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はじめに 

 

近年、大規模な地震などの自然災害により、各地で人

命と都市機能に関わる甚大な被害が発生しています。 

平成 23 年 3 月の東日本大震災では、本市において地

震による建物倒壊などの直接的な被害は少なかったも

のの、経験したことのない揺れの大きさにより、地震防

災に対する意識に大きな影響を与えることとなりまし

た。 

本市はこれまで、地理的な特性から、地震により被災

した他の都市と比べて大きな被害に見舞われることが

少ない中で、防災・減災対策に取り組んでまいりました

が、首都直下地震の切迫性も一層高まっており、大災害

はいつでも、どこでもおこりうることを肝に銘じ、防災・

減災対策を不断に見直していく必要があります。 

 

こうした中、より災害に強い都市の構築を推進していくためには、建築物の耐震化

支援や地震対策の普及啓発といった「公助」の取組みと同時に、自らの生命は自らが

守る「自助」、地域での助け合いにより自分たちのまちは自分たちで守る「共助」の対

応力を高めることも重要な課題となっています。 

本市では平成 20 年に「さいたま市建築物耐震改修促進計画」を策定し、大規模地

震から市民の生命と財産を守るため、旧耐震基準で建てられた建築物の耐震化の促進

に向け、耐震改修工事等の助成や普及啓発等の施策を推進し、市民生活の土台である

住宅をはじめ、建築物の耐震化に取り組んできました。 

一方で、ブロック塀対策などの新たな課題やこれまでの取組の積み残しといった

様々な課題がありますことから、これらに適切に対応していくため、本計画の見直し

を行いました。 

 

今後も、本計画により、ハードとソフト一体の総合的な施策を展開していくととも

に、市民の皆様と一丸となり、建築物の耐震化を一層高めていくことで、真に災害に

強い都市を実現していきます。 

 

令和 3 年 3 月   
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第１章  計画策定の背景と目的                  

１－１ 計画の目的 
さいたま市建築物耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）では、大規模な地震から市民の

生命、身体及び財産を守り、地震災害に強いまちづくりを推進するため、住宅・建築物の耐震化

(※1)を積極的に促進することを目的とします。 

１－２ 計画策定の背景 

（１）法令等による位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法(※2)第 6条第 1項に基づく計画で、同法に規定する国の基本方針(※3)

並びに埼玉県建築物耐震改修促進計画(※4)を勘案して、「さいたま市総合振興計画」並びに「さい

たま市地域防災計画」等との整合を図り策定するものです。 
 

国 県 市 

   

図 1-1 さいたま市建築物耐震改修促進計画の位置付け 
                                       
用語の定義・解説 

※1 耐震化：耐震性が不十分な建築物を、耐震改修等により耐震性がある建築物とすること。 
※2 耐震改修促進法：建築物の耐震改修の促進に関する法律のこと。以降、本計画の中で単に「法」と省略する場合も同 

法律のことをいう。 
※3 国の基本方針：法第 4 条に規定する建築物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。 
※4 埼玉県建築物耐震改修促進計画：国の基本方針に基づき、法第 5 条に規定される建築物の耐震診断及び耐震改修 

の促進を図るための埼玉県の計画、以下「県計画」という。 
※5 地震防災戦略：被害想定をもとに大規模地震による人的被害、経済被害の軽減について定量的な目標を設定し、その 

達成に必要な具体的な実現方策等を定めたもの。平成 17 年 3 月に国の中央防災会議が策定。 
※6 埼玉県減災プラン：埼玉県地域防災計画で定めた減災目標を達成するための具体的な取組を定めたもの。 
※7 さいたま市国土強靭化地域計画：今後発生が予想される様々な災害に対して地域強靭化に取り組むための基本方 

針。 
※8 さいたま市総合振興計画：本市の将来都市像の実現に向けた計画を推進する市政運営の最も基本的かつ総合的な 

指針。 
※9 さいたま市地域防災計画：本市の地域及び施設並びに市民に係る災害に備え、災害予防、応急対策と復旧・復興に

至る一連の防災活動により、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的として、市防災会議が定めた計画。 

 

耐震改修促進法 

地震防災戦略(※5) 
（中央防災会議） 

 

国の基本方針 さいたま市建築物 

耐震改修促進計画 

さいたま市 

地域防災計画 
(※9) 

埼玉県地域 

防災計画 

埼玉県建築物 

耐震改修促進計画 

埼玉減災 

プラン 

(※6) 

さいたま市 

総合振興計画 

(※8) 

さいたま市 
国土強靭化 

地域計画(※7) 

第１章 

埼玉県地域 

強靱化計画 
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（２）計画の改定 

本計画の上位計画である国の基本方針及び県計画に掲げられた令和 7 年度までの新たな耐震化

の目標（住宅：耐震化率 95%、多数の者が利用する建築物：おおむね解消）を勘案して、本計画に

おける新たな耐震化の目標を定めます。 

また、本計画は市政運営の基本となる「さいたま市総合振興計画（基本計画 2021～）」並びに

「さいたま市地域防災計画」に関連し、住宅・建築物における地震防災対策の行動計画的な役割

を担うものです。 

今後、住宅・建築物の耐震化を一層進めるべく、施策等の見直しを行うとともに、新たな課題

に対応した制度の拡充などを盛り込み、目的の実現に向け、計画の改定を行うものです。 

（３）計画改定までの主な経過 
 

昭和 56 年 6 月 建築基準法(※1)改正 

 

中規模の地震に対してほとんど損傷しないことの

検証や、大規模な地震に対して倒壊・崩壊しない

ことを検証する新耐震基準(※2、3)の導入。 

 
 

平成 7 年 10 月 耐震改修促進法制定 地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生

命、身体及び財産を保護するために、建築物の

耐震改修を促進し、建築物の地震に対する安全

性の向上を図ることを目的とする 

 
 

平成 18 年 1 月 耐震改修促進法改正 

建築物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の告示（以下「国

の基本方針」という） 

基本方針：平成 27 年度の耐震化率(※5)目標設定 

（住宅：90%、多数の者が利用する建築物(※6)：90%）  

基本方針に基づき、都道府県耐震改修促進計画の

策定が規定される 

平成 19 年 3 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画策定 平成 27 年度の耐震化率の目標    住宅：90%  

多数の者が利用する建築物：90% 

平成 20 年 3 月 さいたま市建築物耐震改修促進計画策定 平成 27 年度の耐震化率の目標     住宅：90%  

多数の者が利用する建築物：90% 

 
 

平成 24 年 3 月 さいたま市建築物耐震改修促進計画改訂 計画の実施状況を検証 

平成25 年10 月 国の基本方針の改正告示 令和 2 年までに住宅の耐震化率 95％の目標が明

示される 

平成25 年11 月 耐震改修促進法改正 大規模な建築物の耐震診断の義務化(※7)など、

耐震化の促進に向けた取組が強化される 

平成 26 年 3 月 さいたま市被害想定調査 東日本大震災等を受け、地震・水害の被害想定

調査の見直しを実施 

平成 27 年 2 月 首都直下地震に備える埼玉減災プラン  

－埼玉県震災対策行動計画－策定 

令和 2 年までに住宅の耐震化率 95％の目標を設

定 

平成 27 年 3 月 首都直下地震緊急対策推進基本計画閣議

決定 

令和 2 年までに住宅及び多数の者が利用する建

築物の耐震化率 95％の目標が明示される 

平成 7 年 1月 阪神・淡路大震災（最大震度７ ※4） 

平成 16 年 10 月 新潟県中越地震（最大震度７） 

平成 23 年 3 月 東日本大震災（最大震度７） 
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平成 28 年 3 月 国の基本方針の改正告示 令和 7 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむ

ね解消とする目標が明示される 

平成 28 年 3 月 埼玉県耐震改修促進計画 

改定 

令和 2 年度までの耐震化率の目標  住宅 95% 

多数の者が利用する建築物 95% 

平成 28 年 3 月 改定さいたま市建築物耐震改修促進計画

策定 

令和 2 年度までの耐震化率の目標  住宅 95% 

多数の者が利用する建築物 95% 

   

平成 28 年 4 月 熊本地震で平成 12 年 5 月 31 日以前に建築された新耐震基準の木造住宅にも倒壊被害が発生 

平成 30 年 3 月 さいたま市地域防災計画改定  

平成 30 年 3 月 さいたま市国土強靭化地域計画策定  

 

 

平成30 年12 月 国の基本方針改正 令和 7 年を目途に耐震診断義務付け対象建築物

をおおむね解消とする目標を明示 

平成 31 年 1 月 耐震改修促進法施行令改正 通行障害建築物(※8)に組積造の塀（ブロック塀等

※9）を追加 

平成 31 年 3 月 改定さいたま市建築物耐震改修促進計画

一部改訂 
組積造の塀が面する避難路沿道等(※10)の追記 

令和元年 7 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画 

一部改定 

耐震診断を義務付ける道路を指定 

令和 3 年 3 月 埼玉県建築物耐震改修促進計画 

改定 

令和７年までに、住宅の耐震化率 95%、多数の者

が利用する建築物及び耐震診断義務化建築物を

おおむね解消とする目標を設定 

※ 埼玉県地域防災計画、さいたま市地域防災計画は随時改定されているが、さいたま市建築物耐震改修促進

計画策定後の主な改定のみ取り上げている。 

                                       

用語の定義・解説 

※1 建築基準法：建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めている法律。 
※2 旧耐震基準：昭和 56 年 5 月 31 日以前に用いられていた耐震基準。平成 7 年阪神・淡路大震災では、旧耐震基準に

よる建築物の被害が顕著であった。 
※3 新耐震基準：昭和 56 年 6 月 1 日に施行された耐震基準。建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中規模程度

の地震（震度 5 強程度）に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大地震（震度 6 強程度）
に対しては人命に被害を及ぼす倒壊等の被害を生じないことを目標としている。 

※4 震度：気象庁の計測震度計が観測する地震の体感及び周囲の揺れの強さを階級で表したもの。 
※5 耐震化率：全ての建築物のうち、耐震性がある（新耐震基準又は耐震診断・耐震補強工事の結果耐震性が確保され

たもの）建築物の割合。 
※6 多数の者が利用する建築物：耐震改修促進法第 14 条第 1 号に規定する用途に供するもの。一定の規模以上のもの

は特定建築物という。 
※7 耐震診断の義務化：P8 表 1-4 耐震診断義務化建築物の説明を参照。 
※8 通行障害建築物：耐震改修促進計画に記載された道路に接し、地震により倒壊した場合にその敷地に接する道路の通

行を妨げるもの。 
※9 ブロック塀等：補強コンクリートブロック造、ブロック造、石積、レンガ積等の塀。 
※10 避難路沿道等：建築基準法第 42 条に規定する道路（私道で通り抜けの形態にないものを除く）及び市民が往来する

公園等。詳細は P20 に記載。 

平成 30 年 6 月 大阪府北部地震（最大震度 6弱） 

平成 28 年 4 月 熊本地震（最大震度 7） 
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１－３ 被害想定 

（１）本市の地震履歴 

本市を含めた埼玉県とその周辺において発生し、被害を与えた地震は次のとおりです。 
 

表 1-1 埼玉県における被害地震 

発生年月日 
ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

地震名 

（震源） 
被害状況 

1923.9.1 

（大正 12） 
7.9 

関東地震 

（関東南部） 

（関東大震災）全体での死者は約 10 万人。埼玉県内で死者

316 名、負傷者 497 名、行方不明者 95 名、家屋全壊 9,268

軒、半壊 7,577 軒 

1924.1.15 

（大正 13） 
7.3 

丹沢地震 

（丹沢山魂） 

関東地震の余震。神奈川県中南部で被害大。被害家屋の内に

は関東震災後の家の修理が十分でないことによるものが多

い。 

1931.9.21 

（昭和 6） 
6.9 

西埼玉地震 

（埼玉県中部） 

埼玉県内で死者 11 名、負傷者 114 名、全壊家屋 172 戸、中

北部の荒川、利根川沿いの沖積地に被害が多い。 

1968.7.1 

（昭和 43） 
6.1 （埼玉県中部） 

震源の深さが 50km のため、規模の割に小被害で済んだ。東

京で負傷 6 名、家屋一部損壊 15、非住家破損 1、栃木で負

傷 1名。 

1989.2.19 

（平成元） 
5.6 （茨城県南西部） 

熊谷で震度 3、茨城県・千葉県で負傷者 2人、火災 2件。他

に塀、壁、車、窓ガラス等破損。 

2011.3.11 

（平成 23） 
9.0 

東北地方太平洋

沖地震 

（宮城県沖） 

大宮区、見沼区、中央区、緑区で震度 5強、その他の区で震

度 5弱、全壊家屋 2件、半壊家屋 43 件、火災 1件。他に塀、

屋根、道路、電柱等に被害。 

※さいたま市の被害 

出典：埼玉県建築物耐震改修促進計画、埼玉県地震被害想定調査 

東北地方太平洋沖地震の被害状況は、さいたま市の資料 

（２）想定される地震 

過去の地震被害や最新の活断層の調査結果から、さいたま市に大きな影響を及ぼすと考えられ

る地震として、次の３つが想定されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 想定地震の位置（さいたま市被害想定調査,平成 26 年 3 月） 

関東平野北西縁断層帯地震 

さいたま市直下地震 

東京湾北部地震 
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表 1-2 想定地震の概要（さいたま市被害想定調査,平成 26 年 3 月、一部抜粋） 

想定地震 概 要 

さいたま市直下地震 

（マグニチュード 7.3） 

           (※1) 

・荒川断層位置で想定した、気象庁マグニチュード（Ｍ＝）7.3 の地震。 

・断層面が不明瞭なため首都圏のどこで発生するか予測困難な地震のうち、さい

たま市内に最も大きな被害をもたらす直下型地震として最大級を想定。 

関東平野北西縁断層帯

地震 

（マグニチュード 8.1） 

・群馬県高崎市付近から埼玉県上尾市付近に至る深谷断層や綾瀬川断層までが連

動した場合を想定した地震。断層の長さが約 80km におよぶ、Ｍ＝8.1 の地震。 

・埼玉県の想定の中で、さいたま市内の被害が最も大きくなることから、活断層

型(※2)の地震として最大級を想定。 

東京湾北部地震 

（マグニチュード 7.3） 

 

・フィリピン海プレート(※3)上面の、Ｍ＝7.3 の地震。 

・東京都区部直下での地震は、さいたま市を含む首都圏全域に大きな影響がある

ことから、最新の知見を踏まえて想定。 

（３）被害想定結果 

上記の３つの地震を想定して実施した「被害想定調査」(※4)で算定された地点ごとの震度の情報

に、建物構造や建築年代などのデータを加味して想定した揺れによる建物被害の算定結果は、下

表のとおりです。 

 
表 1-3 建物構造別の全壊数（市全域） 

 さいたま市直下

地震 

関東平野北西縁断

層帯地震 
東京湾北部地震 

全壊 木造建物 約 16,200 棟  約 7,300 棟 約 1,200 棟 

非木造建物 約 1,100 棟 約 500 棟 約 100 棟 

計 約 17,300 棟 約 7,800 棟 約 1,300 棟 

半壊 木造建物 約 44,900 棟 約 30,000 棟 約 9,600 棟 

非木造建物 約 3,500 棟 約 2,000 棟 約 700 棟 

計 約 48,400 棟 約 32,000 棟 約 10,300 棟 

さいたま市被害想定調査（平成 26 年 3月）より 
                                       
用語の定義・解説 

※1 マグニチュード：地震そのものの大きさ、地震の規模（エネルギー）を表したもの。 
※2 活断層：約 200 万年前以降に活動し将来も活動する可能性のある断層のことを言う。活断層の活動とは、その場所で岩

盤のずれ（破壊）が生じることであり、そのときに地震が発生する。 
※3 フィリピン海プレート：地球の表面を覆う十数枚の厚さ 100km ほどの岩盤をプレートといい、プレートが互いに異なる方

向に動いているため、その境界でひずみがたまり、それが解放されるときに地震が発生する。フィリピン海プレートは、そのうち、
関東平野の下に南から潜り込んでいるもので、その上面はさいたま市の直下で 35～40km 程度の深さにあると推定されて
いる。 

※4 被害想定調査：さいたま市では、「さいたま市被害想定調査」（平成 26 年 3 月）の中で、本市に大きな被害をもたらす
地震を想定して震度や液状化危険度の分布を予測し、建物の被害、人的被害、上下水道や電気等のライフラインの被
害などを算定している（資料編 P62 参照）。 
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１－４ 計画の対象建築物 
本計画で対象とする建築物(※1)は、市内に存する建築物のうち旧耐震基準で建築された建築物

（住宅、特定建築物等）、公共建築物及びブロック塀等です。以下にその定義を示します。 
 

表 1-4 さいたま市建築物耐震改修促進計画の対象建築物 

建築物の区分 内   容 

住 宅                          →2-1 P10 

 戸建て住宅 戸建ての住宅で、併用住宅を含む 

 共同住宅 賃貸住宅、分譲住宅、寄宿舎など 

特定建築物等  

 多数の者が利用する建築物 
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

老人ホームその他多数の者が利用する民間建築物 

  
民間特定建築物(※2) 
 

（法第 14 条第 1号に規定する建築物) 

多数の者が利用する特定の用途で一定規模以上の建築物   →2-2(1) P12 

  耐震診断義務化建築物 

【要緊急安全確認大規模建築物(※3)】（法附則第 3条に規定する建築物） 

耐震性が不足する又は明らかでない不特定かつ多数の者が利用する特定

の用途などの大規模建築物で、耐震診断結果の報告が義務付けられたもの 

                     →2-2(2) P13 

  小規模建築物(※4) 上記の規模要件等に満たない多数の者が利用する建築物 

 危険物の貯蔵場等 
（法第 14 条第 2号に規定する建築物） 

危険物を一定の数量以上貯蔵又は処理する建築物        →資料編 P33 

 沿道特定建築物 

（法第 14 条第 3号に規定する建築物）  

本計画に記載された緊急輸送道路(※5)の沿道建築物で一定の高さ要件を満

たす建築物                                           →2-3 P14 

  緊急輸送道路閉塞建築物 

本計画に記載された埼玉県が指定する緊急輸送道路沿道の建築物で倒壊

により道路を閉塞するおそれのある一定以上の高さがあり、かつ耐震性が

不足する又は明らかでないもの 

    耐震化促進建築物 

本計画に記載された緊急輸送道路のうち、県計画で位置付ける特に重要と

なる路線(※6)沿道の建築物で倒壊により道路を閉塞するおそれのある非木

造で 3階建て以上、かつ耐震性が不足する又は明らかでないもの 

公共建築物                                                 →2-4 P15 

 市有建築物 市有建築物のうち、防災上重要な建築物及び多数の市民が利用する建築物 

ブロック塀等                                                →3-3(2) P20 

  ブロック塀・組積造の塀等 道路等に面する高さ 80cm を超えるブロック塀・組積造の塀等 

                                                                             
用語の定義・解説 

※1 対象とする建築物：主に、本市が実施する耐震化施策の対象となる建築物。 
※2 民間特定建築物：多数の者が利用するなど一定の用途と一定の規模に該当する建築物のうち民間のもの。民間特定建

築物の用途及び規模に関する定義の一覧については資料編 P32 参照。 
※3 要緊急安全確認大規模建築物：要件の定義については資料編 P32 参照。 
※4 小規模建築物：民間特定建築物の規模要件等に満たない多数の者が利用する建築物。 
※5 緊急輸送道路：大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため重要な道路として県、市が

指定している道路。震災後に早期に障害物の除去等を行い緊急車両交通の確保を行う道路。 
※6 特に重要となる路線：県計画では緊急輸送道路のうち、「特に重要となる路線」として「重点 23 路線」を位置付けてい

る。本計画において以下「重点路線」という。資料編 P34 参照。 
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１－５ 計画の期間 
・本計画の計画期間は、令和 3年度から令和 7年度の 5年間とします。 

・法律等の改正や大規模地震の発生など、社会情勢の変化に応じ、必要な見直しを行います。 
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第２章  建築物の耐震化の現状と今後の目標            

２－１ 住宅 

（１）住宅の耐震化の現状 

「平成 30 年度住宅・土地統計調査」(※1)などからの推計では、令和 2 年度末における総住宅戸

数は約 557,300 戸で、このうち耐震性のある住宅は 517,600 戸、耐震性がない住宅は 39,700 戸あ

り耐震化率は約 92.9％です。 

平成 19 年度から令和 2年度までの耐震化率の推移は表のとおりです。 

 

表 2-1 住宅の耐震化率の推移 

 昭和 56 年 5月までの旧耐震基準の住宅 昭和 56 年 6月

以降の新耐震

基準の住宅 

計 耐震化率 
 耐震性なし 耐震性あり 

a b c d e（=a+d） f（=(c+d)/e） 

平成 19 年度 107,500 戸 73,500 戸 34,000 戸 351,800 戸 459,300 戸 84.0% 

平成 23 年度 93,800 戸 65,300 戸 28,500 戸 374,900 戸 468,700 戸 86.1% 

平成 27 年度 87,200 戸 51,800 戸 35,400 戸 401,300 戸 488,500 戸 89.4% 

令和 2年度※ 85,100 戸 39,700 戸 45,400 戸 472,200 戸 557,300 戸 92.9% 

              ※平成 27 年度以前の数値には公営・公団住宅を含んでいません。  

（２）住宅の耐震診断・耐震改修工事等の助成実施件数の推移 

本計画における住宅の耐震化促進施策として、平成 20年度から耐震診断･耐震補強工事･建替え

工事(※2～4)に係る助成金の交付や耐震診断員派遣制度(※5)などに取り組んできました。その結果、

耐震診断 10,302 戸、耐震改修工事等 2,231 戸の助成等を実施し、3,997 戸の耐震性が確保されま

した。 
 

表 2-2 計画期間ごとの耐震診断・耐震改修工事等の助成実施件数（令和 2年 10 月 1日時点） 

種別 H20～H23 H24～H27 H28～R2 小計 合計 

 

診
断 

戸建て 1,740(1) 2,605(4) 2,169(3) 6,514(8) 10,302 

(1,766) 共同住宅 35 1,988(815) 1,765(943) 3,788(1,758) 

 

改
修
等 

戸建て 226 786 693 1,705 2,231 

【3,997】 共同住宅 11 414 101 526 

( )内は耐震診断で耐震性有、【 】は耐震性が確保された全体数 

                                                                                   
用語の定義・解説 

※1 住宅・土地統計調査：総務省統計局により 5 年に 1 度行われる住宅に係る基礎調査。 
※2 耐震診断：建築物の地震に対する安全性について新耐震基準で評価すること。 
※3 耐震補強工事：耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと評価された建築物を地震に対して安全な構造とな

る補強設計を行い、この設計書により実施する工事のこと。 
※4 建替え工事：旧耐震基準の建築物を全て除却し、当該建築物のあった敷地内で新たに建築すること。 
※5 耐震診断員派遣制度：木造戸建て住宅の耐震診断の実施について、さいたま市が耐震診断員を派遣する制度。 

第２章 
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（３）住宅の耐震化の目標 

  

◆令和７年度までに住宅の耐震化率を 95%とすることを目標とします。 

 

・耐震化施策によらず、旧耐震基準の住宅の建替えや耐震改修の増加、除却が自然に推移した

場合の令和 7 年度における耐震化率は 94.6％と推計されます。 

・耐震化率 95％の目標を達成するためには、5 年間でさらに約 2,400 戸の耐震化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 住宅耐震化率の推移と目標 

 

 

 

                                                                                   
  

42,330 戸 

29,300 戸 

39,700 戸 42,300 戸 

45,390 戸 45,400 戸 

51,800 戸 

73,500 戸 
65,300 戸 

28,500 戸 

35,400 戸 35,400 戸 

28,500 戸 
34,000 戸 34,000 戸 

513,300 戸 

472,200 戸 

374,900 戸 
401,300 戸 

351,800 戸 

H19耐震化率 

約84% 

459,300戸 

R7耐震化率 

95% 

587,300戸 

H23耐震化率 

約86% 

468,700戸 

 

H27耐震化率 

約89% 

488,500戸 

 

R2耐震化率 

約93% 

557,300戸 

 

凡例 

旧耐震基準（耐震性不十分）の住宅 

旧耐震基準（耐震性あり）の住宅 

新耐震基準の住宅 

平成19年度  平成23年度  平成27年度  令和2年度  令和7年度 

2,400 戸 
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２－２ 多数の者が利用する建築物 

（１）民間特定建築物の耐震化の現状 

多数の者が利用する建築物のうち、民間特定建築物(※1)の令和 2年度末における総数は 1,882 棟

で、このうち耐震性のあるものは 1,704 棟、耐震性が満たされていないものは 178 棟あり耐震化

率は約 90.5％です。  

 
 

表 2-3 民間特定建築物の耐震化率    （令和 2年 10 月 1日時点） 

 

S56 以前 

耐震性なし 
不明 

S56 以前 

耐震性あり 

S57 

以降 
合計 耐震化率 

a b c d e 
（c+d) 

/(e) 

1 学校   5 棟  14 棟  17 棟  101 棟 137 棟 86.1% 

2 病院・診療所   6 棟  5 棟   3 棟  86 棟 100 棟 89.0% 

3 劇場・集会場等 2 棟 0 棟 0 棟  53 棟 55 棟 96.4% 

4 店舗  12 棟   37 棟  18 棟     268 棟 335 棟 85.4% 

5 ホテル・旅館等   2 棟 3 棟 0 棟   57 棟 62 棟 91.9% 

7 社会福祉施設等   3 棟 10 棟 14 棟 435 棟 462 棟 97.2% 

10 
その他 

（事務所・工場） 
27 棟 52 棟 57 棟 595 棟 731 棟 89.2% 

合計 57 棟 121 棟 109 棟 1,595 棟 1,882 棟 90.5% 

 
 

表 2-4 これまでの民間特定建築物の耐震化率の推移 

 
耐震性なし、又は不明 既存の総棟数 耐震化率 

平成 19 年度 449 棟 1,516 棟 70% 

平成 23 年度 401 棟 1,563 棟 74% 

平成 27 年度 249 棟 1,741 棟 86% 

令和 2年度 178 棟 1,882 棟 90.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          

用語の定義・解説 

※1 民間特定建築物：法第 14 条第 1 号に規定する多数の者が利用する特定の用途で一定規模以上の建築物のうち民間
のもの。本計画では賃貸住宅は特定建築物ではなく住宅に含めて耐震化率を算定しています。 
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（２）耐震診断義務化建築物の耐震化の状況 

平成 25 年の耐震改修促進法改正により耐震診断が義務化された建築物のうち要緊急安全確認

大規模建築物については、耐震診断結果の公表、建築物の所有者への継続的な個別訪問や助成金

の拡充などにより重点的に耐震化の促進に取り組んでいます。 

 

 

表 2-5 令和 2年度末の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化状況 

昭和 56 年 5 月までの旧耐震基準の建築物 
進捗率 

 耐震性なし 耐震性あり 

a b c ｄ＝(c/a) 

140 棟 (15 棟) 8 棟 (4 棟) 132 棟 (11 棟) 94.3% (73.3%) 

   (  )は民間建築物 

 

（３）民間特定建築物の耐震診断・耐震改修工事等の助成実施件数の推移 

平成 20 年度から令和 2年度までに、耐震診断 106 棟、耐震改修工事等 32棟への助成を実施し、

49 棟が耐震化されました。 

 

表 2-6 計画期間ごとの耐震診断・耐震改修工事等の助成実施件数 （令和 2年 10 月 1日時点） 

 H20～H23 H24～H27 H28～R2 合計 

耐震診断 54 40 12 106(7) 

 うち耐震性あり 7 8 2 17 

改 修 等 5 19 8 32(3) 

    耐震化合計 12 27 10 49 

                                （ ）は要緊急安全確認大規模建築物 

    

（４）多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

 
◆民間特定建築物及び耐震診断義務化建築物については、令和 7 年度までにおお

むね解消とすることを目標とします。 

 

・耐震性が不十分な民間特定建築物及び民間の耐震診断義務化建築物については、本計画の

施策によりおおむね解消を目指します。なお、公共建築物の耐震診断義務化建築物につい

ては 2-4(2)市有建築物の耐震化の目標に含めるものとします。 
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◆耐震化促進建築物 57 棟のうち耐震診断未実施の 47 棟については、 

令和 7 年度までに耐震診断を実施することを目標とします。 

２－３ 沿道特定建築物 

（１）沿道特定建築物の耐震化の現状 

本計画では、さいたま市地域防災計画で指定する緊急輸送道路を地震時に通行を確保すべき道

路とします。[指定道路の詳細は資料編 P34 参照] 

このうち、市域を超えた広範な応急活動を担う埼玉県指定の緊急輸送道路の沿道特定建築物に

ついては、埼玉県及び関係 12市で構成する埼玉県緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進協議会（以

下「促進協議会」という。）が連携して対象路線の機能確保に向け、耐震化施策に取り組んでいま

す。（※1） 

沿道特定建築物となる高さの要件・定義は次の図 2-2 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-2 沿道特定建築物の高さ要件・定義 
 

本計画における沿道特定建築物のうち、今後耐震化を促進すべき緊急輸送道路閉塞建築物の現

状は表 2-7 のとおりです。このうち県計画に定める重点路線沿道にある非木造かつ 3 階建て以上

の沿道特定建築物については、耐震化促進建築物と位置づけ、重点的に耐震化を促進します。 

 
表 2-7 沿道特定建築物の耐震化の状況   (令和 2年 10 月 1 日時点)  

沿道特定建築物（1,631 棟） 本計画に記載する路線 

 緊急輸送道路閉塞建築物（607 棟） 埼玉県地域防災計画及

びさいたま市地域防災

計画で指定する路線 

  重点路線（86 棟） 一般路線（521 棟） 

   耐震化促進建築物（57 棟）  法第 14 条第 1号建築物（36 棟） 

 
                     上記以外の建築物( 1,024 棟) 

さいたま市地域防災計

画で指定する路線 
 

（２）沿道特定建築物の耐震化の目標 

 

 
 
                                                                                       
用語の定義・解説 ※１ 促進協議会（P25 参照）で取り組む対象建築物は、重点路線沿道の耐震化促進建築物 

及び一般路線（重点路線以外）沿道の民間特定建築物（法第 14 条 1 号）です。 

X 
X 

6m に建築物から道路境界線までの 

距離 X を加えた高さを超える建築物 

道路閉塞させる住宅・建築物 
※多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築物 

①前面道路幅員が 12ｍを超える場合 ②前面道路幅員が 12ｍ以下の場合 
幅員の 1/2 に建築物から道路境界線までの 

距離 X を加えた高さを超える建築物 
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２－４ 公共建築物 

（１）市有建築物の耐震化の現状 

市有建築物のうち、防災上重要な建築物及び多数の市民が利用する建築物の令和 2 年 4 月 1 日

時点における総数は、新耐震基準の建築物を含み 1,478 棟で、このうち耐震性のあるものは 1,471

棟、耐震性が十分でないものは 5 施設 7棟あり、耐震化率は約 99％です。 

耐震化の状況については、国の基本方針に基づき、市有建築物の耐震性に係るリストを窓口及

びホームページにて公表しています。 

 

 

表 2-8 これまでの市有建築物の耐震化率の推移 

 平成 19 年度 平成 23 年度 平成 27 年度 令和 2年度 

耐震化率 55％ 79％ 98％ 99％ 

 

（２）市有建築物の耐震化の目標 

 
◆市有建築物の耐震化率を 100％とすることを目標とします。 

 

 

・耐震性が十分でない 5 施設 7 棟については、廃止又は機能移転の方向性が示されており、各

施設において耐震化を推進していきます。 

・耐震性が十分でない施設については、進行管理を行い、変更等があった場合は、耐震性に係

るリストを更新します。 
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第３章  建築物の耐震化を促進するための施策           

３－１ 基本的な方針 
住宅及び建築物の耐震化を促進するためには、その所有者が、地震防災対策は自らの問題であ

ると認識し、自らの責任において生命と財産の保全に取り組むといった自助努力が不可欠です。 

そのためには、所有者の耐震化に対する意識啓発や、耐震化に要する費用の負担軽減といった

公助をあわせて行うことが大変重要であることから、本市はこれまでに、広く市民に対する普及

啓発を行うとともに、窓口での随時相談などを通じ、所有者への支援に取り組んできました。 

本計画では、更なる耐震化の促進を図るため、時代のニーズや環境の変化を的確に捉え、地震

防災対策の選択肢を増やすなど、必要な施策の整備を行います。 

 

表 3-1 耐震施策 

                  ◎追加・拡充する施策 〇継続実施する施策 

【 耐震化対策（3-2）】 

（１） 耐震診断、耐震改修及び建替えに対する助成制度              →P17 〇 

（２） 木造住宅への耐震診断員の派遣事業                     →P17 〇 

（３） 多数の者が利用する建築物の耐震化促進への取組                        →P17 ◎ 

（４） 緊急輸送道路の沿道特定建築物の耐震化促進への取組                   →P18 ◎ 

（５） ダイレクトメールや個別訪問による助成制度等の利用促進                →P18 〇 

（６） 耐震アドバイザーの派遣                                              →P18 〇 

（７） 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム                              →P19 ◎ 

【 減災・安全対策（3-3）】 

（１） 耐震シェルター等の設置に対する助成制度                              →P20 〇 

（２） 危険なブロック塀等の改善に対する助成制度                            →P20 ◎ 

【 普及・啓発（3-4）】 

（１） パンフレット・ホームページなどを活用した情報発信                    →P21 〇 

（２） 出前講座の開催                                                      →P21 〇 

（３） 地震防災マップ等の公表                                              →P21 〇 

（４） 民間団体との連携                                                    →P21 〇 

（５） 税制特例・融資制度                                                  →P21 〇 

（６） 耐震改修促進法に基づく認定制度                                      →P22 ◎ 

（７） 耐震改修促進法に基づく指導・助言等                                  →P22 〇 

（８） その他の地震時における対策                                          →P23 〇 

  

◆新型コロナウイルス感染症等に関する対応について 

新型コロナウイルス感染症等による社会情勢の変化など、耐震化事業に大きな影響を生じる

場合には、助成事業や普及啓発などの実施にあたり、必要に応じて、適切かつ柔軟に対応して

いきます。 

第３章 
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３－２ 耐震化対策 

（１） 耐震診断、耐震改修及び建替えに対する助成制度 

◆既存建築物耐震補強等助成事業 

市民生活の土台である住宅や多数の者が利用する建築物の耐震性確保、災害時の緊急輸送道

路の機能確保の早期実現を目的に、これらの住宅・建築物の所有者の費用負担軽減のため、耐

震診断、耐震補強設計、耐震補強工事（工事監理費を含む）、建替え工事に係る費用の一部を助

成します。 

なお、新型コロナウイルス感染症等により、これらの助成対象事業の着手の遅れや工期延期

が生じた場合には、助成制度が円滑に利用できるよう適切に対応します。 

 

・助成対象となる建築物や助成金額については資料編 P37 を参照 

 

（２）木造住宅への耐震診断員の派遣事業 

◆木造住宅耐震診断員派遣事業 

戸建て住宅については、その多くが木造在来工法で建築された 2 階建て以下のものであるこ

とから、市民の負担の軽減と耐震診断実施数の向上を図るため、無料で耐震診断員を派遣しま

す。 

 

（３）多数の者が利用する建築物の耐震化促進への取組 

◆耐震化に向けた取組の強化 

多数の者が利用する建築物のうち民間特定建築物及び耐震診断義務化建築物については、早

期の耐震化を図るため、建築物の所有者や管理者に対するヒアリングを定期的に実施し、耐震

化の流れや助成制度の利用について必要な助言などの働きかけを強化します。 

また、工事の方法や資金計画など、より専門的な相談については、埼玉県耐震サポーター登

録制度や県内金融機関による耐震化融資制度の案内を行うなどの周知に努めます。 

 

◆耐震診断結果の公表 

耐震診断が義務付けられた大規模建築物（要緊急安全確認大規模建築物）は、その用途及び

規模から特に社会的影響が大きいため、法に基づき耐震診断の結果を窓口及びホームページに

て公表しています。 

 ・要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表：平成 29 年 9 月 19 日 
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（４）緊急輸送道路の沿道特定建築物の耐震化促進への取組 

◆耐震化に向けた取組の強化 

促進協議会で連携して耐震化に取り組む緊急輸送道路の沿道特定建築物については、早期の

耐震化が図られるよう、助成金の利用促進や助言などの働きかけを強化します。 

また、新たに活用できる支援などの方策を検討します。 

◆耐震診断未実施建築物の解消 

耐震化促進建築物については耐震診断未実施の解消に向け、必要に応じて耐震診断の義務付

けなど、新たな施策の検討を進めます。 

（５）ダイレクトメールや個別訪問による助成制度等の利用促進 

◆ダイレクトメールによる周知啓発 

住宅などの耐震診断・耐震改修工事等を重点的に促進するため、対象建築物の所有者に対し、

ダイレクトメールによる助成制度及び耐震診断員派遣制度について周知・啓発を図ります。 

◆個別訪問による周知啓発 

耐震診断の結果、耐震性がないと判断されているものの補強工事等が行われていない建築物

については、必要に応じて個別訪問による助成制度の案内などとともに、今後についての意向

の確認や相談などに取り組みます。 

 

（６）耐震アドバイザーの派遣 

本市では、建築物の耐震に関する知識と実務経験を有する専門家が登録されており、耐震化に

ついての講習会や研修会を企画する市民グループに耐震アドバイザー(※1)として派遣しています。 

特に、マンションなど耐震化に合意形成が必要な建築物については、管理組合の集会等の機会

にアドバイザー派遣を活用していただき、耐震診断・耐震改修への理解を深めることにより、耐

震診断等の実施に繋げていきます。 

 

 

 

 

 

 

                                          

用語の定義・解説 

※1 耐震アドバイザー：市で登録している耐震診断・耐震改修に関する知識と実務経験を有する専門家。市民グループが
行う耐震診断・耐震改修に関する講習会、研修会等へ派遣され、講演、指導などを行う。 

 

  



第３章 建築物の耐震化を促進するための施策 

- 19 - 

（７）住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

地震災害における建物倒壊による人的被害は、旧耐震基準の木造住宅に多く見受けられます。

住宅の耐震化にあたっては、市民が耐震診断から改修工事までを円滑に進められるフォローアッ

プや相談体制の構築が重要です。 

このため、本計画では、着実に耐震化につなげる環境整備として「住宅耐震化緊急促進アクシ

ョンプログラム」(※1)を定め、住宅（マンション※2 を除く）の耐震化を図ります。 

◆取組について 

1. 耐震診断未実施の住宅所有者に対する直接的な働きかけ 

 1)ダイレクトメールによる耐震診断に関する市の制度の案内。 

2)自治会回覧による耐震診断に関する市の制度の案内。 

2. 耐震診断実施を支援した住宅に対して耐震改修等を促す取組 

 1)耐震診断結果の報告時における改修工事の進め方や概算費用の提示等。 

2)耐震診断実施後、一定期間経過しても耐震改修を行っていない住宅に対するダイレクト

メールなどによる改修の促進。 

3. 改修事業者等の技術向上を図る取組及び住宅所有者から事業者等への接触が容易

となる取組 

 1)改修事業者に対し補強設計、補強工事の施工方法に関する講習会等の実施。 

2)耐震補強設計、耐震補強工事に係る事業者の名簿の作成及び公表。 

4. 耐震化の必要性に係る普及・啓発 

 1)市報さいたまによる周知。 

2)地震対策セミナーの開催や、防災イベント等での啓発展示。 

3)助成制度等の案内や耐震啓発パンフレット等の作成及び配布。 

◆耐震化に係る費用の支援について 

耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事等に係る費用の一部を助成するとともに、無料の

耐震診断員派遣事業を実施し、住宅所有者の負担軽減を行います。 

◆アクションプログラムの目標、実施状況について 

毎年度の目標や取組の実施状況については、別途、市のホームページに掲載します。 
 

                                                   

用語の定義・解説 

※１ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム：平成 7 年に耐震改修促進法が施行されて以降、国は住宅・建築物
の耐震化について政策的な方針や交付金などの施策を打ち出し、地方自治体の取組を通じて支援を行うことにより、個々
の住宅・建築物の耐震化を実現してきました。 

   令和 3 年度以降における住宅（マンションを除く）の耐震改修等への交付金活用においては、実際に補助制度を運用
する地方自治体において、国が指定する取組を盛り込んだ「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、毎年度、
耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握・検証・公表し対策を進めることが必要と示されて
います。 

※２ マンション：本計画においてマンションとは、1,000 ㎡以上かつ 3 階建て以上の共同住宅をいう。 
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３－３ 減災・安全対策 

（１）耐震シェルター等の設置に対する助成制度 

◆耐震シェルター等設置支援事業 

耐震診断により耐震性が不足していると判断された住宅においては、居住者の高齢化などの

理由により、日常生活に負担のかかる耐震改修工事等を実施できない場合もあります。 

そこで、地震により住宅が倒壊しても安全な空間を確保し、生命を守ることができる耐震シ

ェルター(※1)や防災ベッド(※2)等の設置に対して助成を行い、減災を図ります。 

（２）危険なブロック塀等の改善に対する助成制度 

市民が往来する道路等に面するブロック塀等の倒壊は、人的被害の発生、避難や緊急車両通行

の障害となることから、著しい劣化や構造基準に合わないブロック塀等に対し、必要な指導や支

援を行い、安全性の向上を図ります。 

◆避難路沿道等の位置づけ 

本計画では、ブロック塀等の安全確保を重点的に取り組む道路等（以下、「避難路沿道等」と

いう。）について以下のとおり定めます。 

    

 

 

 

◆既存ブロック塀等改善事業 

高さ 80ｃｍを超え、避難路沿道等に面し、劣化や構造基準に合わないブロック塀、組積造の

塀、万年塀の除却や軽量フェンス等への建替えにかかる費用の一部を助成し、危険なブロック

塀等の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

用語の定義・解説 

※1 耐震シェルター：既存の住宅内に設置し、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースなどが圧壊するのを防ぐ装置。 
※2 防災ベッド：地震で住宅が倒壊しても寝ている人の安全を守る、強固なフレーム枠等で保護されたベッド。 
  

〇さいたま市地域防災計画に定める避難所等に直接通じる建築基準法第 42 条第 1 項

及び第 2項に規定する道路及び市長が認める公園等とする。 

 ただし、私道については通り抜けの形態にあるものに限る。 
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３－４ 普及・啓発 

（１）パンフレット・ホームページなどを活用した情報発信 

地震の危険性や耐震診断・耐震補強の手法、助成制度などを記載したパンフレットを配布し、

耐震化の重要性について意識啓発に努めます。パンフレットの内容はホームページにも掲載し、

あわせて建築物の耐震化に係る各種情報に到達できる設定にするなど、インターネットを活用し

た啓発を行います。 

また、市報掲載や自治会回覧など直接市民に届く媒体を活用し、情報発信を行います。 

（２）出前講座の開催 

市民が開催する集会や会合などの機会に、市の政策や制度、事業等について市職員が説明する

「出前講座」によって、耐震化施策の推進について周知・啓発を行います。 

（３）地震防災マップ等の公表 

本市では、平成 25年度に被害想定調査を実施しました。調査結果に基づき、地震による揺れの

程度などを示す地震防災マップ(※1)を作成し、被害想定とともにホームページやリーフレットによ

り公表し、地震に関する情報提供と意識啓発を行います。 

（４）民間団体との連携 

市が主催または民間と共催して開催する地震防災をテーマとした講演会・講習会については、

参加者に有意義な意識啓発・知識醸成が図られるよう、建築士会などの団体と連携して内容の充

実に努めます。 

また、人が集まるイベント等へ積極的に参加するなど、普及啓発活動の機会を増やすよう努め

ます。 

（５）税制特例・融資制度等 

◆既存住宅に係る耐震改修促進税制 

既存住宅を耐震改修した場合は、固定資産税の減額や耐震改修に要した費用の一部が所得税

額から控除されることについて周知を図ります。 

◆融資制度 

県内 3 金融機関で設けている、耐震診断や耐震改修を実施する物件について低利率の融資を

受けられる制度や、独立行政法人住宅金融支援機構の耐震改修に関する融資制度についての周

知を図ります。 

 

 

                                          

用語の定義・解説 

※1 地震防災マップ：本市に大きな被害をもたらす地震として、さいたま市直下地震、東京湾北部地震、関東平野北西縁
断層帯地震を想定した震度分布、建物の倒壊危険度の分布、液状化の危険度の分布を示したマップ。「さいたま市地
震防災マップ」として表示し、ホームページにも掲載している。 
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（６）耐震改修促進法に基づく認定制度 

耐震改修促進法に基づき、耐震化を円滑に行う手法や耐震性の証明など様々な認定を行います。 

◆耐震改修計画の認定 

法第 17 条の規定に基づき、床面積が増加する耐震改修工法における容積率、建蔽率の特例措

置に関する計画認定の申請について、その内容を精査して認定を行います。 

◆区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

法第 25 条の規定に基づき、耐震診断が行われた区分所有建築物（マンション等）の耐震改修

の必要性について認定を行います。認定を受けた建築物の大規模改修等は、建物の区分所有等

に関する法律に規定する議決要件の緩和が適用されます。 

◆耐震性の認定及び表示制度 

法第 22 条の規定に基づき、耐震性が確保されている建築物であることが認められる場合に、

その認定を行います。認定を受けた建築物は、当該建築物やその敷地、不動産取引等の契約書、

その他利用に関する広告など、法に定められた範囲において耐震性が確保されている旨の表示

をすることができます。 

市では「認定証」と「耐震認定マーク」（表示用ステッカー）の交付を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [認定証]                               [耐震認定マーク] 

（７）耐震改修促進法に基づく指導・助言等 

法では、旧耐震基準の全ての建築物について、耐震診断及びその結果に応じた耐震改修の努力

義務を規定しています。このため、市は、建築物の耐震診断及び耐震改修の適切な実施に向け、

必要に応じて対象となる建築物の所有者や管理者に対し、指導・助言等を行います。 

※指導・助言等の流れについては資料編 P60 参照 
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（８）その他の地震時における対策 

◆エレベーター等の地震対策 

近年の大規模地震では、エレベーターの緊急停止などにより人が閉じ込められる被害の発生

やエスカレーターの脱落等が複数確認され、復旧や救助にも時間を要しています。 

市は、エレベーター及びエスカレーターが設置された建築物の所有者等に対し、地震時のリ

スクなどを周知するとともに、地震対策に努めるよう啓発を行います。 

◆窓ガラス、外壁等の落下防止及び天井の脱落防止対策 

市は、地震時の建築物の窓ガラス、外壁タイル、看板等の落下及び天井材等の非構造部材の

脱落による危険を防止するため、建築物の所有者（管理者）に対し、落下対象物の調査の実施

や、落下防止策の普及啓発を行います。 

◆新耐震基準の木造住宅への対応 

熊本地震などの被害調査では、平成 12 年 5 月 31 日以前に建築された新耐震基準の住宅にお

いても倒壊等の事例が確認されたことから、市ホームページ等により新耐震基準以降の既存耐

震不適格建築物の地震対策についての普及啓発を行います。 

◆住宅内部の安全対策 

市では災害が発生したときの行動や、災害に備えて準

備できることなどをまとめた「防災ガイドブック」を作

成し、全世帯に配布しています。 

家具類の転倒防止や落下防止などによる住宅内部の安

全対策の周知をしています。 

また、自治会を基準として結成された自主防災組織に

対し、感震ブレーカー設置の普及啓発、支援を行ってい

ます。 

◆高層マンションの防災 

高層マンションは、戸建て住宅と比べると耐震性や耐

火性に優れていますが、大規模地震時には、電気・水道・

ガスなどのライフラインやエレベーターの停止により、

日常生活に支障が出ることが危惧されています。 

市では、「高層マンション防災ガイドブック」を作成し

て安全対策の周知を行っています。 
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◆自主防災組織、自治会、企業、NPO、ボランティア等との協力体制の強化 

本市では、大規模な災害が発生した際に、市民が結集して的確な活動ができるよう自治会を

中心として組織された自主防災組織の育成に努め、災害対策の資機材や備蓄品の準備を支援す

るとともに、防災意識の醸成・向上、防災知識の普及啓発を行っています。 

また、地域コミュニティにおける共助による防災活動を強化するため、地区防災計画（災害

時の行動計画）の策定を推進しています。地区防災計画の策定にあたり、防災アドバイザー(※1)

による支援を行っています。 

さらに、自主防災組織、自治会や地域の学生などの市民に加え、民間企業、NPO、災害ボラン

ティア、建築関係団体とも連携し、防災協力体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

用語の定義・解説 

※1 防災アドバイザー：防災士の資格を持つ方を市で認証し、地域防災力向上の牽引役として活動している。災害に強い
まちづくりを目指し、地域の防災力向上と減災のために区を単位とするグループとして活動し、地元の自治会や自主防災
組織などに対し助言や避難所運営の協力を行っていく人達のこと。 
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第４章  計画を推進するための体制                

本市、埼玉県、他自治体及び建築関係団体では、耐震化促進のため、情報の共有や各種イベン

トの開催等を通じて、各々の耐震化施策を推進するための体制づくりに取り組んでいます。 

 

（１）彩の国既存建築物地震対策協議会 

埼玉県内に所在する現行の耐震基準に適合しない建築物の耐震性向上といった地震前対策や被

災建築物応急危険度判定等の地震後の対策に関し、会員相互で各種情報交換、調査研究及び耐震

相談などを行い、建築物に係る地震対策の適正かつ円滑な推進を図ることを目的に活動していま

す。 

平成 10 年 1 月創設、会員 75団体（埼玉県、さいたま市ほか 62市町村、11 建築関係団体） 

 

（２）埼玉県緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進協議会 

首都圏等に今後想定される大規模地震時の緊急物資の輸送や緊急車両の通行のために必要な緊

急輸送道路の機能を広域的に確保するため、所管行政庁である埼玉県及び 12 市により、緊急輸送

道路閉塞建築物の耐震化促進について意見交換等を実施しています。 

平成 23 年 10 月創設（埼玉県、さいたま市ほか 11市） 

 

（３）九都県市緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた連携協議会 

九都県市緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた連携協議会は、広域的な観点から連携

して緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進させていくため設置されました。 

ここでは、緊急輸送道路の広域ネットワークを形成するため、沿道建築物の耐震化を連携して

取り組む路線（以下「連携路線」という。）を平成 30 年 7 月に選定していますが、本市域内の連

携路線（東北自動車道、東京外かく環状道路、首都高速埼玉大宮線、国道 17 号新大宮バイパス、

国道 16 号）には、要件に該当する建築物がないことから耐震診断を義務付ける路線の指定は行っ

ていません。 

 

平成 30 年 7 月創設（九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の 4都県及び横浜市、 

         川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の 5政令市） 

 

（４）埼玉県耐震サポーター登録制度 

埼玉県では、一定規模以上の建築物の所有者等の耐震化に関する疑問や不安等を解消するため

の相談窓口の一つとして、県内の建築士事務所や施工業者を「耐震サポーター」として登録し事

業者リストを公表しています。 

 

第４章 
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（５）さいたま市耐震サポーター登録制度（仮称） 

本市では、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの取組として、住宅の所有者が耐震診断

から耐震補強工事までを円滑に進められるよう、耐震診断資格者と耐震補強工事の施工者のリス

トを公表します。 

また、公表リストに掲載する事業者に所属する技術者の育成のため、講習会などの開催につい

て埼玉県や建築士会などの関係団体と連携して取り組みます。 

 

・さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿（平成 24年から運用） 

・さいたま市既存建築物耐震補強工事等事業者名簿（令和 3年度運用開始予定） 

 

（６）埼玉県住宅供給公社による耐震化の支援 

埼玉県住宅供給公社では、利益の一部を活用した住宅政策貢献事業の一つとして「緊急輸送道

路閉塞建築物の耐震化促進事業」を実施し、耐震診断及び耐震改修設計に対する費用の一部を助

成しています。 
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資料１ 用語の定義・解説                         

かつだんそう 

活断層：約 200 万年前以降に活動し将来も活動する可能性のある断層のことを言う。活断層の活

動とは、その場所で岩盤のずれ（破壊）が生じることであり、そのときに地震が発生する。 

きゅうたいしんきじゅん 

旧耐震基準：昭和 56 年 5 月 31 日以前に用いられていた耐震基準。平成 7 年阪神・淡路大震災で

は、旧耐震基準による建築物の被害が顕著であった。 

きんきゅうゆそうどうろ 

緊急輸送道路：大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため重要な道

路として県、市が指定している道路。震災後に早期に障害物の除去等を行い緊急車両交通

の確保を行う道路。 

くにのきほんほうしん 

国の基本方針：耐震改修促進法第 4 条に規定する建築物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。 

けんちくきじゅんほう 

建築基準法：建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めている法律。昭和 25 年法律

第 201 号。 

さいたまけんげんさいぷらん 

埼玉県減災プラン：埼玉県地域防災計画で定めた減災目標を達成するための具体的な取組を定め

たもの。 

さいたまけんけんちくぶつたいしんかいしゅうそくしんけいかく 

埼玉県建築物耐震改修促進計画：国の基本方針に基づき、耐震改修促進法第 5 条に規定される建

築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための埼玉県の計画。 

さいたましこくどきょうじんかちいきけいかく 

さいたま市国土強靭化地域計画：今後発生が予想される様々な災害に対して地域強靭化に取り組

むための基本方針。 

さいたましそうごうしんこうけいかく 

さいたま市総合振興計画：本市の将来都市像の実現に向けた計画を推進する市政運営の最も基本 

的かつ総合的な指針。 

さいたましちいきぼうさいけいかく 

さいたま市地域防災計画：本市の地域及び施設並びに市民に係る災害に備え、災害予防、応急対

策と復旧・復興に至る一連の防災活動により、市民の生命、身体及び財産を災害から守る

ことを目的として、市防災会議が定めた計画。 

じしんぼうさいせんりゃく 

地震防災戦略：被害想定をもとに大規模地震による人的被害、経済被害の軽減について定量的な

目標を設定し、その達成に必要な具体的な実現方策等を定めたもの。平成 17 年 3 月に国

の中央防災会議が策定。 
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じしんぼうさいまっぷ 

地震防災マップ：本市に大きな被害をもたらす地震として、さいたま市直下地震、東京湾北部地

震、関東平野北西縁断層帯地震を想定した震度分布、建物の倒壊危険度の分布、液状化の

危険度の分布を示したマップ。「さいたま市地震防災マップ」としてホームページにも掲

載している。 

じゅうたく・とちとうけいちょうさ 

住宅・土地統計調査：総務省統計局により 5年に 1度行われる住宅に係る基礎調査。 

じゅうてんろせん 

重点路線：埼玉県が指定している緊急輸送道路のうち、特に確保が重要となる路線として、高速

道路、国道及び県道のうち主に 4車線以上のもので、埼玉県建築物耐震改修促進計画に位

置づける 23 の路線のうち本市域内のもの。 

しょうきぼけんちくぶつ 

小規模建築物：民間特定建築物の規模要件等に満たない多数の者が利用する建築物。 

しんたいしんきじゅん 

新耐震基準：昭和 56年 6月 1 日に施行された耐震基準。建築物の耐用年数中に何度か遭遇するよ

うな中規模程度の地震（震度 5強程度）に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれ

に遭遇するような大地震（震度 6強程度）に対しては人命に被害を及ぼす倒壊等の被害を

生じないことを目標としている。 

しんど 

震度：気象庁の計測震度計が観測する地震の体感及び周囲の揺れの強さを階級で表したもの。 

たいしんあどばいざー 

耐震アドバイザー：市で登録している耐震診断・耐震改修に関する知識と実務経験を有する専門

家。市民グループが行う耐震診断・耐震改修に関する講習会、研修会等へ派遣され、講演、

指導などを行う。 

たいしんか 

耐震化：耐震性が不十分な建築物を、耐震改修等により耐震性がある建築物とすること。耐震診

断の結果、耐震性が確保されていた場合には耐震化同等とみなす。 

たいしんかいしゅうそくしんほう 

耐震改修促進法：「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）」のこと。本

計画の中で単に「法」と省略する場合も同法律のことをいう。 

たいしんかりつ 

耐震化率：全ての建築物のうち、耐震性がある（新耐震基準又は耐震診断・耐震補強工事の結果

耐震性が確保されたもの）建築物の割合。 

たいしんしぇるたー 

耐震シェルター：既存の住宅内に設置し、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースなどが圧

壊するのを防ぐ装置。 

たいしんしんだん 

耐震診断：建築物の地震に対する安全性について新耐震基準で評価すること。 
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たいしんしんだんいんはけんせいど 

耐震診断員派遣制度：木造戸建て住宅の耐震診断の実施について、さいたま市が耐震診断員を派

遣する制度。 

たいしんしんだんぎむかけんちくぶつ 

耐震診断義務化建築物：耐震改修促進法附則第 3 条で位置付けられる、不特定かつ多数の者が利

用する特定の用途の大規模建築物で、耐震診断結果の報告が義務付けられたもの（資料編

P32 参照）。要緊急安全確認大規模建築物。 

たいしんほきょうこうじ 

耐震補強工事：耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと評価された建築物を地震に対

して安全な構造となる補強設計を行い、この設計書により実施する工事のこと。 

たすうのものがりようするけんちくぶつ 

多数の者が利用する建築物：耐震改修促進法第 14条第 1号に規定する用途に供するもの。一定の

規模以上のものは特定建築物という。 

たてかえこうじ 

建替え工事：旧耐震基準の建築物を全て除却し、当該建築物のあった敷地内で新たに建築するこ

と。 

つうこうしょうがいけんちくぶつ 

通行障害建築物：耐震改修促進計画に記載された道路に接し、地震により倒壊した場合にその敷

地に接する道路の通行を妨げるもの。 

ひがいそうていちょうさ 

被害想定調査：さいたま市では、「さいたま市被害想定調査」（平成 26 年 3月）の中で、本市に大

きな被害をもたらす地震を想定して震度や液状化危険度の分布を予測し、建物の被害、人

的被害、上下水道や電気等のライフラインの被害などを算定している（資料編 P62 参照）。 

ひなんろえんどうとう 

避難路沿道等：さいたま市地域防災計画に定める避難所等に直接通じる建築基準法第 42 条第 1項 

及び第 2項に規定する道路及び市長が認める公園等。私道については通り抜けの形態に 

あるものに限る。 

ふぃりぴんかいぷれーと 

フィリピン海プレート：地球の表面を覆う十数枚の厚さ 100km ほどの岩盤をプレートといい、プ

レートが互いに異なる方向に動いているため、その境界でひずみがたまり、それが解放さ

れるときに地震が発生する。フィリピン海プレートは、そのうち、関東平野の下に南から

潜り込んでいるもので、その上面はさいたま市の直下で 35～40km 程度の深さにあると推

定されている。 

ぶろっくべいとう 

ブロック塀等：補強コンクリートブロック造、ブロック造、石積、レンガ積等の塀。 

ぼうさいあどばいざー 

防災アドバイザー：防災士の資格を持つ方を市で認証し、地域防災力向上の牽引役として活動し

ている。災害に強いまちづくりを目指し、地域の防災力向上と減災のために区を単位とす

るグループとして活動し、地元の自治会や自主防災組織などに対し助言や避難所運営の協

力を行っていく人達のこと。 
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ぼうさいべっど 

防災ベッド：地震で住宅が倒壊しても寝ている人の安全を守る、強固なフレーム枠等で保護され

たベッド。 

まぐにちゅーど 

マグニチュード：地震そのものの大きさ、地震の規模（エネルギー）を表したもの。 

まんしょん 

マンション：本計画においてマンションとは、1,000 ㎡以上かつ 3階建て以上の共同住宅をいう。 

みんかんとくていけんちくぶつ 

民間特定建築物：法第 14 条第 1 号に規定する多数の者が利用するなど一定の用途と一定の規模

に該当する建築物のうち民間のもの。本計画では賃貸住宅は特定建築物から除外し、住宅

の耐震化率に含める。民間特定建築物の用途及び規模に関する定義の一覧については資料

編 P32 参照。 

ようきんきゅうあんぜんかくにんだいきぼけんちくぶつ 

要緊急安全確認大規模建築物：平成 25 年 11 月に耐震改修促進法で、耐震診断の実施とその結果

の所管行政庁への報告が義務付けられた一定規模以上かつ多数の者が利用する建築物な

どの社会的影響の大きい施設。要件の定義については資料編 P32 参照。 
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資料２ 特定既存耐震不適格建築物一覧                     
耐震改修促進法において、耐震診断・耐震改修の実施の努力義務が課せられている特定既存耐

震不適格建築物（本計画では民間特定建築物で耐震性が不足する又は不明であるもの）は、下表

に示す用途や規模要件に該当する建築物です。 

表 2-1 指導・助言、指示、命令等の対象となる特定既存耐震不適格建築物一覧表 

用  途 

特定既存耐震不適格建築物

の要件（面積は延床面積） 

指示対象となる 

要件（同左） 

要緊急安全確認大規模 

建築物の要件（同左） 

（耐震改修促進法 第 14 条）
※耐震改修促進法第 15 条第

1 項に基づく指導・助言の対象 

（耐震改修促進法 

第 15 条第 2 項） 

（耐震改修促進法 
附則第 3 条） 

※同条により診断結果報告
のない場合、命令の対象 

耐震診断・耐震改修は所有者の努力義務 耐震診断は所有者の義務 

多
数
の

者
が
利

用
す
る

建
築
物 

学

校 

小学校、中学校、 中等教育学校の前期課
程若しくは特別支援学校 

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 
※屋内運動場の面積を含む 

階数 2 以上かつ
1,500 ㎡以上 

※同左 

階数 2 以上かつ 
3,000 ㎡以上 

※同左 

上記以外の学校 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上   

体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数 1 以上かつ 1,000 ㎡以上 

階数 1 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 1 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これ
らに類する運動施設 

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗 

階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅※（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿   

事務所   

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者

福祉ホームその他これらに類するもの 
階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 

階数 2 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 2 以上かつ 
5,000 ㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センター、その他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 
階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 

階数 2 以上かつ 
750 ㎡以上 

階数 2 以上かつ 
1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ

2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ 

5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダ

ンスホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に
供する建築物を除く） 

 
 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合
の用に供するもの 

階数 3 以上かつ

2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ 

5,000 ㎡以上 
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停
留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これに類する公益上必
要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築

物（詳細は表 2-2 参照） 

政令で定める数量以上の危険
物を貯蔵又は処理するすべて
の建築物 

500 ㎡以上 
5,000 ㎡以上かつ敷地境界
線から一定距離以内に存す
る建築物 

沿道特定建築物 

耐震改修等促進計画で指定
する避難路の沿道建築物であ
って、前面道路幅員の 1/2 超

の高さの建築物（道路幅員が
12ｍ以下の場合は 6ｍ超） 

左に同じ 

 

※賃貸共同住宅については、法第 14 条第 1 号では特定既存不適格建築物に規定されていますが、本計画では住宅に含めてい

ます。 
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表 2-2 危険物貯蔵の特定建築物の数量要件（耐震改修促進法第 14 条第 2号関連） 

危険物の種類 危険物の数量 

① 火薬類（法律で規定） 

イ 火薬 

ロ 爆薬 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 

ニ 銃用雷管 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 

ヘ 導爆線又は導火線 

ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 

 

10ｔ 

5ｔ 

50 万個 

500 万個 

5 万個 

500km 

2ｔ 

当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、

それぞれイ又はロに定める数量 

② 消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物（石油類を除く。） 危険物の規制に関する政令別表第三の指定数量の欄

に定める数量の 10 倍の数量 

③ 危険物の規制に関する政令別表第 4 備考第 6 号に規定する

可燃性固体類 

30ｔ 

④ 危険物の規制に関する政令別表第 4 備考第 8 号に規定する

可燃性液体類 

20 ㎥ 

⑤ マッチ 300 マッチトン（※） 

⑥ 可燃性のガス（⑦及び⑧を除く。） 2 万㎥ 

⑦ 圧縮ガス 20 万㎥ 

⑧ 液化ガス 2,000ｔ 

⑨ 毒物及び劇物取締法第 2 条第 1 項に規定する毒物（液体又

は気体のものに限る。） 

20ｔ 

⑩ 毒物及び劇物取締法第 2 条第 2 項に規定する劇物（液体又

は気体のものに限る。） 

200ｔ 

（※）マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ（56×36×17ｍｍ）で 7,200 個、約 120kg。 
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岩槻駅 

大宮駅 

浦和美園駅 

浦和駅 

さいたま新都心
合同庁舎 

県庁 

市役所 

資料３ 緊急輸送道路一覧                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

凡 例 

 

 その他の道路 

 鉄道 

 区境 

 水域 

緊急輸送道路 

 県指定緊急輸送道路（重点路線） 

 県指定緊急輸送道路（一般路線） 

 市指定緊急輸送道路 

埼玉県指定緊急輸送道路（さいたま市地域防災計画 資料編を編集） 

区
分 

第一次 特定緊急輸送道路 第一次 緊急輸送道路 第二次 緊急輸送道路 

基
準 

高速道路や国道など４車

線道路とこれを補完する

広域幹線道路 

地域間の支援活動として

ネットワークされる主要

路線 

地域内の防災拠点などを連絡する路

線 

該
当
道
路 

高速埼玉新都心線＊ 

高速埼玉大宮線＊◆ 

東北自動車道＊◆ 

東京外環自動車道＊◆ 

一般国道 16 号＊◆ 

一般国道 17 号＊ 

一般国道 17 号新大宮バイ
パス＊◆ 

一般国道 17 号上尾道路＊ 

一般国道 122 号･国道 122
号バイパス＊ 

一般国道 298 号 

一般国道 463 号(一部を除
く)･国道 463 号バイパス･
新見沼大橋有料道路＊ 

 

 

一般国道 463 号(一部) 

主要地方道さいたま川口
線・さいたま菖蒲線(第二
産業道路)＊ 

主要地方道川口上尾線 

主要地方道さいたま春日
部線(一部) 

主要地方道さいたま東村
山線(一部) 

主要地方道さいたま幸手
線(一部) 

上野さいたま線･30122 号
線･30925 号線･32546 号線
(自衛隊通り) 

 

一般国道 122 号・主要地方道さいた
ま春日部線 

主要地方道さいたま東村山線 

主要地方道越谷岩槻線 

主要地方道さいたま幸手線 

主要地方道さいたま鴻巣線 

主要地方道大宮停車場線 

主要地方道さいたまふじみ野所沢線 

主要地方道さいたま川口線 

一般県道さいたま鳩ヶ谷線 

一般県道鴻巣桶川さいたま線 

一般県道新方須賀さいたま線 

一般県道曲本さいたま線 

一般県道蓮田杉戸線 

一般県道宗岡さいたま線 

一般県道蒲生岩槻線 

一般県道大和田停車場線 

一般県道岩槻停車場線 

市道イワ 106 号線 

市道イワ 119 号線 

市道 20160 号線(中央通り線) 

市道 21952 号線(至：自治医大附属
さいたま医療センター) 

市道 22088 号線・市道第 715 号線
(至：さいたま新都心合同庁舎) 

市道 E第 177 号線(至：県警本部) 

市道 E第 178 号線(至：県庁) 

市道 E第-96 号線(市役所通り) 

市道Ｊ-385 号線・市道Ｌ-11 号線
(北宿通り) 

市道第 713 号線(西大通り) 

市道第 5号線・市道Ａ第 384 号線・
市道 40463 号線(白鍬通り) 

市道 40583 号線(至：さいたま市民
医療センター) 

※ 市内道路に限る 
＊ 重点路線 
◆ 九都県市連携路線 
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さいたま市指定緊急輸送道路 
市指定緊急輸送道路一覧 
高速自動車国道及び首都高速道路 

高速埼玉大宮線（Ｓ５） 東北自動車道 
高速埼玉新都心線（Ｓ２） 東京外かく環状道路 

国道 

一般国道 16 号 一般国道 298 号 
一般国道 17 号 一般国道 463 号 
一般国道 17 号新大宮バイパス 一般国道 463 号バイパス 
一般国道 122 号  

県道                                  ※( )内の数字は道路番号 

(1)さいたま川口線 (121)大宮停車場大成線 
(2)さいたま春日部線 (132)宮原停車場線 
(5)さいたま菖蒲線 (144)東大宮停車場線 
(34)さいたま草加線 (154)蓮田杉戸線 
(35)川口上尾線 (159)さいたま北袋線 
(40)さいたま東村山線 (164)鴻巣桶川さいたま線 
(48)越谷岩槻線 (165)大谷本郷さいたま線 
(56)さいたまふじみ野所沢線 (213)曲本さいたま線 
(57)さいたま鴻巣線 (214)新方須賀さいたま線 
(65)さいたま幸手線 (215)宗岡さいたま線 
(79)朝霞蕨線 (216)上野さいたま線 
(80)野田岩槻線 (235)大間木蕨線 
(90)大宮停車場線 (235)東門前蓮田線 
(103)吉場安行東京線 (324)蒲生岩槻線 
(105)さいたま鳩ヶ谷線 (325)大野島越谷線 
(119)与野停車場線 (398)大和田駅停車場線 
(120)上木崎与野停車場線 (399)岩槻停車場線 

市道 

３０３０６号線 宮原駅前通り １０４３８号線 大和田公園通り 
１０７０９号線 宮原駅前通り ２１４７０号線 大谷中通り 
１０６９０号線  ２０９２５号線 大谷中通り 
３１２４１号線 宮原指扇線 ３０９１９号線 自衛隊通り 
３２４５１号線 宮原指扇線 ３０９２５号線 自衛隊通り 
３１９６９号線 扇通り ３２５４６号線 自衛隊通り 
３２６６０号線  ３０１２２号線 自衛隊通り 
３１９４９号線  ２１４１４号線 東楽園通り 
１１０２５号線 出戸橋通り ２１７６８号線 東楽園通り 
１０２３８号線 砂本郷線 ３５７８号線 東楽園通り 
１０５８２号線 砂本郷線 ２０１６０号線 中央通り線 
１０９８３号線 砂本郷線 ４０１４４号線 三橋中央通り 
１０９６９号線 砂本郷線 ４００９８号線 三橋中央通り 
１０３６０号線  ２１９７４号線 三橋中央通り 
１０３４７号線  ３０８６４号線 三橋公園通り 
１２５６０号線  ３０８５８号線 三橋公園通り 
１２０８９号線 東大宮岩槻線 ３００２３号線 三橋公園通り 
１２１０３号線 東大宮岩槻線 ２００８１号線  
１１９０１号線 東大宮岩槻線 Ｌ－１１号線 北宿通り 
１２１９３号線 市道 12193 号線(春岡広場南側) Ｊ－３８５号線 北宿通り 
１１２６５号線 武道館通り Ｊ－３８４号線 北宿通り 
１２１４１号線 武道館通り Ｈ－５号線 北宿通り 
１１５１２号線 武道館通り ２１１９０号線 西山通り 
１１４３３号線 市道 11433 号線(蓮沼小西側) Ｌ－７１７号線 三室野田線 
１０５０３号線 市民の森通り Ｌ－１１１３号線 三室野田線 
１１２５５号線 市民の森通り １号線 中央通り 
１０２１５号線 植竹小南側 ４００３３号線 中央通り 
１０３１４号線 宮原駅前通り ４０００９号線 中央通り 
１０３２７号線  ４１５９２号線 中央通り 
１００６７号線 指扇宮ヶ谷塔線 ４０４６３号線 白鍬通り 
１００５７号線  Ａ－３８４号線 白鍬通り 
１１４２０号線 大和田公園通り ５号線 白鍬通り 
１１３６７号線 大和田公園通り ３１０号線 白鍬通り 
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市道 

３号線 タツミ通り １２３４９号線 Ｌ－９９３号線 
Ａ－３３３号線 大泉院通り １１０７４号線 Ｌ－１１１５号線 
Ａ－５７７号線 大泉院通り １０５０５号線 Ｌ－１２９７号線 
Ｅ－１４３号線 新六間道路 ２２５３１号線 Ｌ－１２８１号線 
Ｅ－１６５号線 市役所通り ２２５３２号線 Ｌ－１１１２号線 
Ｂ－２２５号線 新開通り １０８３２号線 Ｌ－１０１４号線 
Ｂ－２３２号線 新開通り １０８０４号線 Ｌ－４８５号線 
Ｉ－２５７号線 日の出通り ３０５１２号線 Ｌ－４７２号線 
Ｋ－６８号線 日の出通り ３０５７８号線 Ｌ－１１１６号線 
Ｋ－３９号線 日の出通り ３２３９９号線 Ｌ－１２８６号線 
Ｉ－１３８号線 馬場先通り ３０６５６号線 Ｌ－１２８８号線 
Ｋ－３５５号線  ３２３９８号線 Ｍ－２８号線 
Ｍ－５５７号線  ３０６５７号線 Ｍ－５２９号線 
Ｍ－２８４号線  ３０４４５号線 Ｍ－５４６号線 
Ｉ－１９２号線 南大通り ３０４３２号線 Ｍ－５０３号線 
Ｄ－４４号線 田島通り １０７５７号線 Ｍ－６５８号線 
Ｄ－２２６号線 田島通り １０２４７号線 Ｍ－２１４号線 
Ｂ－３６７号線  １０２５２号線 Ｍ－２２４号線 
Ｋ－４３５号線 南浦和越谷線 １２５６１号線 Ｍ－２１７号線 
Ｍ－６４５号線 南浦和越谷線 １０２９５号線 Ｍ－７３０号線 
Ｆ－１９５号線 南陸橋通り １０２６８号線 Ｍ－７１８号線 
Ｆ－１８５号線  １００６８号線 Ｌ－１２８７号線 
Ｆ－４４８号線  １００５９号線 Ｉ－１３５号線 
Ｆ－４４９号線  １００１１号線 Ｆ－４６９号線 
Ｉ－１６９号線  ２１９７１号線 Ｄ－２５１号線 
Ｆ－４２８号線 文化センター東側通り １２４６０号線 Ｄ－２８８号線 
Ｆ－４９４号線 文化センター東側通り １０１５６号線 Ｄ－６６７号線 
Ｆ－４３９号線 一ツ木通り ２０００１号線 Ｄ－１３９号線 
Ｆ－５００号線 一ツ木通り ２００８８号線 Ｉ－４０５号線 
Ｆ－４０８号線 一ツ木通り ２００２９号線 Ｅ－１７０号線 
Ｄ－２８７号線 沼影通り ２１９８２号線 第７１８号線 
Ｌ－１１１１号線 大牧三室線 ２２４８６号線 Ｂ－４８６号線 
Ｌ－８３６号線 大牧三室線 ３２８２６号線 Ｂ－５０３号線 
Ｌ－９２３号線 大牧三室線 ３２７９３号線 Ｂ－２９２号線 
Ｐ－５３８号線  ３２２２３号線 Ｃ－１００号線 
イワ１０２号線  ３２２６１号線 Ｃ－２９６号線 
イワ１０３号線  ３２２６５号線 Ｃ－１３９号線 
イワ１０４号線  ３１７１４号線 Ｅ－９６号線 
イワ１０５号線  ４０５８３号線 Ｅ－２６６号線 
イワ１０６号線  Ｐ－５９６号線 Ｅ－２６１号線 
イワ１０８号線  Ｐ－５９７号線 Ｅ－１６１号線 
イワ１１０号線  Ｐ－６４３号線 第１０号線 
イワ１１４号線  ６６６６号線 ２０２８０号線 
イワ１１６号線  ６６８５号線 ２２５７４号線 
イワ２２４号線  イワ１２５号線 ２２５５６号線 
４１２８号線  Ｐ－５４０号線 ２２０９２号線 
イワ２０８号線  Ｐ－５４１号線 ２２０９１号線 
イワ１１１号線  ６６４９号線 ２２０９０号線 
イワ１１９号線  ６７１２号線 第５１号線 
イワ１１３号線  Ｐ－５９８号線 ２２０８５号線 
１２０４８号線  Ｐ－５６１号線 第７１０号線 
１２０４７号線  Ｐ－５６２号線 ２２０８６号線 
１２７８０号線  Ｐ－５９３号線 第７１１号線 
１２３１６号線  Ｐ－５９４号線 第１８７号線 
１２４４８号線  Ｐ－４７５号線 第２号線 
１１０４６号線  Ｐ－４７４号線 Ｇ－３号線 
１２８３６号線  ２０６９９号線 Ｇ－１号線 
１２８３５号線  ２０７０７号線 第２１３号線 
１２３９８号線  Ｌ－１６９号線 第７１５号線 
１２６４５号線  Ｌ－１０３６号線 ２２０８８号線 
１１１５４号線  Ｌ－１２８４号線 第７１３号線 
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資料４ 既存建築物耐震補強等助成事業（概要）               

耐震補強等助成事業に係る助成率・助成限度額の概要           (令和 3年度) 

 種 別 助成率 助成限度額 

１．戸建住宅 

 耐 震 診 断 10/10 ［助成］6.6 万円/棟、［派遣］無料 （いずれも単価基準無し） 

 耐震補強設計 2/3 20 万円/棟 （単価基準無し） 

 耐震補強工事 

［補強設計を含む］ 
1/2 120 万円/棟、かつ 34,100 円/㎡ 

 建替え工事 23% 60 万円/棟、かつ 34,100 円/㎡ 

２．共同住宅等 

 
耐 震 診 断 2/3 

1,000 ㎡ごとに 3,670 円/㎡,1,570 円/㎡,1,050 円/㎡ 

かつ木造のみ：5万円/戸  ※マンション簡易診断：20 万円/棟 

 耐震補強設計 2/3 10 万円/戸 （単価基準無し） 

 耐震補強工事  

［補強設計、工事監理費（マン 

ションのみ）を含む］ 

1/2 

2/3(工事監理) 

60 万円/戸、かつ、マンション以外：34,100 円/㎡ 

マンション:50,200 円/㎡(※1) 

 
建替え工事 

23%(マンション以外) 

1/3(マンション) 

マンション以外：30 万円/戸、かつ 34,100 円/㎡ 

マンション：30 万円/戸、かつ 55,200 円/㎡ 

３．民間特定建築物又は要緊急安全確認大規模建築物 

 耐 震 診 断 2/3 300 万円/棟、かつ 1000 ㎡ごとに 3,670 円/㎡,1,570 円/㎡,1,050 円/㎡

 耐震補強設計 2/3 300 万円/棟、（単価基準なし） 

 耐震補強工事 

［補強設計、工事監理費を含む］ 

1/3(補強工事) 

2/3(工事監理) 

1,500 万円/棟（救急病院等は 4,500 万円/棟） 

かつ 51,200 円/㎡(※2) 

 建替え工事 23% 650 万円/棟（救急病院等は 2,000 万円/棟）かつ 56,300 円/㎡ 

４．緊急輸送道路閉塞建築物 （重点路線を閉塞する非木造で 3階建て以上の階を有する場合は耐震化促進建築物） 

 耐 震 診 断 

(耐震化促進建築物) 
10/10 

1,000 万円/棟、 

かつ 1,000 ㎡ごとに 3,670 円/㎡,1,570 円/㎡,1,050 円/㎡ 

 (耐震化促進建築物以外) １,２,３,５に同じ １,２,３,５に同じ 

 
耐震補強設計 2/3 

戸建て住宅:20 万円、共同住宅:10 万円/戸、小規模建築物:120 万円/棟

３に該当：300 万円 /棟 

 耐震補強工事 

(戸建て住宅の場合は耐 

震化促進建築物に限る) 

［補強設計、工事監理費を含む］ 

1/2(戸建て住宅) 

23%(小規模建築物) 

2/3(3 に該当又は 

共同住宅) 

戸建て住宅:360 万円/棟,かつ 34,100 円/㎡ 

小規模建築物:720 万円/棟,かつ 51,200 円/㎡(※2) 

３に該当：4,500 万円/棟,かつ 51,200 円/㎡(※2) 

共同住宅：4,500万円/棟,かつ 50,200円/㎡(※1)(２と比較して高い方)

 
建替え工事 

(戸建て住宅の場合は耐 

震化促進建築物に限る) 

23%(戸建て住宅、 

小規模建築物) 

1/3(3 に該当又は 

共同住宅) 

戸建て住宅:180 万円/棟、かつ 34,100 円/㎡ 

小規模建築物:360 万円/棟、かつ 51,200 円/㎡(※2) 

３に該当又は共同住宅：2,250 万円/棟、かつ 51,200 円/㎡(※2) 

（共同住宅は２と比較して高い方） 

 除却工事 

(戸建て住宅の場合は耐 

震化促進建築物に限る) 

1/3 

戸建て住宅：120 万円 

マンション以外の共同住宅又は小規模建築物：240 万円 

３に該当又はマンション：1,500 万円 

５．小規模建築物 

 
耐 震 診 断 2/3 

120 万円/棟、 

かつ 1,000 ㎡ごとに 3,670 円/㎡,1,570 円/㎡,1,050 円/㎡ 

 耐震補強設計 2/3 120 万円/棟（単価基準無し） 

 耐震補強工事 

［補強設計を含む］ 
23% 720 万円/棟、かつ 51,200 円/㎡(※2) 

 建替え工事 23% 360 万円/棟、かつ 51,200 円/㎡(※2) 

６．耐震シェルター設置支援事業 

 シェルター等設置 10/10 30 万円/件 

７．既存ブロック塀等改善事業 

 除却又は建替え工事 2/3 30 万円/件(除却:7,600 円～11,700 円/㎡、設置:26,700 円～36,400 円/m) 

※1：Is 値 0.3 未満の場合 55,200 円/㎡となる。  ※2：Is 値 0.3 未満の場合には 56,300 円/㎡となる。 
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資料５ 耐震改修促進法及び関連法規抜粋                       

５－１ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（抜粋） 

 平成 7年 10 月 27 日法律第 123 号 

最終改正：平成 30 年 6月 27 日法律第 67 号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の

耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福

祉の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若

しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特

別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法（昭和

二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町

村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術

に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の

提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築

物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

（基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、建築物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（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に関する重要事項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 
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四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を

確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載すること

ができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物

で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基

づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項の

規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地震に対する安全性が明らかでないも

のとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）に限る。）について、耐震診断を行わせ、

及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐

震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築物が集合し、又は集合

することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路（以下「建築物集合地域

通過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難と

することを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物（地震によって倒壊

した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるも

のとして政令で定める建築物（第十四条第三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不

適格建築物であるものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改

修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関

する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の

結果の報告の期限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等を除く。）

の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認

められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」と

いう。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない

特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、

第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者（特定優良賃

貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を

提供することが必要と認められる場合 特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構（以下「機

構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項に

ついて、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、

その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項

について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当該都道府県

の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を

確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することが

できる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等に限る。）

の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、

及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接す

る道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る

耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等を除く。）

の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認

められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、当該要安全確認計画記載

建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規定により都道

府県耐震改修促進計画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障

害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。） 同号の規定により都道府県耐震改修促進

計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既

存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。） 同項

第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

したときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきこと

を命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告を命ずべき

者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負

担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合に

おいては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁

又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

（耐震診断の結果の公表） 
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第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告

の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とす

る。 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めると

ころにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところに

より、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があ

ると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認め

るときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針と

なるべき事項（以下「技術指針事項」という。）を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必

要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要安

全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な理由がなく、そ

の指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令

で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対す

る安全性に係る事項（第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、

要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場

に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他

の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を

得なければならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計画記載建築物であるもの

を除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐

震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震

不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用

する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路

又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要

があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不

適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 
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２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに掲げる特定既存耐震不適格

建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって

政令で定める規模以上のものに限る。）について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるとき

は、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定既存耐震不適格

建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定既存耐震不

適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理由がなく、そ

の指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格

建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はそ

の職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物

の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、

書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、

当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改

修を行うよう努めなければならない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格

建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

第四章 建築物の耐震改修の計画の認定 

（計画の認定） 

第十七条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計

画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 建築物の位置 

二 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 

三 建築物の耐震改修の事業の内容 

四 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 

五 その他国土交通省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合する

と認めるときは、その旨の認定（以下この章において「計画の認定」という。）をすることができる。 

一 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通

大臣が定める基準に適合していること。 

二 前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切なものであること。 

三 第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定及び耐震関

係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の

規定の適用を受けているものである場合において、当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修

繕（同法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同条第十五号に規定する

大規模の模様替をいう。）をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物

の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条例の
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規定に適合しないこととなるものであるときは、前二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合してい

ること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事後も、

引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の建築基準

法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるも

のであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事の計画。第

五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。）に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全

上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないもの

であること。 

四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物（建築基準法第二条第九号の二に規

定する耐火建築物をいう。）である場合において、当該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しく

ははりの模様替をすることにより当該建築物が同法第二十七条第二項の規定に適合しないこととなるもので

あるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、

当該建築物が建築基準法第二十七条第二項の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められ

るものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること。 

（1）工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。 

（2）工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国土交通省令で定める防

火上の基準に適合していること。 

五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をする

ことにより当該建築物が建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第八項において「容積率関係規定」という。）に適合しな

いこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、

当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもので

あること。 

六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をする

ことにより当該建築物が建築物の建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第九項において「建蔽率関係規定」という。）に適合しな

いこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、

当該建築物が建蔽率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもので

あること。 

４ 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条

第二項の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、

あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。 

５ 建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の

規定による通知を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について、同法第九

十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画につい

て計画の認定をしようとする場合について準用する。 
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６ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部

分（以下この項において「建築物等」という。）については、建築基準法第三条第三項第三号及び第四号の規定

にかかわらず、同条第二項の規定を適用する。 

一 耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けている建築物等であって、

第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして計画の認定を受けたもの 

二 計画の認定に係る第三項第三号の建築物等 

７ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第

二十七条第二項の規定は、適用しない。 

８ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の建築物については、容積率関係規

定は、適用しない。 

９ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の建築物については、建蔽率関係規

定は、適用しない。 

10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条

第二項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六

条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行

政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。 

（計画の変更） 

第十八条 計画の認定を受けた者（第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。）は、当該

計画の認定を受けた計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政

庁の認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 

第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画（前条第一項の規定による変更の認定があ

ったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に係る建築物（以下「計画認定建築物」という。）の耐

震改修の状況について報告を求めることができる。 

（改善命令） 

第二十条 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行ってい

ないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

（計画の認定の取消し） 

第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すこと

ができる。 

第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定） 

第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について地

震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する

安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をす

ることができる。 

３ 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、その敷地又

はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの（次項において「広告等」という。）に、国土交通

省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することができ

る。 

４ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又

はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（基準適合認定建築物に係る認定の取消し） 
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第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項

の認定を取り消すことができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告、検査等） 

第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第

二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はそ

の職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入

り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させるこ

とができる。 

２ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定） 

第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物（二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三

十七年法律第六十九号）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建築物をいう。以下

同じ。）の管理者等（同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者（管理者がないときは、同法第三十

四条の規定による集会において指定された区分所有者）又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事

をいう。）は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修

を行う必要がある旨の認定を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐

震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定を

することができる。 

３ 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物」という。）の耐震改修が建物の区分所有

等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用について

は、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、

同項ただし書の規定は、適用しない。 

（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力） 

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努

めなければならない。 

（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認

定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改

修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理由がなく、そ

の指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築

物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職

員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち

入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査さ

せることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

第七章 建築物の耐震改修に係る特例 

（省略） 

第八章 耐震改修支援センター 

（省略） 
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第九章 罰則 

第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 

第四十四条 第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者 

三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

四 第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を

し、又は帳簿を保存しなかった者 

五 第三十九条第二項の規定に違反した者 

六 第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 

附 則 

第一条～第二条（省略） 

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等） 

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規

模なものとして政令で定めるもの（要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る

第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安

全確認大規模建築物」という。）の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土交通省令で定め

るところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築

物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格

建築物 

三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築物であるもの

について、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。 

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。こ

の場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附

則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十

三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第八条第一項」と読み替えるも

のとする。 

４ 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 

５ 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。 

（以降の附則、省略） 
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５－２ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（抜粋） 

平成 7年 12 月 22 日政令第 429 号 

最終改正：平成 30 年 11 月 30 日政令第 323 号 

 

内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二条、第四条第一項から第三項

まで及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第三項ただし書の政令で定める建築

物のうち建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町

村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に

関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）以

外の建築物とする。 

２ 法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主

事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特

別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号に規定する延べ面

積をいう。）が一万平方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七条第二項及

び第三項において準用する場合を含む。）（市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売

市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令

及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物） 

第二条 法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。 

一 診療所 

二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 

三 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する施設 

四 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する施設 

五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第二条第三

項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 

六 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水

道用水供給事業の用に供する施設 

七 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する

流域下水道の用に供する施設 

八 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設 

九 火葬場 

十 汚物処理場 

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃棄物処理法

施行令」という。）第五条第一項に規定するごみ処理施設 

十二 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設（工場その他の

建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。） 

十三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設 

十四 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第一項に規定する軌道の用に供する施設 

十五 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

の用に供する施設 

十六 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の

用に供する施設 
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十七 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第八項に規定する自動車ターミナル事業

の用に供する施設 

十八 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設 

十九 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港の用に供する施設 

二十 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する施設 

二十一 工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供

する施設 

二十二 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計画において

災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの 

（耐震不明建築物の要件） 

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、昭和五十六年

五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、同年六月一日以後に増築、改築、大規模の修繕

又は大規模の模様替の工事（次に掲げるものを除く。）に着手し、建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項

又は第十八条第十八項の規定による検査済証の交付（以下この条において単に「検査済証の交付」という。）を

受けたもの（建築基準法施行令第百三十七条の十四第一号に定める建築物の部分（以下この条において「独立部

分」という。）が二以上ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について同日以後にこれらの工事

に着手し、検査済証の交付を受けたものに限る。）を除く。 

一 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工

事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号に掲げる範囲内の増築又は改築の工事であって、増築又は改築

後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 

（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離（これによることが不適当である場合として国土交

通省令で定める場合においては、当該前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲

において、当該前面道路の幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、国土交通省

令で定める距離）を加えた数値を超える建築物（次号に掲げるものを除く。） 

イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル 

ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の二分の一に相当する距離 

二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル（これによることが不適当である場合として国土交通

省令で定める場合においては、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において国土交通省令で定める長

さ）を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線ま

での水平距離に当該前面道路の幅員の二分の一に相当する距離（これによることが不適当である場合として

国土交通省令で定める場合においては、二メートル以上の範囲において国土交通省令で定める距離）を加え

た数値を二・五で除して得た数値を超える組積造の塀であって、建物（土地に定着する工作物のうち屋根及

び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）をいう。）に附属するもの 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、当該要安全

確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のう

ち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第

七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記

載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに

当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させること

ができる。 
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（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 診療所 

三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十五 工場 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る階数及び床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項に

おいて同じ。）とする。 

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平方メートル 

二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小学校等」とい

う。）、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を除く。） 階数二及び床面積の

合計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数三及

び床面積の合計千平方メートル 

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平方メートル 

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号の政令で定める規

模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床

面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。 

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第七条 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危険物（石油類を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類

又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 

三 マッチ 

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 

五 圧縮ガス 

六 液化ガス 

七 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定

する劇物（液体又は気体のものに限る。） 
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２ 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。）

とする。 

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 

ロ 爆薬 五トン 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 

ニ 銃用雷管 五百万個 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 

ト 信号炎管若しくは信号火箭（せん）又は煙火 二トン 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞ

れイ又はロに定める数量 

二 消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名

の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数

量 

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン 

四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル 

五 マッチ 三百マッチトン 

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メートル 

七 圧縮ガス 二十万立方メートル 

八 液化ガス 二千トン 

九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。） 二十トン 

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 二百トン 

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める

数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数

量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。 

（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震

不適格建築物とする。 

一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

九 博物館、美術館又は図書館 

十 遊技場 

十一 公衆浴場 

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 
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十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十九 法第十四条第二号に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同

じ。）とする。 

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 床面積の合計二千平方メ

ートル 

二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル 

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十五条第二項

の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の

合計とする。 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項

に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、

これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況

に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改

修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条

第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの

特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既

存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の

関係書類を検査させることができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、当該認

定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項の

うち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることが

できる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の

敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物

の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要

耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地

震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させ

ることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築

物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修

認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物） 

第十二条 法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一

条第三項第二号の住宅（共同住宅又は長屋に限る。）又は同項第四号の施設である建築物とする。 

附則（省略） 
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５－３ 建築物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(抜粋) 

平成 18 年 1月 25 日国土交通省告示第 184 号 

改正：平成 30 年 12 月 21 日国土交通省告示第 1381 号 

 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪われた。このうち地震による

直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の四千八百三十一人が住宅・建築物の倒壊等によるも

のであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、平成二十年六月の岩手・

宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月の北海道胆振東部地震など大地震が頻発してお

り、特に平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波によ

り、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。また、東日本大震災においては、津

波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。さ

らに、平成三十年六月の大阪府北部を震源とする地震においては塀に被害が発生した。このように、我が国におい

て、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。また、南海トラフ地震、日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、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おり、特に、南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想

定されている。 

建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年九月中央防災会議決定）において、全

国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成二十六年三月中央防災会議決定）において、十年後に死者数を概ね八割、建築物の全壊棟数を概ね五割、被

害想定から減少させるという目標の達成のため、重点的に取り組むべきものとして位置づけられているところで

ある。また、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成二十七年三月閣議決定）においては、十年後に死者数及び

建築物の全壊棟数を被害想定から半減させるという目標の達成のため、あらゆる対策の大前提として強力に推進

すべきものとして位置づけられているところである。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る。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本的な方針を定める

ものである。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を自らの問題、

地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。国及び地方公共団体は、こうした所有者等の取組を

できる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担

軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となっている課題を解決していく

べきである。 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では災害による負傷者の治療が、

国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行われるなど、多くの公共建築物が応急活動の

拠点として活用される。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確

保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められるとの認識のもと、強力に公共建築物の耐震化の促進に取

り組むべきである。具体的には、国及び地方公共団体は、各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリ

ストを作成及び公表するとともに、整備目標及び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化

の促進に積極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第 22 条第 3 項の規定に基づく表示を積極的に活用すべきである。 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからハ

までに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第 7 条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第 3 条第 1 項に規定する要緊急安全確認

大規模建築物（以下「耐震診断義務付け対象建築物」という。）については、所管行政庁は、その所有者に

対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となっている旨の
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十分な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の結果を報告しない所有

者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断結果の報告をするように促し、それでもなお報告

しない場合にあっては、法第 8 条第 1 項（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を含む。）の規定

に基づき、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべきことを命ずるととも

に、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第 9 条（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を含む。）の規定に基づく報告の内容の公表に

ついては、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成 7 年建設省令第 28 号。以下「規則」と

いう。）第 22 条（規則附則第 3 条において準用する場合を含む。）の規定により、所管行政庁は、当該報

告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保さ

れた建築物については、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が

不利になることのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべきである。 

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有者に

対して、法第 12 条第 1 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるとともに、指導に従わない

者に対しては同条第 2 項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかった

ときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有者が必要

な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著し

く保安上危険であると認められる建築物（別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の

指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）第 1 第 1 号又は第 2 号の規定により構造耐力上

主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性が高いと判断された建築物をいう。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭和 25 年法律第 201 

号）第 10 条第 3 項の規定に基づく命令を、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認められる建築物については、同条第 1 項の規定に基づく勧告や同条第 

2 項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第 15 条第 2 項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」という。）について

は、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が指示対象建築物である旨の周知を図るとともに、

同条第 1 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に対しては同条第 2 項

の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公報、ホ

ームページ等を通じて公表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所有者が必要な対策をとらな

かった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険で

あると認められる建築物については速やかに建築基準法第 10 条第 3 項の規定に基づく命令を、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認められる建築物に

ついては、同条第 1 項の規定に基づく勧告や同条第 2 項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）については、所管行政庁は、

その所有者に対して、法第 15 条第 1 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。

また、法第 16 条第 1 項に規定する既存耐震不適格建築物についても、所管行政庁は、その所有者に対し

て、同条第 2 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第 17 条第 3 項の計画の認定、法第 22 条第 2 項の認定、法第 25 条第 2 項の認定に

ついて、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。 

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われるよう、必要な助言、情報

提供等を行うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、相当の費用を要す

ることから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。このため、地方公共団体は、所有者

等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制度等の整備や耐震改修促進税制の普及に努め、密集市街地や緊

急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うことが望ましい。特に、耐震

診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促進が求められることから、特に重
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点的な予算措置が講じられることが望ましい。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の

優遇措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。 

また、法第 32 条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センター」という。）が債務保

証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定した場合においては、センターの業

務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指導等を行うとともに、都道府県に対し、必要な情報提

供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、地方公共団体が、

公共賃貸住宅の空家の紹介等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建築物の所有者等が安心して

耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっている。特に、「どの事業者に頼めばよいか」、

「工事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」等の不安に対応する必要がある。この

ため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を設置するとともに、耐震診断及

び耐震改修の実施が可能な建築士及び事業者の一覧や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断

の参考となる事例集を作成し、ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、情

報提供等を行うこととする。また、全ての市町村は、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を設置するよう

努めるべきであるとともに、地方公共団体は、センター等と連携し、先進的な取組事例、耐震改修事例、一般

的な工事費用、専門家・事業者情報、助成制度概要等について、情報提供の充実を図ることが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震改修について必要な

知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。国及び地方公共団体は、センター等の

協力を得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・紹介制度の整備等に努めるものとする。特に、耐震診断

義務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、国は、登録資格者講習（規則第 5 条に規定する登録

資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度による実施、建築士による登録資格者講習の受講の促進のため

の情報提供の充実を図るものとする。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地方公共団体は、関係団体と

連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を実施することとする。 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位とした地震防災対策への取

組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに関係団体等からなる協議会の設置等

を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラス、天井、外壁等の非構

造部材の脱落防止対策についての改善指導や、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止対策、エスカレーター

の脱落防止対策、給湯設備の転倒防止対策、配管等の設備の落下防止対策の実施に努めるべきであり、これら

の対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第 3 条第 2 項の適用を受けているものについ

ては、改修の促進を図るべきである。また、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告（平

成 27 年 12 月）を踏まえて、長周期地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対

し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

平成 25 年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約 5,200 万戸のうち、約 900 万戸（約 18 

パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約 82 パーセントと推計されている。この推計では、耐震

性が不十分な住宅は、平成 15 年の約 1,150 万戸から 10 年間で約 250 万戸減少しているが、大部分が建替

えによるものであり、耐震改修によるものは 10 年間で約 55 万戸に過ぎないと推計されている。 

また、法第 14 条第 1 号に掲げる建築物（以下「多数の者が利用する建築物」という。）については、約 42 

万棟のうち、約 6 万棟（約 15 パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約 85 パーセントと推計

されている。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び住生活基本計画（平成二十
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八年三月閣議決定）における目標を踏まえ、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率につい

て、平成三十二年までに少なくとも九十五パーセントにすることを目標とするとともに、平成三十七年までに

耐震性が不十分な住宅を、同年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれおおむね

解消することを目標とする。耐震化率を九十五パーセントとするためには、平成二十五年から平成三十二年ま

での間に、少なくとも住宅の耐震化は約六百五十万戸（うち耐震改修は約百三十万戸）とする必要があり、建

替え促進を図るとともに、耐震改修のペースを約三倍にすることが必要である。また、多数の者が利用する建

築物の耐震化は少なくとも約四万棟（うち耐震改修は約三万棟）とする必要があり、建替え促進を図るととも

に、現在の耐震改修のペースを約二倍にすることが必要となる。 

また、建築物の耐震化のためには、耐震診断の実施の促進を図ることが必要であり、平成 25 年から平成 

32 年までの間に、耐震化率の目標達成のために必要な耐震改修の戸数又は棟数と同程度の耐震診断の実施が

必要となると考えて、少なくとも住宅については約 130 万戸、多数の者が利用する建築物については約 3 万

棟の耐震診断の実施を目標とすることとする。 

特に、公共建築物については、各地方公共団体において、できる限り用途ごとに目標が設定されるよう、国

土交通省は、関係省庁と連携を図り、必要な助言、情報提供を行うこととする。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に適合しているかどうかを調

査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改修を行うことが基本である。しかしながら、既存

の建築物については、耐震関係規定に適合していることを詳細に調査することや、適合しない部分を完全に適合

させることが困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、技術指針事項に基づいて耐震診断

を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができるよう、地方公共団

体は、過去に発生した地震の被害と対策、発生のおそれがある地震の概要と地震による危険性の程度等を記載し

た地図（以下「地震防災マップ」という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域での取組の重要性等に

ついて、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。国は、地方公共団体

に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターとの間で必要な情報

の共有及び連携が図られることが望ましい。 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関す

る重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都道府県耐震改修促

進計画」という。）を、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成三十年政

令第三百二十三号。以下「改正令」という。）の施行後できるだけ速やかに改定すべきである。 

都道府県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、商工部局、

教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町

村と協議会を設置する等の取組を行いながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要

がある施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に当たっては、法に

基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府県耐震改修促進計

画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県において想定される地震の規

模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望

ましい。なお、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証するべきである。特に耐震診断義務

付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。このため、都道府県耐震改修促進計

画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記載する場合においては早期に記載するとともに、
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二２の目標を踏まえ、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結

果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行い、

その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべきである。加えて、重点化を図りな

がら着実な耐震化を推進するため、都道府県は、公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望ま

しい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の考え方、実

施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修

等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定

めることが望ましい。 

法第 5 条第 3 項第 1 号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時における災害応急対

策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学校の体育館等の公共建築物のほ

か、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）

第 2 条第 10 号に規定する地域防災計画や防災に関する計画等において、大規模な地震が発生した場合に

おいてその利用を確保することが公益上必要な建築物として定められたものについても、積極的に定める

ことが考えられる。なお、公益上必要な建築物を定めようとするときは、法第 5 条第 4 項の規定に基づ

き、あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運送以外の一般貨物自動車

運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地震が発生した場合に公益上必要な建築物

として実際に利用される見込みがないものまで定めることがないよう留意するべきである。 

法第 5 条第 3 項第 2 号又は第 3 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によって

緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学

路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路

のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑

な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建

築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路、公

園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な道路については、同

項第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路とし

て定めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるもの

に限る。以下同じ。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項が都道府県耐震改修促進計画に記載

されている場合においては、必要に応じて、当該都道府県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐

震改修の促進に関する法律施行令（平成七年政令第四百二十九号）第四条第二号に規定する組積造の塀に係

る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当

該都道府県耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施行の際現に法

第五条第三項第二号の規定に基づき当該都道府県耐震改修促進計画に記載されている通行障害既存耐震不

適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施

行令第四条第一号に規定する建築物に係るものであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀に

ついては、規則第四条の二の規定により、地域の実情に応じて、都道府県知事が耐震診断義務付け対象建築

物となる塀の長さ等を規則で定めることができることに留意すべきである。 

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の特例の適用の考え

方等について定めることが望ましい。 

加えて、同項第 5 号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社（以下「機構等」

という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構等が耐震診断及び耐震改修を

行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。なお、独立行政法人都市再生機構による耐震

診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再生に資するものに限定するとともに、地域における

民間事業者による業務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳細な地震防災

マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会
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の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望

ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村において措置され

るよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険

なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、

町内会や学校等との連携策についても定めることが考えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示、命令等について、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築物の選定及び対

応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第 12 条第 3 項（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を含む。）又は

法第 15 条第 3 項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合

には、建築基準法第 10 条第 1 項の規定による勧告、同条第 2 項又は第 3 項の規定による命令等を実施

すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及び東南海・南海地

震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定めることが要請され、その他の地域

においても減災目標を策定することが必要とされている。こうしたことを踏まえ、法第六条第一項におい

て、基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を

定めるよう努めるものとされたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画

が策定されることが望ましい。また、改正令の施行前に市町村耐震改修促進計画を策定している市町村にあ

っては、当該市町村耐震改修促進計画を改正令の施行後できるだけ速やかに改定すべきである。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、商工

部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化の目標や施策との整合を図るため、都道府県

と協議会を設置する等の取組を行いながら、より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指導、助言、指示等

を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐震改修促進計画の

見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市町村において想定

される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに目標を

定めることが望ましい。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。このため、市町

村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める事項を記載する場合においては早期に記載するとと

もに、二２の目標を踏まえ、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震

診断の結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行い、

その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべきである。加えて、重点化を図りな

がら着実な耐震化を推進するため、市町村は、公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望まし

い。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の考え方、実施

する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修等

を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定め

ることが望ましい。 

法第 6 条第 3 項第 1 号又は第 2 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によって

緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学

路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路

のうち、市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円

滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の
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建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路、公

園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な道路については、同

項第一号の規定に基づき早期に沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えら

れる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報

告の期限に関する事項が市町村耐震改修促進計画に記載されている場合においては、必要に応じて、当該市

町村耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規

定する組積造の塀に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむ

を得ない事情により当該市町村耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正

令の施行の際現に法第六条第三項第一号の規定に基づき当該市町村耐震改修促進計画に記載されている通

行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項は、建築物の耐震改修の促

進に関する法律施行令第四条第一号に規定する建築物に係るものであるとみなす。また、同条第二号に規定

する組積造の塀については、地域の実情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる塀の長さ

等を規則で定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳細な地震防災マ

ップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の

開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ま

しい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置されるよう努めるべ

きである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険

なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策に

ついても定めることが考えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的に実施すべき建築物の選定

及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第 12 条第 3 項（法附則第 3 条第 3 項において準用する場合を

含む。）又は法第 15 条第 3 項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を

行わない場合には、建築基準法第 10 条第 1 項の規定による勧告、同条第 2 項又は第 3 項の規定による

命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第 17 条第 3 項の計画の認定、法第 22 条第 2 項の認定、法第 25 条第 2 項の認定に

ついて、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望ましい。なお、法第 22 条第 2 項の認定制度の

周知にあたっては、本制度の活用が任意であり、表示が付されていないことをもって、建築物が耐震性を有さ

ないこととはならないことについて、建築物の利用者等の十分な理解が得られるよう留意するべきである。 

附則（省略） 

別添（省略） 
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５－４ 建築基準法(抜粋) 

昭和 25 年 5月 24 日法律第 201 号 

最終改正：令和元年 6月 14 日法律第 37 号 
 
第一条～第九条の三（省略） 

（保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言） 

第九条の四 特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が

生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当

該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の

維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設

備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けな

いものに限る。）について、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り、又

は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者

又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中

止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合におい

て、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとること

を命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規

定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）が著しく保安上

危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者

又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁

止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 

第十一条～第百七条・附則・別表（省略） 
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５－５ 建築基準法施行令(抜粋) 

昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号 

最終改正：平成 27 年 7月 17 日政令第 273 号 

第一章 総則 

第一節～第三節の五 
（省略） 

第三節の六 勧告の対象となる建築物 

第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面

積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物（法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。）のうち階

数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの 

第四節～第五節 
（省略） 

第二章～第十章・附則 

（省略） 
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特定既存耐震不適格建築物 

既存耐震不適格建築物 

建築基準法第 10 条に基づく 

除却、改築、修繕等の勧告、命令 

耐

震

診

断

・

改

修

の

実

施 

指示に従わない場合 

全ての既存不適格建築物 

特定既存耐震不適格建築物 

著しく保安上 

危険な建築物 

資料６ 指導・助言等の流れ                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示の実施 

（法第 15 条第 2項） 

指導・助言の実施 

（法第 16 条第 2項） 

指導・助言の実施 

（法第 15 条第 1項） 

公表の実施 

（法第 15 条第 3項） 

指示の対象となる 

特定既存耐震不適格建築物 
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資料７ 地震被害想定                        

以下に、「さいたま市被害想定調査」（平成 26 年 3 月）における地震被害想定の概要を抜粋、

編集して示す。 

 

７－１ 調査概要 

（１）前提条件 

想定される被害が異なる 3 種類の特徴的な季節・時間帯（冬深夜、夏 12 時、冬 18 時）を設定

した。また、火災は風速によって被害量が異なり、平均的な風の場合と強風時の 2 ケースを想定

しているが、この概要では、被害の大きい強風時の被害想定結果を示す。 

表 7-1 想定する季節、時間帯 

季節･時間帯 想定される被害の特徴 

冬深夜 ・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が高く、

また水害からの避難が遅れることにもなる。 

夏 12 時 ・オフィス、繁華街等に多数の滞留者が集中しており、自宅外で被災する場合が多い。 

・木造建物内滞留人口は、1 日の中で少ない時間帯であり、老朽木造建物の倒壊による

死者数は冬深夜と比較して少ない。 

冬 18 時 ・住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も多くなる。 

・オフィスや繁華街周辺のほか、ターミナル駅にも滞留者が多数存在する。 

・鉄道、道路もほぼ帰宅ラッシュに近い状況でもあり、交通被害による人的被害や交通

機能支障による影響が大きい。 

 

（２）想定地震 

過去の地震被害や最新の活断層の調査結果から、さいたま市に大きな影響を及ぼすと考えられ

る、次の 3つの地震を想定した。 

表 7-2 想定地震の概要 

想定地震 概 要 

さいたま市直下地震 

（マグニチュード 7.3） 

・荒川断層位置で想定した、気象庁マグニチュード（Ｍ＝）7.3 の地震。 

・断層面が不明瞭なため首都圏のどこで発生するか予測困難な地震のう

ち、さいたま市内に最も大きな被害をもたらす直下型地震として最大

級を想定。 

関東平野北西縁断層帯

地震 

（マグニチュード 8.1） 

・群馬県高崎市付近から埼玉県上尾市付近に至る深谷断層や綾瀬川断層

までが連動した場合を想定した地震。断層の長さが約 80km におよぶ、

Ｍ＝8.1 の地震。 

・埼玉県の想定の中で、さいたま市内の被害が最も大きくなることから、

活断層型の地震として最大級を想定。 

東京湾北部地震 

（マグニチュード 7.3） 

・フィリピン海プレート上面の、Ｍ＝7.3 の地震。 

・東京都区部直下での地震は、さいたま市を含む首都圏全域に大きな影

響があることから、最新の知見を踏まえて想定。 
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図 7-1 想定地震の位置 

 

 

表 7-3 想定地震の断層諸元 

諸元 
さいたま市直下 

地震 

関東平野北西縁 

断層帯地震 
東京湾北部地震 

断層の長さ 20.0km 82.0km 63.64km 

断層の幅 19.1km 20.0km 31.82km 

断層面の傾き 北東側へ 45 度 南西側へ 60 度 北東側へ 23 度 

地震の規模 マグニチュード 7.3 マグニチュード 8.1 マグニチュード 7.3 

 

 

 

 

  

関東平野北西縁断層帯地震 

さいたま市直下地震 

東京湾北部地震 
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７－２ 地震動及び液状化の予測結果 

（１）地震動の予測結果 

各想定地震において予測される震度は、いずれも最

大震度 6 強である。 

さいたま市直下地震では南部・西部に広範囲で大き

く、関東平野北西縁断層帯地震では北西部で大きく、

東京湾北部地震では南西部で大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 各想定地震の震度分布図 

 

 

（２）液状化危険度の予測結果 

さいたま市内の低地には粘性土が広く厚く分布し

ているので、総じて液状化危険度は高くない。 

さいたま市内では、過去の地震でも 1923 年関東地

震や 1931 年西埼玉地震で荒川周辺や綾瀬川周辺で見

られた程度で、東日本大震災の際も顕著な液状化は報

告されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 各想定地震の液状化危険度分布図 

  

凡例 

さいたま市直下地震 

東京湾北部地震 関東平野北西縁断層帯地震 

さいたま市直下地震 

東京湾北部地震 関東平野北西縁断層帯地震 

凡例 

液状化危険度 

高い 

やや高い 

低い 

極めて 
低い 

震度 7 

震度 6強 

震度 6弱 

震度 5強 

震度 5弱 

震度 4 

地震動の大きさ 
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７－３ 地震による被害の予測結果 

（１）地震被害予測結果の概要 

３つの想定地震のうち、市内の被害が最大となるものは、さいたま市直下地震であり、最も火

災の被害が大きくなる冬 18 時強風ケースで、全壊 17,300 棟、半壊 48,400 棟、焼失 44,900 棟の

建物被害が生じ、死者 2,040 人、避難者 204,000 人と予測された。 

 

表 7-4 各想定地震におけるさいたま市内の被害想定調査結果一覧（冬 18 時 強風時） 

種別 被害項目 被害単位 
さいたま市 

直下地震 

関東平野北西縁 

断層帯地震 

東京湾北部 

地震 

地盤 急傾斜地崩壊 危険性が高い急傾斜地[箇所] 16 16 16 

建物 

揺れ 
全壊棟数[棟] 17,300 7,780 1,310 

半壊棟数[棟] 48,400 32,000 10,300 

液状化 
全壊棟数[棟] 203 112 223 

半壊棟数[棟]大規模半壊含む 6,040 3,560 7,660 

急傾斜地崩壊 
全壊棟数[棟] 2 1 1 

半壊棟数[棟] 4 3 2 

火災 

(冬 18 時) 

出火 炎上出火件数[件] 101 41 18 

延焼 焼失棟数[棟] 44,900 17,300 1,760 

人 

死者 [人] 2,040 692 99 

負傷者 [人] 8,150 4,620 1,270 

重傷者 [人] 1,400 631 134 

ライフ 

ライン 

上水道 断水人口(1 日後) 265,000 138,000 69,900 

下水道 機能支障人口(1 日後) 57,300 38,100 25,600 

電力 停電軒数(1 日後) 107,000 43,500 8,670 

通信 不通回線数(1 日後) 95,500 41,100 6,910 

都市ガス 供給停止件数（直後） 257,000 54,200 0 

交通 
道路 

緊急輸送道路被害箇所数 46 45 37 

橋梁被害箇所数 2 1 0 

鉄道 被害箇所数 227 193 134 

生活支障 

等 

避難者 

避難者 直後・1日後[人] 

（内、避難所生活者） 

204,000 

(123,000) 

83,700 

(50,200) 

17,800 

(10,700) 

避難者 1 ヶ月後[人] 

（内、避難所生活者） 

204,000 

(61,300) 

83,700 

(25,100) 

17,800 

(5,350) 

帰宅困難者 人（平日 12 時） 116,000～141,000 

災害廃棄物 発生量[万 m3] 679 279 44 

経済被害 直接経済被害額[兆円] 3.88 1.94 0.66 
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（２）建物被害予測結果の内訳 

建物被害の要因として、揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、火災延焼を想定した。被害が最大とな

るさいたま市直下地震では、約 17,500棟が揺れや液状化、急傾斜地崩壊によって全壊し、約 54,400

棟が半壊、約 44,900 棟が火災によって焼失すると予測された。 

 

表 7-5 建物被害の想定結果（さいたま市直下地震 冬 18 時 強風時） 

区名 
建物棟数 

[棟] 

全壊棟数[棟] 半壊棟数[棟] 

計 揺れ 液状化 急傾斜地 火災 計 揺れ 液状化 急傾斜地 

西 区 31,609 8,300 2,485 31 0 5,783 6,576 5,694 882 0 

北 区 32,873 2,301 887 5 0 1,409 3,975 3,823 153 0 

大宮区 29,695 7,838 1,396 9 0 6,434 4,574 4,292 282 0 

見沼区 50,209 1,927 1,099 10 1 817 5,967 5,627 339 1 

中央区 20,619 4,798 1,405 14 0 3,379 3,879 3,452 427 0 

桜 区 24,982 5,591 2,669 60 0 2,863 6,517 4,811 1,706 0 

浦和区 33,132 17,600 2,264 8 0 15,328 5,605 5,371 234 0 

南 区 35,860 7,773 3,129 42 0 4,602 7,425 6,203 1,222 1 

緑 区 34,446 5,357 1,288 5 0 4,063 4,587 4,427 159 1 

岩槻区 48,768 968 703 19 0 246 5,322 4,684 637 0 

計 342,193 62,453 17,324 203 2 44,923 54,429 48,385 6,040 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-4 全壊建物棟数分布（さいたま市直下地震 冬 18 時 強風時） 
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特に被害の大きい揺れによる建物被害と火災延焼による被害の内訳は次のとおりと予測された。 

表 7-6 揺れによる建物被害棟数及び焼失棟数（さいたま市直下地震 強風時） 

区名 
揺れによる全壊棟数 [棟] 揺れによる半壊棟数 [棟] 焼失棟数(強風時) [棟] 

計 木造 非木造 計 木造 非木造 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 

西 区 2,485 2,387 98 5,694 5,389 306 2,031 1,533 5,783 

北 区 887 815 72 3,823 3,534 289 120 30 1,409 

大宮区 1,396 1,299 97 4,292 3,939 353 1,465 769 6,434 

見沼区 1,099 1,039 60 5,627 5,375 252 5 6 817 

中央区 1,405 1,329 76 3,452 3,202 250 951 456 3,379 

桜 区 2,669 2,493 176 4,811 4,337 474 882 498 2,863 

浦和区 2,264 2,122 143 5,371 4,912 458 7,823 3,995 15,328 

南 区 3,129 2,900 229 6,203 5,560 642 1,433 712 4,602 

緑 区 1,288 1,216 72 4,427 4,165 263 1,295 820 4,063 

岩槻区 703 653 50 4,684 4,441 244 3 4 246 

計 17,324 16,251 1,073 48,385 44,853 3,532 16,009 8,823 44,923 

表 7-7 揺れによる建物被害棟数及び焼失棟数（関東平野北西縁断層帯地震 強風時） 

区名 
揺れによる全壊棟数 [棟] 揺れによる半壊棟数 [棟] 焼失棟数(強風時) [棟] 

計 木造 非木造 計 木造 非木造 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 

西 区 2,434 2,336 98 5,667 5,362 305 1,843 1,397 5,630 

北 区 1,561 1,438 123 4,426 4,026 399 631 347 2,473 

大宮区 972 900 72 3,685 3,403 282 109 9 4,838 

見沼区 898 844 53 4,882 4,650 232 4 5 904 

中央区 275 255 20 1,802 1,704 98 4 2 344 

桜 区 663 618 45 3,035 2,847 188 5 5 812 

浦和区 129 113 16 1,610 1,514 96 2 2 1,400 

南 区 143 125 18 1,599 1,488 110 3 3 294 

緑 区 60 53 8 1,023 969 54 2 2 195 

岩槻区 644 599 45 4,242 4,023 220 3 4 377 

計 7,779 7,281 498 31,971 29,986 1,985 2,606 1,774 17,267 

表 7-8 揺れによる建物被害棟数及び焼失棟数（東京湾北部地震 強風時） 

区名 
揺れによる全壊棟数 [棟] 揺れによる半壊棟数 [棟] 焼失棟数(強風時) [棟] 

計 木造 非木造 計 木造 非木造 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 

西 区 77 71 6 1,166 1,120 46 1 1 5 

北 区 1 1 0 210 187 23 1 0 3 

大宮区 4 3 1 287 262 25 1 1 4 

見沼区 2 1 0 315 294 21 1 1 4 

中央区 28 25 3 516 487 29 1 1 24 

桜 区 195 172 23 1,533 1,421 112 3 2 122 

浦和区 123 109 14 1,400 1,309 90 17 6 520 

南 区 807 736 71 3,403 3,128 275 108 32 975 

緑 区 46 40 6 859 811 47 6 3 105 

岩槻区 25 22 3 564 526 38 1 1 3 

計 1,307 1,182 125 10,252 9,545 707 138 48 1,764 

  



- 68 - 

資料８ 税制特例制度                        

既存住宅を耐震改修した場合、所得税の特別控除や固定資産税額の減額措置を受けることがで

きる。 

 
表 8-1 耐震改修工事をした場合の所得税の特別控除・固定資産税の減免措置 

 所得税の特別控除 固定資産税の減免措置 

条件 

・申請者の居住の用に供する住宅である。 

・昭和 56 年 5月 31 日以前に着工されている。 

・改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しな

いものである。 

・現行の耐震基準に適合する耐震改修である。 

・申請者の所有する住宅である。 

・昭和 57 年 1月 1日以前から所在する住宅で

ある。 

・現行の耐震基準に適合する耐震改修である。 

・耐震改修に係る費用が 50 万円超である。 

・耐震改修工事の完了時期が平成 25 年 1 月 1

日から令和 4年 3月 31 日の間である。 

控除や減額

の内容 

平成 26 年 4月 1日～令和 3年 12 月 31 日に、

個人が、さいたま市内において、耐震改修工事

を行った場合：25 万円を限度に、その耐震改

修に要した費用の 10％相当額を所得税額から

控除（平成 21 年 1 月 1 日～平成 26 年 3 月 31

日の場合：20 万円限度） 

耐震改修した翌年度分の固定資産税額を 2 分

の 1に減額（その住宅に係る固定資産税の 120

平方メートル相当分まで） 

証明書等の 

発行 

・助成事業を利用した場合： 

【住宅耐震改修証明書】地方自治体（さいたま市） 

               ※戸建て住宅は建築指導課、共同住宅・長屋等は建築総務課 

・助成事業を利用していない場合： 

【増改築等工事証明書】建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性

能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 

手続き 

耐震改修工事を完了した年分の確定申告の

際、確定申告書に「明細書」「住宅耐震改修証

明書又は増改築等工事証明書」「請負契約書

等」と「住民票の写し」などを添付して各税務

署へ申告する。 

改修後 3ヶ月以内に、北部・南部市税事務所に

備え付けてある「固定資産税耐震基準適合住

宅に係る減額申告書」に記入し、「住宅耐震改

修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能

評価書」及び改修費用を確認できる書類（請求

書、領収書等）を添付し、各市税事務所へ申告

する。 

（令和 2年 10 月時点） 
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資料９ 融資制度                          

埼玉県及び本市を含む 12市（さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山

市、上尾市、草加市、越谷市、新座市、及び久喜市）で、病院、百貨店など多数の者が利用する建

築物や緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修の実施に際

し、通常よりも低減した利率で融資する制度として、県内 3 金融機関による耐震化融資制度を平

成 24年 12 月に創設した。 

また、独立行政法人住宅金融支援機構では、耐震改修やリフォームに関する融資制度を実施し

ている（詳細は独立行政法人住宅金融支援機構へ）。 

 
表 9-1 県内 3金融機関による耐震化融資制度 

条件 

・昭和 56 年 5月 31 日以前に建築確認を受けている。 

・埼玉県や本市を含む特定行政庁 12 市の「建築物耐震化補助事業（戸建住宅を除く）」

対象となる建築物所有者が耐震診断や耐震改修を行う費用。 

資金使途 建築物所有者が耐震診断及び耐震改修を行う費用 

金利・融資条件 所定金利より低減した利率（詳細は各金融機関へ） 

取扱金融機関 

・埼玉りそな銀行 

・武蔵野銀行 

・埼玉縣信用金庫 

（融資内容は各金融機関で異なります） 

                                （令和 3年 3月時点） 
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