
平成28年までの地質地盤情報整備に関する動き(2016/12/27現在）
国内において公表・整備されている、地質地盤情報にかかわるデータベース
（一部国土交通省「地盤情報の集積および利活用に関する検討会」資料を参考）
http://arc-structure.sakura.ne.jp/zibanlink.htm
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2890/link_new/Geomap.html

名称 対象地域 ボーリングデータ
数

利用対
象

公開方法、参照url 公開時期 料金 備考

国土交通省（土木研究所、
港湾空港技術研究所）

KuniJiban 全国 約110,500本
（2015/4/1現在）

一般 ウェブ公開
http://www.kunijiban.pwri.go.jp/

2008.3.28〜

港湾空港技術研究所 港湾版土質データベー 全国 約28,300本 CD-ROM Kunijibanに統合？
国土交通省中国地方整備
局広島港湾空港技術調査
事務所

中国沿岸域土質データ
ベース

中国地方 ウェブ公開
http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/gicyo/dosit
u/

(社)地盤工学会 北海道支
部

北海道地盤情報データ
ベース

北海道道央 13,000本以上 会員/一
般

CD-ROM 1996〜 会員　4万円/枚
非会員　5万円/
枚

東北地盤情報システム研
究会（(社)東北建設協会
&(社)地盤工学会  東北支
部）

東北地盤情報システム
「みちのくGIDAS」

東北地方 約13,400本 登録者/
一般

ウェブ公開
https://tkkweb02.tohokuck.jp/

2010.12.20

北陸地盤情報活用協議会 ほくりく地盤情報システ
ム（試行運用）

北陸地方（新潟、
富山、石川及び
周辺県）

29,713本
（2012/8/17現
在）

会員 ウェブ公開
http://www.jiban.usr.wakwak.ne.jp/

2007.12〜

地盤工学会関東支部／編
集・製作　関東地域におけ
る地盤情報データベースの
運用と活用検討委員会／
編

関東の地盤　地盤情報
データベース付(2010年
度版)

関東地方 一般 CD-ROM付き出版物 2010.12 25,000円

地盤工学会関東支部
関地域における地盤情報
の社会的・工学活用法の
検討委員会

新・関東の地盤　-増補
地盤情報データベースと
地盤モデル付-(2014年
版)

関東地方 約7万本 一般 DVD付き出版物 2014.6 23,000円(税別）

関西圏地盤情報ネットワー
ク(KG-NET)
・関西圏地盤情報協議会
(KG-C)
・関西圏地盤DB運営機構
(KG-A)
・関西圏地盤研究会(KG-
R)

関西圏地盤情報データ
ベース

関西地方 約50,000本 会員/一
般

CD-ROMなど
http://www.kg-net2005.jp/

1987〜 10万円/年
（会費、利用料
金）

中国地方地盤情報データ
ベース委員会（中国支部）

中国地方地盤情報デー
タベース

中国地方 http://geotech.hiroshima-u.ac.jp/

四国地盤情報活用協議会 四国地盤情報データ
ベース

四国地方 約20,000本
(平成20年度末現
在)

会員 CD-ROM→ウェブへ移行
http://www.shikoku-geodb.com/

2004.10.13
〜

15万円/年

九州地盤情報システム協
議会

九州地盤情報共有デー
タベース

九州地方 約30,000本　→　
第2版：約60,000
本

一般 CD-ROM 2002〜
第2版：2012
年1月～

5.5万円/枚
第2版：74800円/
枚（新規購入価
格）、19800円（第
1版購入者価格）

地方独立行政法人 北海道
立総合研究機構地質研究
所

（検討中） 北海道

(財)群馬県建設技術セン
ター

群馬県ボーリングMap 群馬県 7871本
(2015/4/3現在)

一般 ウェブ公開
http://www2.gunma-kengi.or.jp/boring/

2008.3.25〜

群馬県 群馬県（平野部）地盤情
報

群馬県(南部平野
部)

一般(地
中熱利
用)

ウェブ公開
http://www.pref.gunma.jp/07/b0100043.
html

栃木県（県土整備部） とちぎ地図情報公開シス
テム：とちぎの地盤マップ

栃木県 一般 ウェブ公開
http://www.dgis.pref.tochigi.lg.jp/map/lo
gin.aspx

2009.5〜

埼玉県（環境科学国際セン
ター）

埼玉県地質地盤資料集
（ボーリング柱状図集、
深層S波速度構造データ
集）

約4300本→4674
本（改訂版）

冊子体(2013.4.30に改訂版)
https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/tori
kumi/911-20091224-
1424/sonota/jibansiryouh24.html

2007.3 3600円

「ｅ(ｪ)〜コバトン環境マッ
プ」(埼玉県地理環境情
報WebGIS)

ウェブ公開（現在アクセス不能） 2009.5.11〜 Atlas Eco Saitamaに移
行？

地図で見る埼玉の環境 
Atlas Eco Saitama

ウェブ公開
https://cessgis.maps.arcgis.com/home/
index.html

埼玉県ボーリング柱状図
データの表示機能を含
む

千葉県（千葉県環境研究セ
ンター）

千葉県地質環境インフォ
メーションバンク（千葉県
の公共事業データ）

約21,000本 ウェブ公開（現在は閉鎖） 2002〜2015 ちば情報マップへ移行

千葉県（環境生活部水質
保全課地盤沈下対策班）

ちば情報マップ ウェブ公開
http://map.pref.chiba.lg.jp/pref-
chiba/Agreement?IsPost=False&MapId=
6300&RequestPage=%2fpref-
chiba%2fPositionSelect%3fmid%3d6300

2015～

東京都（土木技術支援・人
材育成センター）

東京の地盤（Web版） 約70,000本 一般 ウェブ公開
http://doboku.metro.tokyo.jp/start/03-
jyouhou/geo-web/00-index.html

2007.3〜

東京都（港湾局） 東京港地質データシステ
ム

約5,000本 港湾局
職員

地盤図（出版物）は一般でも購入可
能（完売済み）

東京都(都市整備局） 建物における液状化対
策ポータルサイト

一般 東京の地盤（Web版）、区市町村が保有
するボーリング柱状図、東京都港湾局
のボーリング柱状図（臨海
部のみ）が閲覧できる。
http://tokyo-toshiseibi-
ekijoka.jp/index.html

2013.5～

東京都（環境局 地球環境
エネルギー部）

東京地中熱ポテンシャル
マップ

一般 ウェブ公開
http://163.49.16.194/tokyogeo/tichuma
p/map.html

2016/4～

(財)神奈川県都市整備技
術センター

かながわ地質情報MAP 神奈川県 12,286本
(2016/11/17現
在)

一般 ウェブ公開
http://www.toshiseibi-boring.jp/

2007.8〜

静岡県 静岡地質情報マップ 静岡県 一般 ウェブ公開
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mc=01
&mp=001

愛知県 愛知県地盤環境情報シ
ステム

愛知県 行政 行政内部のみでの利用？
http://www.jgs-
chubu.org/about/section/pdf/2/about-
2bukai.htm

2001～

地質地盤情報の活用と法整備を考える会

一般

千葉県 一般

東京都

埼玉県

国機関

運営主体

地方自治
体等（広
域連携）

地方自治
体等（県、
市レベ
ル）

埼玉県（温暖化対策課、環
境科学国際センター）
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岐阜県 県域統合型ＧＩＳぎふ 岐阜県 一般 ウェブ公開
https://gis-
gifu.jp/gifu/maps.action?mp=3

2015/7/3～

(財)三重県建設技術セン
ター

（三重県が実施した地質
調査データの情報提供）

三重県 公共機
関

請求に応じて公開
http://www.mie-
kengi.or.jp/teikyou/teikyou.htm

協同組合　島根県土質技
術研究センター

しまね地盤情報（島根県
の公共事業データ）

島根県 一般 ウェブ公開
http://www.shimane.geonavi.net/shiman
e/top.jsp

2005.10.3〜 データの有料公
開
1.050円/1本

岡山地質情報活用協議会 岡山県地盤情報 岡山県 2777本
(2012/8/17現在)

一般 ウェブ公開
http://www.octc.or.jp/ground/

2009.5.10〜

徳島県 徳島県地盤情報検索サ
イト(Awajiban)

徳島県 調査箇所2433箇
所、ボーリング柱
状図3437本
（データは随時更
新予定）

一般 ウェブ公開
http://e-
nyusatsu.pref.tokushima.jp/awajiban/

2011.3.1

高知県 こうち地盤情報公開サイ
ト

高知県 一般 ウェブ公開
http://www.geonews.jp/kochi/

高知市域地盤災害関連
情報（実証実験サイト）か
ら移行

公益財団法人 鹿児島県建
設技術センター

かごしま地盤情報閲覧シ
ステム

鹿児島県 3,676本
（2016/11/17現
在）

ウェブ公開
http://www.kago-
kengi.or.jp/map/geoMapKiyaku.php

旭川市 ボーリング柱状図閲覧
サービス

旭川市 約250本 一般 旭川市公共建築課執務室にて閲覧
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/5
00/522/536/538/p004939.html

2009.4〜

八戸市（八戸工業大学、八
戸地域地盤情報データ
ベース運営協議会）

八戸地域地盤情報デー
タベース

八戸市 2507地点（1960
年代～2009年ま
での公共事業の
データ）

一般 ウェブ公開
http://geo-gis.civil.hi-
tech.ac.jp/home.htm

2011.5.28

東京都新宿区 新宿区：地盤資料の閲
覧

新宿区 一般 ウェブ公開
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/
kenchikuc01_001000.html

2010.11.18
～

東京都世田谷区 世田谷区地盤図 世田谷区 区役所窓口にて公開
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/1
02/119/337/339/d00038443.html

2010.2.27(?)
～

東京都港区 港区地盤情報システム https://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/r
eiki_honbun/g104RG00002299.html

1994〜

浦安市 浦安市公共施設用地等
ボーリング柱状図

浦安市 ウェブ公開(pdf)
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/
anzen/shinsai/shien/1002191.html

2012/9/13
～

横浜市 横浜市行政地図情報提
供システム：地盤地図情
報　「地盤View（じばん
びゅー）」

横浜市 約8,000本 一般 ウェブ公開
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.a
sp?dtp=3

2006.4.3〜

川崎市 川崎市地質図集（ボーリ
ングデータ）

川崎市 一般 ウェブ公開
http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?mp
=38

2007(?)～

岡崎市 （岡崎市が実施した地質
調査データの情報提供）

岡崎市 約2,400本 一般
市政情報コーナーでの閲覧のみ
http://webhp.city.okazaki.aichi.jp/appli/
01/wp01_view.asp?strKigo=%8E%96%90%
84&strBango=00001&strBusyo=461000

2005/3/31
～

名古屋市 地盤環境情報システム
（1996-1999）
→電子化地盤システム

名古屋市 行政 行政内部のみでの利用？
http://www.jgs-
chubu.org/about/section/pdf/2/about-
2bukai.htm

名古屋市（中部地盤研究
会）

最新名古屋地盤図資料
編データベース、最新名
古屋地盤図（CD-ROM）

名古屋市 約12,000本 http://www.jgs-
chubu.org/about/section/pdf/2/about-
2bukai.htm

鈴鹿市 鈴鹿市・地理情報サイト 鈴鹿市 一般 複数の地理空間情報の公開：この一部
として、ボーリングデータの公開有り
http://www.city.suzuka.mie.jp/city/chiri
/index.html

2010.4(?)〜

神戸市（神戸の地盤減災
研究会）

神戸JIBANKUN 神戸市 約6,000本（当初） 一般 CD-ROMおよびインターネットによる
データの更新
http://www.strata.jp/KobeJibankun/ind
ex.htm

1995〜 利用料　20,000
円/年
貸与料　52,500
円/1セット

高知市域地盤災害情報協
議会

高知市域地盤災害関連
情報（実証実験サイト）

高知市 一般 ウェブ公開
http://www.geonews.jp/kochi/

2010〜 こうち地盤情報公開サイ
トへ移行

立正大学大学院地球環境
科学研究科 オープンリ
サーチセンター推進事業

荒川扇状地とその周辺
を対象とした地盤データ
ベース
—RIS/ORC-ARA/GEO-
Database—

熊谷市 約1,000本 一般 http://geo.ris.ac.jp/~orc/geodb/db/ICHI
ZU-081122.htm

2002-2009

（一社）全国地質調査業協
会連合会

平成28年(2016年)熊本
地震 復興支援 ボーリン
グ柱状図 緊急公開サイ
ト

熊本県・大分県 一般 ウェブ公開（期間限定）
http://geonews.zenchiren.or.jp/2016Ku
mamotoEQ/

2016 平成28年熊本地震対応

(独)石油天然ガス・金属鉱
物資源機構

金属鉱物資源国内調査
データ検索システム

全国 1,929本 一般 ウェブ公開（現在アクセス不能） 2004

(独)日本原子力研究開発
機構

坑井温度プロファイル
データベース/温泉地化
学データベース

全国 （全国の地熱調
査井、温泉デー
タ）

一般 ウェブ公開
http://www.jaea.go.jp/04/tisou/program
/database.html

統合化地下構造データプ
ロジェクト（防災科研、産総
研、土研、地盤工学会等）

ジオ・ステーション（Geo-
Station）

全国 逐次更新中 一般 ウェブ公開
http://www.geo-stn.bosai.go.jp/jps/

2009.9.1〜

統合地質図データベー
ス
・関東平野の地下地質・

関東地方 一般 ウェブ公開
https://gbank.gsj.jp/kantosubsurfacege
oDB/CNV/

2007.10.9〜 統合化地下構造データ
プロジェクトの一環

地圏環境リスクデータ 宮城県（当面） 一般 ウェブ公開（現在はアクセス不能）
地質図、数値地質図類
（出版物）
・札幌及び周辺部地盤地
質図
・東北・九州地熱資源図 
CD-ROM版　など

全国 一般 印刷物、CD-ROM
http://www.gsj.jp/Map/index.html

有料

地盤工学会 「全国電子地盤図」web 東京、札幌、新
潟、大阪、松山、
福岡
（将来的には全国
展開）

一般 ウェブ公開
http://www.denshi-jiban.jp/

2010.10.15 統合化地下構造データ
プロジェクトの一環

ハザードマップポータル
サイト

一般 ウェブ公開
http://disaportal.gsi.go.jp/

2010.2.26〜国土交通省

(独)産業技術総合研究所

大学、研
究機関等

その他関
連する
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大深度地下情報システ
ム

「大深度地下の
公共的使用に関
する特別措置法」
の対象地域内に
おける地下施設
の情報

国、公
共機関
等

関係者にのみ公開
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_d
aisei_tk_000004.html

国土数値情報ダウン
ロードサービス

一般 ウェブ公開
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

地理空間情報プラット
フォーム

一般 ウェブ公開
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/b
ousai/pfriyou.html

土地分類調査と水調査 一般 ウェブ公開
http://nrb-
www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.ht
ml

土地履歴調査
→土地分類基本調査
（土地履歴調査）

一般 ウェブ公開
http://nrb-
www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassif
ication/land/land_history_2011/index.ph
p

2010.2〜

環境省 全国地盤環境情報ディレ
クトリ

全国 一般 ウェブ公開
http://www.env.go.jp/water/jiban/direct
ory/index.html

1997.11(?)
〜

消防庁 災害伝承情報データ
ベース

一般 ウェブ公開
http://www.fdma.go.jp/html/life/saigai_d
ensyo/index.html

2007.5.31

(独)防災科学技術研究所 地すべり地形分布図
データベース

全国 一般 ハザードステーションに統合
http://www.j-shis.bosai.go.jp/news-
20140724

(独)農業環境技術研究所 土壌情報閲覧システム 全国 一般 ウェブ公開
http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/

北海道 地質由来有害物
質情報システム GRIP
【試験公開版】

北海道 一般 ウェブ公開
http://grip.gsh.hro.or.jp/

北海道の地すべり地形
データマップ

北海道 一般 ウェブ公開
http://www.hro.or.jp/list/environmental
/research/gsh/datamap/landslide.html

東北大学大学院環境科学
研究科−産業技術総合研
究所−DOWAホールディン
グス（株）

地圏環境インフォマティ
クスシステム

全国 一般 ウェブ公開
http://geoserv.kankyo.tohoku.ac.jp/geni
us/index.html

2008.3.5〜

地盤工学会／編集 全国77都市の地盤と災
害ハンドブック

全国 会員/一
般

CD-ROM付き出版物 2012.1 会員31,500円・一
般36,750 円

関東地質調査業協会 大地の解体新書 関東地方 一般 ウェブ公開
http://www.kanto-geo.or.jp/kaitai/

九州地質調査業協会 福岡地盤図 一般 2007年にCD-ROMとして復刊 1981
岩手県 いわてデジタルマップ 岩手県 一般 ウェブ公開

https://www.sonicweb-asp.jp/iwate/
愛知県 マップあいち 愛知県 一般 ウェブ公開

http://maps.pref.aichi.jp/
地盤沈下観測所地下水
位情報、土砂災害情報
マップあり

山口県 山口県快適環境づくりシ
ステム

山口県 一般 山口県快適環境づくりシステム
http://eco.pref.yamaguchi.jp/ymgis/inde
x.html
の中の一コンテンツとして、「地質図・土
地利用」表示がある。
http://eco-
gis.pref.yamaguchi.lg.jp/index.asp?cid=v1
0&type=h

仙台市 仙台市宅地造成履歴等
情報マップ

仙台市 一般 ウェブ公開
http://www.city.sendai.jp/kaihatsuchose
-
chose/kurashi/anzen/saigaitaisaku/kan
ren/joho/

2013.4.30

若松加寿江・久保純子・松
岡昌志・長谷川浩一・杉浦
正美

「日本の地形・地盤デジ
タルマップ」東京大学出
版会

全国 一般 CD-ROM（説明書付き） 2005 9000円+税

(NPO)地質情報整備・活用
機構
(社)全国地質調査業協会
連合会

地質情報ポータルサイト 全国 一般 http://www.web-gis.jp/ 2009.1.28〜 ポータルサイト

データ
ベース

地方独立行政法人 北海道
立総合研究機構地質研究
所
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