
 

 

平成３０年７月２３日 

都 市 局 都 市 安 全 課 

 

初めて 60％を超えたものの、未だ 680市町村で未公表 
～「全国の大規模盛土造成地マップ等の公表率」の公表～ 

 
～「全国の大規模盛土造成地マップ等の公表率」と 

「熊本地震の教訓を踏まえた全国宅地耐震化の推進ガイドライン」の公表について～ 

  

 

 

 

 

 

１．大規模盛土造成地マップとは 

 ・大規模盛土造成地の位置を示したもので、住民や行政にとって、宅地がどのように造成されてい

るのかを知り、宅地の状態に関心を持つことで、普段からの点検・管理を促し、事前対策を進め

るための基本的な情報となります。 

 ・マップをもとに地盤調査等から地震に対して脆弱なものを抽出し、事前対策を検討します（参考

資料１）。 

 

 

 

 

 

 

 

２．大規模盛土造成地マップ等の公表状況（平成 30年 5 月 1日現在） 

平成 29年 10月からの約 7か月で、新たに 97市町村（参考資料２）で公表が行われました。 

 市区町村数 割 合 前 回 

大規模盛土造成地マップ等について公表した市区町村 1,061 60.9％ 55.4％ 

全市区町村 1,741 － － 

 

 

３．今後の取り組み 

全国の地方公共団体に向けて宅地耐震化の推進を要請する文書を発出し、マップの公表をしてい

ない地方公共団体（参考資料３）における重点的な取組みを進めていくこととします。 

 

国土交通省では、地域住民の理解を深め、宅地の耐震化を進められるよう、平成 18 年より地方

公共団体に対し、大規模盛土造成地マップを作成し公表するよう求めております。 

今般、全市区町村における、平成 30年 5月 1日現在の公表状況をとりまとめました。 

・平成 29年 10月からの約 7か月で、新たに 97市町村がマップ等を公表 

・全市区町村のうち、マップを公表している市区町村の割合が初めて 60％に 

・未だ 680市町村において、マップが公表されていない 

国土交通省としては、地方公共団体に向けて宅地耐震化の推進を要請する文書を発出し、大規模盛

土造成地マップ等の公表に至っていない団体における取組を推進していきます。 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 都市局 都市安全課 安藤、山下 
電話 ０３ －５２５３－ ８１１１（内線：３２３４２、３２３４４） 

直通 ０３ －５２５３－ ８４０２ FAX ０３－５２５３－１５８７ 

※1大規模盛土造成地が存在しないことを公表している 601市区町村も含む 

※2 この他に、47自治体でハザードマップ等による盛土造成地の公表を行っている 

大規模盛土造成地マップのイメージ 阪神・淡路大震災での大規模盛土の
滑動崩落による被害（兵庫県西宮市） 



 

【都道府県別の大規模盛土マップ等公表率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 78.2% 埼玉県 100.0% 岐阜県 81.0% 鳥取県 100.0% 佐賀県 0.0% 

青森県 87.5% 千葉県 9.3% 静岡県 100.0% 島根県 0.0% 長崎県 85.7% 

岩手県 75.8% 東京都 100.0% 愛知県 81.5% 岡山県 3.7% 熊本県 0.0% 

宮城県 100.0% 神奈川県 93.9% 三重県 51.7% 広島県 4.3% 大分県 77.8% 

秋田県 80.0% 新潟県 36.7% 滋賀県 100.0% 山口県 0.0% 宮崎県 65.4% 

山形県 77.1% 富山県 86.7% 京都府 100.0% 徳島県 100.0% 鹿児島県 0.0% 

福島県 39.0% 石川県 0.0% 大阪府 100.0% 香川県 100.0% 沖縄県 0.0% 

茨城県 84.1% 福井県 47.1% 兵庫県 100.0% 愛媛県 60.0%     

栃木県 0.0% 山梨県 48.1% 奈良県 100.0% 高知県 100.0%     

群馬県 14.3% 長野県 23.4% 和歌山県 86.7% 福岡県 18.3%     

 

【大規模盛土造成地とは】 

 盛土造成地のうち以下の要件に該当するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マップ作成から防止対策の流れ】 

①マップ作成により大規模盛土造成地を抽出 

②地盤調査等により地震に脆弱なものを抽出 

③滑動崩落防止対策の検討 

（参考資料１） 

H32末目標 

70％ 

盛土造成地 

大規模盛土造成地 

地震に脆弱な 

大規模盛土造成地 
マップ作成 地盤調査等 



 

【H29.10～H30.5までの間に新たに公表を行った地方公共団体】 

都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 

北海道 滝上町 

富山県 

高岡市 長野県 原村 岡山県 倉敷市 

岩手県 盛岡市 魚津市 

岐阜県 

多治見市 

高知県 

香美市 

山形県 最上町 氷見市 中津川市 馬路村 

福島県 

西郷村 滑川市 瑞浪市 

高知県 

大川村 

磐梯町 

富山県 

黒部市 

岐阜県 

恵那市 仁淀川町 

茨城県 

水戸市 砺波市 土岐市 

長崎県 

対馬市 

結城市 小矢部市 可児市 壱岐市 

龍ヶ崎市 南砺市 富加町 五島市 

常総市 舟橋村 川辺町 小値賀町 

北茨城市 上市町 七宗町 

大分県 

大分市 

筑西市 立山町 八百津町 別府市 

神栖市 入善町 白川町 中津市 

鉾田市 朝日町 東白川村 日田市 

小美玉市 福井県 越前町 御嵩町 佐伯市 

茨城町 

山梨県 

甲府市 愛知県 常滑市 臼杵市 

美浦村 都留市 

三重県 

伊勢市 津久見市 

利根町 甲斐市 鳥羽市 豊後高田市 

稲敷市 笛吹市 志摩市 宇佐市 

群馬県 館林市 山梨市 

和歌山県 

橋本市 国東市 

千葉県 柏市 市川三郷町 紀の川市 姫島村 

神奈川県 茅ヶ崎市 早川町 田辺市 日出町 

新潟県 

見附市 身延町 高野町 九重町 

佐渡市 西桂町 有田川町 玖珠町 

魚沼市 山中湖村 みなべ町 

宮崎県 

えびの市 

            新富町 

 

 

 

（参考資料２） 



 

 

大規模盛土造成地マップ等の公表を行っていない地方公共団体（１） 
（国土交通省調べ 平成 30 年 5月 1日時点） 

（参考資料３） 

都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名
函館市 矢吹町 勝浦市 平谷村
小樽市 棚倉町 市原市 根羽村
室蘭市 塙町 流山市 下條村
釧路市 平田村 八千代市 売木村
帯広市 浅川町 我孫子市 泰阜村
北見市 三春町 鴨川市 喬木村
夕張市 小野町 鎌ケ谷市 豊丘村
網走市 楢葉町 君津市 大鹿村
留萌市 富岡町 富津市 上松町
稚内市 川内村 四街道市 南木曽町
江別市 大熊町 袖ケ浦市 大桑村
紋別市 浪江町 八街市 木曽町
士別市 葛尾村 印西市 松川村
三笠市 飯舘村 白井市 白馬村
根室市 日立市 富里市 小谷村
千歳市 土浦市 南房総市 坂城町
砂川市 笠間市 匝瑳市 山ノ内町
歌志内市 ひたちなか市 香取市 木島平村
登別市 那珂市 山武市 野沢温泉村
北広島市 城里町 いすみ市 信濃町
当別町 大子町 大網白里市 小川村
新篠津村 酒々井町 飯綱町
江差町 宇都宮市 栄町 栄村
京極町 足利市 神崎町 新潟市
倶知安町 栃木市 多古町 長岡市
仁木町 佐野市 東庄町 三条市
余市町 鹿沼市 芝山町 柏崎市
斜里町 日光市 横芝光町 新発田市
清里町 小山市 一宮町 小千谷市
小清水町 真岡市 睦沢町 加茂市
置戸町 大田原市 長生村 十日町市
大空町 矢板市 長柄町 村上市
壮瞥町 那須塩原市 長南町 燕市
白老町 さくら市 大多喜町 糸魚川市
洞爺湖町 那須烏山市 御宿町 五泉市
浦河町 下野市 鋸南町 阿賀野市
釧路町 上三川町 藤沢市 胎内市
厚岸町 益子町 秦野市 田上町
中標津町 茂木町 阿賀町

市貝町 富士吉田市 出雲崎町
青森市 芳賀町 大月市 湯沢町
八戸市 壬生町 韮崎市 津南町
六戸町 野木町 南アルプス市 富山市
南部町 塩谷町 北杜市 射水市
階上町 高根沢町 上野原市 金沢市
宮古市 那須町 甲州市 七尾市
花巻市 那珂川町 中央市 小松市
北上市 前橋市 富士川町 輪島市
一関市 高崎市 昭和町 珠洲市
奥州市 伊勢崎市 忍野村 加賀市
滝沢市 太田市 富士河口湖町 羽咋市
雫石町 桐生市 小菅村 かほく市
山田町 沼田市 丹波山村 白山市
秋田市 渋川市 能美市
大館市 藤岡市 長野市 野々市市
男鹿市 富岡市 上田市 川北町
大仙市 安中市 岡谷市 津幡町
仙北市 みどり市 飯田市 内灘町
山形市 榛東村 諏訪市 志賀町
鶴岡市 吉岡町 須坂市 宝達志水町
酒田市 上野村 小諸市 中能登町
新庄市 神流町 伊那市 穴水町
上山市 下仁田町 駒ヶ根市 能登町
長井市 南牧村 中野市 岐阜市
白鷹町 甘楽町 大町市 高山市
庄内町 中之条町 飯山市 関市

長野原町 茅野市 美濃市
郡山市 嬬恋村 塩尻市 飛騨市
いわき市 草津町 佐久市 郡上市
福島市 高山村 千曲市 下呂市

会津若松市 東吾妻町 東御市 白川村
白河市 片品村 安曇野市 瀬戸市
須賀川市 川場村 小海町 半田市
喜多方市 昭和村 南牧村 豊川市
相馬市 みなかみ町 南相木村 刈谷市
二本松市 玉村町 佐久穂町 安城市
田村市 板倉町 軽井沢町 犬山市
南相馬市 千葉市 御代田町 小牧市
伊達市 船橋市 立科町 東海市
本宮市 銚子市 青木村 知多市
桑折町 市川市 下諏訪町 阿久比町
川俣町 館山市 富士見町 四日市市
天栄村 木更津市 辰野町 津市
北塩原村 松戸市 箕輪町 松阪市
会津坂下町 野田市 飯島町 桑名市
湯川村 茂原市 南箕輪村 鈴鹿市
柳津町 成田市 松川町 名張市

会津美里町 佐倉市 高森町 亀山市
泉崎村 東金市 阿南町 いなべ市

習志野市 阿智村 伊賀市

長野県

神奈川県

山梨県

長野県

新潟県

富山県

石川県

岐阜県

愛知県

三重県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

千葉県

北海道

青森県

岩手県

秋田県

山形県

福島県



 
 

大規模盛土造成地マップ等の公表を行っていない地方公共団体（２） 
（国土交通省調べ 平成 30 年 5月 1日時点） 

 

（参考資料３） 

都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名
東員町 防府市 白石町 南大隅町
菰野町 下松市 太良町 肝付町
朝日町 岩国市 長崎市 中種子町
多気町 光市 佐世保市 南種子町
玉城町 長門市 新上五島町 屋久島町
福井市 柳井市 熊本市 大和村
敦賀市 美祢市 八代市 宇検村
小浜市 周南市 人吉市 瀬戸内町
鯖江市 山陽小野田市 荒尾市 龍郷町
越前市 周防大島町 水俣市 喜界町
坂井市 和木町 玉名市 徳之島町
永平寺町 上関町 山鹿市 天城町
おおい町 田布施町 菊池市 伊仙町
若狭町 平生町 宇土市 和泊町
海南市 阿武町 上天草市 知名町
新宮市 松山市 宇城市 与論町
白浜町 今治市 阿蘇市 那覇市
上富田町 宇和島市 天草市 宜野湾市

八幡浜市 合志市 石垣市
松江市 新居浜市 美里町 浦添市
浜田市 西条市 玉東町 名護市
出雲市 大洲市 南関町 糸満市
益田市 四国中央市 長洲町 沖縄市
大田市 北九州市 和水町 豊見城市
安来市 福岡市 大津町 うるま市
江津市 久留米市 菊陽町 宮古島市
雲南市 大牟田市 南小国町 南城市
奥出雲町 直方市 小国町 国頭村
飯南町 飯塚市 産山村 大宜味村
川本町 田川市 高森町 東村
美郷町 八女市 西原村 今帰仁村
邑南町 行橋市 南阿蘇村 本部町
津和野町 豊前市 御船町 恩納村
吉賀町 中間市 嘉島町 宜野座村
海士町 小郡市 益城町 金武町
西ノ島町 筑紫野市 甲佐町 伊江村
知夫村 春日市 山都町 読谷村

隠岐の島町 大野城市 氷川町 嘉手納町
岡山市 宗像市 芦北町 北谷町
津山市 太宰府市 津奈木町 北中城村
玉野市 古賀市 錦町 中城村
笠岡市 福津市 多良木町 西原町
井原市 宮若市 湯前町 与那原町
総社市 嘉麻市 水上村 南風原町
高梁市 朝倉市 相良村 渡嘉敷村
新見市 みやま市 五木村 座間味村
備前市 糸島市 山江村 粟国村
瀬戸内市 那珂川町 球磨村 渡名喜村
赤磐市 宇美町 あさぎり町 南大東村
真庭市 篠栗町 苓北町 北大東村
美作市 志免町 竹田市 伊平屋村
浅口市 須恵町 杵築市 伊是名村
和気町 新宮町 豊後大野市 久米島町
早島町 久山町 由布市 八重瀬町
里庄町 粕屋町 宮崎市 多良間村
矢掛町 芦屋町 都城市 竹富町
新庄村 水巻町 延岡市 与那国町
鏡野町 岡垣町 小林市
勝央町 遠賀町 日向市
奈義町 小竹町 串間市
西粟倉村 鞍手町 高原町
久米南町 桂川町 国富町
美咲町 筑前町 高鍋町

吉備中央町 香春町 鹿児島市
福山市 添田町 鹿屋市
呉市 糸田町 枕崎市
竹原市 川崎町 阿久根市
三原市 大任町 出水市
尾道市 福智町 指宿市
府中市 苅田町 西之表市
三次市 みやこ町 垂水市
庄原市 築上町 薩摩川内市
大竹市 佐賀市 日置市
東広島市 唐津市 曽於市
廿日市市 鳥栖市 霧島市
安芸高田市 多久市 いちき串木野市
江田島市 伊万里市 南さつま市
府中町 武雄市 志布志市
海田町 鹿島市 奄美市
熊野町 小城市 南九州市
坂町 嬉野市 伊佐市

安芸太田町 神埼市 姶良市
北広島町 吉野ヶ里町 三島村
大崎上島町 基山町 十島村
世羅町 上峰町 さつま町

神石高原町 みやき町 長島町
下関市 玄海町 湧水町
宇部市 有田町 大崎町
山口市 大町町 東串良町
萩市 江北町 錦江町

鹿児島県

鹿児島県

沖縄県

山口県

山口県

愛媛県

福岡県

佐賀県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

三重県

福井県

和歌山県

島根県

岡山県

広島県


