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災ボラセンターに役立つ国土数値情報データ

面データ／線データ 点データ

行政区域 避難施設

中学校区 国・都道府県の機関

小学校区 市町村役場等及び公的集会施設

土砂災害危険区域 公共施設

土砂災害警戒区域 警察署、消防署

浸水想定区域 郵便局

緊急輸送道路 医療機関

鉄道 福祉施設

町丁目区分（＊e-Statサイトより入手） 文化施設

学校

都市公園

燃料給油所



QGISで国土数値情報と地理院地図／Google地図の仲立ち
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QGIS活用の基本ステップ

１．国土数値情報DLサイトから神奈川県データ(zip形式）をダウンロードし解凍する。
点・線・面データはshapeで収納されている。　

（例：神奈川県郵便局shape、全国鉄道shape、神奈川行政区域shape）

２．市区町毎の行政区域は、神奈川県行政区域にフィルタをかけることで分離でき
る。（例：瀬谷区行政区域shape、大和市行政区域shape）

３．市区町毎の点・線・面データは、県全体データから行政区域による空間検索で分
離できる。（例：瀬谷区郵便局shape、葉山町医療機関shape）

４．分離後の線／面データはshape→kml変換する。点データはshape→csv変換
する。（面データ例：瀬谷区行政区域kml、点データ例：瀬谷区郵便局csv）

５．行政区域の替りに円／矩形などの図形で空間検索することもできる。

（例：全国鉄道shapeから瀬谷区を中心とした25km圏で空間検索）
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国土数値情報DLサイト：　　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html
QGIS DLサイト： https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html
https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html


１．国土数値情報ダウンロード、
点・線・面データのshapeファイル抽出（その1）

(1-1) 国土数値情報DLサイトにアクセ
スする。
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

(1-2) 必要なデータ、例えば「郵便局」を
クリックする。

(1-3) 「データのダウンロード(2.各デー
タ詳細）画面中ほどの「ダウンロードす
るデータの選択」で神奈川を選択し「次
へ」をクリックする。

(1-4) 「データのダウンロード(3.ファイル
の選択）でP30-13_14.ZIPにチェックを
入れ「次へ」をクリックする。

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html


１．国土数値情報ダウンロード、
点・線・面データのshapeファイル抽出（その2）

(1-5) 「アンケートご協力のお願い」画面
に切り替わるので回答する。

(1-6) データのダウンロード(4.国土数値
情報利用約款)を読み、画面一番下の
「上記のことを理解しました」に「はい」と
回答する。

(1-7) 「データのダウンロード(5.ダウン
ロード」画面に切り替わるので「ダウン
ロード」をクリックする。

(1-8) P30-13_14.ZIPがダウンロードさ
れるので解凍する。QGISではSHP
（shape）ファイルを使用する。



２．市区町毎の行政区域をフィルタで抽出（その1）

(2-1)国土数値情報DLサイトから神奈川
県の行政区域データ
N03-14_14_140401.ZIP をPCにダウン
ロード、解凍する。

(2-2)あらかじめPCにインストール済みのQGISデスクトップを立ち上げ、左側の「ベク
タレイヤの追加」をクリックする。



２．市区町毎の行政区域をフィルタで抽出（その2）

(2-3)「ベクタレイヤの追加」画面になるの
で「エンコーディング」のプルダウンメニュ
で「Shift_JIS」を選択する。

(2-4)「ブラウズボタン」をクリックし、PCにダウンロード、解凍した神奈川県行政データ
の内、N03-14_14_140401.shpファイルを選択する。



２．市区町毎の行政区域をフィルタで抽出（その3）

(2-5)「ベクタレイヤの追加」画面の「開く」
をクリックし、shpファイルを読み込む。

(2-6) QGIS画面左のレイヤ欄に「N03-14_14_140401」が主画面には神奈川県の行
政区域が市区町村単位で表示される。



２．市区町毎の行政区域をフィルタで抽出（その4）
(2-7) レイヤのN03-14_14_140401を右
クリックするとメニュが表示されるので
「フィルター」をクリックする。

(2-8) 「クエリビルダ」画面で、
➀ フィールドの N03_004 をクリック
➁ 演算子の   =   をクリック
すると、プロバイダ特有フィルタ式欄
に“N03_004” = と表示される



２．市区町毎の行政区域をフィルタで抽出（その5）
(2-9) プロバイダ特有フィルタ式は、 ”N03_004” = ‘瀬谷区’　とする。
但し、クエリビルダ画面では‘瀬谷区’をうまく入力できない。
このため、メモ帳などのテキストエディタで‘瀬谷区’を作成し、
コピーペーストで “N03_004” = の後ろに貼り付け”N03_004” = ‘瀬谷区’とする。
　(2-10) 最下段の「OK」をクリックするとフィルタが有効となり瀬谷区行政区域（shape形
式）が抽出される。　注：shape→kml変換については4.参照　

(補足) 複数ヶ所を抽出するには、フィルタ式を以下のようにする。
“N03_004” = ‘瀬谷区’ OR “N03_004” = ‘大和市’



３．市区町毎の点・線・面データを県全体データから
行政区域による空間検索で分離（その1）

(3-1) 国土数値情報DLサイトから、必要な点・線・面データのZIPファイルをDLし解凍す
る。ここでは P30-13_14 郵便局を例に説明する。　

(3-2) 2-1~2-6の手順に基づきQGISのベクタレイヤに P30-13_14.shpを読み込む。
フィルターで抽出した瀬谷区行政区域と重ねて（色違いで）表示される。

(3-3) メニュー「ベクタ」のプルダウンメニュ「空間検索」をクリックする。



３．市区町毎の点・線・面データを県全体データから
行政区域による空間検索で分離（その2）

(3-4) 「空間検索」画面が表示される。
➀ 「ソース地物」は郵便局 P30-13_14を
選択する。
➁  「地物の参照」は自動的に行政区域 
N03-14-14_140401に切り替わる。

(3-5) 「適用」をクリックすると「検索結果」
（今回の例では762件中12件）が表示され
る。



３．市区町毎の点・線・面データを県全体データから
行政区域による空間検索で分離（その3）

(3-6) 「空間検索」画面の黄色いアイコンをクリックすると、左レイヤに P30-
13_14_selectedという新しいレイヤが追加され、主画面には空間検索されたデー
タ（ここでは瀬谷区の郵便局）が表示される。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その1）

(4-1) 行政区域は面データshape形式で提供
される。地理院地図やGoogleマイマップで使
うにはshape→kml変換する。

(4-2) ここでは（2-10）で作成した瀬谷区行政区
域N03-14_14_140401を例に説明する。

(4-3) N03-14_14_140401を右クリックし、
「名前をつけて保存する」をクリックする。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その2）

(4-4) 「ベクタレイヤに名前をつけて保存」
画面になる。
形式のプルダウンメニューでkmlを選択す
る。

(4-5) 「ブラウズ」ボタンをクリックする。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その3）

(4-6) 「レイヤに名前をつけて保存」画面
になるので、ここでは「瀬谷区行政区域」
という名称で「保存」をクリックする。

(4-7) パス欄に「瀬谷区行政区域.kml」が
表示されていることを確認し、
下部の「OK」をクリックする。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その4）

(4-8) 「レイヤ欄」に「瀬谷区行政区
域」kmlレイヤが追加されたことを確
認する。これで面データの 
shape→kml変換は完了。

（参考） 面データは以下の手順で
線データに変換することもできる。
➀ レイヤ画面で対象レイヤを選択する。
➁  上部メニュで「ベクタ」→「ジオメトリ」→
「ポリゴンをラインにする」を順次クリックす
る。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その5）

(4-9) 郵便局、警察署、消防署など住
所が決まっているデータは、点データ
shape形式で提供される。この点データ
をQGISでshape→kml変換すると地理
院地図にうまくインポートできない。（こ
の理由は注参照）

(4-10）これを回避するには、いったん
QGISでshape→csv変換し、
地理院マップシートで必要な属性デー
タ削除・追加（電話番号など）後、あらた
めてcsv→kml変換する。

(4-11）ここでは（3-6）で作成した「瀬谷
区郵便局」shapeファイル
P30-13_14_selected で説明する。右
クリック→名前をつけて保存するの手
順は面データと共通。

(注) kmlの属性データを地理院地図はtableで
定義している。QGISのkmlは属性データ定義
があいまい。この差でQGIS点データのkmlは
地理院地図にうまくインポート出来ない。逆に
地理院地図で作ったkmlはQGISにインポート
できる。またGoogleマイマップにもインポート
出来る。



４．分離後の線／面データはshape→kml変換、
点データはshape→csv変換（その6）

(4-12) 「ベクタレイヤに名前をつけて保存する」画面では「カンマで区切られた値[CSV]
を選択する。エンコーディングはShift-JISを選択する。
以降の手順はkml変換と共通なので省略する。

(4-13）CSV→kml変換については「災ボラセンター用地図作成について」参照。
以下からDLできる。　http://ictkanagawa.wp.xdomain.jp/ダウンロード

http://ictkanagawa.wp.xdomain.jp/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89


５．円・矩形など図形による空間検索（その1）
行政区域の替りに円、矩形など図形により空間検索することもできる。空間検索用
の円、矩形は地理院地図で作成することが出来る。
（5-1）地理院地図を開き、機能→ツール→作図・ファイルを開く。



５．円・矩形など図形による空間検索（その2）

（5-2）円を追加をクリックする。ここでは瀬谷区
を中心に25kmの円を描く。確定、終了をクリッ
クする。



５．円・矩形など図形による空間検索（その3）

（5-3）
➀「選択している情報をまとめて保存」をクリッ
ク。
➁「kml形式」にチェックを入れ、「上記の内容
で保存」をクリック。
➂ gsi201515070811xxxxxxx.kml などの名
称でkmlファイルがPCに保存される。



５．円・矩形など図形による空間検索（その4）

（5-4） QGISの「ベクタレイヤの追加」からPCに保存したkmlファイルを読み込む。



５．円・矩形など図形による空間検索（その5）

（5-5）
➀ kmlファイルが読み込まれ主画面に円（楕円）が表示される。
➁ メニュの「ベクタ」から「空間検索」を選択する。



５．円・矩形など図形による空間検索（その6）

（5-6）
➀ 空間検索のソース地物は N02-13_RailroadSelectionを選択する。
➁ 地物の場所は、新しく読み込んだkmlファイル（Layer #0）を選択する。
➂「適用」をクリックすると検索結果（ここでは1048ヶ所）が表示される。
 



５．円・矩形など図形による空間検索（その7）

（5-7）N02-13_RailroadSection_selectedレイヤ（shape形式）が生成される。
注：shape→kml変換、shape→csv変換については、４．参照。 
 


