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１．災害対策基本法の改正 
 

国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害か
ら保護するため、防災に関し、国、地方公共団体
及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確
立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計
画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧
及び防災に関する財政金融措置その他必要な災
害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計
画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社
会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ
とを目的とする。 

災害対策基本法とは 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89


4 

 
１．災害対策基本法の改正 
 

これまでも、多くの市町村が、災害の発生に備えて、避
難所や広域避難場所などを指定し、ハザードマップなど
を通じて住民に周知している。しかし、これらは各市町村
が独自の判断に基づき指定しているもので、名称も指定
基準もまちまちであった。 

平成25 年6 月に改正された災害対策基本法で、新たに、
緊急避難場所と避難所の指定に関する規定が定められ、
平成26 年4 月1 日から施行された。これにより、市町村
長は、次の措置を行うこととなった。 

背景 

改正 基準を統一したものに 
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１．災害対策基本法の改正 
 

１．指定緊急避難場所の指定 

防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総
合的に勘案し、必要があると認めるときは、安全性等の
一定の基準を満たす施設または場所を、洪水、津波等
の災害の種別ごとに、緊急時の避難場所としてあらかじ
め指定すること 

２．指定避難所の指定 

想定される災害や人口その他の状況を勘案し、一定の
基準に適合する公共施設等を、災害が発生した場合に
おける避難所（被災者が一定期間滞在するための施
設）として指定すること 

 

内容 第二節第四九条の四 

第四九条の七 



6 

 
１．災害対策基本法の改正 
 

３．指定避難所等の変更 

指定緊急避難場所、指定避難所を指定、取り消したときは、
その旨を都道府県知事に通知するとともにこれを公示する
こと。 

４．指定緊急避難場所と指定避難所との関係 

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねるこ 

とができる。 

内容 

第四九条の八 

第四九条の六 
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１．災害対策基本法の改正 
 

指定緊急避難場所の災害の種別は、次の8 種類と定め
られた。 

①洪水 

②崖崩れ、土石流及び地滑り 

③高潮 

④地震 

⑤津波 

⑥大規模な火事 

⑦一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道
その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当
該雨水を排水できないことによる浸水（内水氾濫） 
⑧火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火
山現象 

災害の種別 



8 

 
２．避難所等の地図表示の必要性 
 

①地域住民がいざという時のために、日頃から最寄  

りの位置を地図上などで確認できるようにしておくこと  

が重要である。 

 

②防災関係機関は，たとえ土地勘のない場所であっ 

ても、災害発生時の救援活動等を速やかに行えるよ 

うに、これらの位置を地図上でいつでも確認できるよ 

うにしておく必要がある。  

指定された避難所等は 
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２．避難所等の地図表示の必要性 
 

国土地理院では、市町村が災害対策基本法
に基づき指定したこれらの避難所等の位置や
災害種別の情報を都道府県や市町村の協力
のもとに収集し、「地理院地図」等に表示し、常
にその位置や種別を地図上で確認できるように
するとともに、様々な地図情報システム上等で
広く活用できるようにしていくこととした。  

このため 
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3. 避難所等地図記号の検討プロセス 
 
避難所等を地理院地図等に表示するためには、それらの記号
を定める必要がある。このため、地域防災や図記号デザインに
関する３名の有識者による検討会を開催することとした。 

会合は平成25 年10 月から12 月までに3回にわたって開催。 

①避難所等であることが直感的に理解でき、 

②災害対策基本法に基づき指定されたことが明らかであり、 

③さらには地図上での視認性が十分確保できること、 

を基本的な要件として検討が行われた。その後平成26年3月
の国民への意見募集を経て、平成26年4月23日に地図記号を
決定し公表した。 
 

検討会で御意見をいただいた有識者は次のとおりです（五十音順、敬称略） 
 

牛山素行 静岡大学防災総合センター教授 

太田幸夫 環境デザイナー 

田村圭子 新潟大学危機管理室教授 
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１．地理院地図（ウｴブ）上で表示 

２．内閣府の総合防災情報システム等、様々な地図情報システム 

  で表示 

 

３，自治体で作成するハザードマップで表示 

避難所等の記号は縮尺25000レベルから表示・活用でき、 

閲覧するユーザーが表示・非表示にできる機能も付す 

一定の縮尺より小縮尺の地図には自動的に表示されない 

 

紙地図（印刷図）での表示は行わない 

地理院地図をプリントアウトする使用法は考慮する 

 
3. 避難所等地図記号の検討プロセス 

 
 避難所等記号表記を考える上での条件 



広域避難場所 避難所（建物） 津波避難場所 津波避難ビル 

そのまま地図記号として使用すると視認性が悪い 
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＜JIS規格 安全図記号＞ 

新たに記号を作成するとユーザーが混乱するのではないか 

既存の記号があるものは、その記号を使用すべきである 

全国の自治体で標識として 

普及しつつある 

検討会での慎重な議論 

3. 避難所等地図記号の検討プロセス 
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３. 避難所等地図記号の検討プロセス 
 

広域避難場所 

(JIS Z 8210 6.1.4) 

避難所（建物） 
(JIS Z 8210 6.1.5) 

JIS記号を簡略化 

緊急避難場所 

避難所 

地図記号案 



どの災害種別記号が表示されていないのか 

リスクのある災害を判別するのは無理である 

５つの災害記号の中で 

リスクのある災害を除いた 

災害記号をランダムに表示した 

※災害種別記号は仮記号です 

 
３. 避難所等地図記号の検討プロセス 
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４.決定した避難所等地図記号 
 

①JIS規格で定められている避難所等の記号に準拠  

②表示の際につぶれて視認性が低下することを防ぐ 

こと、及び地図上で表示されている他の情報との錯 

綜を防ぐため、JIS記号を簡略化  

③避難所、緊急避難場所兼用の場合は二つの記号
を重畳させて一つの記号として表示  

④緊急避難場所の災害種別については、8 種の災害 

のうち火山噴火を除く7 種を4 つにまとめ、避難所を
除く２種類の記号の右側に付加記号として添える 

避難所等地図記号の考え方は以下のとおりである。 



４.決定した避難所等地図記号 

避難所 
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緊急避難場所 
災害種別記号 

避難所兼 

緊急避難場所 

津波の場合 

使用不可 

メッセージの表示 災害種別記号の表示 

緊急避難場所には対応する 

災害種別記号を付す。 

（避難所には災害種別はない。） 

特段のメッセージがある場合
や火山など特定地域の災害 

種は赤い感嘆符で示し、 

ポップアップでメッセージを 

表示する。 

記号が示す災害種別について
は次ページ以降参照 
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（政令等で定める異常な現象の種類） 
 ① 洪水 
 ② 崖崩れ、土石流及び地滑り 
 ③ 高潮 
 ④ 地震 
 ⑤ 津波 
 ⑥ 大規模な火事 
 ⑦ 内水氾濫 
 ⑧ 火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する
火山現象 

 
４.決定した避難所等地図記号 
 

災害種別について 
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⑧に対応する緊急避難場所及び避難所兼緊急避難場所については、
特定の地域に限られるため、災害種別を記号で表示するのでなく、
ポップアップでメッセージを表示する。 

8種の災害種別すべての記号を地図上に表示すると煩雑となるため、 
災害種別を避難の様態を考慮しつつ整理した。 

緊急避難場所及び避難所兼緊急避難場所の災害種別を示す記号は
次の4種とする（丸数字は上記の種別①～⑦を示す）。 

① ⑦ ③ ④ ⑤ ②  ④ ⑥ 

 
４.決定した避難所等地図記号 
 
災害種別について 
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４.決定した避難所等地図記号 
 
今後の予定 

関係機関の協力の下、避難所等の位置や種別に関
する情報収集を進め、順次「地理院地図」に表示する
とともに、広く活用されるように取り組む予定 

指定した避難所等の報告の流れ 

 市町村  県  消防庁 

 内閣府       国土地理院 



４.決定した避難所等地図記号 

避難所等の記号は 

25000レベルから 

デフォルト表示される 

（ON・OFF可能） 

25000レベル 

2500レベル 

背景の地図は25000レベルから 

2500レベルまで4段階の縮尺に 

拡大、縮小ができる。 

記号をクリックすると 

属性情報がポップアップで 

表示される 
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地理院地図に表示 



 
5. 防災地理空間情報の活用に向けて 
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平成23年の東日本大震災以降、国民の防災に対す

る意識が向上したことなどに伴い、スマートフォンや
携帯電話を介して様々な防災情報を関連する地図と
共に提供するための防災アプリケーションも数多く公
表されている。 

特に、発生が懸念される南海トラフ巨大地震や首都
直下地震への対応からも、国民に対する防災情報提
供手段の充実は急務である。 

  

背 景 



 
5. 防災地理空間情報の活用に向けて 
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国土地理院は関係機関と協力して、避難所等の
防災関連情報の整備をするとともに、民間も含
めてその活用を促進することで、国民への防災
地理空間情報提供の充実につなげていくことを
目指している。 
 

解 決 
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防災アプリの互換性・信頼性の向上に向けて 

全国レベルのアプリ 

⇒コンテンツの信頼性 

地域毎に多くのアプリ 

⇒互換性に問題 

既存の防災アプリケーション 

互換性の課題 

コンテンツの信頼性 

 
5. 防災地理空間情報の活用に向けて 
 
 
  
 

課 題 
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全国どこでも 

共通な操作で 

被災者等に 

情報提供し 

避難を支援 

防災情報アプリの公募 

汎用的なアプリと 

優良なコンテンツの発掘 

災害対応の迅速化による減災の実現 
新サービスの創生 

利便性の向上 

施策の実施 

関連分野への波及 
観光、交通、 

ゲーム等 

平時にも
様々なビ
ジネスで
活用 

民間活力を活用して、
データベース・アプリが
成長しながら更新 

提供系 

施策の実施 

 
5. 防災地理空間情報の活用に向けて 
 

 
 

施策の実施 

解決案 防災アプリの互換性・信頼性の向上に向けて 
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 おわりに 
 

  

・関係各機関の防災担当部署との連携 

・情報・技術の共有化 

・避難所等の情報を始めとした防災・減災   

 災害対応に必要な各種地理空間情報の整  

 備 

・民間活力の活用 

・行政及び地域自治会等が、平時での活用    
 に向けた取組 

防災地理空間情報の目指す方向 


