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第１節 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針 

 

市、建築物の所有者等、建築関係技術者、住宅・建築関係団体、自主防災組織・自

治会等は、以下に示す役割のもと、連携を図りながら、耐震診断及び耐震改修を進め

る。 

 

１ 役割分担 

（１）市の役割 

市民が所有する建築物の耐震化の促進に向けて、その必要性に関する普及啓発

や相談体制の充実、さらには耐震性の向上に関わる制度の整備など、市民の最も

身近な立場として、市民が耐震化に取り組みやすい環境づくりを進める。 

（２）建築物の所有者等 

建築物の耐震化は、所有者等自らの問題として取り組むことが不可欠であり、

所有者等は以下のことを実施する。 

≪建築物の耐震化の促進等≫ 

・自らが所有又は管理する建築物の耐震性を確認するための耐震診断の実施 

・耐震診断の結果を踏まえた建替又は耐震改修の実施 

（３）建築関係技術者 

県及び市が実施する耐震改修等を促進するための施策への協力や、専門的知識

を有する建築関係技術者として、所有者等への適切なアドバイス等、以下のこと

を実施する。 

≪所有者等に対する普及啓発及び情報提供≫ 

・所有者等に対する耐震性向上に関する適切な助言 

≪耐震改修等の実施≫ 

・耐震改修等の業務の適切な実施 

≪技術の向上、研鑽≫ 

・耐震診断、耐震改修等の講習会等の受講及び受講者名簿への登録 
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・耐震診断、耐震改修等に関する技術の向上及び研鑽 

（４）住宅・建築関係団体 

住宅・建築関係団体は県及び市が実施する建築物の耐震化を促進するための施

策への協力、中立的な立場から建築物の所有者等への適切なアドバイス等、所有

者、技術者、行政等と連携し、以下のことを実施する。 

≪所有者等に対する普及啓発、情報提供≫ 

・耐震改修等相談窓口の設置・運営 

・耐震講習会等の実施 

≪技術者の養成≫ 

・耐震診断、耐震改修等に関する技術者研修の実施等 

≪耐震診断業務の促進≫ 

・耐震診断を行う者に対する情報提供 

・耐震診断アドバイザー派遣等 

≪県、市との連携≫ 

・耐震診断及び耐震改修の促進のための県、市への協力 

（５）自主防災組織・自治会等 

建築物の耐震化の促進について、自主防災組織・自治会等は地域自らの問題と

して、以下のことを実施する。 

≪普及啓発、情報提供≫ 

・建築物の耐震性向上のための自治活動等、家具の転倒対策、ブロック塀の転

倒対策等の実施 

 

２ 事業の実施方針 

住宅及び建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅及び建築物の所有者等が

自らの問題として取り組むことが不可欠である。 

市は、こうした所有者等の取組みを支援するという観点から、県と連携して所有

者等が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など

により、住宅及び建築物の耐震化を進めるものとする。 
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第２節 耐震改修促進法に基づく耐震診断及び耐震改修の促進の概要 

 

１．要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の指導等の実施 

県及び市は、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の所有

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十分な周知を行い、その確実な実施を図り、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す。それでもなお報告しない場合にあっては、

耐震改修促進法第８条第１項の規定に基づき、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、その旨をホーム 

ページ等により公表することとする。 

 

２．要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公 

表 

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公

表は、山口県のホームページ等により公表することとする。 

注）公表にあたっては、迅速に診断を実施し、その結果を報告した所有者が不利

になることがないよう、公表時期を設定する。 

また、耐震性がないと公表された建築物について、公表後に耐震改修等により耐

震性が確保された場合には、迅速に耐震改修等に取り組んだ所有者が不利になるこ

とがないよう、公表内容を速やかに更新する。 

このように、営業上の競争環境等にも十分に配慮することとする。 
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表13 多数の者が利用する建築物等で耐震診断の義務付される一覧 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に掲げる規模・用途 

用  途 規模要件 

学校 
小学校､中学校､中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校

又は養護学校 

階数２以上かつ３０００㎡以上 

＊ 屋内運動場の面積を含む。 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ5０００㎡以上 

ボウリング場、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５０００㎡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 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

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５０００㎡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１５００㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上かつ５０００㎡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 

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 

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 

郵便局、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 

階数１以上かつ５０００㎡以上（敷

地境界線から一定距離以内に存する

建築物に限る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定する重要な

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） 

防災拠点である建築物 

耐震改修促進計画で指定する大規模

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、病院、官公署、災害応急対策に

必要に施設等の建築物 
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第３節 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要 

 

平成２７年度までの今後９年間で耐震化率を目標数値までに引き上げるためには、

昭和５６年５月以前に建築された耐震性が不十分な建築物の耐震改修や建替を促進さ

せる必要がある。 

昭和５６年５月以前の建築物の中には、耐震性を有する建築物もあると想定される

ものの、耐震診断を行っていないためにその実態が不明である。耐震性の判断がされ

ないことで、現行基準を満足していない建築物の建替又は耐震改修が促進していない

と推測される。 

また、平成１８年度に山口県が実施したアンケート調査結果等では、建物所有者自

らの資金で耐震化を行うことは限界があり、耐震診断及び耐震改修を行うための助成

制度の創設が求められている。 

このため、耐震診断及び耐震改修をより一層促進するために、市は県と協力して、

国の補助事業等を活用した助成制度により住宅及び建築物の耐震化の促進を図る。 

 

１ 現在実施している支援策 

国及び県の協力のもと、大地震による被害が大きいとされる昭和５６年５月以前

の木造住宅を対象に、耐震診断及び耐震改修の補助事業を実施している。 

また、民間が所有する公共的な建築物及び緊急輸送道路沿道建築物についても、

耐震診断の補助事業を実施している。（表１４） 

 

２ その他の支援策 

（１）私立幼稚園施設整備費補助事業 

国（文部科学省）の補助事業を利用して、私立幼稚園が行う耐震補強工事に要

する事業者負担額の一部を県及び市が助成する。 

（２）所得税額の特別控除の実施 

自ら居住の用に供する昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅（現行基準

に適合しないものに限る。）について、平成２５年１２月３１日までの間に一定

の耐震改修が行われた場合に、その年分の所得税額から耐震改修に要した費用の 
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１０％に相当する額（２０万円を上限）の控除が受けられる。 

（３）固定資産税額の減額措置の実施 

昭和５７年１月１日以前から所在する住宅について、平成２７年１２月３１日

までの間に一定の耐震改修が行われた場合に、当該住宅に係る固定資産税額（１

戸当り１２０㎡相当分までに限る。）の減額が受けられる。 

 

表１４ 補助制度の概要                      

区 分 事 業 概 要 対 象 建 築 物 
補 助 率 

国 県 市 

木 

造 

住 

宅 

耐
震
診
断 

木造住宅の耐震診

断費の助成 

（限度額あり） 

昭和56年5月31日以前に着工

された一戸建ての木造住宅 

 

1/２ 

 

1/４ 

 

1/４ 

耐
震
改
修 

木造住宅の耐震改

修費の助成 

（限度額あり） 

昭和56年5月31日以前に着工

され、現行の耐震基準を満たさ

ない一戸建ての木造住宅 

1/3 1/6 1/6 

建 
築 

物 

耐
震
診
断 

公共的な建築物の

耐震診断費の助成 

（限度額あり） 

昭和56年5月31日以前に着工

された民間が所有する学校、病

院等の公共的な建築物 

1/3 1/6 1/6 
緊急輸送道路沿道

建築物の耐震診断

費の助成 

（限度額あり） 

昭和56年5月31日以前に着工

された民間が所有する地震時の

倒壊により道路を閉塞するおそ

れがある建築物 
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第４節 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

 

１ 市民への情報提供 

（１）パンフレットの活用 

国、県及び関係団体が作成した地震被害の状況や耐震診断問診票、安心できる

住まい方の提案等を掲載したリーフレット、リフォームにあわせた住宅の耐震改

修の方法を紹介する事例集など、各種のチラシ、パンフレットを活用し市民への

啓発に努める。 

（２）優良技術者及び事業者の情報提供 

県及び関係団体が行う耐震診断等の講習会を受講された技術者について、その

受講修了者を登載した「山口県木造住宅耐震診断・耐震改修技術者名簿」を、相

談窓口に設置し、閲覧等により優良な技術者の情報提供を行う。 

また、やまぐち住宅リフォーム事業者登録制度に登録された事業者の名簿を、

相談窓口に設置し、閲覧等により事業者の情報提供を行う。 

 

２ 相談窓口の設置 

相談窓口を設置し耐震診断、耐震改修、助成制度、税制等耐震についての各種相

談、情報提供等を行う。 
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第５節 地震時の建築物の総合的な安全対策に関する事業の概要 

 

近年各地で発生した地震による被害状況から、ブロック塀等の倒壊防止対策、外壁

タイルや窓ガラス、天井等の落下防止対策の必要性が改めて指摘されている。また、

地震を原因とするエレベーターの閉じ込め事故等についてもその危険性が指摘されて

いる。 

これらの観点から、地震時の被害を縮小し、迅速な復旧作業を行うためには、耐震

診断及び耐震改修だけでなく、建築物の総合的な安全対策の促進のため、以下の施策

を行っていく必要がある。 

 

１ ブロック塀の倒壊対策 

ブロック塀は、住宅密集地等に設置される事例が多く、地震時に倒壊した場合、

人的被害が発生する可能性があることから、その対策を講じる必要がある。 

このため、避難路、スクールゾーン等、特に安全性の確保を図る必要性のある地

域を中心に、自治会等の組織を通じ、ブロック塀の安全対策について周知を図る。 

 

２ 落下防止対策 

外壁タイル、窓ガラス、屋外広告物、大規模空間を持つ天井等の落下防止対策に

ついて、県による建築物の所有者等に対する周知や防災査察、防犯パトロール等の

実施時における改修改善等の指導に協力する。 

 

３ 地震時におけるエレベーターの閉じ込め防止対策 

平成１７年７月に発生した千葉県北西部地震を対象とした地震によるエレベー

ターに関する被害調査では、平成１０年以降の「昇降機耐震設計・施工指針」注）（以

下「新指針」）によるエレベーターでの故障等は発生していなかったことが報告さ

れている。 

このため、新指針に適合しない既存エレベーターの所有者に対して、県が行う改

修改善等の啓発・指導に協力する。 
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注）昇降機耐震設計・施工指針 

建設省（現国土交通省）から委託を受けた（財）日本建築センターに設置された「昇降機

耐震設計・施工指針検討委員会」が昇降機の耐震設計・施工についての一般的な指針を定

めたもの。 

 

４ 被災建築物の応急危険度判定制度の普及啓発 

県や建築関係団体と協力し、地震により被災した建築物が引き続き安全に居住で

きるか、また余震等による二次被害に対して安全であるかの判定活動を行う被災建

築物応急危険度判定の普及啓発に努める。 

 

５ 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づき定める道路は、地震による建築物の

倒壊によって緊急車両や住民の避難の妨げになる道路を都道府県耐震改修促進計画

で定めることとなっている。 

県計画では、「山口県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成９年３月）におけ

る第一次緊急輸送道路注）を、耐震改修促進法第５条第３項第３号に定める道路とし

て平成２１年３月に指定している。 

今後、市においても県計画で定められた道路以外に、地域防災計画で指定された

避難路等を中心に人口集中地域、密集市街地等で地震時に避難路等の確保を必要と

する道路の調査を行い、避難路等の構造や周辺状況等を勘案した上で、県と協議し

市計画に位置づけるものとする。 

また、市計画で位置づけた避難路等は県計画に定めたものとみなし、その沿道の

特定建築物の耐震化を促進する。 

 

注）県庁や地域生活圏の中心都市等を連絡する道路。 
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第６節 重点的に耐震化に着手すべき建築物等の設定等 

 

１ 重点的に耐震化に着手すべき建築物等の設定 

（１）市有施設 

◇災害対策本部組織が設置される施設（本庁舎） 

◇医療救護活動施設（下松市文化健康センター） 

◇応急対策活動施設（消防庁舎、水道局庁舎等） 

◇避難収容施設（学校、体育館、公民館、下松市文化健康センター等） 

◇社会福祉施設等（児童・老人福祉施設等） 

◇輸送拠点（下松市温水プール） 

◇不特定多数の者が利用する施設（学校、社会教育施設等） 

◇ライフライン施設（上下水道施設等） 

◇山口県耐震改修促進計画に記載されている施設（久保公民館） 

（２）旧耐震基準で建築された一戸建ての木造住宅 

（３）多数の者が利用する建築物等（公共的な建築物） 

 

２ 重点的に耐震化すべき区域 

耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づき県が定める道路、緊急輸送道路、避

難路、又は避難地等の沿道 

 

３ 優先的に耐震化を図る市有施設の選定方針 

市有施設の耐震化については、耐震診断の結果、施設の利用形態等を総合的に判

断した上で、計画的に耐震化を実施する必要がある。 

このため、市計画とは別に、市有施設の耐震化の基本計画を策定し、優先的に耐

震化を図る市有施設の選定方針を定め、市計画及び下松市学校施設耐震化基本計画

との整合を図りながら耐震化を実施する。 

 

 


