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１ 計画更新の背景 

鹿嶋市は、平成 18 年１月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐

震改修促進法」という。平成７年法律 123 号）に基づき、平成 22 年３月に鹿嶋市建築物耐震

改修計画（以下「耐震改修計画」という。平成 23 年度～平成 27 年度）を策定し、市内建築物

の耐震化を促進してきました。 

根拠法令となる耐震改修促進法の制定は平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の被災状

況がその契機となっています。この震災では地震による直接的な死者数が 5,502 人にのぼり、

うち約９割の 4,831 人が住宅・建築物の倒壊や家具等の転倒によるものでした。特に、昭和 56

年に改正された建築基準法の「新耐震基準」以前に建築された建築物で倒壊等の被害が大きく、

それ以降に建築された建築物の被害は比較的少ないという傾向を見てとることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

その後も、新潟県中越地震（平成 16 年 10 月）、福岡県西方沖地震（平成 17 年３月）、新潟

県中越沖地震（平成 19 年７月）、岩手・宮城内陸地震（平成 20 年６月）などの大地震が頻発

している状況にあったことから、耐震改修促進法は住宅・建築物の地震防災推進会議の提言を

踏まえ、「計画的な耐震化の推進」、「建築物に対する指導等の強化」、「支援措置の拡充」等が盛

り込まれ、平成 18 年に改正されることとなりました。 

  

さらに、平成 23 年 3 月 11 日には東北地方太平洋沖地震が発生、未曾有の大災害に見舞われ、

市でも最大震度 6 強を記録し、津波による１名の尊い命が奪われました。 

一部損壊を含めた市内家屋の被害は 7 千棟を越え、茨城県内でも 21 万戸以上と、広範囲の地

域で甚大な被害を受けました。 

国でも東日本大震災を踏まえ、今後予想される南海トラフの巨大地震や首都直下地震におけ

る被害軽減を図るため、平成 26 年 6 月に改正耐震改修促進法（以下「法」とういう。）を施行

し、耐震化促進のための規制強化を行っているところであり、平成 28 年 3 月には茨城県(以下

「県」とする。)でも耐震改修促進計画を改定しました。 

市でも耐震化の重要性を再確認し、一層の促進を図るため、今回の耐震改修計画を更新する

こととしました。 
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序章 計画の策定にあたって 

２ 計画の目的と位置づけ 

鹿嶋市建築物耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、法第６条第１項に基づき、

大規模地震から市民の生命及び財産を保護するため、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修を

促進することを目的として策定したものです。 

また、本計画は、県計画及び鹿嶋市地域防災計画との整合を図るとともに、鹿嶋市総合計画、

鹿嶋市都市計画マスタープラン等の関連計画との整合を図っています。 

 

 

 

 
改正耐震改修促進法 公布 

（H17.11.7） 

 
国の基本方針 告示 

（H18.1.26） 

 

 改正耐震改修促進法 施行 

（H26.6.4） 

 

①茨城県耐震改修促進計画 

（H１９年３月策定） 

（H２１年５月改定） 

（H２８年３月改定） 

②鹿嶋市地域防災計画 

（地震災害対策計画編） 

（Ｈ２５年３月） 

 
鹿嶋市建築物 

耐震改修促進計画 

まちづくり・防災関連事業の推進 

③鹿嶋市総合計画 

（Ｈ14 年 3 月） 

（第三次Ｈ24 年 3 月） 

④鹿嶋市 

都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

（Ｈ12 年） 

（Ｈ22 年改定） 

茨城県地域防災計画 
（地震災害対策計画編） 

（H27 年 3 月改定） 

 

災害対策基本法 

（S36年法律第233号） 
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序章 計画の策定にあたって 

【関連計画の概要】 

 

  

「茨城県耐震改修促進計画（以下「県計画という。）において、耐震化の現状と目標

を以下のように定めています。※当該計画での特定建築物は特定既存耐震不適格建築物

（同じ規模、用途の新耐震基準建築物含む）を指します。 

住宅：95％（現状 81.8%）        民間特定建築物：95％（現状 82.9％） 

市町村有特定建築物等 95％（現状 91.9%）  県有特定建築物 100％（現状 100％） 

 

①①  茨茨城城県県耐耐震震改改修修促促進進計計画画  

 

「鹿嶋市地域防災計画」において、「第２章 第２節災害に強い地域づくりの推進」

の中で、建築物の耐震化の推進について定められています。 

●耐震改修促進計画に基づく耐震化の促進 

 鹿嶋市耐震化促進計画に基づき、住宅、多数の者が利用する建築物、公共施設の耐震 

化を推進する。 

  ●住宅の耐震化の促進 

   地震による家屋の倒壊等を、未然に防止するため、木造耐震診断士による耐震診断を 

推進し、木造住宅の耐震化を促進する。 

  ●所有者等への指導等 

   特に定期報告対象建築物（主に不特定多数の者が利用する建築物）の所有者等を対象 

とし、耐震診断・耐震改修の実施を積極的に促進する。 

 

②②  鹿鹿嶋嶋市市地地域域防防災災計計画画  

 

「第三次鹿嶋市総合計画」において、基本計画「第３章 美しく快適なまち（都市基

盤・生活環境）第３節．快適な住環境の促進」の中で、安全で快適な住宅づくりの促進

として、『耐震診断や耐震改修工事を誘導し、安全で災害に強い住宅づくりを促進しま

す。』と定められています。 

 

「鹿嶋市都市計画マスタープラン」において、全体構想「７ 都市防災に関する基本

計画」の中で、重要な都市基盤等の機能強化として、『災害時に避難所として利用され

る学校、公民館等の公共施設の耐震性を高めます。また、民間の建物についても耐震補

強に対する指導や支援を行い、安全性の向上を図ります』と定められています。 

③③  第第三三次次鹿鹿嶋嶋市市総総合合計計画画  

④④  鹿鹿嶋嶋市市都都市市計計画画ママススタターーププラランン改改訂訂版版  
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序章 計画の策定にあたって 

３ 計画の対象期間 

本計画の対象期間は、当初平成22年度から平成27年度までの6年間としていましたが、耐震

化の現況を踏まえ、さらに5年延長し平成32年度までとします。 

なお、今後の社会情勢の変化や事業の進捗状況に応じ、定期的に計画内容を検証するととも

に、適宜、目標や計画内容を見直すこととします。 

 

４ 対象とする区域、建築物 

  本計画の対象区域は鹿嶋市全域とします。 

  対象とする建築物は、以下に示すもののうち旧耐震基準（昭和 56 年以前）で建築された建築

物とします。 

 

【対象とする建築物】 

区分 種類 内容 

民間 住宅 ①戸建住宅 

②共同住宅（長屋建含む） 

特定既存耐震 

不適格建築物 

▶参考 

（次ページ以降） 

法第１４条に定める特定既存耐震不適格建築物のうち、民間が所有

する建築物 

①第１４条第１号 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

②第１４条第２号 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する一定数量以上の危険物

を扱う建築物 

③第１４条第３号 

道路(第一次・第二次緊急輸送道路)を閉塞させる可能性のある建築

物 

市有 住宅 ①市営住宅 

②教職員住宅 

特定既存耐震 

不適格建築物 

 

①法第１４条に定める特定既存耐震不適格建築物 

②避難・救護施設及び要援護者関連施設 

③都市インフラ施設及びその他の施設 
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序章 計画の策定にあたって 

▶参考 法第１４条による特定既存耐震不適格建築物 

 特定既存耐震不適格建築物とは、次の用途や規模要件に該当し、かつ、建築基準法等の現在の

耐震関係規定に適合していない建築物（昭和 56 年以前の旧耐震基準の建築物）をいいます。 

【第１４条の特定既存耐震不適格建築物一覧表】 

法１４条 用        途  特定建築物の規模要件  ※指示対象となる規模要件 

第１号 

 

学

校 

小学校、中学校、中等教育学校の前期課

程、盲学校、聾学校若しくは養護学校  

階数２以上かつ 1,000 ㎡以上  

（屋内運動場の面積を含む）  

1,500 ㎡以上  

（屋内運動場の面積を含む） 

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  2,000 ㎡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  2,000 ㎡以上  

病院、診療所  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

劇場、観覧場、映画館、演芸場  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

集会場、公会堂  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

展示場  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

卸売市場  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上   

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 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

ホテル、旅館  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

賃貸共同住宅、寄宿舎、下宿  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上   

事務所  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上   

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  2,000 ㎡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  

階数２以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

幼稚園、保育所  階数２以上かつ 500 ㎡以上  750 ㎡以上  

博物館、美術館、図書館  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

遊技場  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

公衆浴場  階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

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  

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

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  

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

工場 (危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供

するものを除く)  

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上   

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 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡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  

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

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  

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上  2,000 ㎡以上  

第２号 
※1 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物  

政令で定める数量以上の危険

物を貯蔵、処理する全ての建築

物  

500 ㎡以上  

第３号 
※2 

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り、その敷地

が都道府県耐震改修促進計画に記載された道

路に接する建築物  

全ての建築物  

※法第１５条第２項に基づく指示 
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序章 計画の策定にあたって 

※１【第１４条第２号の特定既存耐震不適格建築物】 

 以下の表の数量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を特定既存耐震不適格

建築物として定めています。 

 

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 工業雷管及び電気雷管  

ニ 銃用雷管  

ホ 信号雷管  

ヘ 実包  

ト 空包  

チ 信管及び火管 ｍ3 

リ 導爆線  

ヌ 導火線  

ル 電気導火線  

ヲ 信号炎管及び信号火箭  

ワ 煙火  

カ その他の火薬を使用した火工品  

その他の爆薬を使用した火工品  

 

10ｔ  

5ｔ  

50 万個  

500 万個  

50 万個  

5 万個  

5 万個  

5 万個  

500 ㎞  

500 ㎞  

5 万個  

2ｔ  

2ｔ  

10ｔ  

5ｔ  

２．消防法第２条第７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

燃性固体類及び同表備考第８号に規定する可燃性液体類  

可燃性固体類 30ｔ  

可燃性液体類 20ｍ3 

４．マッチ  300 マッチトン
※ 

 

５．可燃性のガス（７及び８を除く）  2 万ｍ3
 
 

６．圧縮ガス  20 万ｍ3 

７．液化ガス  2,000ｔ  

８．毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する毒物又は同条第

２項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る）  

毒物 20ｔ  

劇物 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 

 

※２【第１４条第３号の特定既存耐震不適格建築物】 

 県計画に定められた緊急輸送道路沿道の建築物を特定既存耐震不適格建築物として定めていま

す。※市内の緊急輸送路については、茨城県 HP 

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/doiji/doro/01saigai/saigai001.html 

をご確認下さい。 

 

 

 

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/doiji/doro/01saigai/saigai001.html
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第１章 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

１ 概要 

 

想定される地震 ○本計画の対象とする地震として、県南部を震源とするマグニチュー

ド7.3クラスの地震を想定します。 

○市内で観測される最大震度は６弱と予測されており、大破する建物

が600棟と予測されています。 

 

建物耐震化の現状 ○市内建物の耐震化率の現状(平成27年)の推計値は以下のとおりです。 

・住宅 88.4％(平成22年時点77.0％) 

・民間の特定既存耐震不適格建築物等※1 50.8％(平成22年時点47.6％) 

・市有の特定既存耐震不適格建築物等※1 75.5％(平成22年時点52.2％) 

耐震化の目標設定 ○当市における平成32年度までの耐震化率の目標を、国の基本方針及

び県計画に基づき、95％とします。 

  
 【特定既存耐震不適格建築物等の耐震化の現状と目標】 

 民 間 市 有 合 計 

 
現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

【第
１
号
】  

用
途
別 

学校 

保育所、幼稚園、小学
校、中学校、学校付属

体育館 
80.0％ 95％ 75.5％ 95％ 75.9％ 95％ 

体育館 
一般公共の用に供さ

れるもの 66.7％ 95％ 75.0％ 95％ 71.4％ 95％ 

病院・診療所 病院、診療所、医院等 58.3％ 95％ 100.0％ ― 64.3％ 95％ 

劇場・集会場

等 

公民館、市民センター

等 ― ― 79.5％ 95％ 79.5％ 95％ 

店舗 
マーケット、物販店、銀
行等 66.7％ 95％ ― ― 66.7％ 95％ 

ホテル・旅館 ホテル、旅館等 40.0％ 95％ ― ― 40.0％ 95％ 

賃貸共同住
宅等 

賃貸共同住宅、寄宿
舎等 32.2％ 95％ 71.8％ 95％ 44.2％ 95％ 

社会福祉施
設等 

老人ホーム、福祉施設
等 91.7％ 95％ 63.6％ 95％ 78.2％ 95％ 

事務所 事務所、庁舎等 76.9％ 95％ 80.0％ 95％ 78.3％ 95％ 

その他 工場、郵便局等 62.5％ 95％ 76.5％ 95％ 69.7％ 95％ 

合  計 50.8％ 95％ 75.5％ 95％ 65.0％ 95％ 

 

市有建築物の耐震化

の目標と整備プログ

ラム 

○市有建築物については、基本的に耐震化の実施優先度に基づき耐震

化を進め、平成32年度までに95％の耐震化を目指します。 

※※11  44ペペーージジのの表表【【対対象象ととすするる建建築築物物】】中中、、区区分分「「民民間間」」、、「「市市有有」」のの特特定定既既存存耐耐震震不不適適格格建建築築物物とと同同じじ用用途途、、

規規模模ででああるる新新耐耐震震基基準準のの建建築築物物もも含含めめたたももののをを，，そそれれぞぞれれ「「特特定定既既存存耐耐震震不不適適格格建建築築物物等等」」とといいうう。。  
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

２ 想定される地震の規模、想定される被害の状況 

（１）鹿嶋市における地震災害履歴 

  現在までに、県に影響を及ぼしたと想定される主な地震の発生状況は以下のとおりです。 

平成 23 年３月 11 日には三陸沖を震源地とする震度６強の地震が発生しており、南関東地域

直下での大型地震発生については、切迫性を有しているとされています。 

 

【茨城県の主な地震と被害状況】 

年月日(西暦) 震源地 茨城県の被害状況 
県内最
大震度 

マグニ 

チュード 

弘仁 9.7.-（818） 関東諸国(相模湾) 山崩れ数里、圧死者多数  7.9 

延宝 5.10.9 (1677) 関東、磐城 沿岸に津波、水戸領内で溺死 36  7.4 

明治 28.1.18(1895) 利根川下流域 圧死者 4、負傷 34、全壊家屋 37  7.2 

大正 10.12.8(1921) 竜ヶ崎付近 墓石多数倒壊、田畑、道路亀裂 4 7.0 

大正 12.9.1(1923) 関東南部 

（関東大震災） 

死者 5、負傷者 40、全壊家屋 517、

半壊家屋 681 

4 7.9 

昭和 5.6.1(1930) 那珂川下流域 水戸外で小被害 5 6.5 

昭和 6.9.21(1931) 埼玉県中部 

（西埼玉地震） 

負傷 1、半壊家屋 1 5 6.9 

昭和 8.3.3(1933) 三陸沖  5 8.1 

昭和 13.5.23(1938) 磐城沖 県北部で小被害 5 7.0 

昭和 13.9.22(1938) 鹿島灘 県内で僅少被害 5 6.5 

昭和 13.11.5(1938) 磐城沖 県内で僅少被害 5 7.5 

昭和 62.12.17(1987) 千葉県東方沖 負傷者 24、家屋の一部破損 1,252 4 6.7 

平成 12.7.21(2000) 茨城県沖 県内で住家一部損壊 2 棟 5 弱 6.4 

平成 14.2.12(2002) 茨城県沖 負傷 1、建物被害 12 棟 5 弱 5.7 

平成 14.6.14(2002) 茨城県南部 負傷 1、建物被害 8 棟、塀倒壊 5 4 4.9 

平成 15.11.15(2003) 茨城県沖 負傷 1 4 5.8 

平成 16.10.6(2004) 茨城県南部 被害なし 5 弱 5.7 

平成 17.2.16(2005) 茨城県南部 負傷 7 5 弱 5.4 

平成 17.4.11(2005) 千葉県北東部 被害なし 5 強 6.1 

平成 17.8.16(2005) 宮城県沖 被害なし 5 弱 7.2 

平成 17.10.19(2005) 茨城県沖 負傷 1 5 弱 6.3 

平成 20.5.8(2008) 茨城県沖 負傷 1 5 弱 7.0 

平成 20.7.5(2008) 茨城県沖 被害なし 5 弱 5.2 

平成 23.3.11(2011) 三陸沖 死者・行方不明者 25、負傷者 712、 

全壊家屋 2,620、半壊家屋 24,168、 

一部損壊 184,115 

6 強 9.0 

県計画を基に作成
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（２）想定地震による被害想定結果 

  中央防災会議の「首都直下地震対策専門委員会」の調査報告（平成 17 年７月）による「茨城

県南部地震」を想定します。 

 

【想定地震及び鹿嶋市における被害想定】 

想定地震 茨城県南部地震 

説明 
中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会 (平成 17 年 7 月)」

で設定されているフィリピン海プレート上面に発生する地震 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3 

 

  上記の地震によって発生する揺れは、最大で震度６強とみられていますが、局所的にはより

強い揺れが発生する可能性があります。県において、本市を含む 32 市町村で震度６弱以上の揺

れが発生すると予測されており、本市においても県計画に従い「茨城県南部地震」を想定する

地震とします。 

  市内の震度は市域の大半が５強となりますが、一部の地域で６弱の強い揺れとなることが予

測されています。また、建物は 600 棟弱が大破以上の被害を受けると想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 28 年３月茨城県耐震改修促進計画」より 

鹿嶋市 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

３ 耐震化の現状 

ここでは、現状の本市における住宅及び特定既存耐震不適格建築物の現状を整理します。 

 

（１）建築基準法上の構造基準の改正 

建築物の基準については、昭和53年の宮城県沖地震などの建物被害の状況をふまえ、昭和56

年6月に大幅に見直されましたが、過去の大地震において、見直し以前の耐震基準に基づき建て

られた建物の被害が多く見られています。建築確認申請からの施工期間を考慮し、昭和56年以

前に建築された建物を「旧耐震基準の建物」、昭和57年以降に建築された建物を「新耐震基準の

建物」としています。 

 

【耐震設計基準の改正の流れ】 

年 耐震設計基準の変遷 主な変更内容 

大 正 13 年

（1924 年） 

○関東大震災（大正 12 年）の被害

を踏まえ、市街地建築物法の改

正により、耐震基準が導入されま

した。 

 

昭 和 25 年

（1950 年） 

○福井地震（昭和 23 年）の被害を

踏まえ、建築基準法が制定され

ました。 

 

・中規模程度の地震に対して損傷や残留変形を

生じず、地震後の使用に支障をきたさないこ

と。（床面積に応じて必要な筋交い等を入れる

壁量規定が定められた。） 

 

 

昭 和 46 年

（1971 年） 

○十勝沖地震（昭和 43 年）の被害

を踏まえ、建築基準法が改正さ

れました。 

 

・特に、基礎部分における強化が盛り込まれた。

（基礎の布基礎化・必要耐久

力壁量の強化） 

 

昭 和 56 年

（1981 年） 

○宮城県沖地震（昭和 53 年）の

被害を踏まえ、建築基準法が改

正され、新しい耐震設計基準が

導入されました。 

 

・建物の変形が過大にならず、壁等の配置が

不釣合にならないように設計し、極めて稀

にしか生じない大地震（震度 6 強・7）に対

して、建物が破損しても建物を使う人の安

全を確保するようにする。 

昭 和 57 年

（1982 年） 
※本計画では以後、昭和57年以降に建築された建物を「新耐震」、昭和56

年以前に建築された建物を「旧耐震」として扱います。 

 

～ 
筋交い 

布基礎 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（２）住宅における耐震化の現状 

 平成 27 年※1における住宅の耐震化の状況を推計した結果は以下のとおりです。 

 戸建住宅は、新耐震以降に建てられた戸数に、旧耐震基準による建物のうち耐震性があると

推計される割合 12％※2 及び耐震改修済みと推計される実績数※3 を加え、耐震化率は約 86.8％

と推計されます。 

 共同住宅でも同様に、旧耐震基準による建物のうち耐震性があると推計される割合は 76％※2

であり、耐震化率は約 95.1％の状況です。 

 以上の合計により、本市の住宅全体の耐震化率は、約 88.4％となっています。 

 

（単位：戸） 

 総数 

新耐震 

総数 

(Ｓ57年以
降建築) 

旧耐震 

(Ｓ56年以前建築) 耐震性 

あり 

耐震性 

不明 
耐震化率 

総数 
うち耐震
性あり 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ 

=Ｂ＋Ｄ 

Ｆ 

=Ａ－Ｅ 
Ｅ／Ａ 

戸建住宅 

（民間・市有） 
19,570 14,360 5,210 2,635 16,995 2,575 86.8％ 

共同住宅 

（民間・市有） 
4,510 3,649 841 639 4,288 222 95.1％ 

合計 24,080 18,009 6,051 3,274 21,283 2,797 88.4％ 

 

※1：平成 25 年に実施された住宅・土地統計調査のデータを活用しています。 

※2：旧耐震基準の住宅のうち耐震性があると推計される割合は、国土交通省による社会資本重点計画策定時のア

ンケート結果より新耐震基準の耐震性を満たしていると想定される割合です。 

※3：住宅・土地統計調査における住宅の耐震改修工事の実績数を基に推計しています。 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の耐震化率の現状 

建て方別耐震化率 

 

27,398戸

77.0%

8,191戸

23.0%

耐震性あり 耐震性不明

92.2%

72.3%

7.8%

27.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共同住宅

（民間・市有）

戸建住宅

（民間・市有）

耐震性あり 耐震性不明

2,797 戸 

11.6% 

21,283 戸 

88.4% 

86.8％ 

95.1％ 

13.2％ 

4.9％ 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（３）民間特定既存耐震不適格建築物等における耐震化の現状 

 平成 27 年における民間の法第 14 条第 1 号に規定する多数の者が利用する一定規模以上の建

築物の耐震化の状況は以下のとおりで、耐震化率は 50.8％となっています。 

（単位：棟） 

用 途 
総数 

新耐震 
総数 

(Ｓ57 年 
以降建築) 

旧耐震 

(Ｓ56年以前建

築) 耐震性 

あり 

耐震性 

不明 

耐震化 

率 

総数 

うち 

耐震性 

あり 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
=Ｂ＋Ｄ 

Ｆ 
=Ａ－Ｅ 

Ｅ／Ａ 

【第
１
号
】  

用 
 

途 
 

別 

学校 
保育所、幼稚園、中学
校、学校付属体育館等 

10 5 5 3 8 2 80.0％ 

体育館 
一般公共の用に供さ
れるもの 

3 2 1 0 2 1 66.7％ 

病院・診療所 病院、診療所、医院等 12 7 5 0 7 5 58.3％ 

劇場・集会
場等 

公民館、市民センター
等 

0 0 0 0 0 0 ― 

店舗 マーケット、物販店等 6 4 2 0 4 2 66.7％ 

ホテル・旅
館等 

ホテル、旅館等 5 2 3 0 2 3 40.0％ 

賃貸共同
住宅等 

賃貸共同住宅、寄宿舎
等 

90  18 72 11 29 61 32.2％ 

社会福祉
施設 

老人ホーム、福祉施設
等 

12 11 1 0 11 1 91.7％ 

事務所 事務所等 13 9 4 1 10 3 76.9％ 

その他 工場、遊技場等 32 20 12 0 20 12 62.5％ 

合  計 183 78 105 15 93 90 50.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間特定既存耐震不適格建築物等の耐震化状況 民間特定既存耐震不適格建築物等の耐震化状況（用途別） 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（４）市有特定既存耐震不適格建築物等における耐震化の現状 

 平成 27 年における本市所有の特定既存耐震不適格建築物等の耐震化の状況は以下のとおり

で、耐震化率は 75.5％となっています。 

（単位：棟） 

用 途 

総数 

新耐震 

総数 

(Ｓ57年 

以降建築) 

旧耐震 

(Ｓ56年以前建

築) 耐震性 

あり 

耐震性

不明 

耐震化 

率 

総数 

うち 

耐震性 

あり 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

=Ｂ＋Ｄ 

Ｆ 

=Ａ－Ｅ 

Ｅ／Ａ 

【第
１
号
】  

用 
 

途 
 

別 

学校 
保育所、幼稚園、小
学校、中学校、学校
付属体育館等 

106 42 64 38 80 26 75.5％ 

体育館 
一般公共の用に供
されるもの 

4 3 １ 0 3 1 75.0％ 

病院・診療
所 

病院、診療所、医院
等 

2 2 0 0 2 0 100.0％ 

劇場・集会
場等 

公民館、市民センタ
ー等 

39 30 9 1 31 8 79.5％ 

店舗 マーケット、物販店等 0 0 0 0 0 0 ― 

ホテル・旅
館等 

ホテル、旅館等 0 0 0 0 0 0 ― 

賃貸共同
住宅等 

賃貸共同住宅、寄
宿舎等 

39 21 18 7 28 11 71.8％ 

社会福祉
施設 

老人ホーム、福祉施
設等 

11 7 4 0 7 4 63.6％ 

事務所 事務所、庁舎等 10 7 3 1 8 2 80.0％ 

その他 汚泥再生処理施設など 34 26 8 0 26 8 76.5％ 

合  計 245 138 107 47 185 60 75.5％ 

※「耐震性不明」には、耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断されたものも含んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

市有特定既存耐震不適格建築物等の耐震化状況 
市有特定既存耐震不適格建築物等の耐震化状況（用途別） 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

４ 耐震改修等の目標の設定 

国の基本方針及び県計画を踏まえ、平成 32 年度末時点での住宅等の耐震化率を 95％以上と

します。 

また、特定既存耐震不適格建築物等についても同様に全体で 95％以上とします。 

 

（１）住宅における耐震化の目標 

 平成 25 年住宅･土地統計調査における住宅数の現状（24,080 戸）及び同調査の平成 15、20、

25 年における耐震化の推計をもとに、現状（平成 27 年）の耐震化率は 88.4％と想定されます。  

 目標とする耐震化率 95％以上を達成するためには、現状（平成 27 年）の耐震化率 88.4％か 

ら、平成 32 年度までにさらに 6.6％について施策等により耐震化を図る必要があります。つま 

り 1,589 戸、年間で約 320 戸の耐震化を進めていくことが必要となります。 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（２）特定既存耐震不適格建築物等における耐震化の目標 

 平成 32 年度末における特定既存耐震不適格建築物等の耐震化率を、全体で 95％以上とする

ことを目標とします。 

 民間の特定既存耐震不適格建築物については、所管行政庁である県と連携しながら、指導・

指示等を実施します。 

 

【特定既存耐震不適格建築物等の耐震化の目標（平成 32年度末）】 

用 途 

民間 市有 合計 

現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

現状の 

耐震化率 

目標の 

耐震化率 

【第
１
号
】  

用
途
別 

学校 
保育所、幼稚園、小学校、
中学校、学校付属体育館 80.0％ 95％ 75.5％ 95％ 75.9％ 95％ 

体育館 
一般公共の用に供され
るもの 66.7％ 95％ 75.0％ 95％ 71.4％ 95％ 

病 院 ・ 診
療所 

病院、診療所、医院等 58.3％ 95％ 100％ 95％ 64.3％ 95％ 

劇 場 ・ 集
会場等 

公民館、市民センター
等 ― ― 79.5％ 95％ 79.5％ 95％ 

店舗 マーケット、物販店等 66.7％ 95％ ― ― 66.7％ 95％ 

ホテル・旅
館 

ホテル、旅館等 40.0％ 95％ ― ― 40.0％ 95％ 

賃貸共同
住宅等 

賃貸共同住宅、寄宿舎
等 32.2％ 95％ 71.8％ 95％ 44.2％ 95％ 

社会福祉
施設等 

保健福祉会館、福祉施
設等 91.7％ 95％ 63.6％ 95％ 78.3％ 95％ 

事務所 事務所等 76.9％ 95％ 80.0％ 95％ 78.3％ 95％ 

その他 工場、遊技場等 62.5％ 95％ 76.5％ 95％ 69.7％ 95％ 

合  計 50.8％ 95％ 75.5％ 95％ 65.0％ 95％ 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

５ 市有建築物の耐震化の目標と整備プログラム 

ここで対象とする施設は昭和 56 年以前（旧耐震）の市有建築物とします。ただし、すでに耐

震性がある建築物（耐震改修済含む）及び簡易な建築物については、対象外としています。 

 

（１）対象とする施設と優先度ランク 

対象とする建築物は次の３つに分類されるものとします。分類１は法における「特定既存耐

震不適格建築物」、分類２は「避難・救護施設及び要援護者関連施設」、分類３は「都市インフ

ラ施設及びその他の施設」であり、市有建築物の分類及び耐震強度の観点から以下のとおり整

理します。 

 

①優先的に耐震化する市有建築物の分類 

■分類１・・特定既存耐震不適格建築物（規模要件あり） 

考え方  不特定多数の人々が利用する施設であるとともに災害時の拠点となることか

ら、優先的に耐震診断・耐震化を実施することとします。 

対 象  小・中学校、学校付属体育館、体育館（一般公共用）、公民館等 

 

■分類２・・分類１の規模要件を満たさない避難・救護施設及び要援護者関連施設  

考え方  災害時に避難・救護の拠点となる防災上重要な施設及び共助・公助をより必

要とする要援護者関連施設の耐震化を促進します。 

対 象  小・中学校、老人福祉施設等 

 

■分類３・・分類 1 の規模要件を満たさない都市インフラ施設及びその他の施設  

考え方  災害発生時、復旧等に不可欠となる都市インフラ施設等の耐震化を促進しま

す。 

対 象  配水場、市営住宅、教職員住宅等 

 

②優先的に耐震化する建築物の耐震強度 

  耐震診断の結果による建築物の耐震強度について、以下の通りに区分します。 

 

１）地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いもの 

（ 耐震診断の結果、Is 値＜0.3 又は ｑ値＜0.5 ） 

 

２）地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があるもの 

（ 耐震診断の結果、0.3≦Is 値＜0.6 又は 0.5≦ｑ値＜1.0 ） 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

  ③耐震化の実施優先度 

  上記①、②の考え方に基づき、優先度ランクを以下のとおりに設定します。 

  ただし、個別の建物の状況（例えば、老朽化が著しい、近々建て替えや移転、施設統合等

が予定されている）に応じて、最終的な実施優先度を判断し、耐震化を進めるものとします。 

 

【耐震化の実施優先度】 

         耐震強度 

 

建築物の種類 

Is値＜0.3 

又はｑ値＜0.5 

0.3≦Is値＜0.6 

又は 0.5≦ｑ値＜1.0 

分類１ 

 

特定既存耐震不適格建築物 
優先度ランク１ 優先度ランク２ 

分類２ 

 

避難・救護施設及び 

要援護者関連施設 
優先度ランク１ 優先度ランク２ 

分類３ 

 

都市インフラ施設及び 

その他の施設 
優先度ランク２ 優先度ランク３ 

 

※Is 値・・・構造耐震指標 

耐震診断によって得られる数値で、建物の耐震性能を表す指標。地震力に耐えられる能

力としての「建物の強度」、地震の力を吸収する能力としての「建物の粘り」の２つに、

建物の形状や経年変化を考慮することによって求められます 

ｑ値・・・保有水平耐力  

保有水平耐力に係る指標であり、建物がどの程度の水平力まで耐えられるかを表します。

「最低これだけの耐力が必要である」とされる保有水平耐力の下限値 Qun に対して、

実際の保有水平耐力 Qu の比率であり、q=Qu／Qun 

 

 

（２）耐震化の目標と市有建築物耐震性能リスト 

市有の建築物は、基本的に上記の実施優先度に基づき耐震化を進め、平成 32 年度末までに

95％の耐震化率を目指します。 

各施設の耐震診断及び耐震改修については、「市有建築物耐震性能リスト」として整理し、計

画的に耐震化を進めていきます。 
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１ 概要 

 

耐震診断・改修に係る

基本的な取り組み方針 

○建築物の所有者が、主体的に耐震化に取り組むよう努めます。 

○技術者には、建築物の耐震性向上に貢献することが求められます。 

○市は、耐震化の普及・啓発を進めるとともに、所有者の耐震化の

取り組みに対する環境整備や支援策を検討・実施します。 

 

耐震診断・改修を促進

するための支援策の概

要 

 

○国や県、市の助成により、耐震診断・改修の取り組みを支援しま

す。 

○税の優遇措置、各種融資制度についての周知を図ります。 

 

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 

○「住まいの相談窓口」において情報提供を行います。 

○特定既存耐震不適格建築物の所有者への耐震化の情報周知に努め

ます。 

○木造住宅耐震診断士や住宅耐震・リフォームアドバイザー（県登

録）など技術者である人材の育成に努めます。 

 

地震時の建築物の総合

的な案全対策に関する

事業の概要 

○ブロック塀等の倒壊防止対策、窓ガラス・天井の落下防止対策や

エレベーターの閉じ込め防止対策について検討すると共に、パン

フレット等による啓発活動を進めます。 

 

地震発生時に通行を確

保すべき道路に関する

事項 

○県計画で位置づけられた「第一次及び第二次緊急輸送道路」を、

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

恐れのある道路として、当該道路に接する特定既存耐震不適格建

築物の耐震化の促進に取り組みます。 

○避難路等の現況把握及び沿道住宅・建築物の耐震化基礎資料の整

理を進めます。 

 

優先的に耐震化に着手

すべき建築物の設定 

 

○「特定既存耐震不適格建築物」、「災害応急対策の拠点となる施

設、避難所等防災上特に重要な既存建築物」、「旧耐震基準の木

造建築物」、「文化財に指定された建築物、文化財が収蔵されて

いる建築物等」について優先的に耐震化に着手するという考え方

に基づいて耐震化を進めます。 

地震に伴う崖崩れ等に

よる建築物の被害の軽

減対策 

 

○地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害を軽減するため、住宅宅

地基盤特定治水施設等整備事業を活用し、耐震化を促進します。 

重点的に耐震化すべき

区域の設定 

 

○「鹿島神宮駅周辺（旧市街地）」、「災害時に重要な活動拠点と

なる建築物周辺」、「緊急輸送道路沿道」について重点的に耐震

化すべき区域と考えます。 

鹿嶋市域の特性による

課題を解消するための

施策 

○市域の特性からみた耐震化に係る課題である、文化財の保護、工

業団地等の安全性の向上、道路沿道の大型工作物の倒壊防止対策、

緊急輸送道路の機能確保に対する取り組みを進めます。 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

２ 耐震診断・改修に係る基本的な取り組み方針 

（１）取り組み方針 

 建築物の耐震化の促進のためには、建築物の所有者等が、自らの生命・財産は自らが守ると

いう意識を持つとともに、所有または管理する建築物の倒壊等により周辺の安全に支障を来た

すことがないように、建築物の耐震性を把握し、必要に応じて耐震化を進めることが求められ

ます。 

 そのためには、市は、県と連携しながら建築物の耐震化に関する責任が所有者等にあること

を自覚してもらえるよう意識啓発を進めることが重要です。 

 また、所有者等の取り組みをできる限り支援するため、所有者等が耐震診断や耐震改修を行

いやすいように、適切な情報提供をはじめとして、耐震診断や耐震改修に係る負担軽減のため

の支援策等、耐震化促進に取り組んでいきます。 

 

（２）役割分担 

①建築物所有者 

地震による建築物の倒壊及び損傷が生じた場合、自らの生命と財産はもとより、建築物の

倒壊による道路の閉塞や建築物の出火など、地域の安全性に重大な影響を与えかねないとい

うことを十分認識して、建築物の耐震診断及び耐震改修等、主体的に耐震化に取り組むよう

努めます。 

 

②建築関連技術者 

技術者には、建築物の所有者等に耐震性向上の必要性を説明し、合理的かつ実現可能な耐

震改修メニューを提示するなど耐震診断・改修等の業務を適切に遂行することにより、建築

物の耐震性向上に貢献することが求められます。 

 

③市 

市は、市民に対して耐震診断及び耐震改修の必要性についての普及・啓発を進めるととも

に、県や建築関係団体と連携し、建築物の所有者が主体的に耐震化の取り組みができるよう

環境整備に努めます。 

そして、耐震診断や耐震改修に関する情報提供、技術的・経済的支援についての施策を進

めます。 

一方、市自らが所有管理する建築物の耐震化を積極的に推進します。特に、特定既存耐震

不適格建築物、避難・救護施設及び要援護者関連施設、都市インフラ施設等については計画

的に耐震化を進めるものとします。 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

３ 耐震診断・改修を促進するための支援策の概要 

建築物の所有者が耐震診断を実施する際の費用を補助するとともに、税の優遇措置等につい

ての周知を図り、耐震診断及び耐震改修の促進を図ります。 

 

（１）国及び県の支援事業の活用 

  ①国の支援事業 

   「社会資本整備総合交付金」等の補助制度を活用し、住宅の耐震診断及び耐震改修の促進

に努めます。 

   このような制度の各補助項目のなかから、市域の防災性向上への効果や市の財政負担等を

勘案して、適切な助成制度の適用を検討します。 

 

助成制度名 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業） 

概要 

・地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、住宅・建

築物の耐震性の向上に資する事業について、地方公共団体等に対し、国が

必要な助成を行う。 

事業主体 地方公共団体 

耐
震
診
断 

戸建住宅 

マンション 

・補 助 率：地方公共団体が実施する場合 

 国 1/2 

       民間事業所等が実施する場合 

国 1/3＋地方公共団体 1/3 

建築物 

・補 助 率：地方公共団体が実施する場合 

        国 1/3（緊急輸送道路沿道建築物の場合は、1/2） 

       民間事業所等が実施する場合 

        国 1/3＋地方公共団体 1/3 

耐
震
改
修
等 

戸建て住宅 

・補 助 対 象：住宅の耐震改修工事費（建替えを行う場合にあたっては耐震

改修工事相当分） 

・交 付 率：地方公共団体が実施する場合 

        国 11.5% 

       民間事業所等が実施する場合 

23.0%（国 11.5%＋地方公共団体 11.5%） 

建築物 
・ 

マンション 

・補 助 対 象：耐震改修工事費（擁壁の耐震改修工事費を含む。） 

・補 助 率：地方公共団体が実施する場合 

        国 11.5% 

民間事業所等が実施する場合 

23.0％（国 11.5％＋地方公共団体 11.5％） 

       ※緊急輸送道路沿道建築物の場合 

       66.6％（国 33.3％＋地方公共団体 33.3％） 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

助成制度名 地域住宅計画に基づく事業 

制度の趣旨 地域の住宅政策に必要な事業に対して支援を行う。 

事業主体 地方公共団体（都道府県及び市区町村） 

国費率 概ね 45％ 

基幹事業 ・ 公営住宅整備事業等 

・ 住宅地区改良事業等 

・ 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型） 

・ 都心共同住宅供給事業 

・ 市街地再開発事業 

・ 優良建築物等整備事業 

・ 住宅・建築物安全ストック形成事業 

・ 住宅市街地基盤整備事業 

・ 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 

・ 災害公営住宅家賃低廉化事業 

提案事業 地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等。 

（例）・民間住宅の耐震改修・建替え 

・公営住宅等と社会福祉施設等の一体的整備 

・住宅相談・住宅情報提供 

地財措置 一般単独事業債 75％ 

（公営等） 公営住宅建設事業債 100％ 

 

  ②県の支援事業 

   「茨城県木造住宅耐震診断費補助事業」を活用し、住宅の耐震診断の促進に努めます。 

 

助成制度名 茨城県木造住宅耐震診断補助事業 

概要 

 

・ 市町村における耐震診断補助の普及を図るため、耐震診断事業（国補前提）を実施

する市町村に対して１戸当たり診断費用の 1/4以下かつ 10,000円を限度に補助 

・県が策定した「耐震診断業務マニュアル（案）」に従って診断業務を実施 

対象建築物 ・ 新耐震基準前（昭和５６年以前）に建築された木造住宅（丸太組み構造・プレハブ

工法のものを除く） 

・ 対象地域は県内全域 

・「茨城県木造住宅耐震診断士」が診断を実施 

実績・予定  平成 17年度～平成 26年度 4,261戸（累計：実績） 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

（２）市の支援事業の推進 

 ①平成 22 年度より、木造住宅に対する耐震診断の補助を実施しています。 

 

助成制度名 個人木造住宅耐震診断補助事業 

概要 ・市内の既存木造住宅の耐震化を促進するため、市民に対して個人負担金

1,000 円にて県に登録された耐震診断士を派遣。 

・診断は（社）日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断を補強方法」に定め

る一般診断法で行う。 

対象建築物 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された市内にある木造戸建住宅 

   （参考）平成 27年度までの実績で 177戸の助成を行いました。 

   

  ②平成 23年度より、木造住宅の耐震改修費の補助を実施しています。 

 

助成制度名 個人木造住宅耐震改修費補助事業 

概要 ・既存木造住宅の上部構造評点が１.０以上となるための耐震改修に係る費用

２分の１を補助する。（限度額５０万円） 

対象建築物 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された市内にある木造戸建住宅で、既に耐震

診断を受けており、その上部構造評点が１.０未満と診断されたもの 

   （参考）平成 27 年度までの実績で 2 戸の助成を行いました。 
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（３）耐震改修に対する税の特例措置 

耐震改修等について、次のような税の特例措置があります。 

対象 主な内容 

住宅 ■所得税 

１ 住宅耐震改修特別控除 

◎内容：自己の居住用家屋を平成 31年 6月 30日までに、現行の耐震基

準に適合させるための耐震改修工事をした場合は、（※昭和 56

年 5 月 31 日以前の耐震基準により建築された建築物）その年

分の所得税額から一定の金額を控除します。（限度額：25 万円） 

２ 住宅借入金等特別控除 

   中古住宅の取得や増改築等をして、平成 31 年 6 月 30日までに居住を

開始し（取得等の日から 6 ヶ月以内）、その年の 12 月 31 日まで引き続

き居住している場合で、償還期限等が 10 年以上の住宅ローン等の年末

残高があるなどの適用要件に該当する場合は、所得税額から一定の金額

を 10 年間控除します。（限度額：各年 40万円） 

  （１）中古住宅を取得した場合 

     ◎内容：建築後使用されたことのある家屋で、取得の日前 2 年以

内に一定の耐震基準に適合するものであると証明され

た家屋や耐震基準等に適合しない既存住宅を取得の日

までに耐震改修を行う申請をし、居住開始までに耐震改

修により耐震基準に適合した家屋 

（２）増改築をした場合 

◎内容：自己が所有している居住用家屋について、建築基準法施

行令の構造強度等に関する規定または，地震に対する安

全性に係る基準に適合させるための耐震改修（工事費用

100万円超）をした家屋 

※補助金等の交付を受ける場合は、補助金等の金額を差引します。 

※特別控除の適用要件や計算方法などの詳細につきましては、所轄税務署へ

ご相談ください。 

■固定資産税 

 条件：平成 18 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日までに耐震改修が完了

した場合 

    ※昭和 57 年 1 月 1 日以前に着工された建築物 

    ※工事費用が戸当たり 30 万円以上のもの 

 内容：耐震改修工事を行った、その翌年分から下記の期間、当該住宅の戸

当たり 120 ㎡相当部分につき、固定資産税額を減額 

    ・平成 18～21 年に改修完了した場合、3 年間 1/2 に減額 

    ・平成 22～24 年に改修完了した場合、2 年間 1/2 に減額 

    ・平成 25～27 年に改修完了した場合、1 年間 1/2 に減額 
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事業用建築物 ■所得税、法人税 

 条件：平成 22 年 3 月 31 日までに、法に規定する特定既存耐震不適格建築

物について、法の認定計画に基づく耐震改修工事を完了した場合 

    ※法に基づく耐震改修に係る指示を受けていないものを対象 

 内容：耐震改修に要した費用の 10％の特別償却を認める 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

（４）耐震診断・改修に対する融資制度 

耐震改修に係る各金融機関の融資制度があります。 

 

対象 主な内容 

住宅 ■住宅金融支援機構 

概要：耐震改修工事又は耐震補強工事に対する融資 

□リフォーム融資 

 融資限度額：1,000 万円（住宅部分の工事費の 80％以内） 

□高齢者向け返済特例制度 

 融資限度額：1,000 万円 

□マンション共用部分リフォーム融資 

融資限度額：戸当たり 150 万円（工事費の 80％以内） 

□賃貸住宅耐震リフォームローン 

 融資限度額：1,000 万円（工事費の 80％以内） 

 

※金利・融資条件等、詳細の最新情報は http://www.jhf.go.jp でお調べ下さ

い。 

建築物 ■日本政策金融公庫 

□防災・環境対策資金（環境対策関連貸付） 

 店舗の耐震診断・耐震改修に対する融資 

 融資限度額：一般貸付または復興事業貸付+3,000 万円 

 融資期間：設備資金 15 年以内（うち据置 1 年以内） 

      運転資金 7 年以内（うち据置 1 年以内） 

 

※金利・融資条件等、詳細の最新情報は http://www.jfc.go.jp でお調べ下さい。 

http://www.jhf.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/
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（５）人材の育成 

  耐震改修等の円滑な実施に備えるため、県と連携して、耐震改修等の実施にあたって必要な

技術者の育成に努めます。そして、認定または登録された技術者の公開・周知を行います。 

 

  ①木造住宅耐震診断士の養成 

県では、認定された木造住宅耐震診断士の名簿をホームページで公開しています。 

制度名 木造住宅耐震診断士の養成 

概要 ・耐震診断に必要とされる診断の実施方法及び構造等の技術的評価方法を取得し

た建築士で、実施方法や評価方法を統一したものにするため、県等で講習会を

実施し、知事が認定 

実施主体 茨城県 

育成内容等 ・認定の有効期限は5年 

・養成講習会を受講し、登録・更新 

・県及び市町村の窓口等において耐震診断士認定者名簿を閲覧に供し、耐震診断

を実施している設計事務所等の情報を県民へ提供 

・診断士は、市町村が実施する耐震診断事業に協力し、「耐震診断業務マニュア

ル」に従い診断を実施 

 

②住宅耐震・リフォームアドバイザー登録 

住宅耐震・リフォームアドバイザーの養成・登録に県と協力して取り組みます。 

制度名 住宅耐震・リフォームアドバイザー養成事業 

概要 ・悪質な住宅リフォーム詐欺の発生が社会問題化している一方、既存住宅のバリ

アフリー化や耐震化等の住居環境の向上を目的としたリフォーム工事や増改

築の需要が高まっているため、県民が安心して適切な住宅リフォーム工事がで

きるようにするための住宅耐震・リフォームアドバイザーの登録制度 

実施主体 茨城県 

育成内容等 ・知事認定を受けた木造住宅耐震診断士が対象 

・講習会等を受講して登録 

・適切な工法・価格で耐震改修やバリアフリーなどのリフォーム工事ができるよ

う県民をサポートし、住宅全般の相談に対応できる体制確立 

 

③自主防災組織等のリーダーの育成 

制度名 自主防災組織等のリーダー育成（いばらき防災大学） 

概要 ・防災について総合的・体系的に学ぶ機会を提供し、自主防災組織等のリーダー

として活動できる人材の育成を目的としており、住宅の耐震化も履修内容のひ

とつとなっている 

実施主体 茨城県 

育成内容等 ・土曜日に開講。計11日間の講義を実施 

・有識者による公演、防災関係機関等による講義、普通救命訓練、消化救助実習 

・対象者は、市町村、自治会・町内会や企業等で防災業務に従事する者 

・修了者は、「防災士試験」の受験資格を得る 
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４ 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）「住まいの相談窓口」の設置 

市内で活躍している建築・不動産・福祉に係る事業者や市民ボランティアなど、各分野の専

門家で組織する「住まいづくり推進協議会」に協力をいただき、「住まいの相談窓口」を開設

しています。窓口は市役所都市計画課です。 

窓口では、耐震診断の補助制度や耐震改修に対する融資制度・税制特例、専門家の紹介、耐

震改修の技術的情報など、建築物所有者にとって有益な情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）特定既存耐震不適格建築物の所有者への耐震情報の周知 

特定既存耐震不適格建築物の所有者が計画的に耐震診断や耐震改修を行えるように、市の取

り組みや支援事業などの耐震化に必要な情報についてパンフレット、ホームページ等による情

報提供に努めます。 

 

（３）住宅耐震・リフォームアドバイザー登録リストの公開 

住宅リフォームを計画している市民の皆様が、適正な工法・価格で所要の性能を備えた住宅

が確保できるように、また、地震時の減災対策としての耐震改修を安心して適切に行えるよう

に、住宅耐震・リフォームアドバイザーの登録に県と協力して取り組みます。 

そして、専門家の登録リストを公表するとともに、住宅の耐震・リフォームを計画する皆様

への情報提供を行います。 

 

 

②提供 

相談窓口 登録 

リスト 

登録 

リスト 

登録 

リスト 

事 
 

 

業 
 

 

者 

相談者 

住まいづくり推進協議会 

①相談・照会 

③選択して発注 

登録 
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５ 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 

（１）ブロック塀等の倒壊防止対策 

地震発生時のブロック塀や擁壁の倒壊により、その下

敷きになって死傷者が発生するばかりでなく、道路を塞

いで避難や救助活動の障害になるなどの危険性が指摘さ

れています。 

ブロック塀等の倒壊の危険性を住民や建物の所有者に

周知することや、正しい施工方法や補強方法を普及させ

ることが重要であるため、パンフレット等の配布による

啓発活動を進めます。 

 

（２）窓ガラス・天井の落下防止対策 

平成16年の新潟県中越地震では、大型店舗で天井材や

外壁が崩落しました。また、平成23年の東北地方太平洋

沖地震では、市内のスポーツ施設の天井が落下しました。

これらの震災教訓をふまえ、窓ガラスや天井の落下の危

険性について、住民や建物の所有者に周知することが重

要であるため、パンフレット等の配布による啓発活動を

進めます。 

 

（３）エレベーターの閉じ込め防止対策 

  エレベーターには地震動を感知して運転を制御する装置が取り付けられていますが、過去の 

地震において、停止したエレベーターの安全確認作業が遅れた結果多くの人が長時間エレベー 

ター内に閉じ込められるという事故が報告されています。 

 また、平成 23 年の東日本大震災では、エスカレーターの脱落等が複数確認されたことから、 

新たな基準が定められました。 

 

（４）盛土造成地の耐震対策 

  平成23年の東日本大震災では、大規模な盛土造成地の崩落被害が多数発生しました。 

  市では一定規模以上の盛土造成地の位置を示した「大規模盛土造成地マップ」を作成して周 

知することにより、市民の防災意識の向上を図ります。 
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６ 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

（１）道路の指定 

県計画では、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恐れのある道

路として、茨城県地域防災計画に位置づけられた「第一次及び第二次緊急輸送道路」が指定さ

れています。 

本計画においても、県計画に位置づけられた「第一次及び第二次緊急輸送道路」を法第１４

条第３号の適用を受ける道路として、当該道路に接する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の

促進に取り組みます。 

 

【地震発生時に通行を確保すべき道路】 

路線名 起点側 終点側 

第
一
次
指
定 

国道 51 号 稲敷市県境（千葉県）から 水戸市三の丸（水戸駅前交差点）まで 

国道 124 号 神栖市県境（千葉県）から 鹿嶋市宮中国道 51 号交差点まで 

鹿島港線 鹿嶋市明石国道 51 号（ｽﾀｼﾞｱﾑ北交差点）

から 

鹿嶋市平井南鹿嶋市道交差まで 

鹿嶋市道0210号 鹿嶋市平井南鹿島港線交差から 外港公共 1 号線（鹿島港）まで 

外港公共 1 号線 鹿嶋市平井鹿嶋市道交差から 鹿島港外港地区まで 

第

二

次

指

定 

茨城鹿島線 東茨城郡茨城町生井沢 一般県道紅葉

石岡線交差から 

鹿嶋市爪木 一般県道須賀北埠頭線交

差まで 

〃 鹿嶋市宮下 国道 51 号（厨台交差点）

から 

鹿嶋市佐田 国道 124 号交差まで 

（鹿嶋市宮中 鹿嶋市道交差まで） 

鹿嶋市道0101号 鹿嶋市宮中 県道茨城鹿島線交差から 鹿嶋市平井 県道鹿島港線（平井中東交

差点）まで 

     ※位置図については茨城県HP http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/doiji/doro/01saigai/saigai001.html 参照 

 

（２）避難路等の現況把握及び沿道住宅・建築物の耐震化基礎資料の整備 

 災害発生時においては、緊急輸送道路の確保以外に、住民の避難経路等の確保に向けた取り

組みも重要です。そのため、避難地や防災活動の拠点となる施設等に通じる避難路等の幅員等

を調査・整理し、耐震化を促進するための基礎資料として整備に努めます。これに基づき、こ

れらの道路等を閉塞する恐れのある住宅・建築物については県と連携を図りつつ、耐震化の促

進を図るものとします。 

  なお、ここでいう避難路とは、緊急輸送道路を除いた幅員4ｍ以上の道路とします。 

 

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/doiji/doro/01saigai/saigai001.htm
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７ 優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定 

優先的に耐震化に着手すべき建築物は、次のとおりとします。 

 ・法に規定する特定既存耐震不適格建築物 

 ・地震が発生した場合において災害応急対策の拠点となる施設、医療活動の中心となる病

院ならびに避難所となる学校等、その他防災上特に重要な既存建築物 

 ・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅 

 ・文化財に指定された建築物、文化財が収蔵されている建築物等 

 

８ 重点的に耐震化すべき区域の設定 

（１）鹿島神宮駅周辺（旧市街地） 

鹿島神宮駅周辺の旧市街地は、老朽化した木造住宅が密集しているため、道路幅員の狭い箇

所では、地震時に道路の閉塞や延焼火災を引き起こすなど、応急活動や避難活動等を困難にす

る危険性が高いと考えられます。また、鹿島神宮の重要文化財建造物群は桃山建築様式を伝え

るものとして貴重であり、文化財保護の観点からも周辺地域と一体的に防災対策を推進するこ

とが重要です。 

また、当区域では、建築物の景観ルールとして「鹿島神宮駅周辺地区地区計画」を指定し、

悠久の歴史と伝統の香り漂うまちづくりを目指して、建築物の形態・意匠・色彩に配慮した街

並み形成を進めています。 

したがって、このような市の玄関口として魅力ある景観の形成に配慮しつつ、区域の防災性

を高めるために重点的な耐震化を促進する必要があります。 

 

（２）災害時に重要な活動拠点となる建築物周辺 

災害発生直後から応急・復旧活動が行われる期間においては、避難や応急等の拠点となる施

設では様々な活動に利用されることとなります。 

したがって、災害時の施設利用に支障を生じることなく、円滑な応急・復旧活動を実施でき

る状況を極力確保することが重要です。そのため、これら重要な活動拠点となる施設の周辺に

おいては、応急・復旧活動に支障をきたさないように、重点的な耐震化を促進する必要があり

ます。 

（３）緊急輸送道路沿道 

災害時の緊急・応急活動を円滑に行える環境整備を進めるため、緊急輸送道路沿道を対象と

して、重点的に耐震化を促進する必要があります。 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための施策 

９ 鹿嶋市域の特性による耐震化の問題点を解決するための施策 

（１）文化財の保護（鹿島神宮） 

地震の揺れによる倒壊等により文化財に与える影響は大きく、復旧にも多額の経費を要しま

す。そのため、耐震対策は文化財としての価値を維持するための基本的な柱といえます。また、

鹿島神宮においては参拝客の安全の確保、さらに、国宝「直刀」をはじめとする貴重な工芸品

の保護という観点からも、文化財に指定された建築物、文化財が収蔵されている建築物の耐震

診断・改修を促進する必要があります。 

そこで、文化財の耐震化や、建築物の倒壊により応急活動等に支障を生じる恐れのある道路

沿道の建築物の耐震化はもとより、建築物の不燃化や耐震性に優れた管路の整備など、周辺地

域全体の防災性を高める取り組みに努めます。 

 

（２）工業団地等の安全性向上 

市内には鹿島臨海工業地帯が立地し、危険物・毒劇物を保有する施設が集積しており、地震

時等には大規模火災を引き起こす恐れがあります。これらの区域については、特定既存耐震不

適格建築物第２号に該当する施設の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修の実施を事

業者に対して積極的に働きかけていきます。また、県、消防署と連携して、各事業者における

防災対策の強化に努めます。 

 

（３）道路沿道の大型工作物（看板等）の倒壊防止対策 

幹線道路沿道には店舗・事業所が立地していますが、各敷地内の道路際には大型の看板が立

てられている箇所がみられます。こうした看板が地震時に倒壊すれば、通行者に対する危険や

道路閉塞による活動支障を生じる可能性があります。 

これら道路沿道の大型工作物については、事業者等に対して建築物の耐震化とあわせて適切

な指導を行う必要があります。 

 

（４）緊急輸送道路の機能確保 

市内の緊急輸送道路の沿道には２階建て等の建築物が道路境界に程近い位置に立地しており、

それらの建物が地震により倒壊した場合には道路閉塞により緊急輸送道路の機能として利用で

きない可能性があります。 

そこで、こうした沿道建築物の耐震診断・改修の促進を図ります。 
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１ 概要 

 

大規模盛土造成地マップの 

作成・公表 

○市内に存在する大規模盛土造成地の位置と規模を把握し

抽出した地図(大規模盛土造成地マップ)の作成し、市民に

広く周知します。 

 

情報提供の充実 【パンフレット等の配布】 

耐震化に関する各種パンフレット等を積極的に配布・

公開し、ホームページ上での情報提供に努めます。 

 

 【リフォーム等にあわせた耐震改修の誘導】 

リフォーム等にあわせて、事例紹介やアドバイスによ

る耐震改修工事の実施を促します。 

 

 【家具や棚等の固定による転倒防止策】 

室内の安全対策として、家具や棚等の固定方法等の周

知を進めます。 

 

 【地震保険の情報提供】 

税の特例措置についての情報提供に努めます。 

 

関係団体、ＮＰＯ等との連携 ○市は、建築関係団体やNPO等と連携し、専門家による技

術的な側面から、建物の所有者が取り組む自助努力の活

動を支援していきます。 
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第３章 建築物の耐震性向上策に関する普及啓発及び知識の普及 

２ 大規模盛土造成地マップの作成・公表 

新潟県中越地震等の大地震時に、大規模盛土造成地（以下「大規模盛土」という。）の崩壊

により住宅が流出するなどの被害が出ました。市内でも大規模盛土と想定される場所で平成23

年の東日本大震災時に地震動や液状化による擁壁等の被害が多数見受けられました。 

 そこで市は、平成27年度にこのような大規模盛土の被害を軽減するため「大規模盛土造成地

の変動予測ガイドライン（国土交通省）」に基づく市内の大規模盛土造成地の位置と規模を把

握し抽出した地図（大規模盛土造成地マップ）の作成・公表を行い住民への情報提供等を図る

ことで、宅地耐震化に対する意識の啓発をします。 

 

 【大規模盛土造成地マップ】 
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第３章 建築物の耐震性向上策に関する普及啓発及び知識の普及 

３ 情報提供の充実 

（１）パンフレットの作成・配布 

  より多くの市民の皆様に地震災害の危険性や耐震化について正確な知識や情報を提供できる

よう、「揺れやすさマップ」の周知とともに、耐震化に関する各種パンフレット等（国土交通省

住宅局「誰でもできるわが家の耐震診断」、（財）日本建築防災協会によるパンフレット等）を

積極的に配布・公開し、ホームページ上での情報提供に努めます。 

  また、防災関連イベントとの連携による耐震化の意識啓発活動を行うとともに、県等が開催

する耐震化に関するセミナー・講習会への積極的な参加を呼びかけます。 

【耐震化に関するパンフレット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リフォームに併せた耐震改修の誘導 

  リフォームや増改築工事とあわせて耐震改修を実施することは、単独工事としての施工に比

べ、費用負担の軽減や工期の短縮、生活への影響の低減化等という面でより効果的です。 

リフォーム等を行う予定がある場合には、耐震改修工事も合わせて実施するよう、県の住宅

耐震・リフォームアドバイザー制度等を紹介し、耐震改修を誘導します。 

 

（３）家具の転倒防止策の推進 

住宅、または特定既存耐震不適格建築物の屋内における家具、タンス、食器棚、書棚、商品

棚など、地震の揺れにより転倒・移動して負傷者が発生することを防止するため、家具や棚等

の固定を行う方法を紹介し、それぞれの世帯や事業所で取り組む自助努力の活動を支援してい

きます。 

 

出典：財団法人日本建築防災協会 
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第３章 建築物の耐震性向上策に関する普及啓発及び知識の普及 

（４）地震保険の情報提供 

①税の特例措置 

  地震保険は、地震による損害を補償し、大規模な地震災害発生後の迅速な復旧を図るため

に有効な手段です。 

  地震保険については、2006 年度（平成 18 年度）以降の税制改正において新たに創設され

た、所得税・個人住民税に係る地震保険料の所得金額からの控除（地震保険料控除）等の特

例措置について、情報提供に努めます。 

②地震保険割引制度の概要 

  割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」

の４種類が設けられており、建築年または耐震性能により 10％～50％の割引が適用されます

（重複不可）。 

 

  【地震保険割引拡大の概要】 

割引制度 割引の説明 保険料の割引率 

建築年割引 

（契約開始日が

H13.10.1以降） 

対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された

建物である場合 10% 

耐震等級割引 

（契約開始日が

H13.10.1以降） 

対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関す

る法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定

められた耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）ま

たは国土交通省の定める「耐震診断による耐震

等級（構造躯体の倒壊防止）の評価指針」に定

められた耐震等級を有している場合 

耐震等級1 10% 

耐震等級2 30% 

耐震等級3 50% 

免震建築物割引 

（契約開始日が

H19.10.1以降 

対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関す

る法律」に基づく「免震建築物」である場合 50% 

耐震診断割引 

（契約開始日が

H19.10.1以降） 

地方公共団体等による耐震診断または耐震改

修の結果、建築基準法（昭和56年6月1日施行）

における耐震基準を満たす場合 

10% 

※詳しくは、各損害保険会社の総合窓口または代理店にご相談下さい。      資料：財務省 
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第３章 建築物の耐震性向上策に関する普及啓発及び知識の普及 

４ 建築関係団体、ＮＰＯ等との連携 

耐震化を進めるためには、建物の所有者が地震防災対策を地域の問題としてとらえ、自助努

力により取り組むことが不可欠です。そこでＮＰＯ等と連携し、知識と経験を活かした専門家

としての適切なアドバイスにより、技術的な側面から建物の所有者が取り組む自助努力の活動

を支援していきます。 

 

 

建築関係団体 

（茨城県建築士鹿島支部、 

住まいづくり推進協議会など） 
 

ＮＰＯ 

国 

法や制度などの整備 

（補助制度） 

市民・行政区・自治会等 
 

自らの生命・財産は自ら守る 

 

鹿嶋市   住民を支援 

茨城県   県内市町村を支援 

支援 

自助 連携 
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第４章 耐震化を促進するための指導や命令に係る茨城県との連携 

１ 概要 

 

法による指導・助言・指

示・公表等の実施 

○市は所管行政庁である県と連携して、耐震診断・改修が必要

と認められる特定既存耐震不適格建築物について、その所有

者に対し、法に基づく指導等を実施します。 

○特定既存耐震不適格建築物の所有者が必要な耐震診断・改修

を行わない場合、県と連携して必要な指示を実施します。 

○指示を受けた特定既存耐震不適格建築物所有者が、正当な理

由無くその指示に従わない場合は、法に基づき、県と連携し

てその旨を公表します。 

 

建築基準法による勧告又

は命令等の実施 

○法に基づいて公表を行ったにもかかわらず、建築物所有者が

耐震改修を行わない場合には、建築基準法に基づき、速やか

に当該建築物の除去、改築、修繕等を行うよう、県と連携し

て対応します。 

○損傷、腐食その他劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保

安上危険となる恐れがあると認められる建築物について、建

築基準法に基づき、除去、改築、修繕等を行うよう、県と連

携して対応します。 
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２ 法による指導・助言・指示・公表等の実施 

（１）指導・助言の実施 

法 14 条では、特定既存耐震不適格建築物の所有者は耐震診断と必要に応じた耐震改修の実施

に努めなければならないとされています。また、県計画では、所管行政庁は、特定既存耐震不

適格建築物が耐震診断・改修を実施することが必要と認められる場合は、法 15 条第１項に基づ

いて建築物所有者に必要な指導・助言を行うものとしています。 

鹿嶋市は、所管行政庁である県と連携して、法に基づく特定既存耐震不適格建築物に対する

指導等を実施していきます。 

  ①指導・助言の対象となる建築物 

   特定既存耐震不適格建築物の法 14 条第 1～3 号の各要件を満たす建築物を対象とします。 

  ②指導・助言の方法 

   県と連携し、実施に関する説明や文書の送付を行います。また、必要に応じて説明会の開

催やパンフレットの配布等を行います。 

 

（２）指示の実施 

  一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物について、地震に対する安全性の向上を図るため

に必要な耐震診断・改修が実施されていないと認められる場合は、法第 15 条第２項に基づき、

県と連携して、建築物所有者に実施すべき事項を具体的に記載した指示書を交付する等必要な

対応を行います。 

 

（３）指示に従わない場合の公表 

  （２）の指示を受けた建築物所有者が、正当な理由無くその指示に従わない場合は、法第 15

条第３項に基づいて、県と連携し、法に基づいた公表であることを明確にした上で、広報やホ

ームページへの掲載等により公表します。 

 

３ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

 県計画では、所管行政庁が法第15条第３項に基づいて公表を行ったにもかかわらず、建築物

所有者が耐震改修を行わない場合には、特定行政庁（所管行政庁に同じ）は建築基準法第10条

第３項に基づき、速やかに当該建築物の除却、改築、修繕等を行うよう命令することとされて

います。市においても、市内の安全なまちづくりの推進のため、県と連携して対応していきま

す。 

 また、損傷、腐食その他劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあ

ると認められる建築物について、特定行政庁は、建築基準法第10条第１項に基づき除却、改築、

修繕等を行うよう勧告を行い、また同条第２項に基づく命令を行うこととされており、本市に

おいても同様に県と連携して対応していきます。 
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【特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促進するための指導等の流れ】（県計画より） 

 

耐震化を促進するための指導等について、県（法に基づく所管行政庁及び建築基準法に基

づく特定行政庁）と連携して実施していきます。 

　 ※【　】は，耐震改修促進法の根拠条項

特定既存不適格建築物か

【法15-2】の指示対象建築物か
耐震診断及び耐震改修に関する

所有者の努力義務のお知らせ

送付【法15-1】

立入検査【法15-4】

特定既存不適格建築物立入検査

チェックシートの作成

必要に応じて，建築基準法第12条

第1項の定期調査報告等を利用

構造上の支障が大きいか

損傷・腐食等が確認できるか

一般的な注意喚起文書

の送付【法15-1】

安全上の問題点を所有者に

認識させる指導・助言【法15-1】

緊急を要する場合

緊急措置を指示【法15-2】

耐震診断の実施指示・改修計画の

報告聴取【法15-2，15-4】

期限内に提出されたか

改修計画書は有効か

ｃｃｃ

改修を指示【法15-2】

所有者の公表【法15-3】

建築基準法第10条第3項に基づく命令

危険性が高いと判断される場合は，

耐震診断とそれに基づく耐震改修

を指示【法15-2】

改修計画書の再提出を指示【法15-2】

指示に従わない場合

指示に従わない場合

指示に従わない場合

指示に従わない場合

指示に従わない場合

（チェックシートによる評価）

（チェックシートによる評価）

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No
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１ 概要 

 

関係団体等との連携 ○茨城県建築防災推進連絡協議会（平成15年度設置）、茨城県

あんしんリフォーム・住まいづくり協議会（平成20年度設置）

等と連携を図りながら、市民への普及啓発活動、相談業務の

補完や技術向上への取り組みなどを実施していきます。 

 

計画の進行管理 ○平成32年度末における耐震化の目標達成に向けて、本計画の

適切な進行管理を行います。 
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第５章 その他、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する事項 

２ 関係団体等との連携 

耐震改修促進のためには、計画策定後の継続的な事業の実施が重要であり、進捗状況につい

て定期的・継続的に検証することが有効です。また、計画の実現に向けては、行政だけではな

く関連する団体等との連携による事業推進が重要です。 

茨城県建築防災推進連絡協議会（平成15年設置）、茨城あんしんリフォーム・住まいづくり

協議会（平成20年設置）等と連携を図りながら、市民への普及啓発活動、相談業務の補完や技

術力向上への取組みなどを実施していきます。 

 

３ 計画の進行管理 

平成32年度末における耐震化の目標達成に向けて、本計画の適切な進行管理を行います。耐

震化の促進のためには、計画策定後の継続的な事業実施が重要であり、進捗状況について定期

的・継続的に検証することが有効です。 

鹿嶋市建築物耐震改修促進計画検討委員会を中心に、関連する団体等との連携・協働を図り

つつ計画を推進するとともに、進捗状況について適宜検証を行い、計画を達成していくための

取組み方策について協議を行います。 

また、必要に応じて、計画の目標等について適宜見直しを行うこととします。 

 

 

 

 


