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第第第第１章１章１章１章    ははははじめじめじめじめにににに    

 

１１１１－１－１－１－１．．．．計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景計画策定の背景    

本市では、地震による建築物の被害を未然に防止するため、住宅・建築物の耐震化を

促進することを目的に、平成１９年度に「西尾市建築物耐震改修促進計画」を策定しま

した。また、平成２４年度に同計画を改定し、住宅・建築物の耐震化や減災化に取り組

んできました。 

これまでの地震被害を振り返ると、阪神・淡路大震災（平成 7 年 1 月 17 日）では

6,434 人の尊い命が奪われましたが、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。

以降、住宅等の耐震化が重要な課題となり、全国的に耐震化等の取組みが進められてき

ました。 

また、東日本大震災（平成 23 年 3 月 11 日）の原因となった東北地方太平洋沖地

震は、それ以前に予測していなかった複数のプレートによる連動地震でした。その後も、

熊本地震（平成 28 年 4 月 16 日）、北海道胆振東部地震（平成 30 年 9 月６日）など

の大地震が発生しています。 

これらの大地震では、震災後の仮設住宅や復興住宅の整備等、被災者支援に相当な時

間を必要とし、避難所や仮設住宅での生活が長期にわたる可能性が示されました。建物

倒壊により長期間、自宅や職場を失うということは、生活基盤そのものが揺らぐことに

繋がります。そこで、被災後の安全・安心な生活を守るため、「公助」だけではなく被

災前の「自助」として耐震化を促進する必要があります。 

本市は、東海地震に係る「地震防災対策強化地域」、東南海・南海地震に係る「東南

海・南海地震防災対策推進地域」に指定されていることから、大規模地震の発生の危惧

とともに、甚大な地震災害を受けることが想定されています。また、東海・東南海・南

海の 3 連動地震、さらには宮崎県沖の日向灘と南海トラフ沿いの海溝軸を震源域に加

えた 5 連動地震、いわゆる南海トラフ地震のひっ迫性が指摘されており、この南海ト

ラフ地震の発生確率が従来の「70％程度」から「70～80％」に引き上げられました。 

このため、本市においても、これまで以上に計画的な防災対策を講じていくことが求

められています。 

また、平成 30 年に発生した大阪府北部地震によるブロック塀等の被害を踏まえ、危

険なブロック塀対策としてブロック塀等撤去費の補助制度が拡充されました。 

さらに、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を踏まえ、避難所における感染症防止

の観点から在宅避難・分散避難が注目されており、住宅の耐震化は、ますます重要にな

っています。 

そうした中、令和元年 7 月に県が「SDGｓ未来都市」として選定され、「愛知県 SDG

ｓ未来都市計画」を策定するなど SDGｓの達成に向けた取組を推進しています。SDG
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ｓ達成の為に、住宅・建築物の耐震診断・改修の費用への補助による耐震化への促進に

取り組んでいきます。 

以上のことから、本市における住宅・建築物の耐震化や減災化をより一層促進してい

くため、「国の基本方針｣及び「愛知県建築物耐震改修促進計画」で位置づけられた耐震

化促進の施策を実施するための耐震アクションプランとして、「西尾市建築物耐震改修

促進計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。  
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１－１－１－１－２２２２．計画の位置付け．計画の位置付け．計画の位置付け．計画の位置付け    

本計画は、これらの背景を受け、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」

という。）による国が定める基本方針及び愛知県建築物耐震改修促進計画に基づき、本

市における耐震診断・耐震改修を促進し、地震による建築物の被害を未然に防止するた

め、法第６条第１項に定める市町村計画として、策定するものです。 

また、「西尾市総合計画」「西尾市地域防災計画」「西尾市国土強靭化地域計画」「西尾

市住生活基本計画」「西尾市市営住宅長寿命化計画」を関連計画とし、本計画を策定し

ます。 

 

図 1-1 西尾市建築物耐震改修促進計画の位置付け 
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１－１－１－１－３．住宅・建築物の耐震化の現状と課題３．住宅・建築物の耐震化の現状と課題３．住宅・建築物の耐震化の現状と課題３．住宅・建築物の耐震化の現状と課題    

（１）住宅の耐震化の現状（１）住宅の耐震化の現状（１）住宅の耐震化の現状（１）住宅の耐震化の現状    

アアアア    住宅の耐震化率住宅の耐震化率住宅の耐震化率住宅の耐震化率    

令和 2 年度現在の住宅は、総住宅戸数 66,793 戸に対して、23.4％の 15,638

戸が昭和 56 年以前に建築された旧耐震住宅です。 

耐震性のある住宅は、建築年が昭和 57 年以降の新耐震住宅と昭和 56 年以前の耐

震性があると推計される建築物を合わせた 57,573 戸で、耐震化率は 86.2％と推

計されます。 

住宅の種類・構造別では、戸建て木造住宅の耐震化率が 81.1％と低く、また耐震

化が必要となる住宅戸数も 13,043 戸と多いことから、戸建て木造住宅の耐震化が

課題となります。 

 

図 1-2 住宅戸数と耐震化率の推移 

 

 

国の耐震化率推計方法が変更となった為、前計画と推計方法が異なります。 

 

①共同住宅

の数え方 

②旧耐震基準のうち耐震性ありと推定される割合 
③旧耐震基準のうち

耐震改修済み 
根拠 戸建て 共同住宅 

旧方式 棟数 アンケート調査結果 12％ 76％ 補助利用済みのみ 

新方式 戸数 住宅・土地統計調査 28％ 71％ 補助未利用含む 
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表 1-1 住宅の耐震化率（令和 2 年度）        単位：戸 

種別 構造 

総数 旧耐震基準 新耐震 

基準 

耐震性 

を有する 

耐震化率 

 耐震性あり 

と推定※ 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ=Ｃ+D  Ｆ=Ｅ/A 

戸建て 

木造 43,238 13,043 4,859 30,195 35,054 81.1% 

非木造 9,857 1,578 918 8,279 9,197 93.3% 

共同住宅 

木造 4,529 233 76 4,296 4,372 96.5% 

非木造 9,169 784 565 8,385 8,950 97.6% 

住宅合計 66,793 15,638 6,418 51,155 57,573 86.2% 

 

表 1-2 住宅の耐震化率（平成 28 年度）       単位：戸 

種別 構造 

総数 旧耐震基準 新耐震 

基準 

耐震性 

を有する 

耐震化率 

 耐震性あり 

と推定※ 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ=Ｃ+D  Ｆ=Ｅ/A 

戸建て 

木造 42,024 14,094 5,016 27,930 32,946 78.4% 

非木造 9,753 1,649 957 8,104 9,061 92.9% 

共同住宅 

木造 3,864 256 84 3,608 3,692 95.5% 

非木造 9,068 825 594 8,243 8,837 97.5% 

住宅合計 64,709 16,824 6,651 47,885 54,536 84.3% 

 

表 1-3 住宅の耐震化率（平成 2５年度）       単位：戸 

種別 構造 

総数 旧耐震基準 新耐震 

基準 

耐震性 

を有する 

耐震化率 

 耐震性あり 

と推定※ 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ=Ｃ+D  Ｆ=Ｅ/A 

戸建て 

木造 41,848 15,702 5,246 26,146 31,392 75.0% 

非木造 9,507 1,742 1,008 7,765 8,773 92.3% 

共同住宅 

木造 3,264 314 103 2,950 3,053 93.5% 

非木造 8,704 875 630 7,829 8,459 97.2% 

住宅合計 63,323 18,633 6,987 44,690 51,677 81.6% 

 

※ 耐震性ありと推計される戸数は P4 表中②と③の合計 
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イイイイ    住宅の住宅の住宅の住宅の世帯主の年齢別割合世帯主の年齢別割合世帯主の年齢別割合世帯主の年齢別割合    

平成 20 年度と平成 30 年度の住宅の世帯主の年齢別の割合を比較すると、耐震診

断及び耐震改修工事が必要とされている旧耐震の戸建住宅における 65 歳以上の世

帯主の割合が約 47％から約 67％に増加しています。 

 

図 1-3 世帯主の年齢別割合の比較 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省）より推計 

    

ウウウウ    木造木造木造木造住宅の住宅の住宅の住宅の補助実績補助実績補助実績補助実績    

木造住宅の無料耐震診断及び耐震改修の補助実績は、無料耐震診断については、平

成 23 年以降横ばい傾向となっています。一方、耐震改修の補助実績については、東

日本大震災（平成 23 年）が発生した年度は件数が前年度に比べ約 2 倍増となりまし

たが、近年は減少傾向にあります。 

 

図 1-4 無料耐震診断及び耐震改修等の補助実績 
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（２（２（２（２）耐震診断義務付け建築）耐震診断義務付け建築）耐震診断義務付け建築）耐震診断義務付け建築物の耐震化の現状物の耐震化の現状物の耐震化の現状物の耐震化の現状    

平成 25 年 11 月の法改正により、一定の要件に該当する既存耐震不適格建築物の

所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられま

した（該当要件は『第２章 計画の基本的事項』の P.11～13 参照）。    

アアアア    要緊急安全確認大規模建築物要緊急安全確認大規模建築物要緊急安全確認大規模建築物要緊急安全確認大規模建築物    

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等

の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの等で既存耐震不適格建築物につ

いては、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要があるため、愛知県は平成

29 年 3 月に要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表しました。 

本市はグリーンホテル三ケ根、西尾市立花ノ木保育園、西尾市立八ツ面小学校、

西尾市立福地南部小学校、西尾市立東幡豆小学校、西尾市立寺津中学校、西尾市立

福地中学校、西尾市立吉良中学校の計 8 棟が対象になっており、全て耐震性は確

保されています。 

 

イイイイ    要安全確認計画記載建築物要安全確認計画記載建築物要安全確認計画記載建築物要安全確認計画記載建築物    

既存耐震不適格である防災上重要な建築物（指定避難所、災害拠点病院等）及び

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避難を困難とするお

それのある建築物で、沿道建築物の耐震化に重点的に取り組む必要のある道路沿い

に建つもの）は、耐震診断を行い、耐震改修の促進を図る必要があるため、愛知県

は耐震診断義務付け建築物として平成 31 年３月を期限に耐震診断結果の報告を

受けました。 

本市内に対象となる防災上重要な建築物は無く、通行障害既存耐震不適格建築物

の対象路線は、国道 23 号線（P.18 図 2-2 緊急輸送道路 参照）のみですが、対

象となる建築物はありません。  
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（３（３（３（３）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状    

アアアア    多数の人が利用する建築物（法第１４条第１号）多数の人が利用する建築物（法第１４条第１号）多数の人が利用する建築物（法第１４条第１号）多数の人が利用する建築物（法第１４条第１号）    

令和 2 年度時点における多数の人が利用する特定既存耐震不適格建築物のうち、

市有建築物の耐震化率は 97.5％で、耐震性が不十分な建築物は 4 棟です。対象建

築物は吉良支所、吉良町公民館・本棟、コミュニティ公園・体育館棟、旧佐久島観

光ホテルであり、全て除却予定です。また、民間の耐震化率は 76.3％で、耐震性

が不十分な建築物は 59 棟です。全体の耐震化率は 84.6％で、耐震性が不十分な

建築物は 63 棟となります。 

 

対象建築物 平成 24 年度 令和 2 年度 

市有建築物 96.3％（155/161） 
97.5％（157/161） 

民間建築物 60.9％（182/299） 
76.3％（190/249） 

全体 73.3％（337/460） 
84.6％（347/410） 

※詳細の内訳は資料編参照 

 

イイイイ    危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）（法第１４条第２号）（法第１４条第２号）（法第１４条第２号）    

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する特定既存耐震不適格建築物は、政令で

定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する建築物のうち、昭和 56 年以前に建築さ

れた建築物で耐震性の不十分なものが対象となります。 

平成 24 年度と変わらず、令和 2 年度時点において 61 事業所あり、耐震化を

促進する必要があります。 

 

対象建築物 

昭和 56 年以前建築物 

所有事業所数 

石油類・可燃性液体類の貯蔵、加工する用

途の建築物など 

61 事業所

※1

 

※1 工場などでは、敷地内に複数の施設を有しているため、同一住所で複数の施設を有する場

合は 1 事業所とする。 

 

ウウウウ    通行障害既存耐震不適格（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格（法第１４条第３号）    

緊急輸送道路（P.18 図 2-2 緊急輸送道路 参照）は災害時における多数の人の

円滑な救急・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、地震発生

時に通行を確保すべき道路として愛知県地域防災計画及び西尾市地域防災計画で

指定されています。 

令和 2 年度時点で、緊急輸送道路沿道の倒壊により閉塞するおそれがある建築

物は 288 棟あり、耐震化を促進する必要があります。  
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対象路線 

平成 24 年度 

要件該当棟数 

令和 2 年度 

要件該当棟数 

備 考 

（愛知県指定） 

第１次、第２次緊急輸送道路 

243 棟 259 棟 

道路を閉塞するおそ

れがある沿道建物は

特定既存耐震不適格

建築物として助言・

指導の対象となる 

（西尾市指定） 

緊急輸送道路 

35 棟 29 棟 

計 278 棟 288 棟 － 

※新規路線の追加に伴い、要件該当棟数が増加  
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（４）住宅・建築物の現状と課題（４）住宅・建築物の現状と課題（４）住宅・建築物の現状と課題（４）住宅・建築物の現状と課題    

本市における耐震化に関する主な現状と課題を下表に示します。 

 

表 1-4 耐震化に関する現状と課題 

現状 課題 建築区分 関係者 

 

1）旧耐震基準の木造住宅の所

有者の多くは高齢者であり、

費用の負担等の理由により

耐震改修をしない（できな

い）状況にある。 

 

課題 1：工事費を低減する手法

や支援等についての情

報提供をする必要があ

る。 

住宅 

所有者等 

2）耐震改修工事の実績が近年

減少傾向にある。 

 

課題 2：耐震診断から耐震改修

へと「つなぐ」手法の検

討をする必要がある。 

 

 

課題 3：消極的な所有者に対す

る、普及・啓発の取組を

進める必要がある。 

 

３）耐震改修に関する相談が少

ない状況にある。 

 

課題 4：制度の周知及び所有者

の危機意識の向上を図

る取組を進める必要が

ある。 

 

4）市有建築物に比べ、民間建

築物の耐震化が進んでいな

い状況にある。 

 

課題 5：民間建築物の耐震化や

減災化をさらに促進す

る取組について検討す

る必要がある。 

 

建築物 
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第第第第２２２２章章章章    計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項    

 

２－２－２－２－１１１１．．．．対象地域対象地域対象地域対象地域    

本計画の対象地域は、西尾市内全域とします。 

 

２－２－２－２－２２２２．．．．計画期間計画期間計画期間計画期間    

本計画の計画期間は、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

中間目標として令和 7 年度までの目標を設定します。また、計画内容、耐震化進捗状況

を検証し、必要に応じて見直しを行ないます。 

 

２－２－２－２－３３３３．．．．対象建築物対象建築物対象建築物対象建築物    

本計画では、全ての住宅・建築物を対象とします。とりわけ、昭和 56 年 5 月 31 日

以前に着工された旧耐震基準住宅及び耐震性のない特定既存耐震不適格建築物等を対

象に耐震化を図っていきます。 

また、耐震化することが困難な住宅・建築物に対する減災化を促進します。 

（１）住宅（１）住宅（１）住宅（１）住宅    

戸建住宅及び共同住宅（長屋含む） 

 

（２）耐震診断義務付け対象建築物（２）耐震診断義務付け対象建築物（２）耐震診断義務付け対象建築物（２）耐震診断義務付け対象建築物    

所有する建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付

けられる耐震診断義務付け対象建築物の要件は、以下のとおりとされています。 

アアアア    要緊急安全確認大規模建築物（法附則第要緊急安全確認大規模建築物（法附則第要緊急安全確認大規模建築物（法附則第要緊急安全確認大規模建築物（法附則第 3333 条）条）条）条）    

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の

避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの等で既存耐震不適格建築物について

は、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要があります。 

要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模は、法第３条に基づき、次ページ表 

のとおりとされています。 

対象の建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を要緊急安全確認大規模建築物

は平成 27 年 12 月 31 日までに愛知県に報告することが義務付けられていました。

平成 29 年３月に県が報告を受けた対象建築物の耐震診断結果を公表しました。    
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表 2-1 要緊急安全確認大規模建築物一覧 

  

用 途 対象建築物の規模 

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 

階数 2 以上かつ 3,000 ㎡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 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 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 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗 

ホテル、旅館 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するも

の 

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、幼保連携型認定こども園、保育所 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 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 

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 

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 

一定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 

階数１以上かつ 5,000 ㎡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） 
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イイイイ    要安全確認計画記載建築物（法第７条）要安全確認計画記載建築物（法第７条）要安全確認計画記載建築物（法第７条）要安全確認計画記載建築物（法第７条） 

大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物で、

既存耐震不適格である建築物（防災上重要な建築物）や、建築物が地震によって倒壊

した場合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、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おそれのある建築物（通行障害既存耐震不適格建築物）

については、耐震診断を行い、耐震改修の促進を図る必要があります。 

要安全確認計画記載建築物の用途及び規模は法第７条に基づき、以下のとおりとさ

れています。 

1111）防災上重要な建築物）防災上重要な建築物）防災上重要な建築物）防災上重要な建築物 

法第７条第１号の適用を受け、法第５条第３項第１号に基づいて愛知県耐震改修促

進計画では、防災上重要な建築物として、下記の建築物が指定されています。 

aaaa 愛知県地域防災計画附属資料に記載された指定避難所（想定される災害に地震

を含むものに限り、指定緊急避難場所と重複するものを除く）で被災した住民が

滞在する建築物のうち、既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物に限る。）であ

るもの。 

bbbb 愛知県地域防災計画附属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健

医療計画別表の「救急医療」の体系図に記載されている病院群輪番制参加病院で、

診療機能を有する建築物のうち、既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物に限る。）

であるもの。 

 

２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物 

法第７条第２号の適用を受け、法第５条第３項第２号に基づいて愛知県耐震改修促

進計画に記載される道路（P.１8 図 2-2 緊急輸送道路 参照）の沿道建築物で、前面

道路の過半数を閉塞する建築物（P.17 図 2-1 通行障害建築物の要件 参照）を示し

ます。  



＜第 2 章 計画の基本的事項＞ 

    

 

 

14 

（３）特定既存（３）特定既存（３）特定既存（３）特定既存耐震耐震耐震耐震不適格建築物不適格建築物不適格建築物不適格建築物    

特定既存耐震不適格建築物は、法第 14 条に示される建築物で、以下に示す建築物

のうち、政令で定める規模以上で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準

法第 3 条第 2 項（既存不適格）の適用を受ける建築物（要安全確認計画記載建築物

であるものを除く。要安全確認計画記載建築物については、P.13 参照。）です。 

なお、所有者は、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、耐震改修を行うよう努めなければなりません。 

 

ア 多数の者が利用する建築物（法第 14 条第 1 号） P.15 参照 

イ 危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物 

（法第 14 条第 2 号） 

P.16 参照 

ウ 通行障害既存耐震不適格建築物（法第 14 条第 3 号） P.17 参照 
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アアアア    多数多数多数多数の者が利用する建築物（法第１４条第１号）の者が利用する建築物（法第１４条第１号）の者が利用する建築物（法第１４条第１号）の者が利用する建築物（法第１４条第１号） 

多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、以下のとおりとされています。 

 

表 2-2 多数の者が利用する建築物一覧 

法 

政令 

第 6 条 

第 2 項 

用    途 規   模 

第

１

４

条

第

１

号

 

第 1 号 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 

階数 2 以上かつ 

床面積 500 ㎡以上 

第 2 号 

小学校等 

小学校、中学校、義務教育学校、中等

教育学校の前期課程、特別支援学校 

階数 2 以上かつ 

床面積 1,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他

これらに類するもの 
階数 2 以上かつ 

床面積 1,000 ㎡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施設 

第 3 号 

学校 第 2 号以外の学校 

 

階数 3 以上かつ 

床面積 1,000 ㎡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 

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を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅

※

 （共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

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 

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 

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 

第 4 号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 

階数 1 以上かつ 

床面積 1,000 ㎡以上 

 ※ 賃貸住宅は「住宅」としても対象建築物に位置づけています。  
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イイイイ    危険物の危険物の危険物の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）    

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、法

に基づき、以下のとおりとされています。 

 

表 2-3 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物一覧 

法 

政 令 

第３条 

第２項 

用    途 規   模 

法

第

１

４

条

第

２

号

 

第 1 号 火薬類 

火薬 10 トン 

爆薬 5 トン 

工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷

管 

50 万個 

銃用雷管 500 万個 

実包若しくは空包、信管若しくは火管又

は電気導火線 

5 万個 

導爆線又は導火線 500 キロメートル 

信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 2 トン 

その他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、それぞれ火薬・爆薬に定

める数量 

第２号 

石油類 危険物の規制に関する政令別表第 3 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 10 倍の数量 

消防法第2 条第7 項に規定する危険物（石油

類を除く） 

第３号 

危険物の規則に関する政令別表第 4 備考第 6 号

に規定する可燃性個体類 

30 トン 

第４号 

危険物の規則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 立方メートル 

第５号 マッチ 300 マッチトン

※

 

第６号 

可燃性ガス 

(第 7 号、第 8 号に掲げるものを除く) 

2 万立方メートル 

第７号 圧縮ガス 20 万立方メートル 

第８号 液化ガス 2,000 トン 

第９号 

毒物及び劇物取締法第 2 条第 1 項に規定する毒

物 

20 トン 

第 10 号 

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) 

200 トン 

※ 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（56×36×17 ㎜）で、7,200 個、約 120 ㎏。 
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ウウウウ 通行障害既存耐震不適格建築物（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格建築物（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格建築物（法第１４条第３号）通行障害既存耐震不適格建築物（法第１４条第３号）    

１）通行障害建築物１）通行障害建築物１）通行障害建築物１）通行障害建築物    

地震発生時に通行を確保すべき道路（P.18 3）対象路線 参照）沿道の建築物

で、地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者

の円滑な非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。 

また、大阪府北部地震におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、通行障害建築

物に、建物に付属する組積造の塀が追加されました。 

 

図 2-1 通行障害建築物の要件    

※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※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※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※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 

①①①①    前面道路幅員が前面道路幅員が前面道路幅員が前面道路幅員が 12m12m12m12m を超える場合を超える場合を超える場合を超える場合    

幅員幅員幅員幅員 1/21/21/21/2 の高さを超える建築物の高さを超える建築物の高さを超える建築物の高さを超える建築物    

②②②②    前面道路幅員が前面道路幅員が前面道路幅員が前面道路幅員が 12m12m12m12m 以下の場合以下の場合以下の場合以下の場合    

6666ｍの高さを超える建築物ｍの高さを超える建築物ｍの高さを超える建築物ｍの高さを超える建築物    

 

    

③③③③    組積造の塀の場合組積造の塀の場合組積造の塀の場合組積造の塀の場合    

前面道路幅員の前面道路幅員の前面道路幅員の前面道路幅員の 1/51/51/51/5 の高さを超える塀で、長さがの高さを超える塀で、長さがの高さを超える塀で、長さがの高さを超える塀で、長さが 25252525ｍを超えるものｍを超えるものｍを超えるものｍを超えるもの 

 

出典：国土交通省ホームページ 

 

２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物２）通行障害既存耐震不適格建築物    

通行障害建築物であって、既存耐震不適格建築物であるもの。  
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３）対象道路３）対象道路３）対象道路３）対象道路    

地震発生時に通行を確保すべき道路として、愛知県及び本市が指定する道路は以

下のとおりです。 

計  画 道路種別 根  拠 

愛知県耐震改修促進計画 

第１次緊急輸送道路 法第５条第３項第２号 

第２次緊急輸送道路 法第５条第３項第３号 

西尾市耐震改修促進計画 西尾市指定緊急輸送道路 法第６条第３項 

 

図 2-2 緊急輸送道路 

 

出典：愛知県地域防災計画、西尾市地域防災計画 
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２－２－２－２－４．計画の方針４．計画の方針４．計画の方針４．計画の方針    

本計画では、住宅・建築物の耐震化の状況を整理するとともに、耐震化の促進に向

けた課題等を踏まえ、耐震化の目標を設定します。 

平成２４年度に策定した前計画では、耐震化率の目標を愛知県と同じく令和２年度

末で95％と定めていましたが、現在の耐震化率が86.2％と推計されており、目標の

達成には至っていません。また、現在の愛知県全体の耐震化率は約91％であることか

ら、県内の他市町村と比較しても耐震化率が低いことが伺えます。 

住宅の耐震化の目標は、愛知県の定める新たな目標との整合性を図り、令和７年度

までに住宅の耐震化率を95％、令和12年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消

として、住宅の耐震化の促進に取り組みます。 

さらに、減災化の目標については、前計画で取り組んできた人命を守るための住宅

の減災対策の取組を更に促進していきます。また、住宅だけでなく、社会基盤として

の建築物についても減災化の目標を設定し、住宅と建築物のそれぞれについて減災化

の促進に取り組んでいきます。 

 

２－２－２－２－５５５５．．．．計画の計画の計画の計画の目標目標目標目標    

（１）住宅の耐震化の目標（１）住宅の耐震化の目標（１）住宅の耐震化の目標（１）住宅の耐震化の目標    

国・県の目標を踏まえ、令和 7 年度（中間目標）までに住宅の耐震化率の目標を

95％、令和 12 年度（目標）までに概ね解消とすることを目標とします。 

現状（令和 2 年度） 中間目標（令和 7 年度） 目標（令和 12 年度） 

86.286.286.286.2％％％％    95.095.095.095.0％％％％    概ね解消概ね解消概ね解消概ね解消    

また、建て替えや耐震改修による耐震性のある建築物の増加や、耐震性が不十分な

建築物の取壊しが、過去の実績と同様のペースで進行していったと仮定した場合（自

然更新）、目標年における耐震化率は 91.6％と推計されます。  
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図 2-3 住宅の耐震化の推移と目標 

 

表 2-4 住宅の耐震化率（令和 7 年度）        単位：戸 

種別 構造 

総数 旧耐震基準 新耐震 

基準 

耐震性 

を有する 

耐震化率 

 耐震性あり 

と推定※ 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ=Ｃ+D  Ｆ=Ｅ/A 

戸建て 

木造 43,889 11,593 5,557 32,296 37,853 86.2％ 

非木造 10,005 1,282 836 8,723 9,559 95.5％ 

共同住宅 

木造 4,597 207 68 4,390 4,458 97.0％ 

非木造 9,307 637 459 8,670 9,129 98.1％ 

住宅合計 67,799 13,719 6,920 54,080 61,000 90.0％ 

 

表 2-5 住宅の耐震化率（令和 12 年度）       単位：戸 

種別 構造 

総数 旧耐震基準 新耐震 

基準 

耐震性 

を有する 

耐震化率 

 耐震性あり 

と推定※ 

A Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｅ=Ｃ+D  Ｆ=Ｅ/A 

戸建て 

木造 44,021 10,304 5,218 33,717 38,935 88.4％ 

非木造 10,035 1,041 703 8,994 9,697 96.6％ 

共同住宅 

木造 4,611 184 60 4,427 4,487 97.3％ 

非木造 9,335 517 373 8,818 9,191 98.5％ 

住宅合計 68,002 12,046 6,354 55,956 62,310 91.6％ 

 

※耐震性ありと推計される戸数は P4 表中②と③の合計  
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（（（（２）建築物の耐震化２）建築物の耐震化２）建築物の耐震化２）建築物の耐震化のののの目標目標目標目標    

建築物の耐震化については、国・県の目標との整合性を図り、特に耐震化の重要性

の高い耐震診断義務付け対象建築物に重点化して目標を設定します。 

区  分 目  標 現  状 

要緊急安全確認大規模建築物 

令和７年度までに 

耐震性が不十分なものを概ね解消 

耐震化率100％ 

（８棟／８棟） 

要安全確

認計画記

載建築物 

防災上重要な建築物 

令和７年度までに 

耐震性が不十分なものを概ね解消 

対象建築物なし 

通行障害既存耐震不

適格建築物 

令和 12 年度までに 

耐震性が不十分なものを半数解消 

対象建築物なし 

 

（３）住宅・建築物の減災化の目標（３）住宅・建築物の減災化の目標（３）住宅・建築物の減災化の目標（３）住宅・建築物の減災化の目標    

住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る    

・現状の課題を踏まえて、本計画において、目標を達成するためにこれまでの取組をさ

らに強化する視点を以下に示します。 

課題  強化する視点 

課題 1：工事費を低減する手法や支援等

についての情報提供をする必要

がある。 

 

A：高齢者に対して安価な耐震改

修法の積極的な情報提供を進

めること。 

課題 2：耐震診断から耐震改修へと「つ

なぐ」手法の検討をする必要が

ある。 

 

B：耐震診断員の耐震改修への働

きかけへの取組を強化するこ

と。 

 

C：所有者への耐震改修事業に関

する情報提供を積極的に進め

ること。 

課題 3：消極的な所有者に対する、普及・

啓発の取組を進める必要があ

る。 

 

D：所有者に対する普及・啓発手法

の検討を行うこと。 

課題 4：制度の周知及び所有者の危機意

識の向上を図る取組を進める必

要がある。 

 

E：所有者の意識を高める取組を

進めること。 

課題 5：民間建築物の耐震化や減災化を

さらに促進する取組について検

討する必要がある。 

 

F：建築物の所有者向けの耐震・減

災支援体制を強化すること。 
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第３章第３章第３章第３章    耐震化及び減災化の促進を図るための取組耐震化及び減災化の促進を図るための取組耐震化及び減災化の促進を図るための取組耐震化及び減災化の促進を図るための取組    

    

３－３－３－３－１１１１．．．．耐震化及び減災化に向けた役割耐震化及び減災化に向けた役割耐震化及び減災化に向けた役割耐震化及び減災化に向けた役割        

住宅・建築物の耐震化及び減災化を促進するためには、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組むことが不可欠です。 

本市では、建物所有者等とともに、国、愛知県、建築関係団体と役割分担を図り、連

携して耐震化及び減災化を支援します。 

 

図 3-1 国・愛知県・西尾市・建物所有者等の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・本計画の計画期間は、平成 25 年度から平成 32 年度までの 8 年間とします。 

・なお、本計画は必要に応じ適宜、計画内容や目標の見直しを行います。 

 

①耐震改修等の促進を図るための基本的な方針 

の策定 

②公共建築物の耐震化の促進 

③所有者等の費用負担の軽減等 

④専門家・事業者の育成及び技術開発 

⑤地域における取り組みの推進の支援 

⑥その他の地震時の安全対策の支援 

耐震改修支援センター等 
連携 

国 

愛知県 

①県耐震改修促進計画の策定 

②公共建築物の耐震化の促進 

③低コスト耐震化工法の普及啓発 

④法に基づく指導等の実施 

⑤所有者等の費用負担の軽減等 

⑥相談体制の整備及び情報提供の充実 

⑦専門家・事業者の育成及び技術開発 

⑧地域における取り組みの推進 

⑨その他の地震時の安全対策 

連

 

携

 

連携 

・愛知県建築物地震対策推進協

議会 

・愛知建築地震災害軽減 

システム研究協議会 

・住宅供給公社・都市再生機構 

・特定優良賃貸住宅等公的賃貸

住宅 

・耐震改修評定機関等 

西尾市西尾市西尾市西尾市 

①西尾市建築物耐震改修促進計画の策定 

②公共建築物の耐震化の促進 

③法に基づく指導・助言の実施（所管行政庁） 

④所有者等の費用負担の軽減等 

⑤相談体制の整備及び情報提供の充実 

⑥専門家・事業者の育成 

⑦地域における取り組みの推進 

⑧その他の地震時の安全対策 

 

連

 

携

 

連携 

①耐震診断の実施 

②耐震改修の実施 

③減災対策の実施 

連携 

地元組織（愛知建築士会、愛知

県建築士事務所協会、建築関係

団体、自主防災会 等） 

建物所有者等建物所有者等建物所有者等建物所有者等 
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３－３－３－３－２．２．２．２．住宅の耐震化住宅の耐震化住宅の耐震化住宅の耐震化の促進の促進の促進の促進    

住宅の耐震化の目標である令和７年度に耐震化率 95％、令和 12 年度までに耐震性

が不十分な住宅を概ね解消を達成するために、耐震診断や耐震改修、住宅除却に対する

補助制度の活用を進め、耐震性が不十分な住宅の解消に向けた取り組みを実施していき

ます。 

（１）耐震診断の（１）耐震診断の（１）耐震診断の（１）耐震診断の促進促進促進促進    

旧耐震基準の住宅の耐震化を促進していくためには、まず自らの住宅の耐震性につ

いて知ってもらう事が重要です。本市では愛知県と連携して木造住宅の無料耐震診断

事業を実施しており、非木造住宅の耐震診断費補助事業とあわせて、耐震診断を促進

しています。 

    

■木造住宅の無料耐震診断■木造住宅の無料耐震診断■木造住宅の無料耐震診断■木造住宅の無料耐震診断    

概 要 

【診断対象】 

次の①～④を満たす木造住宅 

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅 

②戸建て住宅、長屋、併用住宅 

（併用住宅は 1/2 以上が住宅の場合） 

③在来軸組工法又は伝統構法 

④前回の診断から 5 年以上経過している場合（再診断） 

 

■非木造住宅の耐震診断■非木造住宅の耐震診断■非木造住宅の耐震診断■非木造住宅の耐震診断費補助費補助費補助費補助    

概 要 

【診断対象】 

次の①及び②を満たす非木造住宅 

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された非木造住宅 

②戸建て住宅、長屋、併用住宅及び共同住宅 

（併用住宅は 1/2 以上が住宅の場合） 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○木造住宅の無料耐震診断 

○非木造住宅の耐震診断費補助 
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（（（（２２２２））））耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修の促進の促進の促進の促進    

耐震診断を実施した住宅の耐震性が不十分と評定された場合、積極的に耐震改修を

実施してもらう必要があります。本市では、住宅の耐震化を促進するため、耐震改修

工事費の補助を行っています。 

耐震改修では高額な工事費が実施の妨げになることが多く、低廉な工事費によって

所有者の費用負担が軽減されることが重要です。そこで、「愛知建築地震災害軽減シ

ステム研究協議会（以下「減災協議会」という。P.37 参照）」で取り組む安価な耐震

改修工法の普及を促進しています。 

加えて、所有者に代わって工事施工者が補助金の受領までを代理で行うことができ

る代理受領制度は、所有者が用意する費用の軽減につながることから、導入を検討し

ていきます。 

 

■民間木造住宅耐震改修費補助■民間木造住宅耐震改修費補助■民間木造住宅耐震改修費補助■民間木造住宅耐震改修費補助    

概 要 

【補助対象】 

・市が実施する無料耐震診断の判定値が 1.0 未満の住宅 

【対象工事】 

・判定値を 1.0 以上かつ元の判定値に 0.3 を加算した数値以上

とする耐震改修工事 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○民間木造住宅耐震改修費補助 

○安価な耐震改修工法の周知 

今後検討する施策 

○民間非木造住宅耐震改修費補助 

○代理受領制度 

 

（３）建替の促進（３）建替の促進（３）建替の促進（３）建替の促進    

建築後相当年数を経過した旧耐震基準の住宅では、経年劣化による老朽化から耐震

改修にかかる費用が増加する傾向にあり、住宅除却費の費用を補助することで、住宅

の建て替えを促進しています。 

また、本市では住宅の新築戸数に対して除却戸数が少ないことから、空き家が除却

されないまま残り、震災の際に倒壊した家屋が通行人に危害を加えるおそれがあるこ

と等が問題となっています。こうした問題に対応するため、住宅の建替えや空き家の

除却に伴う除却費用の補助制度の導入を検討します。 
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■■■■民間木造住宅除却民間木造住宅除却民間木造住宅除却民間木造住宅除却費補助費補助費補助費補助    

概 要 

【補助対象】 

・市が実施する無料耐震診断の判定値が 0.7 未満の住宅 

【対象工事】 

・延べ面積 30 平方メートル以上の対象住宅を、１棟全て除却す

る工事 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○民間木造住宅除却費補助 

今後検討する施策 

○民間木造住宅建替え費補助 

○空き家等の除却費補助 

    

（（（（４）耐震診断から耐震改修への円滑な移行支援４）耐震診断から耐震改修への円滑な移行支援４）耐震診断から耐震改修への円滑な移行支援４）耐震診断から耐震改修への円滑な移行支援    

耐震診断によって倒壊の危険性が高いと判定された住宅の耐震改修が実施される

よう、耐震診断を実施した方向けのダイレクトメール等による耐震改修への働きかけ

を行い、愛知建築士会や愛知県建築士事務所協会と協力して、無料耐震相談会を実施

しています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○ダイレクトメール等による耐震改修に向けた働きかけ 

○無料耐震相談会の実施 

 

（５）（５）（５）（５）リフォーム等にあわせた耐震改修の促進リフォーム等にあわせた耐震改修の促進リフォーム等にあわせた耐震改修の促進リフォーム等にあわせた耐震改修の促進    

耐震改修の必要性は理解していても、なかなか実行に移すことのできない所有者の

方は多いですが、リフォームやリノベーションにあわせて耐震改修工事を行うことは、

経費が軽減されること等から耐震改修の推進に期待ができます。 

市内のリフォーム業者と連携することで、リフォームにあわせた耐震改修を促進し

ています。 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○リフォーム業者と連携した耐震改修の促進 

今後検討する施策 

○ホームセンターや電気販売店等のリフォーム業者との

連携 
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（（（（６）その他支援策の周知６）その他支援策の周知６）その他支援策の周知６）その他支援策の周知    

住宅の耐震改修を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額を受けること

ができます。本市では、これらの減税措置が円滑に活用できるよう、情報提供を行っ

ています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○住宅に係る耐震改修促進税制の円滑な実施 
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３－３－３－３－３．建築物の耐震化の促進３．建築物の耐震化の促進３．建築物の耐震化の促進３．建築物の耐震化の促進    

建築物は都市機能や生活の基盤となるもので、公共建築物はもちろんのこと、民間の

事務所や店舗、工場等の生産施設、病院や老人ホーム等の福祉施設等の様々な建築物を

地震から守るとことは、利用者の生命を守るだけでなく、生活を守ることでもあること

から、建築物の耐震化を促進する必要があります。 

（１（１（１（１）耐震診断の促進）耐震診断の促進）耐震診断の促進）耐震診断の促進    

旧耐震基準の建築物の耐震化を促進していくためには、まず建築物の耐震性につい

て知ってもらう事が重要です。特に耐震診断義務付け建築物は、地震時における重要

性から耐震性を早期に把握する必要があります。 

多数の者が利用する建築物等である特定既存耐震不適格建築物についても、多くの

人命や生活を守る観点から耐震診断の実施することは有効であるため、耐震診断補助

事業を行うことにより、耐震診断を促進しています。 

 

■■■■特定既存耐震不適格建築物耐震診断費特定既存耐震不適格建築物耐震診断費特定既存耐震不適格建築物耐震診断費特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助補助補助補助    

概 要 

【診断対象】 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された地震に対する安全性の

無い以下の建築物 

①多数者利用建築物（学校、病院等） 

②危険物貯蔵場等 

③沿道建築物（緊急輸送道路の通行障害になるもの） 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助 

 

（２）耐震改修の促進（２）耐震改修の促進（２）耐震改修の促進（２）耐震改修の促進    

耐震診断を実施した建築物の耐震性が不十分と判定された場合、利用者の人命や生

活を守るために、耐震改修を実施していただく必要があります。特に、耐震診断義務

付け建築物は、重点的に、耐震改修の実施を促していく必要がありますが、本市では、

対象建築物の耐震化は全て完了しています。 

多数の者が利用する建築物等である特定既存耐震不適格建築物においても耐震改

修を実施することは有効であるため、耐震改修の専門家を派遣する事業や、建築物所

有者に耐震化の重要性を理解してもらうための普及啓発活動を行っていきます。 

 

区分 内 容 

今後検討する施策 ○耐震改修専門家派遣事業 
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３－３－３－３－４４４４．．．．住宅の減災化の促進住宅の減災化の促進住宅の減災化の促進住宅の減災化の促進    

経済的な理由等で住宅の耐震化が行えない場合であっても、“最低限、人命を守る”

という観点から、住宅の耐震性を上げる工事や、耐震シェルター整備、家具の転倒防止

などの選択肢を増やすことで、住宅の倒壊から命を守ることにつながることが期待され

ます。 

（１）段階的耐震改修の促進（１）段階的耐震改修の促進（１）段階的耐震改修の促進（１）段階的耐震改修の促進    

耐震改修が進まない理由の一つに、工期や工事費が挙げられます。耐震改修工

事は、“倒壊する可能性が高い”住宅を“一応倒壊しない”強度にする工事ですが、

段階的耐震改修工事は、“倒壊する可能性がある”程度まで耐震性を上げることによ

って、住宅の倒壊の危険性を少しでも解消する減災対策です。 

 

■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅段階的段階的段階的段階的耐震改修費補助耐震改修費補助耐震改修費補助耐震改修費補助    

概 要 

【補助対象】 

・市が実施する無料耐震診断の判定値が 1.0 未満の住宅 

【対象工事】 

◇1 段階目の改修 

・0.4 以下の判定値を 0.7 以上 1.0 未満とする耐震改修工事 

・各階の判定値が 1.0 未満の２階建て住宅の１階の判定値を

1.0 以上とする耐震改修工事 

◇2 段階目の改修 

・１段階目の耐震改修を受けた住宅の判定値を 1.0 以上とする

耐震改修工事 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○民間木造住宅段階的耐震改修費補助 

 

（２）耐震シェルター整備の促進（２）耐震シェルター整備の促進（２）耐震シェルター整備の促進（２）耐震シェルター整備の促進    

高齢者世帯の住宅においては、住宅全体を耐震改修する工事費と住まい方のバラン

ス等から、耐震改修に消極的な傾向にあります。そこで、住宅全体ではなく、寝室等

の一部だけを重点的に補強することで、住宅の倒壊から人命を守ることのできる耐震

シェルターの設置補助によって、減災化を進めています。  
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■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅耐震シェルター整備耐震シェルター整備耐震シェルター整備耐震シェルター整備補助補助補助補助    

概 要 

【補助対象】 

・市が実施する無料耐震診断の判定値が 0.7 未満の住宅 

【対象工事】 

・住宅の一部に愛知県知事が指定する耐震シェルターを設置す 

る工事 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○民間木造住宅耐震シェルター整備補助 

 

（３）小規模改修の促進（３）小規模改修の促進（３）小規模改修の促進（３）小規模改修の促進    

耐震改修や段階的耐震改修では、耐震設計費用が負担になることから改修に踏み切

れない方が見えるため、判定値の増加割合にかかわらず、耐震上有効な改修工事を行

った場合の費用を補助することで、住宅の減災化を進めています。 

 

■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅■民間木造住宅小規模改修費補助小規模改修費補助小規模改修費補助小規模改修費補助    

概 要 

【補助対象】 

・市が実施する無料耐震診断の判定値が 0.7 未満の住宅 

【対象工事】 

・居間、寝室等、長時間を過ごす部屋の補強工事 

・屋根を重い材料から軽い材料とする改修工事 

・壁の補強工事 

・柱、梁の結合部の剛性を上げる金物補強工事 

・その他、市長が認める耐震上有効な改修工事 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○民間木造住宅小規模改修費補助 

 

（４）家具の転倒防止の促進（４）家具の転倒防止の促進（４）家具の転倒防止の促進（４）家具の転倒防止の促進    

家具等の転倒防止策が行われていない場合、地震時の死傷の原因となったり、倒れ

た家具が出入り口をふさぎ、避難等に支障が生じたりすることが考えられます。 

本市では、家具の転倒防止に関する知識をパンフレットやインターネット、自主防

災会の防災訓練などを活用して周知を図り、家具等の転倒防止を促進します。 

また、ご自身や家族で転倒防止金具の取り付けが困難な高齢者や障害者の方を対象

に、家具転倒防止金具（器具）の取付けを支援しています。  
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■■■■家具転倒防止金具取付事業家具転倒防止金具取付事業家具転倒防止金具取付事業家具転倒防止金具取付事業    

概 要 

【対象者】 

・ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯 

・身体障害者又は精神障害者等 

【対象事業】 

・家具転倒防止器具の購入費と設置費 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○家具転倒防止金具取付事業 

○耐震診断時の耐震診断員によるアドバイス 

 

（５）地震時の電気火災対策（５）地震時の電気火災対策（５）地震時の電気火災対策（５）地震時の電気火災対策    

地震後の火災の原因の多くは、電気火災によるものです。地震発生時に設定値以

上の揺れを感知したときに、分電盤やコンセントなどの電気を自動的に止める器具

である感震ブレーカー（遮断機）の設置は、不在時やブレーカーを切って避難する

余裕がない場合に、電気火災を防止する有効な手段です。 

地震による火災の発生を抑えるため、感震ブレーカーの普及啓発や自宅から避難

する際にブレーカーを落とすこと等、地震時の電気火災対策の啓発に取り組みま

す。 

 

区分 内 容 

今後検討する施策 ○地震時の電気火災対策の周知・啓発 
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３－３－３－３－５．建築物の減災化の促進５．建築物の減災化の促進５．建築物の減災化の促進５．建築物の減災化の促進    

建築物は都市機能や生活の基盤となるもので、建築物の倒壊から利用者の命だけでな

く、機能を守ることで、人々の生活も守ることができます。災害発生後、速やかに社会

活動が復旧できるようにするため、耐震改修を促進することはもちろんのこと、減災対

策を促進することも重要です。 

（１）非構造部材の落下防止対策（１）非構造部材の落下防止対策（１）非構造部材の落下防止対策（１）非構造部材の落下防止対策    

窓ガラスや建築物内のつり下げ天井等は、建築物の耐震構造にかかわらず落下等に

より避難者や通行人、あるいは建築物内の人に被害を発生させる危険性があります。 

このため、窓ガラスやつり下げ天井等の落下による危険性をパンフレットやインタ

ーネット等で市民に周知するとともに、必要に応じて改善の指導を行っていきます。 

本市では、平成 26 年 4 月の建築基準法施行令の改正を受けて、大規模な空間が

ある公共施設の天井脱落対策工事を進めています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○公共施設非構造部材耐震化対策工事 

今後検討する施策 

○落下防止対策のインターネット等による周知・啓発 

○建築物所有者への改善指導 

 

（２）（２）（２）（２）エレベータエレベータエレベータエレベーターーーーの安全対策の安全対策の安全対策の安全対策    

地震発生時において、多くのビルで使用されているエレベーターの緊急異常停止が

発生し、エレベーター内に人が閉じこめられるおそれがあります。 

このため、地震時のエレベーターの運行方法や閉じこめられた場合の対処方法につ

いて周知を図るとともに、愛知県及び建築関係団体と協力して地震発生時における安

全装置の設置を促進します。 

 

区分 内 容 

今後検討する施策 ○建築物所有者への改善指導 
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３－３－３－３－６．耐震・減災化に向けた環境整備６．耐震・減災化に向けた環境整備６．耐震・減災化に向けた環境整備６．耐震・減災化に向けた環境整備    

住宅・建築物の耐震化や減災化を促進するため、関係団体との連携を強化し、環境整

備を推進します。 

（１）地震に強いまちづくり（１）地震に強いまちづくり（１）地震に強いまちづくり（１）地震に強いまちづくり    

耐震化の促進は、住宅・建築物の個々の所有者等が自主的・積極的に取組む必要が

ありますが、地震発生時の二次災害を防止するためには、町内会、自主防災会等の地

域団体と企業、学校等の連携が重要になります。地域全体での耐震や減災に対する意

識向上に努め、地震に強いまちづくりを進めます。 

アアアア    地域と建築関係団体等との連携の促進地域と建築関係団体等との連携の促進地域と建築関係団体等との連携の促進地域と建築関係団体等との連携の促進    

本市では、地域と建築関係団体との連携を促進するため、建築関係団体（愛知建築

士会、愛知県建築士事務所協会）と自主防災会との連携で防災訓練時の無料相談会を

開催しています。 

また、地震後すぐに避難所の応急危険度判定を自発的に実施する旨の協定を建築関

係団体と締結しています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

〇防災訓練における無料相談会の実施、木造住宅の施工

事例の紹介等 

○愛知建築士会、愛知県建築士事務所協会との応急対策

活動支援協定 

 

イイイイ    耐震講座等の実施耐震講座等の実施耐震講座等の実施耐震講座等の実施    

地震に強い住まいづくりやまちづくりのために、住宅・建築物の耐震化や減災化の

重要性について、西尾市防災カレッジや地域団体主催の勉強会、講演会等に、建築関

係団体と連携して、専門家を講師として派遣することで、耐震化、減災化の意識が向

上するよう啓発しています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○西尾市防災カレッジへの講師派遣（建築関係団体） 

○生涯学習出前講座への講師派遣（市職員） 

今後検討する施策 

○耐震化アドバイザーによる住宅の耐震化の促進 

〇防災リーダーの養成、防災リーダーのネットワーク化

の促進 

○防災リーダーへの耐震診断の重要性のＰＲ 
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ウウウウ    耐震診断ローラー作戦耐震診断ローラー作戦耐震診断ローラー作戦耐震診断ローラー作戦    

旧耐震基準で建築された住宅で、まだ耐震診断を受診していない住宅の所有者等を

対象に、「住宅の無料耐震診断ローラー作戦」を実施するなど、地域における耐震改

修促進に向け、耐震性の重要性についての意識啓発を促進します。 

耐震診断ロ—ラー作戦は本市及び自主防災会、耐震診断員、建築関係団体等が連携

し、次ページの手順で行っていきます。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○木造住宅の無料耐震診断ローラー作戦の実施 

○非木造住宅の耐震診断の促進ＰＲ 

○住宅所有者に対して個別訪問の実施 
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図 3-2 耐震診断ローラー作戦の流れ 
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エエエエ    学校教育と連携した取組学校教育と連携した取組学校教育と連携した取組学校教育と連携した取組    

小中学校などの学校教育の中で、生徒に対して地震の危険性や、住宅の耐震化の必

要性をＰＲすることで、耐震化促進につながることが考えられます。 

本市では、平成 30 年度から防災リーダーとして活躍できる人材育成を目的とした

「学校安全総合支援事業」を実施しました。 

今後も PTA、建築関係団体、愛知県が主催する協議会等と連携を取り、学校教育

での取り入れ方について引き続き検討を行います。 

 

図 3-3 学校と連携した耐震化の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○ ＰＴＡ活動の一環としての普及啓発 

○ 耐震化まちづくり出前講座 

○ 防災出前講座 

○ 学校安全総合支援事業の実施 

○ 教材を使った住宅の耐震化必要性のＰＲ 

○ 通学路沿いブロック塀等の点検ローラー作戦の実施 

・愛知県建築物地震対策推

進協議会 

・愛知建築地震災害軽減シ

ステム研究協議会 

建築関係団体 

学 校 

（小中学校など） 

ＰＴＡ 

市 

連携連携連携連携    

連携連携連携連携    

一体一体一体一体    

地震の危険性 

住宅の耐震化 

ＰＲ、説明 
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オオオオ    福祉と連携した福祉と連携した福祉と連携した福祉と連携した取組取組取組取組    

高齢者や障害者は、避難施設で生活することが非常に困難と想定されるので、居住

する住宅の耐震化を愛知県やケアマネージャー等の福祉関係者と連携して、啓発・支

援などの仕組みづくりを行います。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○災害時要援護者の登録 

今後検討する施策 

○高齢者・障害者等の住宅に対する福祉関係実務者との

連携による啓発・支援などの仕組みづくりの検討 

    

カカカカ    市内企業市内企業市内企業市内企業との取組との取組との取組との取組    

企業が自ら所有する建築物の耐震化を行うことは必要なことですが、企業に勤務す

る従業員に対して住宅の耐震化の重要性をＰＲすることが望まれます。 

本市は、企業に勤務する従業員や周辺地域にも耐震診断、耐震改修のＰＲを実施す

る取組みについて支援します。 

また、企業は、地域の経済活動の基盤や雇用を担う役割があり、社会的責任を担っ

ています。震災により企業が被災した際、工場等の建築物の耐震化が図れていれば、

未耐震に比べ復旧時間もより短くなり、社会的損失を軽減できると言われています。 

このため、災害時の企業の果たす役割を十分に認識し、各企業において、災害時に

重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努め、耐震

化を進めていく必要があります。 

本市は、西三河９市１町等で組織する西三河防災研究会での勉強会等を踏まえ、事

業継続計画（ＢＣＰ）に関する情報提供を行いました。また、震災による損害を最小

限にとどめるため、愛知県及び西三河防災研究会と連携し広域的な事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）を策定しました。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○市内企業への耐震診断・耐震改修のＰＲ 

○事業継続計画（ＢＣＰ）に関する情報提供  

○広域的事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 
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（２）耐震化促進の体制整備（２）耐震化促進の体制整備（２）耐震化促進の体制整備（２）耐震化促進の体制整備    

円滑な住宅・建築物の耐震化の促進のためには、建築関係団体等と連携して指導を

進めるとともに、計画の進捗状況等の情報を共有して的確に取り組むことが重要です。 

アアアア    愛知県や他行政庁との連携愛知県や他行政庁との連携愛知県や他行政庁との連携愛知県や他行政庁との連携    

愛知県及び他行政庁で定期的に耐震化・減災化に関する意見交換会を実施し、各市

町村の好事例の取り組みや課題を共有することで、好事例の展開や課題の解決などを、

県内行政庁と連携して進めていきます。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○愛知県や他の所管行政庁との連絡・協議体制の整備 

 

イイイイ    愛知県建築物地震対策推進協議会との連携愛知県建築物地震対策推進協議会との連携愛知県建築物地震対策推進協議会との連携愛知県建築物地震対策推進協議会との連携    

愛知県では、建築物の総合的な地震対策の推進を図るため、愛知県及び県内５４市

町村、愛知建築士会をはじめとする 11 の建築関係団体で構成される「愛知県建築物

地震対策推進協議会（以下「推進協議会」という。）」が設置されています。 

本市では、推進協議会と連携し、耐震化の体制の充実として、関係技術者の資質の

向上、建築物の所有者に対する啓発・普及活動、専門家の育成等を一層促進します。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○あいち耐震改修推進事業者制度の実施 

○耐震改修推進講習会の実施 

○耐震診断技術員の育成支援 

 

ウウウウ    愛知建築地震災害軽減システム研究協議会との連携愛知建築地震災害軽減システム研究協議会との連携愛知建築地震災害軽減システム研究協議会との連携愛知建築地震災害軽減システム研究協議会との連携    

愛知県では、建築物における地震災害軽減についての研究成果を広く普及し、県内

の建築地震災害の軽減につながることを目的として、愛知県及び名古屋市、名古屋大

学をはじめとする県内国立３大学、愛知建築士会をはじめとする６の建築関係団体で

構成される「減災協議会」が設置されています。 

減災協議会では、大学の研究及び施設を活用した実証実験などによる安価な耐震改

修工法の開発や企業が開発した新工法の評価などを行ってきました。住宅の耐震改修

を促進するには、安価な耐震改修工法を普及することが重要です。 

本市は、安価な耐震改修工法をはじめとする減災協議会の成果の普及を促進し、住

宅の所有者がより容易に耐震化を実施できるように取り組んでいます。 
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区分 内 容 

既に実施中の施策 

○減災協議会実施事業（安価な耐震改修工法、専門家派遣

等）の普及・促進 
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（（（（３）耐震化及び減災化に向けた啓発・知識の普及３）耐震化及び減災化に向けた啓発・知識の普及３）耐震化及び減災化に向けた啓発・知識の普及３）耐震化及び減災化に向けた啓発・知識の普及    

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する理解と協力を得るため、市民に対し

て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ます。 

アアアア    西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる耐震化による耐震化による耐震化による耐震化のののの促進促進促進促進 

本計画に定めた住宅耐震改修の目標達成に向け、住宅の耐震化を強力に推進する行

動計画として、平成 30 年 4 月に西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

を策定しました。 

当該プログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取り組みを位置付け、その進捗状

況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化強力に

推進します。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○西尾市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによ

る耐震化促進 

 

イイイイ    啓発資料・インターネット等・ＰＲパネルを活用した情報提供啓発資料・インターネット等・ＰＲパネルを活用した情報提供啓発資料・インターネット等・ＰＲパネルを活用した情報提供啓発資料・インターネット等・ＰＲパネルを活用した情報提供    

地震の危険性や耐震診断・耐震改修の手法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ています。併せて市ホームページにて耐震診断や

耐震改修などの補助制度を一覧にしたパンフレットを掲載するなど、インターネット

等を活用した啓発を行っています。また、建設関係団体等との連携により開催する耐

震フェアを、内容説明やパネル展示による情報提供の場として活用します。 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○パンフレット・チラシの配布 

○広報にしおにおいて、制度概要の周知 

○耐震シェルターの展示 

○ケーブルテレビにおいて PR 

○インターネット等による啓発資料の情報提供 

○自主防災会が開催する防災訓練で無料耐震診断のＰＲ 

○ＰＲパネルの作成・活用 

〇耐震化に関する出前講座などのメニューの充実 
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ウウウウ    揺れやすさ・液状化危険度マップの作成・公表揺れやすさ・液状化危険度マップの作成・公表揺れやすさ・液状化危険度マップの作成・公表揺れやすさ・液状化危険度マップの作成・公表    

市民や、建築物の所有者等に地震災害に対する危険性を認識してもらい、地震防災

対策が自らの問題・地域の問題として意識できるよう、平成 26 年 5 月に愛知県か

ら公表された「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果（過去最

大地震モデル）」を元に、本市全域における、地震による危険性の程度を示す地図「震

度分布図・液状化危険度マップ」を作成し、ハザードマップに掲載しました。 

「震度分布図・液状化危険度分布図」はインターネット等で公表し、市民に情報提

供を行っています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○「震度分布図・液状化危険度分布図」の作成、インター

ネット等での公表・配布 

 

図 3-4 震度分布図・液状化危険度分布図 

    

出典：「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」 

（平成 26 年 5 月公表）過去地震最大モデル 

 

７７７７．．．．建築物に対する指導等について建築物に対する指導等について建築物に対する指導等について建築物に対する指導等について        

特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物の耐震診断を行い、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。 

本市は、愛知県との連携を図り、特定既存耐震不適格建築物の所有者等に対し、耐震

改修促進法に基づく指導・助言を実施し、耐震化を促進します。 

 

※本市が所管行政庁として、指導・助言を行う特定既存耐震不適格建築物は、建築基準法第 6 条第 1

項第 4 号に規定される、小規模な建築物（4 号建築物）が対象
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第第第第 4444 章章章章    その他その他その他その他関連する関連する関連する関連する施策等施策等施策等施策等    

住宅・建築物に関連して地震による人身被害や財産の被害を防止するためには、住宅・

建築物の構造を耐震化するだけでは充分とはいえません。過去の地震でも敷地の崩壊な

どにより大きな被害が発生しており、その他の関連する対策を促進します。 

（１）ブロック塀等の安全対策（１）ブロック塀等の安全対策（１）ブロック塀等の安全対策（１）ブロック塀等の安全対策    

ブロック塀等が倒壊すると、その下敷きになって死傷者が発生したり、道路を閉塞

して避難や救援活動に支障をきたしたりするおそれがあります。このため、倒壊のお

それのあるブロック塀等の危険性を市民に周知するとともに、撤去費を補助すること

で危険なブロック塀等の解消を進めています。 

 

■■■■ブロック塀等撤去費補助事業ブロック塀等撤去費補助事業ブロック塀等撤去費補助事業ブロック塀等撤去費補助事業    

概 要 

【補助対象】 

・公共施設に面する組積造の塀で、道路からの高さが１ｍ以上 

かつ組積造の部分が 80cm を超えるもの。 

【対象工事】 

・組積造部分の高さ 80cm 以上を撤去する工事 

【対象路線】 

（重点路線） 

・小中学校の児童・生徒が集団で通学するための道として各学

校が定める通学路 

・住宅や事業所等から指定緊急避難所へ至る避難路 

（一般路線） 

・重点路線以外の道 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○ブロック塀等撤去費補助事業 

○ブロック塀安全対策の周知・啓発 
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（２）狭あい道路の拡幅（２）狭あい道路の拡幅（２）狭あい道路の拡幅（２）狭あい道路の拡幅    

幅員の狭い道路は、建築物の倒壊などによって道路が閉塞し、消防車や救急車など

の緊急車両が通行できなくなり、消防・救急活動に影響を与える可能性が高くなりま

す。このような地域では狭あい道路の拡幅など、道路空間の確保を行い、避難・防災

活動がしやすいまちづくりを図ることが必要です。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○狭あい道路の事前協議及び拡幅事業 

今後検討する施策 ○狭あい道路沿いの住宅の耐震化の促進 

    

（３）土砂災害に対する安全対策（３）土砂災害に対する安全対策（３）土砂災害に対する安全対策（３）土砂災害に対する安全対策    

本市では、これまでの大規模地震で敷地の崩壊などによる被害が発生していること

から、市民に対してパンフレット等でがけ地の危険性等に関する知識の啓発を行なっ

ています。 

大規模地震等が発生し場合に、大きな被害が生じる可能性がある大規模盛土造成地

での被害を未然に防止又は軽減を図るため、大規模盛土造成地の調査を行い、調査結

果を公表しています。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○大規模盛土造成地マップの公表 

 

（４）津波災害に対する安全対策（４）津波災害に対する安全対策（４）津波災害に対する安全対策（４）津波災害に対する安全対策    

本市では、大規模地震時に広範囲の津波被害が想定され、市民の生命・身体に危害

が生じるおそれがあります。そこで、津波ハザードマップや町内会ごとの緊急避難ル

ートを市ホームページに公表し、津波に対する危険性の周知を行っています。 

また、津波避難タワーの建設を進めることで、津波による人的被害の防止に努めま

す。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 

○西尾市津波ハザードマップの公表 

○一時避難所、緊急避難ルートの周知 

今後検討する施策 ○津波避難タワーの建設 
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図 4-1 いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：津波防災地域づくりに関する法律について（国土交通省） 

 

（５）（５）（５）（５）宅地の液状化に対する安全対策宅地の液状化に対する安全対策宅地の液状化に対する安全対策宅地の液状化に対する安全対策    

東北地方太平洋沖地震においては、震源から遠く離れた東京湾周辺でも地盤の液

状化現象が発生し、多くの住宅や道路などで地盤沈下等の被害がみられました。 

本市でも、液状化危険度の高いエリアが広がっているため、「液状化ハザードマ

ップ」による危険度の高い地域の周知や、宅地における液状化対策方法等に関する

情報について広く普及啓発を進めていきます。 

 

区分 内 容 

既に実施中の施策 ○液状化被害・対策のパンフレットによる周知・啓発 
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（６）（６）（６）（６）新耐震基準の安全対策新耐震基準の安全対策新耐震基準の安全対策新耐震基準の安全対策 

耐震性のある新耐震基準の住宅においても、今後、建築後年数が経過することに

伴って、劣化が進行することから、劣化箇所を把握し、補修をしていくことで耐震

性能を維持していくことが重要です。定期的な住宅の点検を実施することを推奨し

ていきます。 

 

区分 内 容 

今後検討する施策 ○新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法の周知 

 

（７）（７）（７）（７）南海トラフ地震臨時情報の周知南海トラフ地震臨時情報の周知南海トラフ地震臨時情報の周知南海トラフ地震臨時情報の周知 

平成29年11月から、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比

べて相対的に高まったと評価された場合等に、「南海トラフ地震臨時情報」や「南

海トラフ地震関連解説情報」を気象庁が発表することになりました。 

本市は、平時から、南海トラフ地震臨時情報の制度や臨時情報が発表された際の

地震への備え等を市民に対し周知し、臨時情報の発表時に適切な行動がとれるよう

普及啓発を進めていきます。 

 

区分 内 容 

今後検討する施策 ○南海トラフ地震臨時情報の周知 
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第第第第 5555 章章章章    計画達成に向けて計画達成に向けて計画達成に向けて計画達成に向けて    

 

５－５－５－５－１１１１．．．．取組・施策等の進捗状況の取組・施策等の進捗状況の取組・施策等の進捗状況の取組・施策等の進捗状況のフォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ    

計画の達成に向けて、対象建物ごとに、以下のとおり耐震化の進捗状況の確認を行っ

ていきます。 

    

    アアアア    住宅住宅住宅住宅    

耐震診断・耐震改修費補助の実績や課税台帳、住宅・土地統計調査を参考に進捗状

況の確認を年度ごとに行い、目標の達成度を測る「ものさし」として、住宅の耐震化

率を測ります。 

    

    イイイイ    特定既存耐震不適格建築物特定既存耐震不適格建築物特定既存耐震不適格建築物特定既存耐震不適格建築物    

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として本市及び愛知県と、

公共施設の特定既存耐震不適格建築物については公共施設管理者等と、連絡・協議体

制を利用して、特定既存耐震不適格建築物台帳等により進捗管理を行いながら、年度

ごとに耐震診断・改修の進捗状況の確認を行います。 

    

    ウウウウ    市有建築物市有建築物市有建築物市有建築物    

施設管理者と連携し、耐震診断・耐震改修の進捗状況の確認を年度ごとに行います。 

    

５－５－５－５－２２２２．計画の見直し．計画の見直し．計画の見直し．計画の見直し    

本計画の計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間ですが、この間の社

会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応するため、耐震化の進捗状況の確認ととも

に、年度ごとに目標数値との比較検証を行い、必要に応じて施策の見直しなど計画の改

定を行います。 

特に本計画の中間年である令和７年度には、進捗状況の確認を行うとともに、関連計

画や課税台帳及び住宅・土地統計調査等との照査を行い、本計画の目標や指導の方針を

検討し、必要に応じて適切に見直したうえで耐震化及び減災化を促進します。 

また、愛知県で実施する東海・東南海・南海地震等の連動発生を想定した被害予測調

査の結果をもとに、必要に応じて計画を見直します。 

 


