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7. 海岸防災林の整備手法の検討（静岡県モデル地区の事例） 

7.1. モデル地区における地域特性の収集・分析 

7.1.1. 一般的に収集可能な情報 

グランドデザイン検討にあたり，一般的に収取できる資料を表 7.1 に示す。特にモデル地区を検

討するために有用となる地理情報システム（GIS）で活用できる情報について整理した。以外にも

他所管での計画や市との協定など関係各所への聞き取り調査で新たに入手可能な情報もある。 

表 7.1（1） 収集可能な国のデータ 

 

データ名 内容 データの所管

土地条件図 地形分類（山地・丘陵，台地・段丘，低地，水部，人工地形など 国土地理院

航空レーザ計測成果 DTM（地盤高），DSM（表層：地盤高+樹高／建物など），DCHM（樹高），オルソ画像 国土地理院

空中写真 旧陸軍撮影（御前崎周辺は×），米軍撮影（1942），地理院撮影（1962～2012） 国土地理院

海岸保全施設

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機

能を維持するために設けたもので、指定したものに限る。）、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止

するための施設

国土交通省国土政策局国土情

報課

土地利用3次メッシュ
3次メッシュ（1kmメッシュ）毎に、各利用区分（田、その他の農用地、森林、荒地、建物用地、幹線交通用地、

湖沼、河川等）

国土交通省国土政策局国土情

報課

土地利用細分メッシュ
3次メッシュ1/10細分区画（100mメッシュ）毎に、各利用区分（田、その他の農用地、森林、荒地、建物用地、

幹線交通用地、湖沼、河川等

国土交通省国土政策局国土情

報課

都市地域土地利用細分メッシュ

3次メッシュ1/10細分区画（100mメッシュ）毎に、各利用区分（田、その他の農用地、森林、荒地、高層建物、

工場、低層建物、低層建物（密集地）、道路、鉄道、公共施設等用地、空地、公園・緑地、河川地及び湖沼、

海浜、海水域、ゴルフ場）

国土交通省国土政策局国土情

報課

森林地域 森林地域および国有林、地域森林計画対象民有林及び保安林
国土交通省国土政策局国土情

報課

農業地域 農業地域及び農用地区域
国土交通省国土政策局国土情

報課

都市地域 市街化区域、市街化調整区域及び両区域外に定められた用途地域
国土交通省国土政策局国土情

報課

用途地域 行政区域コード、都道府県名、市区町村名、用途地域分類コード、用地地域名、建ぺい率、容積率
国土交通省国土政策局国土情

報課

市町村役場等及び公的集会施

設

市役所、区役所、町役場、村役場、及びこれらの支所、出張所、連絡所等、及び市区町村が主体的に設置・
管理・運営する公民館、集会所等の公的集会施設について、その位置と名称、所在地、施設分類コード、行

政コード

国土交通省国土政策局国土情

報課

公共施設 官公署、学校、病院、郵便局、社会福祉施設等の位置及び種別、名称、住所、管理者等
国土交通省国土政策局国土情

報課

医療機関 病院、診療所、歯科診療所）の地点、名称、所在地ほか
国土交通省国土政策局国土情

報課

福祉施設
高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉に関する施設のポイントデータおよび各施設の定員や管理主体等の

属性データ

国土交通省国土政策局国土情

報課

学校 小学校，中学校，中等教育学校，高等学校，高等専門学校，短期大学，大学及び特別支援学校
国土交通省国土政策局国土情

報課

都市公園
都市公園の位置および公園名、管理都道府県・市区町村名、公園種別コード、所在地都道府県・市区町村

名、供用開始年、供用済面積等

国土交通省国土政策局国土情

報課

工場用地

公共、民間等の開発主体が一定の区画の土地に必要な基盤を整備して工業用地として開発し工場などを計

画的に立地させた地域で 敷地面積10ha以上の用地（工業団地）と企業が自社事業所のために開発または
購入した工場用地で工業団地以外の単独立地による敷地面積10ha以上の 用地（単独工場用地）

国土交通省国土政策局国土情

報課

高速道路時系列

高速自動車国道、高速自動車国道に並行する自動車専用道路、一般国道の自動車専用道路、本州四国連

絡高速道路、指定都市高速道路（首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路などの、路線名、地点
名、供用開始年、供用更新年等などの変遷情報

国土交通省国土政策局国土情

報課

緊急輸送道路 路線形状データと緊急輸送道路区分、道路種別、路線名称、出典資料名等の属性データ
国土交通省国土政策局国土情

報課

鉄道
路線や駅の形状（線）、鉄道区分（普通鉄道、鋼索鉄道、懸垂式モノレール、跨座式モノレール等）、事業者

（新幹線、JR在来線、公営鉄道、民営鉄道、第三セクター）、路線名、運営会社等

国土交通省国土政策局国土情

報課

人口の動態 H12,17,22　国勢調査による人口の動態 総務省統計局
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表 7.1（2） 収集可能な県のデータ 

 

 

データ名 内容 データの所管

静岡県津波浸水想定図 津波浸水区域 静岡県危機管理部危機政策課

森林基本計画図 静岡県森林計画課森林計画班

森の力再生事業 森の力再生事業に関する履歴データ 静岡県森林計画課森林計画班

森林整備事業 造林や間伐などの森林整備事業に関する履歴データ 静岡県森林計画課森林計画班

森林施業計画 森林所有者などによる自発的な森林の伐採や整備の計画に関する履歴データ 静岡県森林計画課森林計画班

森林経営計画 履歴データ 静岡県森林計画課森林計画班

林道 静岡県森林計画課森林計画班

保安林 静岡県森林計画課森林計画班

山地災害危険地区 静岡県森林計画課森林計画班

林地開発 開発行為によって森林以外に転用された箇所の履歴データ 静岡県森林計画課森林計画班

森林簿データ 林班，小班，枝班，植生，林齢，面積など

衛星写真 SPOT衛星画像5-10m 静岡県森林計画課森林計画班

気象 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

水象 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

地形・地質 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

植物生育 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

動物生育 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

社会状況 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

漁業権 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

環境の現況 環境影響評価情報 静岡県生活環境課

都市計画区域・用途地域等
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

地域地区
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

地区計画
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

都市計画道路・駐車場整備地区
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

公園・緑地
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

市街地再開発
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

土地区画整理事業
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

沿道景観の特性による区分図
静岡県建築安全推進課、各土木

事務所または市町担当課

防災マップ（富士山火山防災） 富士山ハザードマップ検討委員会報告書によるハザードマップ

広域避難計画（富士山火山防

災）
富士山火山広域避難計画

安政東海地震想定津波浸水域 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

大規模崩壊危険斜面 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

推定津波想定域 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

推定液状化危険度（東海地震） 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

推定地表実効最大加速度（東海

地震）
第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

推定地表実効速度（東海地震） 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

推定震度分布（東海地震） 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

３種地盤 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

延焼危険度 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

表層地盤 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

南海トラフ地震の津波被害想定 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

旧版地形図 第3次地震被害想定 静岡県危機管理部危機情報課

津波浸水（レベル2重合わせ図） 静岡県第4次地震被害想定

津波浸水(南海トラフ） 静岡県第4次地震被害想定

津波浸水（元禄型関東地震） 静岡県第4次地震被害想定

震度分布（南海トラフ基本） 静岡県第4次地震被害想定

震度分布(南海トラフ東側） 静岡県第4次地震被害想定

震度分布（南海トラフ陸側） 静岡県第4次地震被害想定

液状化（南海トラフ基本） 静岡県第4次地震被害想定

液状化（南海トラフ東側） 静岡県第4次地震被害想定

液状化（南海トラフ陸側） 静岡県第4次地震被害想定

土砂災害危険箇所マップ
平成12年土石 流危険渓流および土石流危険区域調査、平成10年地すべり危険 箇所調査、平成12年急傾

斜地崩壊危険箇所調査
静岡県砂防課

土砂災害(特別）警戒区域マップ
平成12年土石 流危険渓流および土石流危険区域調査、平成10年地すべり危険 箇所調査、平成12年急傾

斜地崩壊危険箇所調査
静岡県砂防課

指定区域（砂防三法）マップ
平成12年土石 流危険渓流および土石流危険区域調査、平成10年地すべり危険 箇所調査、平成12年急傾

斜地崩壊危険箇所調査
静岡県砂防課

土砂災害警戒情報
平成12年土石 流危険渓流および土石流危険区域調査、平成10年地すべり危険 箇所調査、平成12年急傾

斜地崩壊危険箇所調査
静岡県砂防課

災害危険区域等 静岡県建築安全推進課

建築協定・地区協定 静岡県建築安全推進課

防火地域等 静岡県建築安全推進課

都市計画情報 静岡県建築安全推進課

治山台帳管理システム 中遠農林事務所

オルソ画像 静岡県土木部
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7.1.2. 静岡県モデル地区における地域特性の把握 

モデル地区の地域特性を把握するため，津波浸水範囲，想定浸水範囲の土地利用特性，内陸側保

全対象，法規制等，住民の利活用特性，現況林分の脆弱性，現況林分の津波被害耐性，地質・土壌

特性，植生特性，地形特性，環境特性（遺跡や海岸動物，レクリエーション資源分布）について～

に整理した。 

 

 

 

図 7.1 津波浸水範囲（レベル 2 津波時の浸水域：掛川市ハザードマップ） 

 

 

図 7.2 津波による想定浸水範囲の土地利用特性（民家は存在しない） 

 

 

図 7.3 内陸側保全対象（民家の集中区域） 
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図 7.4 法規制（御前崎遠州灘県立自然公園-第 2 種特別区域に指定） 

 

図 7.5 住民の利活用特性（保健休養利用区域有） 

 

図 7.6 現況林分の脆弱性（主にマツザイセンチュウ病により脆弱化している） 

 

図 7.7 現況林分の津波被害耐性（根系発達に必要な有効土層深が確保できない区域は無） 
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図 7.8 地質・土壌特性（土地基本情報 土地分類調査） 

 

 

図 7.9 植生特性（自然環境保全基礎調査 植生調査情報） 
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図 7.10 地形特性（土地基本情報 土地分類調査） 
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図 7.11 環境特性 
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ここでは，現時点で整理できるモデル地区内の情報について整理したが，これらの中から基本コ

ンセプトに活用する情報は一部となる。海岸防災林の特性についてトータル的に判断するには，多

くの情報を収集整理する必要があるが，今後，少なくとも確認すべき項目などを整理していく必要

があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

  




