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公開されているHPアドレス

重ねるハザードマップの
公開対象とした想定地震

1 北海道
平成28年度地震被害想定調査結果
（平成30年2月）

http://www.pref.hokkaido.lg.
jp/sm/ktk/jishin_sotei.htm

月寒背斜に関する断層

2 青森県 平成24・25年度青森県地震・津波被害想定調査

https://www.pref.aomori.l
g.jp/soshiki/kikikanri/bos
aikikikanri/assumedSurve
yH24_25.html

太平洋側海溝型地震

3 岩手県
岩手県地震・津波シミュレーション
　及び被害想定調査に関する報告書
（平成16年11月）

https://www.pref.iwate.jp/k
urashikankyou/anzenanshin/
bosai/jishintsunami/100427
6.html

想定宮城県沖連動地震（3領域の連動）

4 宮城県
宮城県地震被害想定調査に関する報告書
（平成24年3月）

https://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/kikitaisaku/ks-
yozihigai-top.html

宮城県沖(連動型）

5 秋田県
秋田県地震被害想定調査
（平成25年）

https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/7470

天長地震

6 山形県
山形盆地断層帯被害想定調査
（平成14年12月）

http://www.pref.yamagata.j
p/ou/bosai/020072/kochib
ou/higaisouteihoukokusyo.ht
ml

山形盆地断層帯

7 福島県
平成8年度福島県地震・津波被害想定調査
（平成9年3月）

https://www.pref.fukushima.
lg.jp/sec/16025b/jishinsaig
aitaisaku.html

福島盆地西縁断層帯地震

8 茨城県
茨城県地震被害想定調査詳細報告書
（平成30年12月）

http://www.pref.ibaraki.jp/b
ousaikiki/bousaikiki/bousai/
higaisoutei/higaisoutei.html

茨城県沖～房総半島沖の地震

9 栃木県
栃木県地震被害想定調査
（平成26年5月）

http://www.pref.tochigi.lg.jp
/c08/kouhou/20130516jisi
nhigaisouteityousa.html

宇都宮市直下地震

10 群馬県
群馬県地震被害想定調査
（平成24年6月）

https://www.pref.gunma.jp/
05/am4900013.html

関東平野北西縁断層帯主部

11 埼玉県 平成24･25年度埼玉県地震被害想定調査報告書
https://www.pref.saitama.lg.
jp/a0401/higaisoutei/higais
outeihoukoku.html

特定の地震ではなく、相対的な液状化しやすさを評価

12 千葉県 平成26・27年度千葉県地震被害想定調査
https://www.pref.chiba.lg.jp
/bousaik/higaisoutei/2627h
oukokusho.html

千葉県北西部直下地震
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13 東京都
「首都直下地震等による東京の被害想定」
（平成24年4月）東京都防災会議

https://www.bousai.metro.to
kyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1
000902/1000401.html

東京湾北部地震

14 神奈川県
神奈川県地震被害想定調査
（平成27年3月）

http://www.pref.kanagawa.j
p/docs/j8g/cnt/f5151/p1
5579.html

大正型関東地震

15 新潟県
新潟県地震被害想定調査報告書
（平成10年）

http://www.pref.niigata.lg.jp
/bosaikikaku/1351803669
664.html

下越地域の地震

16 富山県 都道府県データ 都道府県データ 呉羽山断層帯

17 石川県 都道府県データ 都道府県データ 加賀平野の地震

18 福井県
福井県地震被害予測調査業務報告書
（平成24年）

都道府県データ 福井平野東縁断層帯

19 山梨県
山梨県東海地震による液状化危険度マップ
（平成25年3月）

https://www.pref.yamanashi
.jp/bousai/ekijyouka.html

東海地震

20 長野県
第3次長野県地震被害想定調査報告書
（平成27年3月）

https://www.pref.nagano.lg.j
p/bosai/higaisotei.html

糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（全体）

21 岐阜県
平成23～24年度岐阜県南海トラフの
　巨大地震等被害想定調査報告書

https://www.pref.gifu.lg.j
p/page/9601.html

南海トラフ巨大地震

22 静岡県 静岡県第4次地震被害想定（平成25年）
http://www.pref.shizuoka.jp
/bousai/4higaisoutei/shiryo
u.html

南海トラフ巨大地震（基本ケース）

23 愛知県
平成23年度～25年度愛知県東海地震
　・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書

http://www.pref.aichi.jp/bou
sai/2014higaiyosoku/2014
higaiyosoku.htm

過去地震最大モデル

24 三重県 平成25年度三重県地震被害想定調査
http://www.pref.mie.lg.jp/co
mmon/02/ci500003606.ht
m

南海トラフ地震（過去最大クラス）
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25 滋賀県 滋賀県地震被害想定調査（平成25年）
https://www.pref.shiga.lg.jp
/ippan/bousai/zishin/11383
.html

南海トラフ巨大地震（陸側ケース）

26 京都府 都道府県データ 都道府県データ 花折断層帯

27 大阪府
大阪府地震津波被害想定及び対策検討委託報告書
（平成26年3月）

http://www.pref.osaka.lg.jp/
kikikanri/keikaku_higaisoutei
/bukai.html

南海トラフ巨大地震（陸側ケース）

28 兵庫県
兵庫県南海トラフ巨大地震津波被害想定
（平成26年6月）

https://web.pref.hyogo.lg.jp
/kk37/jishintsunamihigaisout
ei.html

南海トラフ巨大地震（陸側ケース）

29 奈良県
第2次奈良県地震被害想定調査
（平成16年）

http://www.pref.nara.jp/40
777.htm

奈良盆地東縁断層帯

30 和歌山県
和歌山県地震被害想定調査報告書
（平成26年3月）

https://www.pref.wakayama
.lg.jp/prefg/011400/d0015
3668.html

南海トラフ巨大地震

31 鳥取県
鳥取県地震・津波被害想定調査報告書
（平成30年12月）

https://www.pref.tottori.lg.j
p/282697.htm

F55断層

32 島根県
島根県地震・津波被害想定調査報告書
(平成30年3月)

https://www.pref.shimane.lg.
jp/bousai_info/bousai/bousa
i/bosai_shiryo/jishin_tunamihi
gaisoutei_matome.html

島根半島沖合(F56)断層

33 岡山県
岡山県地震・津波被害想定詳細調査業務報告書
（平成25年6月）

https://www.pref.okayama.j
p/page/386396.html

南海トラフ巨大地震

34 広島県
広島県地震被害想定調査報告書
（H25.10）

https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/4/118164034
0970.html

南海トラフ巨大地震（重ね合わせ）

35 山口県
山口県地震・津波被害想定調査報告書
（平成26年3月）

https://www.pref.yamaguchi
.lg.jp/cms/a10900/bousai/j
isin-tunamiikai.html

南海トラフ巨大地震

36 徳島県
徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）
（平成25年7月）

https://anshin.pref.tokushim
a.jp/docs/2013071900016
/

南海トラフ巨大地震（最大ケース）
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37 香川県
香川県地震・津波被害想定第一次公表報告書
（平成25年3月31日）

https://www.pref.kagawa.lg.
jp/content/dir2/dir2_2/dir2
_2_6/weg83x15051811392
1.shtml

南海トラフの最大クラスの地震

38 愛媛県
愛媛県地震被害想定調査
（平成25年12月）

https://www.pref.ehime.jp/b
osai/higaisoutei/higaisoutei2
5.html

南海トラフ巨大地震（5ケースの重ね合わせ）

39 高知県
南海トラフ巨大地震による被害想定
（平成25年5月）

https://www.pref.kochi.lg.jp
/soshiki/010201/higaisout
ei-2013.html

南海トラフ巨大地震（最大クラス重ね合わせ）

40 福岡県 都道府県データ 都道府県データ 警固断層南東部

41 佐賀県
佐賀県地震被害等予測調査業務
（平成26年度）

http://www.pref.saga.lg.jp/k
iji003977/index.html

佐賀平野北縁断層帯(ケース３)

42 長崎県
長崎県地震等防災アセスメント調査報告書
（平成18年）

https://www.pref.nagasaki.j
p/sb/preparation/001/asse
ssment/

雲仙地溝北縁断層帯

43 熊本県
第2回「熊本県地域防災計画検討委員会」
（平成24年度）

都道府県データ 布田川・日奈久断層帯（中部・南西部連動型(CASE2)）

44 大分県
大分県地震被害想定調査
（平成31年公表版）

https://www.pref.oita.jp/so
shiki/13550/jishinhigaisoute
i.html

南海トラフの巨大地震（陸側）

45 宮崎県 都道府県データ 都道府県データ 南海トラフ巨大地震（陸側ケース）

46 鹿児島県
鹿児島県地震等災害被害予測調査報告書（平成26
年2月）

http://www.pref.kagoshima.j
p/aj01/bosai/sonae/yosok
utyousa/tyuukanhoukoku20
130325.html

種子島東方沖の地震

47 沖縄県 平成25年度沖縄県地震被害想定調査報告書
https://www.pref.okinawa.lg.
jp/site/chijiko/bosai/h25jis
hinhigaisoutei.html

沖縄本島南東沖地震３連動
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