

相関分析結果評価 総評 
低位地帯については河川の有無に関わらず、集水されやすい地形のため、

氾濫後の湛水等による被害の特性が表現されていると考えられる。 

抽出指標として

の有効性 

被害カバー率に明瞭な閾値が確認できないため、位置の特定についての指標の有効性よりも、 

抽出した箇所に対する絞り込み・優先度付けに有効な指標と考えられる。 

 

抽出指標 閾値 被災本数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

低位地帯外 区域外 12 41,571 - -

低位地帯内 区域内 32 9,796 0.327% 72.727%

計 44 51,367 - -

 

抽出指標 閾値 被災本数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 12 41,571 - -

面積0以上 32 9,796 0.327% 72.727%

面積100以上 23 8,868 0.259% 52.273%

面積1,000以上 19 4,165 0.456% 43.182%

面積2,000以上 15 2,763 0.543% 34.091%

面積5,000以上 9 1,402 0.642% 20.455%

面積10,000以上 6 716 0.838% 13.636%

計 116 51,367 - -
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過去のLPガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シートNo⑤土砂災害警戒区域 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 土砂災害警戒区域 関連する災害種別 土砂災害、水害（誘因） 災害との関連性  参考文献等  

データ整備内容 原典資料 国土交通省/国土数値情報/土砂災害警戒区域データ 備考 国土数値情報で公開されている全国データ、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①土砂災害警戒区域データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

1) 区域の内外で評価 

 

 

 

 

2) メッシュ内で評価 

 

 

 

②相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】土砂災害区域内外での評価結果は、被害発生箇所の 82%をカバーしている。1km メッシュ

あたりの画素数が増えるほど、被害生起率が高まる結果となった。 

【コメント②】土砂災害の被害生起率と被害カバー率に関して、明瞭な閾値は確認できなかった。対して、被害

生起率については、1kmメッシュあたりの画素数が高くなるほど、被害生起率が高まることが確認できる。 

相関分析結果評価 総評 

被害生起率と被害カバー率の相関はみられなかったが、土砂災害警戒区域

内では、1km メッシュあたりの画素数の増加による潜在的危険性が分か

る。 

抽出指標として

の有効性 

土砂災害の抽出指標としては有効性が高いと考えられるが、本事業で使用したサンプルの被

害はほとんどが水害であり、抽出指標として採用することは妥当ではないと考えられる。 

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

土砂災害外 区域外 8 26130 - -

土砂災害内 区域内 36 25237 0.143% 81.818%

計 44 51,367 - -

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 8 26130 - -

0-225未満 36 25237 0.143% 81.818%

225-450未満 34 20986 0.162% 77.273%

450～900未満 33 18564 0.178% 75.000%

900～1800未満 27 15161 0.178% 61.364%

1800～2700未満 20 10587 0.189% 45.455%

2700～3600未満 14 7612 0.184% 31.818%

3600～4500未満 13 5585 0.233% 29.545%

4500～ 12 4160 0.288% 27.273%

土砂災害

単位

　画素数/Mesh



 

 

過去のLPガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シートNo⑥洪水浸水想定区域 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 洪水浸水想定区域 関連する災害種別 水害（特に河川氾濫） 災害との関連性  参考文献等  

データ整備内容 原典資料 国土交通省/国土数値情報/洪水浸水想定区域データ 備考 国土数値情報で公開されている全国データ、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①洪水浸水想定区域データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

1) 区域の内外で評価 

 

 

 

 

 

2) メッシュ内で評価 

 

 

 

②相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】浸水想定区域内外で評価した結果、被害発生箇所の 77%をカバーしている。 
【コメント②】浸水想定区域が 5m以上から、被害生起率の増加が顕著である。また、被害カバー率 73％でそれ

ほど全体のカバー率から下がっておらず、被害カバー率と被害生起率の相関が高い。 

相関分析結果評価 総評 
被害カバー率と被害生起率の相関が高い。指標候補の中でもっとも有用な

指標である。 

抽出指標として

の有効性 

浸水想定区域 5m以上の閾値は、被害生起率と被害カバー率の相関性を明瞭に確認でき、極め

て有効な抽出指標として採用することが可能である。 

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

浸水想定区域外 区域外 10 48464 - -

浸水想定区域内 区域内 34 2903 1.171% 77.273%

計 44 51,367 - -

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 10 48464 - -

0.01m以上 34 2903 1.171% 77.273%

0.5m以上 34 2880 1.181% 77.273%

3.0m以上 34 2529 1.344% 77.273%

5.0m以上 32 1871 1.710% 72.727%

10.0m以上 27 701 3.852% 61.364%

20.0m以上 12 107 11.215% 27.273%

浸水想定区域

単位

m



 

 

過去の LP ガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シート No⑦家屋倒壊等氾濫想定区域 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 家屋倒壊等氾濫想定区域 関連する災害種別 水害（特に河川氾濫） 災害との関連性  参考文献等  

データ整備内容 原典資料 国土交通省/国土数値情報/洪水浸水想定区域データ 備考 国土数値情報で公開されている全国データ、空間演算により抽出し整備されたデータ 

■①家屋倒壊等氾濫想定区域データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

1) 区域の内外で評価  

 

 

 

 

 

2) メッシュ内で評価 

 

 

 

②相関分析 相関グラフ 

【コメント①】家屋倒壊等区域内外で評価した結果、被害発生箇所の 61%をカバーしている。 【コメント②】河岸浸食および氾濫流の両現象のある区域は、単独現象に比べ、被害生起率が最大 4倍である。 

相関分析結果評価 総評 
両現象による被害生起率は単独現象より 4倍近く高いため、両現象の地域

は被害地域が顕著に表現されていると考えられる。 

抽出指標として

の有効性 

河岸浸食、氾濫流の単独現象よりも、両現象の区域は被害生起率が顕著に増加し、位置の特定

指標とした有効性が高い。 

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

家屋倒壊区域外 区域外 17 50344 - -

家屋倒壊区域内 区域内 27 1023 2.639% 61.364%

計 44 51,367 - -

 

抽出指標 閾値 被災箇所数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 17 50344 - -

河岸侵食氾濫流 27 329 8.207% 61.364%

氾濫流 14 708 1.977% 31.818%

河岸侵食 7 644 1.087% 15.909%

家屋倒壊区域

単位

Mesh数



 

 

過去のLPガス設備被害箇所と抽出指標候補(案)の相関分析シートNo⑧河川合流部 

抽出指標候補(案) 抽出候補(案) 河川合流部 関連する災害種別 水害（特に河川氾濫） 災害との関連性 本川と支川の合流部で氾濫する恐れがある。 参考文献等 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-

gensai/bousai-gensai/pdf/6kai-ref02-01.pdf 

データ整備内容 原典資料 国土交通省/国土数値情報/河川データ 備考 河川の形状（線）、区間種別（1級直轄区間、2級河川区間等）、河川名等を整備したデータ 

■①河川データ(原典) 

 

■②整備データ(被害箇所周辺(熊本)) 

 

相
関
分
析
結
果 

①相関分析 相関表 

1)  河川合流部を河川合流点からのバッファー距離で評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※「バックウォーター現象」が発生した場合に洪水被害が大きくなると考えられる国管理河川（1級直轄

区間）と国管理河川に流入する河川（2 級河川、準用河川等）の合流点を基準に、複数のバッファー

距離で面（ポリゴン）を発生させ（＝河川合流部）、その面と重なるメッシュ数と自然災害による LP

ガス設備被害件数により、被害生起率、被害カバー率を算出している。 

 

 

 

②相関分析 相関グラフ 

 

【コメント①】河川合流点からのバッファー距離が長くなるにつれて被害カバー率が高くなるが、一方で被

害生起率が低下していく。バッファー距離 1kmでも 70％をカバーしている。 

【コメント②】被害カバー率に関して明瞭な閾値は確認できないが、バッファー距離 1km でも 70％をカバーし

ている。被害生起率については、バッファー距離 1kmと 2kmの間で差が大きいことが確認できる。 

相関分析結果評価 総評 
被害カバー率と被害生起率のバランスから、バッファー距離は 1km が良

いと考えられる。 

抽出指標として

の有効性 

河川合流点からのバッファー距離 1kmで被害カバー率と被害生起率が共に高いことから、有

効な抽出指標である。 

抽出指標 閾値 被災本数 総MESH数 被害生起率 被害カバー率

区域外 6 32,818 - -

5km以内 38 18,549 0.205% 86.364%

4km以内 37 16,310 0.227% 84.091%

3km以内 35 13,753 0.254% 79.545%

2km以内 33 10,664 0.309% 75.000%

1km以内 31 6,819 0.455% 70.455%

計 44 51,367 - -
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（様式２）

受注事業者名：株式会社パスコ

頁 図表番号
14 図3-7

15 図3-8

16 図3-10

17 図3-11

19 図3-13

20 図3-14

36 図6-2

39 図7-1

39 図7-2

41～ -

二次利用未承諾リスト

過去のLPガス設備被害箇所と抽出指標候補の相関分析シートNo⑧河川合流部

期間降水量分布図（7月3日0時～7月31日24時）

タイトル

降水量時系列図（7月3日0時～7月4日24時）

抽出結果と妥当性検証データの重ね合わせ比較

報告書の題名：令和3年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査）事業報告書

委託事業名：令和3年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査）

自然災害によるLPガス設備の被害予見可能性マップ[抽出流域一覧]

自然災害によるLPガス設備の被害予見可能性マップ[利根川流域①]イメージ図

期間降水量分布図

アメダス時系列グラフ 降水量（7月3日0時～8日24時）

期間降水量分布図（10月10日0時～10月13日24時）

降水量時系列図（10月10日0時～10月13日24時）
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⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 100 200 300
㎞1:6,250,000

［出典］国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html)

Ü

［抽出流域⼀覧］

No 流域 No 流域
1 天塩川流域 11 富⼠川流域
2 ⽯狩川流域 12 天⻯川流域
3 ⼗勝川流域 13 ⽊曽川流域
4 北上川流域 14 揖斐川流域
5 鳴瀬川流域 15 由良川流域
6 最上川流域 16 江の川流域
7 利根川流域 17 渡川（四万⼗川）流域
8 荒川流域 18 筑後川流域
9 阿賀野川流域 19 球磨川流域
10 信濃川流域 20 ⼤淀川流域

＜抽出流域⼀覧＞



天塩川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

⽯狩川流域
⼗勝川流域

天塩川流域

図郭位置図

［天塩川流域①］



⽯狩川流域

天塩川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

⽯狩川流域
⼗勝川流域

天塩川流域

図郭位置図

［天塩川流域②］



⽯狩川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 5 10 15
㎞1:450,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

⼗勝川流域

天塩川流域

⽯狩川流域

図郭位置図

［⽯狩川流域①］



⼗勝川流域

天塩川流域

⽯狩川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 5 10 15
㎞1:450,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

⼗勝川流域

天塩川流域

⽯狩川流域

図郭位置図

［⽯狩川流域②］



天塩川流域

⽯狩川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 5 10 15
㎞1:450,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

天塩川流域

⼗勝川流域⽯狩川流域

図郭位置図

［⽯狩川流域③］



⽯狩川流域

⼗勝川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ
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このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

⼗勝川流域

天塩川流域

⽯狩川流域

図郭位置図

［⼗勝川流域］



鳴瀬川流域

北上川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:400,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

鳴瀬川流域

最上川流域

北上川流域

図郭位置図

［北上川流域①］



北上川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:400,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

鳴瀬川流域
最上川流域

北上川流域

図郭位置図

［北上川流域②］



北上川流域

最上川流域

鳴瀬川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 3 6 9
㎞1:300,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

北上川流域

最上川流域

利根川流域

阿賀野川流域
信濃川流域

鳴瀬川流域

図郭位置図

［鳴瀬川流域］



北上川流域

鳴瀬川流域

最上川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

鳴瀬川流域

利根川流域

阿賀野川流域

北上川流域

信濃川流域

最上川流域

図郭位置図

［最上川流域①］



阿賀野川流域

最上川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

最上川流域

鳴瀬川流域

利根川流域

阿賀野川流域

北上川流域

信濃川流域

図郭位置図

［最上川流域②］



荒川流域

利根川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 6 12 18
㎞1:550,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

荒川流域

富⼠川流域

阿賀野川流域

天⻯川流域

信濃川流域

利根川流域

図郭位置図

［利根川流域①］



荒川流域

阿賀野川流域

信濃川流域

利根川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 6 12 18
㎞1:550,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

荒川流域
富⼠川流域

阿賀野川流域

信濃川流域

天⻯川流域

利根川流域

図郭位置図

［利根川流域②］



利根川流域

富⼠川流域

荒川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 5 10 15
㎞1:450,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

富⼠川流域

阿賀野川流域

天⻯川流域

利根川流域

信濃川流域

荒川流域

図郭位置図

［荒川流域］



利根川流域

信濃川流域

最上川流域

阿賀野川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 6 12 18
㎞1:500,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

阿賀野川流域

最上川流域

利根川流域

荒川流域

信濃川流域

天⻯川流域

⽊曽川流域

図郭位置図

［阿賀野川流域］



利根川流域

阿賀野川流域

信濃川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 6 12 18
㎞1:500,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

信濃川流域

最上川流域

利根川流域

荒川流域

阿賀野川流域

天⻯川流域

⽊曽川流域

図郭位置図

［信濃川流域①］



荒川流域

富⼠川流域

⽊曽川流域

利根川流域

天⻯川流域

信濃川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 6 12 18
㎞1:500,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

信濃川流域

最上川流域

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

阿賀野川流域

天⻯川流域

⽊曽川流域

図郭位置図

［信濃川流域②］



荒川流域

天⻯川流域

信濃川流域

富⼠川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:400,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

信濃川流域

⽊曽川流域
揖斐川流域

富⼠川流域

図郭位置図

［富⼠川流域］



富⼠川流域

天⻯川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

信濃川流域

⽊曽川流域
揖斐川流域 天⻯川流域

図郭位置図

［天⻯川流域①］



富⼠川流域

信濃川流域

⽊曽川流域

天⻯川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

信濃川流域

揖斐川流域

⽊曽川流域

天⻯川流域

図郭位置図

［天⻯川流域②］



揖斐川流域 ⽊曽川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

信濃川流域

天⻯川流域揖斐川流域

⽊曽川流域

図郭位置図

［⽊曽川流域①］



信濃川流域

天⻯川流域

揖斐川流域

⽊曽川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

信濃川流域

天⻯川流域

揖斐川流域
⽊曽川流域

図郭位置図

［⽊曽川流域②］



⽊曽川流域

揖斐川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 5 10 15
㎞1:450,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

利根川流域

荒川流域

富⼠川流域

信濃川流域

⽊曽川流域
天⻯川流域

揖斐川流域

図郭位置図

［揖斐川流域］



由良川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

揖斐川流域
⽊曽川流域

由良川流域

図郭位置図

［由良川流域］



江の川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:350,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

渡川（四万⼗川）流域筑後川流域

江の川流域

図郭位置図

［江の川流域］



渡川（四万⼗川）流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 3 6 9
㎞1:300,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

江の川流域

渡川（四万⼗川）
流域

図郭位置図

［渡川（四万⼗川）流域］



筑後川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 4 8 12
㎞1:400,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

球磨川流域

⼤淀川流域

筑後川流域

図郭位置図

［筑後川流域］



⼤淀川流域

球磨川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 3 6 9
㎞1:300,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

筑後川流域

⼤淀川流域

球磨川流域

図郭位置図

［球磨川流域］



球磨川流域

⼤淀川流域

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ

0 3 6 9
㎞1:300,000

このマップは、過去の⾃然災害によるLP
ガス設備の被害が発⽣した場所と地形や
洪⽔浸⽔想定区域等の関連性・傾向を分
析し、今後、同様な⾃然災害が発⽣した
場合において被害が発⽣する可能性が相
対的に⾼い地域を抽出したマップです。
今後の地域での危険性把握や対策優先地
域の検討等にご活⽤ください。
また、併せて対策検討等の際には、⾃治
体のハザードマップや国⼟交通省の重ね
るハザードマップなどもご活⽤ください。

解説・注意点

［出典］・国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報及び電⼦地形図(タイル)を使⽤（測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 3JHs 834）
    ・国⼟交通省国⼟数値情報ダウンロードサイト（流域界・⾮集⽔域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gmlold/datalist/gmlold_KsjTmplt-W12.html 、⾏政区域データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html 、河川データ︓https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.html)
    ・政府統計の総合窓⼝(e-Stat)（1kmメッシュ︓https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=S）

 ハザードマップポータルサイト
 https://disaportal.gsi.go.jp/
           ［国⼟交通省］

【参考】

凡例

地域抽出結果

抽出流域

⾏政界

⼀級河川（国管理）

※なお、このマップでは、被害の発⽣可
 能性が相対的に⾼い地域を⽰していま
 す。そのため、⽰している地域以外の
 地域でも被害の発⽣の可能性は充分に
 あり得ることに注意して下さい。

Ü

筑後川流域

球磨川流域

⼤淀川流域

図郭位置図

［⼤淀川流域］



（様式２）

受注事業者名：株式会社パスコ

頁 図表番号
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -

二次利用未承諾リスト

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［揖斐川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［信濃川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［富⼠川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［天⻯川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［天⻯川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⽊曽川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⽊曽川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［最上川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［利根川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［利根川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［荒川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［鳴瀬川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［最上川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⽯狩川流域②］

タイトル

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⼤淀川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［阿賀野川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［由良川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［江の川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［渡川（四万⼗川）流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［筑後川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［球磨川流域］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［信濃川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⽯狩川流域③］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⼗勝川流域］

報告書の題名：令和3年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査）事業報告書

委託事業名：令和3年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（自然災害によるLPガス設備の被害に関する予見可能性調査）

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［北上川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［北上川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［抽出流域㇐覧］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［天塩川流域①］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［天塩川流域②］

⾃然災害によるLPガス設備の被害予⾒可能性マップ［⽯狩川流域①］
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