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はじめに 

 

平成７年１月の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて，「建築物の耐震改修の促

進に関する法律」（平成７年法律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）

が制定されました。 

 

建築物の耐震改修等について，国は全国的に取り組むべき「社会全体の国家

的な緊急課題」であるとし，平成１７年に耐震改修促進法を改正し，国が基本

方針を，都道府県が耐震改修促進計画を定め，公表すべきこととしています。

県は，平成１９年３月に「千葉県耐震改修促進計画」を策定し，市においても，

これらを踏まえ，平成２０年３月に「富里市耐震改修促進計画」（以下「本計画」

という。）を策定しました。 

 

平成２３年３月には東日本大震災が発生し，県内で最大震度６弱を観測する

など強い揺れに加え，太平洋沿岸を中心に到来した大津波，東京湾沿岸の埋立

地や利根川沿いなどの低地で発生した液状化現象により，甚大な被害が発生し

ました。大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況であるとの認識が広

がっています。 

さらに，南海トラフ地震及び首都直下地震などについては，発生の切迫性が

指摘され，ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されています。

特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られていることから，効

果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められています。 

市が今後，耐震診断などを効果的かつ効率的に進めていく上でも，また，国

の補助制度を活用する上でも，本計画の策定が必要となります。 

 

このような背景のもと，本計画に新たな耐震化の目標を設定する必要がある

ことから，改定することとしました。 

 

国，県，市及び建築物の所有者等が連携を図り，本市における建築物の耐震

診断及び耐震改修等を，計画的かつ総合的に進めることにより，より一層の建

築物の耐震化を促進し，都市空間，居住空間における被害の軽減を図り，災害

に強いまちづくりを進めます。 
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第１ 基本方針 

 

   本計画は，耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づき策定するもので

す。 

 

   本計画は，耐震改修促進法第４条の規定により定められた「建築部の耐

震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」及び同法第５条の

規定により定められた「千葉県耐震改修促進計画」を勘案し，市有建築物，

市内の住宅及び特定建築物等の耐震化を促進するための方針，耐震化率の

目標の設定，目標値を達成するための必要な施策を定めるものです。 

 

   市は，本計画に基づき県と連携を図りながら，耐震化を促進するための

施策を総合的に推進し，市民等に耐震診断及び耐震改修等に関する啓発及

び知識の普及を行い，耐震化に関する意識の醸成及び建築物の安全性の向

上を図り，地震による建築物の被害を最小限に留め，市民の安全を確保す

ることとします。 
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第２ 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

１ 想定される地震の規模・人的被害・建物被害の状況，減災の考え方 

市では，富里市地域防災計画（平成２６年度修正版）において，防災

アセスメント調査(平成２２年３月)から本市に最も影響を与える東京湾

北部地震を想定している。 

本計画においても，東京湾北部地震が発生した場合について想定する。 
※東京湾北部地震（とうきょうわんほくぶじしん，首都直下型地震／東京大震災／東京直下地震）とは，

２００７年（平成１９年）～２０３６年（平成４８年）の間に７０％の確率で関東地方に発生すると予

想されている直下型の大地震。マグニチュード７級と想定される。 

 

（１）想定される地震の規模 

市域のほぼ全域で震度５強の地震が想定され，根木名川や高崎川の

流域の一部では，震度６弱の地域も存在する。 

（２）人的被害及び建物被害 

東京湾北部地震が発生した場合に想定される本市の被災状況は，次

のとおりである。 

表－１ 建物被害                   単位:棟 

原因 揺れ 液状化 崖崩れ 合計 

全壊 2 0 9 11 

半壊 113 2 22 137 

表－２ 避難者数                   単位:人 

原因 直後 １日後 ４日後 １０日後 １か月後 

建物被害 143 143 143 143 143 

断水 － 2,097 5 － － 

エレベーター停止 － 27 21 － － 

計 143 2,267 169 143 143 

表－３ 人的被害                    単位:人 

地震発生時刻 ５時 １２時 １８時 

建物被害 

死者 0 0 0 

重傷者 0 0 0 

負傷者 16 13 13 

崖崩れ 

死者 0 

重傷者 2 

負傷者 4 

屋内収容物 

の移動転倒 

重傷者 1 1 1 

負傷者 4 3 3 

ブロック塀

の転倒 

死者 0 0 0 

重傷者 0 1 2 

負傷者 0 3 6 



 - 4 - 

 

表－４ ライフライン被害 

上水道 

時間経過 直後 １日後 ２日後 

断水世帯数 2,701世帯 1,688世帯 1,585世帯 

断水率 13.4% 8.4% 7.9% 

ガス 
LPガス 漏えい件数:2件 

都市ガス 供給停止件数:0件 

電力 

【冬の１８時（風速 9m/s）】 

 電柱被害は市全域で 0.5(本/250m ﾒｯｼｭ)以

下、軽微な被害と予想される。 

 

（３）減災の考え方 

上記のとおり，東京湾北部地震が市域において発生した場合には，

甚大な被害が想定されるが，減災（ミティゲーション）の考え方に基

づき被害が拡大する要因の一つひとつを冷静に分析し，かつ，必要な

備えをしていくことにより，被害を最小限に抑えることがもとより重

要である。 

住宅の耐震改修の促進は，基本的には全ての既存建築物についての

耐震診断とその結果耐震改修が必要とされた建築物に関係するもので

あるが，これらの建築物が私有財産であることも踏まえて，効果的な

施策を選択していく必要がある。 

 

２ 耐震化の現状 

住宅の現状 

平成２５年度の住宅・土地統計調査によると本市の年代別住宅数は

以下のとおりである。 

（単位：戸） 

 

総数 

住宅の種類 構 造 

専用 

住宅 

併用 

住宅 
木造 

防火 

木造 
RC・SRC 鉄骨造 その他 

昭和 35年以前 410 400 10 310 100 － － － 

昭和 36年～45年 440 430 10 270 170 － － － 

昭和 46年～55年 2,430 2,390 40 940 970 470 50 － 

昭和 56年～平成 2年 4,930 4,870 70 1,260 3,090 130 420 30 

平成 3年～ 7年 1,890 1,890 － 340 1,220 200 120 10 

平成 8年～12年 2,000 2,000 － 290 960 290 460 － 

平成 13年～17年 1,170 1,140 30 230 720 50 160 － 

平成 18年～22年 1,800 1,790 10 270 1,040 320 160 10 

平成 23 年～25 年 9 月 880 860 10 40 490 10 340 － 

合計※ 19,530 19,250 270 4,860 10,250 2,030 2,330 50 

※建築の時期「不詳」を含む。 
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平成２５年度における住宅数は，１９，５３０棟（木造戸建住宅：  

１５，１１０棟，共同住宅その他の住宅：４，４１０棟）と推測され

る。 

そのうち，昭和５５年以前のものは，３，２８０棟（木造戸建住宅：

２，７６０棟，共同住宅その他の住宅：５２０棟）である。 

住宅全体の耐震化率は，８３％と推測される。 

 

３ 耐震改修等の目標値の設定 

平成２０年３月に策定した計画では，平成２７年度に向けた目標を設

定した。平成２８年３月の改定に当たっては，国の基本方針や首都直下

地震緊急推進基本計画等を踏まえ，平成３２年度を目標年度とした耐震

化率の目標を新たに設定する。 

（１）住宅の耐震化 

住宅の耐震化率の目標は，平成３２年度における耐震化率を９５％

とする。 

 （２）特定建築物の耐震化 

     本計画における特定建築物とは，耐震改修促進法第１４条第一号に

掲げる学校，体育館，劇場，観覧場，集会場，展示場，百貨店，事務

所，老人ホーム等の多数の者が利用する建築物と同条第二号に掲げる

危険物の貯蔵場及び処理場の用途に供する建築物とする。             

特定建築物の耐震化率の目標は，平成３２年度における耐震化率を 

９５％とする。 

 

４ 公共建築物（特定建築物）の耐震化 

公共建築物は，市内にも多数あり計数が困難ではあるが，このうち，  

特定建築物や避難場所として活用される建築物（以下「特定建築物等」

とする。）は，市内に３６棟あり，そのうち旧耐震基準によるものは， 

１２棟である。 

庁舎，学校などの公共建築物は，災害時には，庁舎が被害情報収集や  

災害対策指示活動などのために，学校は避難場所として活用されるなど，

多くの公共建築物が防災活動の拠点としての役割を担うことになる。 

このため，利用者の安全確保のみならず，災害時における拠点施設と 

しての機能確保の観点からも耐震性が求められるとの認識に基づき，耐

震化の整備方針，整備目標などを定めるとともに，整備プログラムを策

定し，計画的，重点的な耐震化の促進に積極的に取り組むものとする。 

市内教育施設３２棟のうち，旧耐震基準の１０棟については，耐震改 

修が終了している。また，非構造部材の安全対策が必要な施設について

は，平成２３年度に策定した富里市教育施設耐震化整備等事業計画(火構

造材安全対策)のとおり，順次進めていく。 
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５ 耐震診断・改修等の実施状況 

    耐震診断及び耐震改修が必要な建築物については，耐震診断及び耐震

改修の実施状況を把握し，その内容を整理した台帳を作成して合理的・

効果的な情報管理を行う。 

 

第３ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 

１ 住宅・建築物の耐震化の取組方針 

市は，これまで災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づ

き，富里市地域防災計画を策定し，地震対策を推進してきたところであ

るが，平成２３年３月１１日に発生した東日本太平洋沖地震は，改めて

大地震の脅威を我々に再認識させるとともに地震対策に対する貴重な教

訓をもたらした。東京湾北部地震の発生が懸念される本市にとって，地

震対策の一層の強化は緊急の課題である。 

大地震による災害から市民の生命，身体及び財産を守り，被害を最小

限度にとどめるためには，行政はもとより市民一人ひとりが自発的に防

災の役割を果たしていくことが極めて重要である。 

県では，平成９年３月に「千葉県既存建築物耐震改修促進計画」を，

平成１２年９月に「千葉県耐震改修促進実施計画」をそれぞれ策定し，

既存建築物の耐震改修を主軸とした耐震化施策を総合的に推進している。 

これらのことを踏まえ，本市においても既存建築物の耐震診断及び耐

震改修を計画的に進めていく。 

 

２ 耐震診断等の促進を図るための支援策の概要 

既存建築物の耐震診断及び耐震改修について，市民に対する積極的な

普及啓発に取り組むとともに，補助制度の活用を検討しながら，耐震診

断等の促進を図るものとする。 

具体的には，次の事業を実施する。 

（１）木造住宅耐震診断補助事業 

事業内容 住宅の耐震診断 

対象地区等 

市内に存する一戸建ての住宅又は併用住宅 

自己の居住の用に供しているもの 

地階を除く階数が２以下で，かつ住宅の部分に供す

る部分の床面積が当該延べ面積の２分の１以上であ

るもの 

昭和５６年５月３１日以前に在来工法等により着工

されたもの主要構造部が木造であること。 

事業主体 所有者 

補助率 ２/３ 

実施期間 平成２０年度～ 

対象棟数 約３，９７０戸 
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（２）木造住宅耐震改修補助事業 

事業内容 住宅の耐震改修 

対象地区等 

市内に存する一戸建ての住宅又は併用住宅 

自己の居住の用に供しているもの 

地階を除く階数が２以下で，かつ住宅の部分に供す

る部分の床面積が当該延べ面積の２分の１以上であ

るもの 

昭和５６年５月３１日以前に在来工法等により着工

されたもの主要構造部が木造であること。 

上部構造評点を１．０以上とする改修であること。 

事業主体 所有者 

補助率 １／３ 

実施期間 平成２４年度～ 

対象棟数 約３，９７０戸 

 

３ 耐震改修促進法に基づく特定建築物に対する指導の方針 

耐震改修促進法第１４条は，現行の耐震基準に適合しない建築物のう

ち学校，病院，事務所等一定の用途に使用されるもので，不特定多数の

者が利用する建築物の所有者は，耐震診断を行い，必要に応じ，耐震改

修を行うよう努めなければならないとされている。 

しかし，資金調達の困難性，事業活動への支障，工事発注の煩わしさ

などの要因により耐震化が進んでいないのが現状である。 

東京湾北部地震発生時において多数の人命を守ることはもとより，発

生後の早期復旧・復興のためにも，これら特定建築物の耐震化を緊急に

図り，建築物及び避難路の安全性を確保する必要がある。 

そのためには，まず，専門家による耐震診断を行い，耐震性を確認し

なければならないことから，当面は耐震診断実施率の向上に努めていく

ものとする。 

 

４ 地震時の建築物の安全対策 

（１）各種落下物対策 

     地震発生時において，建築物全体の倒壊だけではなく，附属する看

板や外壁，ガラス等が落下し，通行人等に被害を与える恐れがある。

このような被害を防止するため，建築物において落下の危険がある部

分については，県と連携し，落下防止対策を講ずるよう促す。 

 （２）天井等の脱落対策 

  東日本大震災では，体育館，劇場，商業施設，工場等の大規模空間

を有する建築物の天井について，比較的新しい建築物も含めて脱落す

る被害が生じた。こうした状況を踏まえて，建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号）第３９条第３項において特定天井の構造が規

定され，平成２５年国土交通省告示第７７１号において新たに天井脱
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落対策の基準が定められた。このような被害を防止するために県と連

携し，落下防止対策を講ずるよう促す。 

 （３）ブロック塀対策の推進 

     地震時において，コンクリートブロック塀等は倒壊しやすく，通行

人に危害を及ぼすことや道路を塞ぐことがある。このため，県と連携

してパンフレットの配布等を通じて知識の普及に努める。 

 （４）エレベーター閉じ込め対策の推進 

建築物の高層化・バリアフリー化に伴い，地震発生時にエレベータ 

ーが緊急停止し，内部に長時間閉じ込められる事態が問題となってい

る。このような事態を防止するため，県と連携し所有者に対しエレベ

ーターの閉じ込め対策を講ずるよう促す。 

 

５ 重点的に耐震化を図る地域・建築物の考え方 

（１）重点的に耐震化を図る地域 

 耐震化は市域全体に関わるものであるが，災害時において緊急輸送

路となる国道２９６号及び国道４０９号は，救援救護活動，緊急物資

の輸送など重要な役割を担っているため，特にこれら沿線については，

早急に対応する必要がある。 

また，県は，千葉県耐震改修促進計画において，市町村は震災時に

大きな被害が想定される比較的古い木造住宅が密集する市街地等につ

いて，重点的に耐震化の促進を図るべき区域を定めることが適当であ

るとしており，本市もこのことを踏まえて検討を行う。 

（２）重点的に耐震化を図る建築物 

    阪神・淡路大震災における死者のほとんどが建物の倒壊による圧 

死・窒息死であったことや東京湾北部地震の被害想定からしても，昭和

５６年５月３１日以前に着工された木造住宅及び下記の建築物を重点

的に耐震化を図る建築物とする。 

①地震が発生した場合において，災害復旧対策の拠点となる市役所

庁舎，消防庁舎，医療活動の拠点となる病院，避難所となる学校

など防災上特に重要な既存建築物 

②不特定多数の人が利用する病院，集会場，百貨店などの耐震改修

促進法に規定する特定建築物 

③後の世代に引き継がれるべき貴重な財産であるとの観点から文化

財に指定された建築物，文化財が収蔵されている建築物 

     

第４ 啓発及び知識の普及に関する事項 

１ 普及・啓発に関する方針 

市は，パンフレットの配布，ＤＶＤの上映，講演等の実施により，建

築物の耐震性の向上に関する知識の普及，啓発に取り組んできたが，今

後も県や（公益社団法人）千葉県建築士事務所協会などと連携して，補

助制度，融資制度の周知とともに，既存建築物の耐震診断及び耐震改修

の必要性についても啓発に努めていくものとする。 
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２ 地震ハザードマップの作成・公表 

    県が策定した千葉県耐震改修促進計画によれば，地震ハザードマップ

の作成・公表については，市町村が取り組むべきものとされているが，

本市では当分の間，内閣府が公表している「表層地盤のゆれやすさ全国

マップ」における千葉県の部分を活用するものとする。当該マップを参

照すると，本市北部の一部の地域において，計測震度が１．０～１．６

５という「ゆれやすい」地域であることが確認できるものの，大半が０．

４～０．６の中間地域であることが示されている。 

 

３ 相談体制の整備・情報提供の充実 

市民のための耐震相談の受付，市ホームページへの掲載，電話での耐 

震相談窓口の開設などを行う。 

 

４ パンフレットの配布，講習会の開催等 

（１）啓発及び知識の普及に関する施策の概要 

     住生活月間などに開催される各種イベントの機会に，建築物の耐震 

診断及び耐震改修の必要性について市民意識の高揚を図る。 

     既存木造住宅の所有者に対しては，耐震診断講習会を実施し，木造

住宅の耐震性に関する自己点検の方法や補強方法の概要を説明し，知

識の普及に努める。 

(２）住民が耐震改修を行いやすくするための環境整備に関する施策の概要 

千葉県では，木造及び鉄骨造の既存建築物に係る耐震診断及び改修

を行う専門家を養成するための講習会を開催し，講習修了者名簿を作

成し市町村に配布している。この名簿を市役所窓口に備え置き，市民

の閲覧に供する。 

（３）耐震相談会の開催 

住宅建築に関するより細やかな相談にも対応するため，専門家によ

る「無料相談」等を実施し，市民の様々な建築相談に応じていく。 

千葉県が主催となり，平成１７年９月２日から施行している「わが

家の耐震相談会」を活用して建築関係団体等と連携して既存建築物の

耐震診断，耐震改修を促進する。 

（一般社団法人）千葉県建築士会，（公益社団法人）千葉県建築士事

務所協会成田支部等に対しても市が行う取組について協力を求めてい

く。 

 （４）リフォームにあわせた耐震改修の促進 

     耐震改修は，建築物の構造部材の補強のために内装工事を伴うこと

が多くリフォーム工事にあわせ耐震改修工事を実施することは，所有

者にとって経済的にも有効な方法である。 

     市は県と連携を図り，リフォーム工事にあわせた耐震改修の工事方

法や新たな工法等をパンフレット等でより広く情報提供し，住宅等の

耐震改修の促進を図ることとする。 
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 （５）家具等の転倒防止策の推進 

     地震災害時に家具等の転倒による人的被害も多いことから，建築物

の耐震化の推進とともに，家具等の転倒防止策の推進は重要な課題で

す。 

     市は県と連携し，パンフレット等で，家具等の転倒防止の対策事例

等の情報を広く提供し，家具等の転倒防止策の推進を図ることとする。 

 

（６）建築物の液状化対策 

     東日本大震災では，県内でも東京湾岸の埋立地と利根川沿いの低地

を中心として広域にわたり液状化現象が発生した。 

     千葉県は，こうした東日本大震災の液状化被害を平成２３年度東日

本大震災千葉県液状化調査報告書としてとりまとめ，ホームページで

情報提供することとしている。 

     本市においても，ホームページで情報提供し，建築物の所有者等の

意識の啓発を図ることとする。 

    

（７）自治会等との連携策・取組み支援策 

     市は，自治会等の地域特性を踏まえた耐震化促進のための出前講座

やパンフレットの配布等により，きめ細やかな耐震化の促進を図るこ

ととする。 

 

第５ 所管行政庁との連携に関する事項 

 

１ 所管行政庁との連携 

    建築物の耐震化の推進を図るためには，既存建築物の耐震診断及び耐

震改修を推進していく必要がある。 

    そのため，耐震改修促進法で規定されている建築物の用途及び規模に

該当する特定建築物の所有者に対して，所管行政庁は必要に応じ指導，

助言，指示及び公表等を実施する場合がある。また，指導，助言，指示

等を行ったにもかかわらず，特定建築物の所有者が必要な対策をとらな

かった場合において，損傷，腐食その他の劣化が進み，そのまま放置す

れば著しく保安上危険となるおそれがあると特定行政庁によって認めら

れる建築物については，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）によ

る勧告や命令を行う場合もある。 

    市は所管行政庁である県と十分に連絡調整を行い連携を図りながら，

建築物の耐震化の促進のための施策や特定建築物の所有者に対する指導，

助言等を実施していくこととする。 

 

第６ その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

 

１ 地域住民や関係団体等との連携に関する方針 

（１）地域住民との連携に関する方針 
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東京湾北部地震の切迫性が叫ばれる昨今，耐震改修の促進を図って

いくためには，住民の防災意識の向上が不可欠である。 

地震による個人的被害が，単に個人にとどまらず，近隣にも大きな

影響を及ぼすという認識を涵養するために，地域住民，ＮＰＯなどの

団体の活動に対する支援策と合わせて，情報提供や相談等の体制を今

後整えていく。 

（２）関係団体等との連携の方針 

千葉県や県内の特定行政庁などと情報交換を密にし，関係団体の協

力を得ながら，既存建築物の耐震診断を促進する。 

 

２ 関係団体との連携 

（１）千葉県建築防災連絡協議会 

    地震時の災害に備え，県及び市町村の緊密な連携のもとに，建築物 

に関する防災対策，地震対策の総合的，計画的な推進を図るため設置さ

れている。 

     

（２）千葉県特定行政庁会議 

    県内の特定行政庁によって組織され，特定行政庁相互間における連 

絡調整と緊密化を図り，もって建築行政の円滑な運営を図るために設置

されている。 

    県内所管行政庁による指導，助言，指示，公表及び特定行政庁にお  

ける建築基準法による勧告又は命令に関する意見交換や連絡調整に努

め，既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進している。 

 

（３）千葉県建築設計関連六団体連絡会議 

    県内にある建築関連団体（（一般社団法人）千葉県建築士会，（公益社

団法人）千葉県建築士事務所協会，（公益社団法人）千葉県建築家協会

関東甲信越支部千葉地域会，（一般社団法人）日本建築構造技術者協会・

千葉関東甲信越支部ＪＳＣＡ千葉，（一般社団法人）千葉県設備設計事

務所協会，（一般社団法人）日本建築学会関東支部千葉支所）にて組織

されている。 

 

（４）千葉県耐震判定協議会 

    千葉県耐震判定協議会は，学識経験者等により構成されており，耐震

診断及び耐震改修計画について，その妥当性を判断している第三者機関

です。 

    その判断結果は，所管行政庁の認定判断の参考とされており，速や 

かな妥当性判断により，円滑な耐震診断及び耐震改修を行える環境を整

えている。 

 

３ その他 

   本計画を実施するに当たり，必要な事項は別途定めることとする。 
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【参考資料】 

 

資料１ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の抜粋 

資料２ 市有特定建築物等一覧表 

資料３ 千葉県表層地盤のゆれやすさマップ（内閣府） 


