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「宇都宮市建築物耐震改修促進計画（二期計画）」について 

 

１ 策定の目的 

・ 本市では，地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命，生活の安全・安心を

確保するため，平成 19 年 7 月に「宇都宮市建築物耐震改修促進計画」を策定し，建築

物の耐震診断や耐震改修など耐震化を促す施策を総合的に推進してきたところである。 

・ このような中，平成 23 年 3 月に東日本大震災が発生し，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 大の人命が失われるなど，各地

で住宅を含む多くの建築物が甚大な被害を受け，さらに，国では，今後発生が予想さ

れる南海トラフ地震等の巨大地震発生の切迫性が指摘される中，平成 25 年 11 月に耐

震改修促進法を改正し，更なる耐震化の促進のための規制強化等がされた。 

・ このような状況を踏まえ，本市においては，平成 27 年に地域防災計画における被害

想定を見直すとともに，現行計画の期間の終了に伴い，国の基本方針や県計画と整合

を図りながら，より一層の建築物の耐震化を促進し，地震による被害の軽減を図り，

災害に強いまちづくりを進めるため「宇都宮市建築物耐震改修促進計画（二期計画）」

を策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

・ 第 5 次宇都宮市総合計画改定基本計画（後期基本計画）に掲げる基本施策のうち，

「危機への備え・対応力を高める」を実現するための分野別計画 

・ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成 7 年法律 123 号）第 6 条第 1 項に

基づく計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合・調整連携 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 

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 

（平成 28年 3月改正）

栃木県建築物耐震改修促進計画（二期計画）

（平成 28年 3月策定） 

宇都宮市建築物耐震改修促進計画（二期計画） 

第 5 次宇都宮市総合計画 

宇都宮市危機管理計画及び 

宇都宮市地域防災計画 

【本市の関連計画等】 

公共建築物長寿命化基本方針及

び推進計画，公共施設等総合管理

計画    など 

平成 28 年 9 月 28 日
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３ 計画期間 

   平成２８年度から平成３２年度までの５年間 

 

４ 策定経過 

   平成２８年３月～ 庁内会議 

 

５ 計画の内容・特徴 

(1) 内容 

・ 「宇都宮市建築物耐震改修促進計画（二期計画）」概要・・・・別紙 

 

(2) 特徴 

① 民間住宅・建築物の耐震化に関する普及啓発の充実 

   より一層の耐震化の促進に向け，建築物の種別ごとにターゲットを絞った効

果的な普及啓発の取組を実施 

 【主な取組】 

  ・住宅 

旧耐震基準で建設された住宅が集中する地域を重点化した普及啓発の実施 

  ・多数の者が利用する建築物 

業種や用途など特性に応じた普及啓発の実施 

  ・避難路沿道建築物 

建築物の倒壊により道路を閉塞する可能性が高く，広域的な災害対応に必

要な路線を絞り込むなど，重点的な普及啓発の実施 

 

   ② 市有建築物の耐震化の推進 

      市自ら所有管理する建築物の耐震化の目標を１００％に設定し，率先して耐

震化を図ることにより，民間建築物の耐震化を促進する 

      地震発生時における市民の安全や安心を確保するため，構造の耐震化に加え，

天井の脱落対策などの非構造部材の耐震化を推進 



 
住宅・建築物の耐震化の目標を達成するために，耐震化の促進に関する普及啓発をはじめ，環境の整備や負担

の軽減等の施策を講じることにより，所有者等の耐震化の取組をできる限り支援していくことを基本とする。 
 
 
(1)安心して相談できる環境の整備 

   ・相談窓口の設置    ・耐震アドバイザーの派遣    ・【新規】木造住宅無料耐震相談会の実施 
(2)普及啓発の実施 

   ・パンフレット等による普及啓発              ・広報紙やホームページ等の活用 
・【拡充】耐震普及ローラー作戦の実施           ・出前講座の実施 
・【拡充】地震防災マップを活用した普及啓発            ・【新規】耐震化に関する講演会等の実施 
・【拡充】リフォーム等に併せた耐震化の取組 

(3)各種支援の実施 
・耐震診断，補強計画策定及び建替えを含む耐震改修に対する助成   ・税制の優遇 

(4)その他の施策 
    ・自治会との連携 
 
 
(1)多数の者が利用する建築物の耐震化 

   ・耐震化の必要性の周知及び改修の指導助言   ・【拡充】建築物の特性に応じた普及啓発の実施 
   ・耐震診断が義務化された建築物に対する助成  ・【新規】耐震マーク表示制度を活用した耐震化の促進 
 (2)避難路沿道建築物の耐震化 
   ・【拡充】一定の高さ以上の建築物の所有者に対する耐震化の周知及び啓発路線の重点化 
 (3)防災上重要な市有建築物の耐震化 
   ・構造の耐震化の推進   ・非構造部材の耐震化の推進 
 
 
(1)外壁や窓ガラス等の落下対策      (2)天井脱落対策     (3)ブロック塀の対策 

 (4)【拡充】エレベーター等の安全対策   (5)住宅・建築物の点検 

計画策定の背景・目的 
平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災において，各地で住宅を含む多くの建築物がこれまでにない甚大な被害

を受け，さらに，今後，発生が予想される南海トラフ地震等の巨大地震の発生の切迫性が指摘される中，平成 25
年 11 月に耐震改修促進法が改正され，更なる耐震化を促進する規制強化等が図られた。 
本市における建築物の耐震化をより一層促進するため，「宇都宮市建築物耐震改修促進計画（二期計画）」を策定

する。 
 
耐震改修促進法改正の主な内容 
・耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建物の範囲を拡大（旧耐震基準による全ての建物が対象） 

 ・多数の者が利用する大規模建築物のうち，一定規模以上について，耐震診断の実施と所管行政庁への結果報告
の義務付け 

 ・耐震性が確保されている旨を表示できる制度の創設  など 
 
計画の基本的事項 
○計画の位置付け 

・「第 5 次宇都宮市総合計画改定基本計画（後期基本計画）」に掲げる基本施策のうち，「危機への備え・対応
力を高める」を実現するための分野別計画 

・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成 7 年法律 123 号）第 6 条第 1 項に基づく計画 
○計画の期間 

  ・平成 28 年度～平成 32 年度までの 5 年間 

１．効果的かつ確実に耐震化を促進するため，それぞれの適切な役割分担のもと耐震化に取り組む。 
(1)市民（住宅・建築物の所有者）の役割 

地震に対する安全性の確保・維持に努め，特に，多数の者が利用する建築物は早期の耐震化に取り組む。
(2)市の役割 

耐震化の必要性について普及啓発を実施。地域の実情に配慮した効果的な施策を講じる。 
２．計画のフォローアップ 

   一定期間ごとに検証し必要に応じて見直すなど，フォローアップを行う。 
３．法に基づく指導・助言の実施 

  (1)耐震改修促進法に基づく指導・助言の実施 
  (2)耐震診断義務付け対象建築物への指導・助言の実施 

 計画の推進（第５章） 

「宇都宮市建築物耐震改修促進計画(二期計画）」概要版 
 

■ 建築物の種別ごとに耐震化の目標を設定し，本市の建築物の耐震化に取り組む。 

建築物の種別 
現 状 

（平成 27年度） 

目 標 
（平成 32年度） 

住宅 ８９.４％ ９５％ 

多数の者が利用する建築物 

（民間及び市有建築物） 

民間・市有 民間・市有 
うち市有 

９２.８％ ９５％ １００％※ 

 

学校 ９４.０％ ９５％ １００％ 

病院・診療所 ８４.９％ ９５％ (100%達成済)

社会福祉施設 ９５.０％ １００％ (100%達成済)

賃貸共同住宅 ９５.４％ ９７％ １００％ 

その他（事務所・工場等） ８９.８％ ９５％  １００％※ 

防災上重要な市有建築物 ９１.７％  １００％※ 

※ 施設整備の方針や配置の適正化などを検討中のものは除く。 

耐震化の現状 

建築物の種別 
基準年度※1 

（平成 17・18 年度） 

目 標 
（平成 27年度） 

実 績 
（平成 27年度） 

住宅 78% 90% 89.4% 

多数の者が利用する建築物※2 75% 90% 92.8% 

 

学校 49% 90% 94.0% 

病院・診療所 85% 90% 84.9% 

社会福祉施設 91% 95% 95.0% 

賃貸共同住宅 88% 90% 95.4% 

その他（事務所，工場等） 78% 90% 89.8% 

防災上重要な市有建築物 58% 90% 91.7% 

※1 基準年度：住宅は平成 17 年度，多数の者が利用する建築物及び防災上重要な市有建築物は平成 18年度 

※2 多数の者が利用する建築物には，民間建築物と市有建築物が含まれる。 

⇒ 耐震化の目標は概ね達成しており，住宅・建築物の耐震化の促進を図る計画は順調に進捗している。 

課題と今後の方向性 

地震に対する危機意識の醸成 

近年，東日本大震災などの大規模な地震が各地で頻繁に発生し，特

に，耐震性が不足している住宅・建築物が甚大な被害を受けているこ

とから，所有者に対して，想定される地震の規模や被害への理解，住

宅・建築物の安全性確保の必要性及び耐震化の重要性等について，周

知する必要がある。 

耐震化に対する支援の実施 

  耐震改修等を実施するには，耐震化に係る費用に対する懸念がある

ことから，住宅・建築物の所有者等に対して，県と連携を図りながら

国の支援措置を活用し，耐震改修等の負担軽減を図る施策を推進する

必要がある。 

建築物以外の安全対策への対応 

東日本大震災や熊本地震など大規模な地震発生時には，天井の脱落

等の被害が多く確認されており，建築物以外の非構造部材等の安全対

策に取り組む必要がある。 

方向性 

地震被害や耐震化に 

関する啓発活動の推進 

 計画策定にあたって（第１章） 

所有者等の費用負担を 

軽減する取組の推進 

地震時の総合的な 

安全対策の推進 

４．地震時の総合的な安全対策の推進 

 耐震化の目標（第３章） 

３．建築物の耐震化の促進 

 耐震化の現状・課題と今後の方向性（第２章） 

１．基本的な取組 

２．住宅の耐震化の促進 

別紙 

 住宅・建築物の耐震化を促進するための施策（第４章） 


