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13－３ 長生村耐震改修促進計画 （平成21年３月） 

 

はじめに 

 平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により6,434人の尊い命が奪われました。このうち

地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの約９割の4,831人が住宅・建築物の倒壊

等によるものでした。 

 その後も、平成16年10月に新潟県中越地震、平成17年３月に福岡県西方沖地震、平成19年７月

に新潟県中越沖地震が発生するなど大規模な地震が頻発しており、本村についても東海地震、首

都圏直下地震等甚大な被害をもたらす大地震が切迫していると指摘されているところです。 

 このため、国は、建築物の耐震化について、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急

課題」であるとし、地震による人的被害や経済的被害を減らすための最も重要な課題と位置付け、

緊急かつ最優先で取り組み、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施するため、建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成７年10月27日法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。）

を平成17年に一部改正し、県及び市町村は耐震改修促進計画を定め、建築物の耐震化を計画的に

促進することとされました。 

 このようなことから、本村においても耐震改修促進計画を定め、県、村及び村民等が連携を図

り、本村における既存建築物の耐震診断及び耐震改修等を、計画的かつ総合的に進めることによ

り既存建築物の耐震化を促進し、都市空間、居住空間における被害の軽減を図り、災害に強い街

づくりを進めます。 

 

第１ 計画の目的等 

１ 計画の目的 

 ・長生村耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、耐震改修促進法に基づき、本村にお

ける建築物の耐震化を促進し、地震災害から村民の生命及び財産を保護することを目的とし

て策定するものです。 

２ 計画の位置付け 

 ・本計画は、耐震改修法第５条第７項の規定により、国が定める「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」（以下「国の基本方針」という。）及び県が定める「千

葉県耐震改修促進計画」（以下「県計画」という。）との整合を図るとともに、「長生村総合計

画」、「長生村地域防災計画」を踏まえ策定するものです。 

３ 計画の期間 

 ・本計画の期間は、平成21年度から27年度までの７年間とし、耐震化の目標設定や耐震化を促

進するための施策を定めます。なお、本計画の内容ついては、一定期間ごとに検証を行うと

ともに、社会環境の変化等を踏まえ、所要の見直しを行うものとします。 

４ 対象区域 

 ・本計画の対象区域は、長生村全域とします。 

５ 対象建築物 
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 ・本計画の対象建築物は、次に掲げるものとします。 

  ① 住宅 

  ② 特定建築物（耐震改修促進法第６条の規定による。） 

  ③ 村有建築物 

 

第２ 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

１ 想定される地震の規模、被害の状況 

  長生村地域防災計画第１編第４節「想定地震と被害想定」による。 

 (１) 想定される地震の規模等 

  ・長生村地域防災計画第１編第４節「想定地震と被害想定」「地震動による被害予測」に掲載 

 (２) 被害の特徴 

   長生村地域防災計画第１編第４節「想定地震と被害想定」による。 

  ア 地震動 

    本村全域で震度６弱以上となるものと予測される。 

  イ 液状化 

    海岸部及び一宮川沿いで液状化の危険性が高くなると予想される。 

  ウ 津波浸水 

    海岸沿い及び一宮川河口部で浸水が予想される。 

 (３) 被害の概要 

   長生村地域防災計画の被害予測結果による。 

２ 耐震化の現状 

 (１) 既存建築物棟数 

  ・長生村内の建築物総数は、平成18年６月時点で17,458棟です。 

  ・昭和56年以前の既存建築物は12,233棟で、このうち村有建築物は７棟、民間建築物は12,226

棟です。構造別では、木造建築物が10,622棟、非木造建築物が1,604棟です。 

   （「県計画」資料編より） 

既存建築物棟数（平成18年６月現在「県計画」資料編より） 

うち昭和56年以前 
区分 総数 

 木造 非木造 

村有建築物 19 7  7

民間建築物 17,439 12,226 10,622 1,604

合計 17,458 12,233 10,622 1,611

 (２) 耐震化の現状 

  ア 住宅・特定建築物の現状 

   (ア) 住宅 

    ・平成18年における住宅数は17,480戸（木造戸建住宅：15,060戸）と推測されます。 
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    ・そのうち、昭和56年以前のものは12,230戸（木造戸建住宅：10,620戸）です。 

   (イ) 特定建築物 

    ・平成18年における特定建築物の棟数は、村有特定建築物が19棟、民間特定建築物が43

棟で、あわせて62棟です。 

    ・そのうち、昭和56年以前のものは、村有特定建築物が７棟、民間特定建築物が17棟で、

あわせて24棟です。 

   (ウ) 村有建築物 

    ・平成18年における村有建築物の総数は、19棟であり、そのうち、昭和56年以前のもの

は７棟です。 

    ・村有建築物の耐震化率は、約60パーセントです。 

耐震化の現状（平成18年６月現在「県計画」資料編より) 

区分 総数 うち昭和56年以前 

総数 17,480 12,230

住宅 15,060 10,620

村有 19 7

民間 43 17
内訳 

特定建築物 

合計 62 24

村有建築物 19 7

３ 耐震改修等の目標の設定 

 ・東海地震、東南海・南海地震及び首都圏直下地震に関する地震防災戦略（中央防災会議）に

おいて、10年後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させることが目標とされ、改正

耐震改修促進法に基づく国の基本方針及び県計画で示された目標を踏まえ、住宅及び特定建

築物の平成27年度における耐震化率の目標は90パーセントとします。 

 (１) 村有建築物 

  ・庁舎、病院、学校等の村有建築物については、災害時において庁舎では被害情報収集や災

害対策指示等が行われ、病院では災害による負傷者の治療が、学校は避難場所等として活

用されるなど、多くの村有建築物が応急活動の拠点として活用されることとなります。 

  ・このため、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

村有建築物の耐震性が求められるとの認識のもと、耐震化の整備方針、整備目標等を定め

るとともに、整備プログラムの策定を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積極的に

取り組むものとします。 

  ア 整備方針 

   ・村有建築物の耐震化は、特定建築物及び震災時に応急活動の拠点となる建築物等を優先

的に整備するものとします。特に、特定建築物のうち、防災上重要な建築物である復旧

拠点施設及び救援・救護施設については、優先的に整備するものとします。 

  イ 整備目標 
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   ・国の基本的な方針に沿って特定建築物については、平成27年度までに概ね全ての施設の

耐震改修を行うことを目指します。 

 (２) 民間建築物 

  ・民間建築物に関わる地震対策は、建築物の所有者等が自己の責任において、自らの建築物

の安全性を確保することが原則であり、耐震改修促進法における特定建築物の所有者は、

耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとされていま

す。 

  ・村は、こうした所有者の取組みをできる限り支援するという観点から、本計画に基づき、

住宅及び特定建築物の所有者等に対する啓発、知識の普及、情報提供及び耐震化の支援等、

民間建築物の耐震改修等を促進させる施策を推進し、設定した住宅及び特定建築物の耐震

化率を目指します。 

  ・民間建築物においては、耐震改修促進法第４条の規定により定められた基本方針に沿って

住宅及び多数の者が利用する建築物を優先的に整備するものとしますが、住宅については、

特に既存木造住宅の耐震化の促進を優先するものとします。 

 

第３ 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 

１ 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組み方針 

 ・村は、耐震診断及び耐震改修等の計画的な実施を行うとともに、県や建築関係団体と十分な

連携を図り、住宅及び特定建築物の所有者等に対する啓発、知識の普及及び情報提供を行い、

民間建築物の耐震診断及び耐震改修等の促進を図ることを検討してまいります。 

 ・所管行政庁（県）は、特定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、特

定建築物の所有者に対し、必要に応じて指導、助言、指示及び公表等を行うものとします。 

 ・住宅及び特定建築物の所有者等は、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ことが必要です。 

２ 耐震診断等の促進を図るための支援策の概要 

 ・住宅・建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、その所有者（以下「建築物所

有者」という。）によって行われることを基本とします。さらに被害の低減化ということにお

いては、地域コミュニティを形成する自治会等の組織を通じた自主的な耐震化への取組みが

必要です。 

 ・このため村は、耐震化を促進する第１段階として、建築物の耐震化に関する責任が建築物所

有者にあることを自覚してもらえるように意識啓発を行います。 

 ・また、同時に村は国や県と連携して、建築物所有者に対する相談体制の充実を図り、適切な

情報提供や耐震診断技術者の育成等に努めます。 

 ・建築物の第２段階として、建築物の所有者が建築物の耐震化を行いやすいように、村は、国

や県と連携して耐震診断や改修に係る負担軽減の為の支援等を検討してまいります。 

３ 重点的に耐震化すべき区域 

 ・市街地の環境の整備改善を図る必要性が高いとされる地域について、重点的に耐震化を促進
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します。 

４ 地震発生時に通行を確保すべき道路 

 ・地震発生時において既存建築物の倒壊等により、震災時の救援、復旧、避難及び消火活動に

必要な道路が閉塞され、諸活動の円滑な実施に支障をきたすことのないよう、地震時に通行

を確保すべき道路として指定する道路は、次の道路とします。なお、緊急輸送道路沿道の建

築物については、平成27年度までの耐震化を図ることを目指します。 

 (１) 緊急輸送道路 

  ・「長生村地域防災計画」において、地震発生時に避難、救助、物資の供給、諸施設の復旧

等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため非常事態に対応した交通の確保を図るこ

とを目的として指定された道路（長生村地域防災計画第２編第18節「輸送計画」に掲載）） 

 (２) 避難路 

  ・本計画において、地震発生時の避難、救助、復旧及び消火活動等を実施するため、交通の

確保を図ることを目的として定めた道路 

５ 地震時の建築物の安全対策 

 (１) エレベーターの閉じ込め対策 

  ・建築物の高層化が進む中、地震発生時においてエレベーターが緊急停止し内部に長時間閉

じ込められる事態が問題となっております。このため、県は所有者等に対しエレベーター

の閉じ込め防止対策を講ずるよう促すこととしており村は県と連携して対応します。 

 (２) 各種落下物対策 

  ・地震発生時において、建築物全体の倒壊だけでなく、付属する看板や外壁、ガラス等が落

下し、通行人等に被害を与えることがあります。このため、県は所有者等に対し落下物防

止対策を講ずるよう促すこととしており村は県と連携して対応します。 

 (３) ブロック塀対策の推進 

  ・地震発生時において、コンクリートブロック塀等は倒壊しやすく、通行人に危害を与える

ことや道路を塞ぐことがあります。このため、県は所有者等に対しパンフレットの配布等

を通じて知識の普及に努め、危険なコンクリートブロック塀の撤去、改善の指導を行うこ

ととしており村は県と連携して対応します。 

 

第４ 啓発及び知識の普及に関する事項 

１ 地震ハザードマップの作成・公表 

 ・村は千葉県消防地震防災課で作成した「千葉県地震被害想定結果」に基づく本村地震被害想

定を地震ハザードマップとして取扱公表します。 

２ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

 (１) 耐震相談窓口の設置 

  ・村は県と連携して、建築物の所有者等に対して耐震改修等の実施に関して必要な情報提供

を行うとともに、各種相談を受け付けるための窓口として耐震相談窓口を設置します。（パ

ンフレット等の配布と建築関係団体等の紹介業務とする。） 



 □5  13－３ 長生村耐震改修促進計画  

〔長生防１〕 1274 

 (２) 所有者等に対する適切かつ幅広い改修・補強方法の提示 

  ・村は県と連携して、建築物の所有者等に対して、経済的で実現可能な改修・補強方法や落

下物・倒壊物対策の方法等、適切かつ幅広いメニューを提示するよう、建築関連団体や建

築技術者等に対して要請します。 

３ パンフレットの作成・配布等 

 (１) パンフレットの作成・配布等 

  ・村は県と連携して、建築物の所有者等に対する耐震性向上に関する知識の普及、啓発を図

るためパンフレットを作成し、耐震相談窓口に常備し配布します。 

 (２) 耐震相談会の実施 

  ・村は、千葉県及び建築関係団体等の協力を得ながら、建築士等による無料耐震相談会を実

施し、建築物の所有者等の耐震化に関する意識の啓発、知識の普及を図るとともに各種相

談を受け付けます。 

４ 自治会等との連携 

 ・耐震改修の促進は、地域として耐震化の意識が高まることが重要です。また、災害時の避難

や消火活動は、地域に組織された自主防災組織により自助及び共助の観点から行われること

が最も有効であることから、自主防災組織の構成単位である自治会や町内会との連携のもと、

建築物の耐震改修の促進に取り組むことが重要です。 

 ・そこで、村は、自治会や町内会の地域特性を踏まえた耐震化の促進のための相談会の開催や

パンフレットの配布等により、耐震化の促進を図ります。 

 

第５ 所管行政庁との連携に関する事項 

１ 耐震改修促進法に基づく指導・助言、指示、公表等 

 ・耐震改修促進法第７条の規定により、所管行政庁（県）は、特定建築物の所有者に対して、

特定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とされ

ています。 

 ・また、所管行政庁（県）は、特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特

に必要なものについて、必要な指示をすることができ、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とされています。 

 ・村は、特定建築物の耐震化を促進するため、県と連携して対応します。 

２ 建築基準法に基づく勧告、命令等 

 ・建築基準法第10条の規定により、特定行政庁（県）は、著しく保安上危険と認められる建築

物について、その所有者等に対し、必要な措置をとることを勧告することができるとされて

います。 

 ・また、その勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置を命ずることができ

るとされています。 

 ・村は、特定建築物の耐震化を促進するため、県と連携して対応します。 
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第６ その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

１ 関係団体との連携 

 ・県、村及び建築関係団体が情報交換を密に行い、連携して耐震診断及び耐震改修等の普及・

促進に取り組んでいくものとします。 

２ その他 

 ・本計画を実施するにあたり、必要な事項は別途定めるものとします。 
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