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１．計画の概要                                

1.1 第３期計画策定の背景 

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により 6,400人を超える尊い命が奪われた。 

また、平成 16 年 10 月の新潟県中越地震、平成 17 年３月の福岡県西方沖地震、平成 20 年６月

の岩手・宮城内陸地震など大地震が頻発しており、特に平成 23年３月に発生した東日本大震災は、

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、一度の災害で戦後最大の人命が失わ

れるなど、甚大な被害をもたらした。このように、我が国において、大地震はいつどこで発生し

てもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。 

近年においても平成 28 年に熊本地震及び鳥取県中部地震、平成 30 年に大阪北部地震などが発

生し、旧耐震基準による住宅やブロック塀等の耐震化の必要性が再認識されたところである。 

また、東日本大震災を上回る被害が想定されている南海トラフの海溝型巨大地震（以下、南海

トラフ地震という。）の 30年以内の発生確率は平成 30年に「70％～80％」と引き上げられており、

住宅・建築物の耐震化は一層急務な状況となっている。 

こうした大規模地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、

国では、平成 25年 11月に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。）を改正し、不特定多数の方が利用する建築物及び避難に配慮を必要とする方が利用する建築

物のうち大規模なものなどについて、耐震診断の実施、報告を義務付けるなど、建築物の耐震化

の促進の取組みが強化された。さらに、平成 31年には、ブロック塀等の安全対策についても一定

の強化がされた。 

本町では、平成 22 年３月に「海田町耐震改修促進計画」し、その後、平成 29 年３月に海田町

耐震改修促進計画（第２期計画）」（以下、第２期計画という。）を策定するなど、計画的に耐震化

の推進に取り組んできた。 

このような状況を踏まえ、これまでの取組みを継続・発展させるとともに、更なる耐震化の促

進に繋げるため、「海田町耐震改修促進計画（第３期計画）」（以下、本計画という。）を策定する。 

 

1.2 計画の目的 

本計画は、大地震等による建築物の倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護するた

め、町内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を促進し、災害に強いまちづくりの推進に資す

ることを目的とする。 
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1.3 計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第６条１項に規定される「市町村の区域内の建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための計画」（市町村耐震改修促進計画）として策定するものである。 

また、本計画は、国の基本方針（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）や広島県耐震改修促進計画（以下、県耐震改修促進計画という。）との整合を図りつつ、

海田町国土強靭化地域計画や海田町地域防災計画などの本町の各計画との調整を行い、町内の住

宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る計画として、施策の基本的な方向性等を示すも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 第３期計画の期間 

本計画の計画期間は、令和４年度から令和８年度の５年間とする。なお、本計画の内容及び進

捗状況を検証し、必要に応じて見直すものとする。 

 

1.5 計画の対象区域及び対象建築物 

本計画の対象区域は、海田町全域とする。 

また、本計画では、既存耐震不適格建築物旧耐震基準に基づいて建築された建築物で耐震性が

確認できないもの及び不足しているもの）を対象とする。 

 

 

  

災害対策基本法 耐震改修促進法 

防災基本計画 

広島県地域防災計画 

海田町地域防災計画 

広島県耐震改修促進計画 

海田町耐震改修促進計画 

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 

法律 

国 

県 

町 

国土強靭化基本法 

国土強靭化基本計画 

広島県強靭化地域計画 

海田町国土強靭化 

地域計画 
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1.6 用語の定義 

本計画で使用する主な用語の定義は、以下のとおりである。 

 

耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価すること。 
  

耐震改修 建築物の地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模

様替えもしくは一部の除却または敷地の整備をすること。 
  

所管行政庁 

 

海田町など建築主事を置かない市町の区域においては知事をいい、建築主

事を置く市町の区域（広島市、呉市、福山市、東広島市、三原市、尾道市、

廿日市市など）においては当該市町の長をいう。  

※建築基準法第 97 条の２第１項または第 97 条の３第１項の規定により、建築主事を

置く市町の区域では、建築基準法第６条第１項第四号に掲げる建築物のみを対象に、

当該市町の長が所管行政庁となる。 
  

耐震基準 建築物が地震の力に対して安全であるように設計する（耐震設計）ための

基準。（建築基準法で、建築物の構造種別ごとに耐震基準を定める。） 
  

新耐震基準 昭和 53 年の宮崎県沖地震後、従来の耐震基準が抜本的に見直され、昭和

56 年６月１日に施行された耐震基準。  
  

旧耐震基準 昭和 56年６月１日に施行された「新耐震基準」より前の耐震基準。 
  

耐震性 耐震性の有無は、大地震に対し、新耐震基準と同程度の耐震性能を有する

か否かにより判定する。「耐震性を有する建築物」は、ごくまれに発生す

る大地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いと

考えられる建築物。 
  

耐震不明建築物 旧耐震基準で建設された建築物のうち、耐震診断が未実施で、新耐震基準

と同程度の耐震性能を有するかが明らかでない建築物。 

※昭和 56年６月１日以降に増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えの工事

（耐震改修促進法施行令第３条各号に該当する場合を除く。）に着手し、検査済証の交

付を受けたものを除く。 
  

耐震化率 すべての建物のうち、耐震性を有する建物（①新耐震基準によるもの、②

耐震診断の結果、耐震性を有するとされたもの、③耐震改修を実施したも

の）の割合 

耐震化率＝ 
①＋②＋③ 

×100％ 
すべての建物 

  

既存耐震不適格 

建築物 

地震に対する安全性に係る建築基準法またはこれに基づく命令もしくは

条例の規定（耐震関係規定）に適合しない建築物で、同法第３条第２項の

規定の適用を受けているもの。 
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多数の者が利用 

する建築物等 

本計画では、耐震改修促進法第 14 条各号に掲げる用途・規模の要件に該

当するすべての建築物をいう。【５頁表参照】 
  

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、地震に対する安全性を緊急に

確かめる必要がある大規模な建築物。（耐震不明建築物に限る。） 

【５頁表参照】 
  

防災拠点建築物 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

建築物をいい、県が対象建築物（耐震不明建築物に限る。）を記載するこ

とで、耐震診断を義務付けることができる。 

（耐震改修促進法第５条第３項第１号） 
  

防災業務等の 

中心となる 

建築物 

防災拠点建築物のうち、県耐震改修促進計画で指定した官公署、空港、病

院、避難所等の建築物をいい、一部の施設については、県耐震改修促進計

画により、診断を義務付け、県ホームページ等により対象建築物のリスト、

耐震化の取組状況を公表している。 
  

広島県広域緊急 

輸送道路沿道 

建築物 

県耐震改修促進計画の記載により、耐震診断を義務付ける広域緊急輸送道

路沿道に敷地が接する一定高さ以上の建築物。 

  

要安全確認計画 

記載建築物 

昭和 56年５月 31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、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とし

て、都道府県の耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果

の報告を義務付けられた建築物（本計画では、広島県が耐震診断を義務付

ける防災拠点建築物及び避難路沿道建築物※）をいう。【５頁表参照】 

※県耐震改修促進計画で指定する避難路の沿道建築物であって、前面道路幅員の 1/2

超の高さの耐震不明建築物（道路幅員が 12ｍ以下の場合は 6ｍ超）。 
  

特定既存耐震 

不適格建築物 

多数の者が利用する建築物等（耐震改修促進法第 14 条各号に基づく建築

物）のうち、既存耐震不適格建築物であるもの。（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を除く。）【５頁表参照】 
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出典：国土交通省 

■ 耐震改修促進法における規制対象一覧 
（耐震改修促進法第 14 条、第 15 条、附則第 3 条） 

□：多数の者が利用する建築物等 
□：要緊急安全確認大規模建築物 
□：要安全確認計画記載建築物 
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２．住宅・建築物の耐震化の現状と課題                               

2.1 想定される地震の規模・被害の状況 

「広島県地震被害想定調査報告書（H25.10）」（広島県）によると、本町で想定される地震では、

海田町直下型地震で最大震度７、安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする地震では震度６強、南

海トラフ巨大地震では震度 6弱がそれぞれ想定されている。 

建物被害は、海田町直下型地震では主に揺れによる被害が大きく、全壊 2,089棟、半壊 2,383

棟である。安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする地震では揺れと津波による被害が多く、全壊

517 棟、半壊 4,036棟、南海トラフ巨大地震では主に津波による被害が多く、全壊 1,429棟、半

壊 4,347棟の被害が想定されている。 

 

 

  

■_想定地震の諸元と想定地震被害 

全壊 半壊 死者 負傷者

南海トラフ巨大地震 6弱 1,429 4,347 1,039 858 津波

安芸灘～伊予灘～豊後水道 6強 517 4,036 444 427 揺れ、津波

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 5弱 6 14 0 0 液状化

石鎚山脈北縁 5強 12 18 0 0 液状化

石鎚山脈北縁西部－伊予灘 5強 72 1,751 116 97 津波

五日市断層 6弱 82 358 1 49 揺れ、液状化

己斐－広島西縁断層帯 6弱 87 458 1 68 揺れ、液状化

岩国断層帯 5強 45 85 0 1 液状化

安芸灘断層群（主部） 5弱 44 78 0 0 液状化

安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯） 6弱 125 2,005 149 143 津波

長者ヶ原断層－芳井断層 4以下 0 0 0 0 -

海田町直下型地震 7 2,089 2,383 124 815 揺れ

最大
震度

建物被害（棟） 人的被害（人） 被害の
主要因

地震名 地震タイプ 長さ 幅 マグニチュード
今後30年以内
の発生確率

南海トラフ巨大地震 プレート間 ― ― 9.0 ※

安芸灘～伊予灘～豊後水道 プレート内 ― ― 6.7～7.4 40%

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 地殻内 約130km 20－30km
8.0程度もしくは
それ以上

ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁 地殻内 約30km 不明 7.3～8.0程度 ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁西部－伊予灘 地殻内 約130km 不明
8.0程度もしくは
それ以上

ほぼ0～0.3％

五日市断層 地殻内 約20km 約25km 7.0程度 不明

己斐－広島西縁断層帯(M6.5) 地殻内 約10km 不明 6.5程度 不明

岩国断層帯 地殻内 約44km 20km程度 7.6程度 0.03～2%

安芸灘断層群（主部） 地殻内 約21km 不明 7.0程度 0.1～10%

安芸灘断層群（広島湾―岩国沖断層帯） 地殻内 約37km 不明 7.4程度 不明

長者ヶ原断層―芳井断層 地殻内 約37km ― 7.4 ―

海田町直下型地震 地殻内 ― ― 6.9 ―

注-南海トラフ巨大地震、安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震は、震源域が広いため、端部の位置等の諸元は記載

していない。（次頁の想定地震位置図参照） 

※南海トラフ巨大地震の発生確率は、想定するマグニチュードにより差があるが、マグニチュード８～９規模

の巨大地震の発生確率は、70～80％とされている。 
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■_想定地震位置図（１） 

出典：「広島県地震被害想定調査報告書」（広島県、H25.10） 

＜南海トラフ巨大地震＞ 

＜既に明らかになっている断層等を震源とする地震＞ 
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■_想定地震位置図（２） 

出典：「広島県地震被害想定調査報告書」（広島県、H25.10） 

海田町直下の地震 

（海田町役場直下に仮定した震源） 

＜どこでも起こりうる直下の地震図＞ 
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■_震度分布図（１） 

出典：「広島県地震被害想定調査報告書」（広島県、H25.10） 
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■_震度分布図（２） 

出典：「広島県地震被害想定調査報告書」（広島県、H25.10） 

海田町直下の地震 



11 

 

2.2 耐震化の現状と課題 

１）住宅の耐震化の状況 

 令和３年度時点の町内の住宅（空家等を含む）は、14,275戸程度と見積もられ、建築年代別に

みると、昭和 56年以降（新耐震基準）に建築されたものが 10,482戸（73.4％）、昭和 55年以前

（旧耐震基準）に建築されたものが 3,793戸（26.6％）となっている。 

国の示す方法に準じて推計を行うと、この 3,793戸のうち 2,417戸が耐震性を有しているもの

と考えられる。このため、令和３年度末時点の住宅の耐震化率の推計値※は約 90.4％と見積もら

れる。広島県における住宅の耐震化率（令和２年度末時点）84.5％を約 5.9pt上回っており、県

内では比較的耐震化が進んでいるといえるが、いまだ 1,376戸で耐震性が不足している。 

 

 

住宅 

総戸数 

14,275戸 

 

戸建住宅 

6,226戸 

共同住宅 

 8,049戸 

昭和 56 年以降 

10,482戸（73.4％） 

耐震性あり 10,482戸 

戸建住宅   3,860戸 

共同住宅     6,622戸 

耐震性を満たす住宅 

12,899 戸  約 90.4％ 

（耐震化率） 

戸建住宅  

5,236戸（ 約 84.1％ ） 

共同住宅 

7,663戸（ 約 95.2％ ） 

昭和 55 年以前 

3,793戸（26.6％） 

戸建住宅 2,366戸 

共同住宅 1,427 戸 

耐震性あり  2,417戸 

戸建住宅   1,376戸 

共同住宅     1,041戸 

耐震性なし  1,376戸 

戸建住宅    990戸 

共同住宅       386戸 

耐震性が不十分な住宅 

1,376戸（  約 9.6％ ） 

 

現況値 海田町（令和３年度） 広島県（令和２年度） 

住宅の耐震化率 約 90.4％ 約 84.5％ 

  

※住宅の耐震化率の推計方法 

① 昭和 56年以降に建築された住宅はすべて耐震性ありとした。 

② 昭和 55年以前に建築された住宅のうち、耐震改修工事を行った住宅戸数を住宅土地統計調査（総務省）か

ら推計した。 

③ 昭和 55年以前に建築された住宅のうち、耐震診断により耐震性が確保されていたと判定される住宅戸数を

住宅土地統計調査（総務省）の結果から推計した。 

④ ①～③の住宅戸数を「耐震性あり」とし、平成 30年度時点の耐震化率を推計した。この推計値から、住宅

の新築・滅失・耐震改修を考慮して、令和３年度末の耐震化率等を推計した。 

 

[第２期計画と第３期計画の推計方法の違いについて] 

「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ参考資料」（令和２年 5月：

国土交通省）を受け、国は推計方法を見直し、新たな算定方法を提示している。また、県においても、県耐震改

修促進計画【第３期計画】から、国の新たな推計方法に準じた推計を行っている。このことから、本計画でも、

耐震性を有する住宅の実態を把握するために国が示した方法に準拠し、住宅・土地統計調査（総務省）をもとに

して、平成 30年 10月時点の本町の住宅の耐震化率を算出している。また、これまでの第２期計画との継続性を

確保するため、平成 30年住宅・土地統計調査から得られる空家数や新築・滅失等のトレンドを加味して、令和

3年度時点の耐震化率を推計している。なお、第２期計画と同様の推計方法を用いて、令和 3年度時点の住宅の

耐震化率を推計すると、耐震化率は約 90.3％（耐震性が不十分な住宅戸数は約 1,405戸）である。 

■ 住宅の耐震化の状況（令和３年度末時点：推計値） 
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２）多数の者が利用する建築物等の耐震化の状況（特定既存耐震不適格建築物） 

 令和３年度時点の町内の多数の者が利用する建築物等（耐震改修促進法第 14条各号に基づく用

途の建築物）の総数は、159棟である。そのうち新耐震基準に基づいて建築されたものが 120棟

（75.5％）あり、旧耐震基準に基づいて建築されたものが 39棟（24.5％）である。 

 この 39棟のうち 27棟が耐震性を有しているものと考えられる。このため、令和３年度末時点

の多数の者が利用する建築物等の耐震化率の推計値※は約 92.5％と見積もられる。 

 広島県における多数の者が利用する建築物等の耐震化率 91.3％を約 1.2pt 上回っている。 

町有建築物については、令和５年９月までに新築移転・解体予定である役場庁舎１棟を除いて

耐震化が完了している。 

 

 

多数の者が利用

する建築物等の

総数 

159 棟 

町：36棟 

民： 150棟 

昭和 57年以降 

120 棟 

町： 18棟 

民： 102棟 

耐震性あり   120棟 

町： 18棟 

民： 102棟 
耐震性を満たす建築物 

147 棟 約 92.5％ 

    （耐震化率） 

昭和 56年以前 

39棟 

町： 18棟 

民： 21棟 

耐震性あり   27棟 

町： 17棟 

民： 10棟 

耐震性なし   12棟 

町： 1棟 

民：11棟 

耐震性が不十分な建築物 

12 棟（約 7.5％） 

【町：町有建築物、民：民間建築物】 
 

現況値 海田町（令和３年度） 広島県（令和２年度） 

多数の者が利用する 

建築物等の耐震化率 
92.5% 91.3% 

 

  ※多数の者が利用する建築物等の耐震化率の推計方法 

① 昭和 57年以降に建築された建築物はすべて耐震性ありとする。 

（※住宅は住宅・土地統計調査の区分に基づき、便宜上、昭和 55年以前、昭和 56年以降で区分しているが、

町の課税台帳をもとに整理した「多数の者が利用する建築物等」については、建築年度が昭和 56年度のもの

について、旧耐震基準の建築物が多数含まれれることから、便宜上、昭和 56年以前、昭和 57年以降で区分

している。） 

② 町有建築物のうち、耐震改修工事を実施した建築物については、耐震性ありとする。 

③ 民間建築物で昭和 56年以前に建築された建築物のうち、耐震性ありの建築物の割合は、国による都道府県

アンケート調査（平成 30年）の結果（耐震診断実施数に対する耐震性十分の割合）を基に推計する。「賃貸

住宅、寄宿舎、下宿」については、住宅の耐震化率の推計に用いた「耐震性有」の比率を準用する。 

④ ①～③の建築物を「耐震性あり」とし、耐震化率を推計する。 

[第２期計画と第３期計画の推計方法の違いについて] 
多数の者が利用する建築物等について、第２期計画では、耐震改修促進法第 14 条第 1 号を対象に耐震化率を

算出しているが、本計画では、県耐震改修促進計画【第３期計画】を踏まえ、耐震改修促進法第 14 条第 1 号、

第２号、第３号に該当する建築物を対象に耐震化率を推計している。また、旧耐震基準による建築物のうち、耐

震性を有する民間建築物は、国が行った耐震診断に関するアンケート調査（平成 30 年）結果により用途別に推

計した。 

■ 多数の者が利用する建築物等の耐震化の状況（令和３年度末時点：推計値） 
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耐震改修促進法第 14 条第３号の要件として、県耐震改修促進計画において指定する避難路（地

震発生時に通行を確保すべき緊急輸送道路）は、以下のとおりである。 

 

■ 三号特定建築物の指定に係る道路（緊急輸送道路） 

区分 道路種別 路線名 

第１次緊急 

輸送道路 
一般国道 

国道２号 

国道３１号 

第２次緊急 

輸送道路 
一般県道 

県道 164号広島海田線 

県道 151号府中海田線 

県道 274号瀬野船越線（安芸山陽道） 

※広島県緊急輸送道路ネットワーク計画（平成 25年 6月）に定める緊急輸送道路のうち海田町内に存在する道路 

 県道 151号府中海田線、県道 274号瀬野船越線（安芸山陽道）は、県道 164号線広島海田線から海田町役場までの一部区間 

 

耐震改修促進法第 14 条第３号に該当する用途で旧耐震基準で建築されたもの（緊急輸送道路沿

道に接する建築物で閉塞のおそれがあると推測できる建築物）を調査した結果、国道 2号沿いに

１棟、国道 31号沿いに３棟、県道 151号府中海田線沿いに３棟、県道 164 号広島海田線に３棟、

県道 274号瀬野船越線（安芸山陽道）沿いに２棟となっている。 

 

 

３）耐震診断義務付け対象建築物等の状況 

県耐震改修促進計画において、耐震診断義務付け対象施設と指定している「防災業務等の中心

となる建築物」、「広島県広域緊急輸送道路沿道建築物」のうち要安全確認計画記載建築物として

耐震診断を義務付けた対象建築物の耐震化の状況は以下のとおりである。 

なお、耐震改修促進法付則第３条で定められる要緊急安全確認大規模建築物は、町内の対象施

設について、第２期計画の期間中に除却されている。 

 

 

区分 
該当 

件数 
除却済 

耐震改修 

実施件数 

耐震化 

進捗率 

防災業務等の中心となる建築物※ 1 － 0 0.0％ 

広島県広域緊急輸送道路沿道建築物 4 － 0 0.0％ 

要緊急安全確認大規模建築物 1 1 － 除却済み 

※防災業務等の中心となる建築物については、耐震診断義務付け対象のものを記載。 

 広島県では、県耐震改修促進計画において、旧耐震の防災拠点建築物のうち、被災直後から人命救助、復旧に

必要で代替が困難な建築物を、防災業務等の中心となる建築物として指定しており、上記（耐震診断義務付け

対象建築物）以外にも町内の 22棟の町有施設等を指定している。 

 

 

  

【三号特定建築物の指定に係る道路】 

■ 耐震診断義務付け対象建築物等の状況（令和２年度末時点：実績値） 
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４）住宅・建築物の耐震改修の促進に係る課題 

本町における住宅の耐震化率の現況値は、90.4％であり、第２期計画で定めた目標値（令和２

年度末：90％）及び広島県における耐震化率を上回っている。 

一方で、耐震性が不十分な住宅は、1,376戸程度残されているとともに、現行制度の支援内容

と建築物所有者のニーズの不一致などもあり、耐震診断や耐震改修工事に対する町の補助制度の

利用状況が低調である。 

また、旧耐震基準の木造住宅は、新しいものでも築 40年を迎える時期となり、今後は、「除却」

や「建替え」も積極的に促す必要がある。さらに、建築物の耐震化に関する町民の意識は十分な

状況ではないと言え、地震による建築物の被害を軽減するためには、耐震化に対する支援とあわ

せて、町民の意識啓発や制度の普及促進に努める必要がある。 

また、多数の者が利用する建築物等の耐震化率の現況値は、92.5％であり、第２期計画で定め

た目標値（令和２年度末：92％）及び広島県の耐震化率をいずれも上回っているものの、耐震性

が不十分な建築物は 12棟ある。 

第３期計画の期間中、町有施設については、海田町役場庁舎の移転・建替え等によりに概ねす

べて施設で耐震性が確保される見通しであることから、今後は、特に民間所有の建築物の耐震化

を促進していく必要がある。 
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３．建築物の耐震化に関する基本方針・基本目標                             

3.1 基本方針 

地震発生時に迅速な対応を図るため、加えて多くの人命の安全を確保するため、本計画では、

県耐震改修促進計画の基本方針を踏まえ、「住宅」と「多数の者が利用する建築物」の２つの軸

を基本に耐震化を進める。 

また、県や関係団体等と連携し、町内の住宅・建築物の耐震化を含めた総合的な安全対策を

計画的に促進するとともに、町民の耐震化の必要性の認識が向上するよう意識啓発を行い、自

主的な耐震化を促進する。 

 

3.2 耐震化の目標 

国が目標とする耐震化率、県耐震改修促進計画の耐震化の目標、本計画の計画期間等を踏まえ、

令和８年度末の「住宅」及び「多数の者が利用する建築物等」の耐震化の目標を定める。 

また、本計画の指針となる国の告示（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）において、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきとされたことか

ら、これについても国・県の目標を踏まえて令和７年度末時点での目標を設定する。 

 

１）住宅の耐震化の目標 

県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、概ね 15年後の令和 17（2035）年度までに住宅の耐震化

率を 100％とすることを目指す。 

本計画で定める住宅の耐震化の目標（令和８年度末）については、この実現に向け、現在の好

調な住宅の新築動向や耐震性が確保された住宅等に建替えが進むこと、第３期計画での重点的な

住宅の耐震化、除却・建替え等の取組みなどを進めることなどを鑑みて、耐震化率の目標値を

95％と設定する 

 

海田町 

現状 

（令和 3年度末） 

計画期間中の目標値 

（令和 8年度末） 

目指す姿 

（令和 17年度末） 

90.4％ 95.0％ 100％ 

広島県 

（令和 2年度末） （令和 7年度末） （令和 17年度末） 

84.5％ 92.0％ 100％ 
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２）多数の者が利用する建築物等の耐震化の目標 

県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、概ね 10年後の令和 12（2030）年度までに多数の者が利

用する建築物の耐震化率を 100％とすることを目指す。 

本計画で定める「多数の者が利用する建築物等」の耐震化の目標（令和８年度末）については、

この実現に向け、町有建築物はすべての建築物で耐震化を完了させるとともに、民間建築物の耐

震化を促進することとし、耐震化率の目標値を 97％と設定する。 

 

海田町 

現状 

（令和 3年度末） 

計画期間中の目標値 

（令和 8年度末） 

目指す姿 

（令和 12年度末） 

92.5％ 97.0％ 100％ 

広島県 

（令和 2年度末） （令和 7年度末） （令和 12年度末） 

91.3％ 96.0％ 100％ 

 

３）耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標 

本計画の指針となる国の告示（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）では、令和７（2025）年を目途に耐震性の不足する耐震診断義務付け対象建築物を概ね解消

するという目標を掲げていることを踏まえ、県耐震改修促進計画に基づき耐震診断が義務付けら

れている「防災業務の中心となる建築物」及び「広島県広域緊急輸送道路沿道建築物」について

は、令和７（2025）年度末までに耐震性不足建築物を概ね解消する目標とする。 

 

 

現状（令和 2年度） 
令和 7年度 

目標 総数 耐震性あり 耐震化率 

防災業務の中心となる建築物 1 0 0.0% 耐震性不足

の建築物を

概ね解消 

広島県広域緊急輸送路 

沿道建築物 
4 0 0.0% 

 

対象建築物 耐震化の必要性 

防災業務等の中心 

となる建築物 

 防災拠点建築物のうち、防災業務等の中心となる建築物

については、地震発生後の救援・救護活動、消火活動等に

必要であり、機能的に他の建築物で代替が困難な建築物で

あるため、重点的に耐震化を促進する必要がある。 

広島県広域緊急輸送道路 

沿道建築物 

 広島県広域緊急輸送道路沿道建築物については、多数の

者の避難や県外からの救援・救護活動のために道路機能を

保持する必要があるため、重点的に耐震化を促進する必要

がある。 
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3.3 優先的に耐震化を推進すべき建築物 

基本方針を踏まえ、優先的に耐震診断及び耐震改修等の耐震化に着手すべき建築物は、住宅、

及び特定既存耐震不適各建築物（多数の者が利用する建築物等）とする。 

また、令和７年度を目途に「耐震性の不足する建築物の概ね解消」を目指す「耐震診断義務付

け対象建築物」についても、優先的に耐震化を推進すべき建築物とする。 

 

■ 優先的に耐震化を推進すべき建築物 

住宅 戸建て住宅及び共同住宅 

特定既存耐震不適

格建築物 

※多数の者が利用する建築物等 

（耐震改修促進法第 14条各号に基づく建築物） 

〇一号特定建築物：多数のものが利用する建築物で一定規模以上のもの 

〇二号特定建築物：危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

〇三号特定建築物：避難路沿道建築物（通行障害建築物） 

耐震診断義務付け 

対象建築物 

〇要安全確認計画記載建築物 

・防災業務等の中心となる建築物 

・広島県広域緊急輸送道路沿道建築物 

 

3.4 重点的に耐震化を促進する区域 

 地震時の被害拡大防止のため、耐震性が不十分な老朽化した木造住宅が密集した区域や地震発

生に伴い土砂災害等の発生のおそれのある区域等においては、耐震改修の促進だけでなく、住宅

の建替えの促進や安全な場所への居住の移転なども含めた総合的な対策が必要である。 

 本町においては、昭和 56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅が町内に点在しており、今後は

一定のエリアに限定せずに、全町的な視点から耐震化に取り組むことが必要であることから、本

町全域を「重点的に耐震化すべき区域」として定める。 

 また、第 2 期計画で「重点的・優先的に耐震化を推進すべき区域」として定めた区域について

は、狭あい道路が多く、建物の倒壊等により道路閉塞の可能性があることなどから、今後も引き

続き、防災面の視点からの取組みについて推進する。 
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４．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策               

4.1 耐震診断・改修に関わる取組みの方向性 (施策体系・取組主体) 

県耐震改修促進計画の方向性と施策を踏まえ、重点的・優先的に耐震化を推進すべき建築物

の耐震化を進めるとともに、耐震診断・改修に関わる各種施策を実施する。 

特に、住宅の耐震化について、第２期計画では「重点的・優先的に耐震化を推進すべき区域」

を設定し、計画的な取組みを進めてきたが、町の耐震改修の補助制度の利用は依然として低調

であるなど、期待した効果が上がっているとはいえない状況から、本計画（第３期計画）では

住宅を新たな重点的な取組みの対象とし、さらなる耐震化の促進に取り組むこととする。 

また、特定既存耐震不適格建築物（多数の者が利用する建築物等）の耐震化については、本

計画の期間中に町有施設はすべて耐震性が確保される見通しであることから、民間建築物を中

心に県や関係団体等と連携して、総合的な安全対策を計画的に促進するとともに、町民の耐震

化の必要性の認識が向上するよう意識啓発を行い、自主的な耐震化を促進する。 

 

■ 第３期計画の施策体系 

【重点】…重点的に耐震化の促進に取り組む住宅・建築物 
取組主体 

町 県 

住宅      【重点】 

補助制度の改善、創設の促進 ● 

● 

所有者への意識啓発 ● 

特定既存耐震不適格建築物 

（多数の者が利用する建築物等） 

補助制度の継続、創設の促進 ● － 

所有者への意識啓発 ● 

● 

計画的な耐震化に向けた指導 － 

耐
震
診
断
義
務
付
け
対
象
建
築
物
【
重
点
】 

防災業務等の中心となる 

建築物 

公共建築物の計画的な耐震化 ● 

● 

公表した耐震化状況の更新 － 

広島県広域緊急輸送道路

沿道建築物 

民間建築物の耐震改修への支援 ● 

建築物の耐震化に向けた指導等 

－ 

公表した耐震化状況の更新 

全体事項 

相談体制の整備や情報提供の充実 ● 

● 

関係団体との連携等による普及啓発 ● 
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4.2 主体別の役割分担 

 県、町、建築関係団体、建物所有者等は耐震化の促進を図るため、町、県、建築関係団体、建

物所有者等は、以下の役割のもと、耐震化の促進に向けた取組みの実施に努めることとする。 

 

１）町の役割 

 町耐震改修促進計画の策定 (１)

住民に最も身近な基礎自治体として、地域の実情に応じた住宅・建築物の耐震化を促進す

るため、町の耐震改修促進計画の策定、適切な更新等を行う。 

 耐震上特に重要な建築物の耐震化に向けた重点的取組み (２)

民間の広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修への支援を行うとともに、所有者の

個別事情に応じた対応を行う。 

住宅の耐震化に向けた重点的取組み (３)

 ア 持続可能なまちづくりの観点を踏まえながら、町全体を対象とした耐震改修等の支援制度

について、住民がより使いやすい制度への改善を進める。 

 イ 耐震化に向け効果的な支援につながる国の補助制度（平成 30年に創設された「総合支援メ

ニュー」）を導入し、導入にあたり必要となる戸別訪問等による直接的な働きかけ等の取組

みを規定するアクションプログラムの策定とその取組みの実施を進める。 

 町民の意識啓発等 (４)

県及び建築関係団体等と連携し、相談窓口の設置やセミナーの開催等により耐震化のため

の情報提供を行い、所有者の耐震化に向けた意識啓発に取り組む。 

地震防災マップの作成や相談体制の整備等の充実 (５)

 ア 地震防災マップの作成、地震防災に関するセミナーや講習会の開催など、情報提供の充実

を図る。 

 イ 耐震診断・改修の相談体制の整備や情報提供の充実を図る。 

 県及び関係団体との連携等による普及啓発 (６)

県及び建築関係団体との連携体制を構築し、耐震診断・改修の情報提供、耐震診断・改修

の知識の普及・啓発などを行う。 

 耐震診断及び耐震改修の推進及び促進 (７)

 ア 町有建築物の耐震化を計画的に進める。 

 イ 建築物の耐震診断・改修への支援制度の創設または拡充を進めるとともに，町民がより利

用しやすい制度への改善等を図る。 

 ウ ブロック塀等の耐震改修等への支援制度について、創設に向けた検討を進める。 
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２）県の役割（広島県耐震改修促進計画【第３期計画】） 

 県耐震改修促進計画の策定 (１)

 ア 広島県の実情に応じた住宅・建築物の耐震化を推進するため、広島県耐震改修促進計画を

策定し、必要に応じて見直しする。また、県内市町の耐震改修促進計画の策定及び適切な

更新等を促進する。 

 イ 所管行政庁が特定既存耐震不適格建築物の所有者等に行う耐震改修促進法に基づく指導・

助言、指示、公表の方針を定める。 

 耐震上特に重要な建築物の耐震化に向けた重点的取組み (２)

[所管行政庁として] 

 ア 要安全確認大規模建築物の耐震化の取組み状況（耐震改修の予定等）を適宜公表・更新す

るとともに、耐震性が不足している要安全確認大規模建築物の所有者に対し、耐震改修促

進法に基づく指導・助言、指示、公表の実施を進める。 

 イ 耐震診断を義務付けた防災業務等の中心となる建築物の耐震化の取組状況（耐震診断結果

や耐震改修の予定等）を適宜公表・更新する。 

 ウ 広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組状況（耐震診断結果や耐震改修の予定

等）を公表し、適宜更新する。 

 エ 広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断義務付け期限（令和３年３月 31日）までに

診断結果の報告をしていない所有者に対し、耐震改修促進法に基づく命令等の実施を進め

る。 

 オ 耐震性が不足している広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、耐震化に向け

た指導に取り組む。 

[広域自治体として] 

 ア 防災業務等の中心となる建築物の公表した耐震化に向けた基本的な情報を適宜更新する。 

 イ 民間の要安全確認大規模建築物（政令指定都市の区域を除く。）の耐震改修への支援を市町

と連携し所有者の個別事情に応じて対応する。 

 ウ 民間の広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修に向け、市町の支援制度の創設・改

善等を支援する。 

 エ 広域緊急輸送道路以外の緊急輸送道路について、耐震改修促進法第５条第３項第三号の規

定に基づく指示対象の路線として位置づけ、耐震化を促進する。 

 住宅の耐震化に向けた重点的取組み (３)

[所管行政庁及び広域自治体として] 

 ア 持続可能なまちづくりの観点を踏まえた市町の耐震改修等の支援制度の創設を支援する。 

 イ 耐震化に向け効果的な支援につながる国の補助制度（平成 30年に創設された「総合支援メ

ニュー」）の導入に必要な、戸別訪問等による直接的な働きかけ等の取組みを規定するアク

ションプログラムの策定とその取組みの実施について、市町を支援する。 

建築物及び住宅所有者への意識啓発等 (４)

所管行政庁及び広域自治体として、市町及び建築関係団体等と連携し、相談窓口の設置や

セミナーの開催等を通した耐震化のための情報提供などにより、所有者の耐震化に向けた意

識啓発に取り組む。 
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 相談体制や情報提供の充実 (５)

安心して耐震診断・改修が行える環境を整備するため、耐震診断・改修の相談体制の整備 や

セミナーの開催、耐震診断・改修や地震防災の情報提供の充実を図るなど総合的な地震防 災

対策を実施する。 

 関係団体との連携等による普及啓発 (６)

 市町及び建築関係団体との連携体制を構築し、耐震診断・改修の情報提供、耐震診断・ 改

修の知識の普及・啓発などを行う。 

耐震診断及び耐震改修の推進及び促進 (７)

 ア 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定、地震に対する安全性に係る認定及び区分所

有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を行う。 

 イ 特定既存不適格建築物の所有者等に対して、耐震改修促進法に基づく指導、指示等を行う。 

 ウ 特定既存不適格建築物の把握、台帳整備、耐震診断・改修の進捗状況の把握を行う。 

[施設管理者として] 

 ア 県有建築物全般について、耐震診断・改修を計画的に進める。 

 

３）建築関係団体 

町や県と連携し、建築物の耐震化の取組みを推進する。 

 ア 耐震診断・改修の相談窓口を設ける。 

 イ 耐震診断・改修の情報提供、耐震診断・改修の知識の普及・啓発を行う。 

 ウ 耐震診断・改修に関する講習会の開催など会員の技術の向上に努める。 

 エ 耐震改修の工法開発に努める。 

 

４）建物所有者等 

所有する建築物の耐震性を把握し、地震被害の最小化を図るため、安全性を確保するよう

努める。 

 ア ひとりひとりが地震発生の危険性や、その予測される程度などを、正しく知り、また普段

からどのように備えておけばよいのか、知っておくよう努める。 

 イ 所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うように努める。 

 ウ 総合的な地震対策として、ブロック塀等の倒壊防止、窓ガラス・外壁タイル・屋外広告物

等の落下防止策を行うように努める。 

 エ 地震に備え、地震保険の加入や家具の転倒防止対策を実施するように努める。 
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4.3 耐震診断・改修の促進を図るための取組み 

１）住宅の耐震化促進に向けた支援 

住宅の耐震化を進めるためには、耐震診断を積極的に実施し、耐震改修工事を促すことが必要

である。本町では、木造住宅の耐震改修を促進し、地震に強いまちづくりを目指すため、「海田町

木造住宅耐震診断補助事業」及び「海田町木造住宅耐震改修補助事業」を運用し、町民が行う耐

震診断及び耐震改修工事に係る費用の一部を補助してきたが、利用件数は低迷している。 

そのため、本町では、国や県と連携し、耐震化に向け効果的な支援に繋がる国の補助制度（平

成 30 年に創設された「総合支援メニュー」）の導入を検討し、導入にあたり必要となる個別訪問

等による直接的な働き等の取組みを規定する「（仮称）海田町住宅耐震化緊急促進アクションプラ

グラム」の策定とその取組みを実施する。 

 また、既存補助制度の対象に耐震改修だけでなく建替えや除却工事を追加するため、国・県と

連携し、居住を誘導し人口密度を維持するエリア等を設定する海田町立地適正化計画と連動させ

た「住宅耐震化促進支援制度」の導入を検討する。 

 

 海田町における耐震診断・改修等に係る補助制度の改善 (１)

町民の補助制度の活用を促進するため、現行制度を以下とおり見直す。 

これにより、耐震改修等に対する支援の目標として「５年間で 15件程度」を見込む。 

 

項目  現行制度  総合支援メニュ－移行後（案） 

耐震診断  診断費用の 50％ 上限額６万円  診断費用の 50％ 上限額６万円 

耐震設計  対象外 

 

補強設計等費及び耐震改修工事費を合算

した額の 80％ 【パッケージ支援】 

上限額 100 万円 (居住誘導区域) 

60 万円 (居住誘導区域外） 

耐震改修工事 

（一般改修） 

 耐震改修工事費の 23％ 

上限額 60万円 

耐震改修工事 

（段階的改修） 

 《１段階目》 

耐震改修工事の 23％ 

上限額 40万円 

 

《１段階目》 

補強設計等費及び耐震改修工事費を合算

した額の 80％ 上限額 40万円 

《２段階目》 

耐震改修工事費の 23％ 

上限額 60 万円から１段階目の補

助額を控除した額 
 

《２段階目》 

補強設計等費及び耐震改修工事費を合算

した額の 80％ 

※上記の各区域で定める上限額 60 万円～100

万円を基本とし、この上限額から１段階目の

補助額を控除した額を上限額として想定。 

現地建替え 

工事 

 
対象外  

建替え工事費の 80％ 上限額 100 万円 

（居住誘導区域のみ） 

非現地 

建替え工事 

 
対象外  

除却工事費の 23％ 上限額 83.8万円 

（新築する住宅が居住誘導区域のみ） 

除却工事 

 

対象外  

除却工事費の 23％ 上限額 83.8万円 

(町内の耐震性を有する住宅等に住替え

る場合のみ) 

 

  
支援件数目標（令和４～令和８年度） 

15 件/５年間（年間３件程度） 
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海田町木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業の概要（現行制度） 

 

  

１ 事業の概要 

地震災害に強いまちづくりを促進するため、町民が自ら行う木造戸建住宅の耐震診断及び耐

震改修に係る費用の一部を補助することにより、大規模地震に伴う直接的並びに間接的な被害

の軽減を図り、もって町民全体の安心・安全を確保することを目的とする。 

 

２ 事業内容 

１）補助対象となる建築物（次のすべての条件を満たす住宅が補助対象） 

(1) 町内にある木造住宅で、地階を除く階数が２以下であるもの 

(2) 所有者自らが居住する一戸建て住宅または店舗併用住宅 

   ※店舗併用住宅は、居住部分の面積が延べ面積の１／２以上であるものに限る。 

   ※賃貸住宅は対象外とする。 

(3) 昭和 56年５月 31 日以前に建築に着手したもの 

   ※昭和 56年６月１日以降に増改築等を行っている場合は対象にならない場合がある。 

(4) 在来軸組工法または伝統工法（主要な柱の径が 14ｃｍ以上）で建てられたもの 

   ※ツーバイフォー工法、プレハブ住宅及び軽量鉄骨住宅は対象外とする。 

(5) 建築基準法に適合して建てられたもの 

 

２）補助の申請ができる方（次のすべての条件を満たす方が申請が可能） 

(1) 町に住民票を置く対象住宅の所有者で、現に居住している人 

(2) 町税などを滞納していない人 

 

３）補助制度の内容 

【制度の改善】 

○耐震診断 

・補助限度額  ６万円（補助率 23％） 

○耐震改修 

[一般改修] 

・補助限度額  60万円（補助率 23％） 

[段階改修] 

・［1 段階目］補助限度額 40万円（補助率 23％） 

［2 段階目］補助限度額（１段階目の補助額を控除した）60万円まで（補助率 23％） 

[耐震シェルター] 

・補助限度額  20万円（補助率 23％） 
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 持続可能なまちづくりの視点を踏まえた県の支援 (２)

県では、住宅の耐震化促進に向けた耐震改修の補助制度が県民にとってより利用しやすい制度

となるよう、市町の既存制度の改善を促すとともに、市町を支援することにより、効果的な耐震

化促進を図ることとして、「広島県住宅耐震化促進支援制度」を創設している。 

住宅の耐震化に向けた補助制度による財政支援は、県及び市町において、それぞれの役割に応

じた対策を行うこととし、県は、持続可能なまちづくりの観点から、補助対象とする区域を限定

し居住誘導を図るなど、県の施策の推進に資する耐震化支援制度の運用に取り組む市町へ、その

費用の一部を支援する。 

 

■ 広島県住宅耐震化促進支援制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 県が市町を支援するねらい 】 

①  耐震化の促進に向けて県民への周知の充実・強化を図ることが重要であることから、市町

と連携して全対象住戸を対象とした戸別訪問などによる直接的な働きかけの実施を進め

る。また、全戸対応する場合、補助限度額の引き上げなど、効果的な支援につながる国の

補助制度（平成 30 年に創設された「総合支援メニュー」）が活用できるため、全市町に対

し導入を促す。 

②  旧耐震基準による住宅が建替更新時期を迎えていることから、補助対象に耐震改修だけで

なく建替えや除却も追加するよう市町に促す。 

③  持続可能なまちづくりを推進する観点から、土砂災害警戒区域などの危険な場所から安全

な場所への居住誘導や空き家対策の施策と相乗効果が得られるよう、重点化を図った制度

とすることなどを市町に促す。 

 持続可能なまちづくりの観点から災害リスクの低い地域への居住誘導に資する木造住宅

の耐震改修等について、市町とともに県が補助する。 

 本補助制度については、国の交付金制度（社会資本整備総合交付金）の総合支援メニュー

の一部を活用している。 

出典：広島県耐震改修促進計画【第３期計画】 
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総合支援メニューの導入に伴う取組みの推進 (３)

 住宅の耐震化に関して、国の補助制度（総合支援メニュー）の導入とあわせて、町内の全住

宅の所有者への戸別訪問等による直接的な働きかけなど、住宅の耐震化に向け効果的な支援に

つながる取組み・施策を位置づける「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、

住宅の耐震対策、耐震化に繋がる取組みを重点的に実施する。 

また、特に次の４つの取組みについて、県との連携を含めて取組みを進め、検証・見直しを

実施することで効果的かつ効率的な住宅の耐震化の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

区域等の位置づけ 
・住宅の耐震化を緊急的に実施すべき区域 

・取組期間（確保訪問の実施時期等） 

取組内容 

・目標・実績 

・耐震化に係る支援目標（耐震診断・耐震改修の支援件数など） 

・個別訪問等の実施、個別訪問等の方法 

（ＤＭ等を活用し、取組期間で個別訪問等を行う） 

・その他の普及啓発活動 

（住宅耐震啓発パンフの配布、広報誌・ＨＰ等による周知） 

その他 ・関係団体（県・民間事業者等）との連携 

実績の公表 ・前年度の自己評価（訪問戸数、診断実績、改修実績）をＨＰで公表 

 

【 改修事業者等の技術力向上を図る取組み等 】 

県や建築関係団体と連携して、設計者・施工者などの建築関連技術者を対象に、広島県が主

催する耐震診断・改修の講習会（耐震リフォーム達人塾等）への参加をすすめ、様々な工法に

よる耐震改修の事例や、耐震改修工事の事例を情報提供するなど、耐震改修の工法の普及等に

より改修事業者等の技術力向上に努める。 

また、優良な改修事業者等の登録に努めることとし、耐震診断・改修の講習会を受講した受

講者の名簿の作成など、建築関連技術者（設計者・工事施工者等）を耐震診断・改修の相談窓

口で紹介できるような体制の構築を進める。 

 

【 所有者への耐震性の必要性に係る普及・啓発 】 

 建築関係団体等と連携して、相談窓口の設置やセミナーの開催等を通した耐震化のための情

報提供などにより、所有者の耐震化に向けた意識啓発に取り組む。 

また、これから耐震改修工事を行う建物所有者等に対しては、工事費用や工事期間、耐震改

修の効果など、耐震改修の有益な情報提供に努める。 

 

 

■ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの内容 

① 戸別訪問等の方法等による住宅所有者に対する直接的な働きかけの取組み 

② 耐震診断支援した住宅に対して耐震改修を促す取組み 

③ 改修事業者等の技術力向上及び事業者情報の周知の取組み 

④ 耐震化の必要性に係る普及・啓発 
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 税制上の優遇制度など (４)

耐震改修工事に要する費用負担を軽減し、耐震化を促進するため、耐震改修促進税制が運用さ

れる。また、耐震改修工事を行う必要のある対象建築物の所有者は所得税額の特別控除、固定資

産税の特別控除、住宅借入金などの特別控除などを受けることができる。 

 

■ 所得税額の特別控除 

対象住宅 昭和 56 年 5 月 31 日以前の耐震基準により建築された住宅 

対象区域 

住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域 

・『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備などに関する特

別措置法』の地域住宅計画 

・『建築物の耐震改修の促進に関する法律』の耐震改修促進計画 

・住宅耐震改修促進計画（地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自

に定める計画） 

対象工事 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事 

控 除 額 耐震改修工事費の 10％（25万円を上限）が所得税から控除される 

問い合わせ先 国税庁（国税局電話相談センター） 

 

■ 固定資産税の特別控除 

対象住宅 昭和 57 年 1 月 1 日以前に所在する住宅（1戸当たり 120㎡相当部分まで） 

対象区域 対象区域に制限なし 

対象工事 
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 耐震改修費用が 50万円超で

あること 

控 除 額 
耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税を 2分の 1減

額する 

問い合わせ先 海田町税務課 

 

■ 住宅ローン減税 

対象住宅 
①耐震改修を行う者が所有し、居住する住宅 

②耐震改修後の住宅の床面積が 50㎡以上 等 

対象区域 対象区域に制限なし 

対象工事 
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 耐震改修費用が 100万円超で

あること 

控 除 額 
住宅ローンを借入れて住宅の耐震改修工事を実施する場合、10年間（一部、

13年間※）、毎年末の住宅ローン残高の１％を所得税額から控除 

問い合わせ先 国税庁（国税局電話相談センター） 

※消費税率 10％が適用される増改築など工事を行い、令和元年 10月１日～令和２年 12月 31日の間に居住を開始

している場合は、控除期間が 13年間となる。 
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 耐震改修に対するリフォームへの融資 (５)

耐震改修工事に伴うリフォーム工事について、独立行政法人住宅金融支援機構から工事費用の

融資を受けることができる。 

 

■ 耐震改修に対するリフォーム融資 

対象住宅 工事完了後の住宅部分の床面積が 50㎡（共同建ては 40㎡）以上の住宅 

対象工事 

・「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）に定める計

画の認定を受けた改修計画にしたがって行う耐震改修工事 

・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事 

融資内容 融資限度額 1,000万円（対象工事の８割以内） 

問い合わせ先 
（事業主体） 

(独)住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫） 

 

 

 その他 (６)

上記の支援のほか、耐震改修を推進するための国及び県の補助制度など、支援策の周知・充実

に努める。 
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２）防災業務等の中心となる建築物に関する事項 

 防災業務等の中心となる建築物は、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ある。このうち要安全確認計画記載建築物である町役場庁舎については、

令和５年９月までに新築移転・現施設の解体に取り組む。 

 

３）広島県広域緊急輸送道路沿道建築物に関する事項 

 本町では、国の補助制度を活用し、平成 28年より広島県広域緊急輸送道路沿道建築物等の耐震

改修等に必要となる工事費の一部を補助する制度「海田町建築物耐震改修促進事業」を設けてお

り、令和２年度より制度内容の一部を見直している。以下に現行制度の概要を示す。 

 

事業名 海田町建築物耐震改修促進事業 

事業 

概要 

○建築物ストックの安全性の確保のため、建物所有者等が実施する要緊急安全確認

大規模建築物や広島県広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等について、国等

と連携し、財政的支援を行う。 

【補助対象建築物】 

・要緊急安全確認大規模建築物（大規模建築物） 

（耐震改修促進法附則第 3条の規定により耐震診断を義務付けられたもの） 

・広島県広域緊急輸送道路沿道建築物（緊急輸送道路沿道建築物） 

（耐震改修促進法第 5条第 3項の規定に基づき、広島県が耐震診断を義務付けた建築物） 

【補助対象工事】 

耐
震
改
修 

・耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づき行うものまたは建築

確認を受ける必要がある場合に検査済証の交付を受けたもの 

・基礎の形式が杭基礎である場合は、基礎の安全性について耐震診断資格者

等によって確認されたもの 

・耐震改修促進法施行令第３条各号に掲げる工事でないもの建替え 

建
替
え 

・確認済証の交付を受けたもの 

・建替え後の延べ面積が、建替え前よりも著しく小さくなるものでないもの 

除
却 

・建築物の全部の除却を行うもの（建築物の一部の除却を行う場合は耐震改

修の適用を受ける） 

【補助金の額（上限）】 

以下のいずれか低い額に対し、建築物種別ごとに定める補助率を乗じて得た額 

・耐震改修等の対象となる部分の面積に 51,200円※を乗じて多額 

※Is値が 0.3未満相当である場合は 56,300円、 
免震工法等特殊な工法による場合などは 83,800円 

 ・耐震改修等に要する工事費の額 

（補助率）※令和３年 7月時点 

・要緊急安全確認大規模建築物 269/600  （国 1/3，県 23/400，町 23/400） 

・広島県広域緊急輸送道路沿道建築物 11/15（国 2/5，県 1/6，町 1/6） 
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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 

 住宅・建築物の所有者などが耐震改修を実施するにあたり、工事の依頼先や工事費用、工事内

容、工事の効果などの不安を解消するために、以下のような施策を講じ、耐震化促進のための環

境整備に努める。 

 

耐震診断を行う建築事務所の登録及び公表 (１)

広島県では、日頃耐震診断を実施する建築士と関わり合いが少なく、だれに頼んだらよいのか

わからないなどの不安を持つ建築物所有者のために、耐震診断を円滑に行うことを目的として、

耐震診断を実施する建築士を対象に講習会を実施し、受講した建築士が所属する建築事務所を登

録し、県 HPにて公表している。また、町では、木造住宅の耐震診断が可能な資格者を登録し、町

ホームページで、町登録の木造住宅耐震診断資格者名簿を公表している。 

 

安心して相談できる環境の整備 (２)

本町では、建設課に耐震診断・改修に係る支援制度などについての相談窓口を設置している。

耐震化の促進に向け、引き続き、耐震改修の必要な建築物の所有者に対し、耐震基準の説明や耐

震診断や耐震改修の相談や補助などの支援制度などの説明、専門家や町登録の木造耐震耐震診断

資格者の紹介などを行う。 
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4.4 建築物の総合的な安全対策に関する事項 

 ブロック塀等の安全対策 (１)

 地震発生に伴い、コンクリートブロック等の組積造の塀が倒壊すると、死傷者が発生したり、

避難・救援活動のための道路の通行に支障をきたすため、通学路等を中心として危険箇所の点

検や所有者への指導を引き続き行う。 

また、ブロック塀等の倒壊の危険性について様々な媒体を用い、町民に対する意識啓発など

により、ブロック塀等の所有者の危険性の解消に向けた自主的な取組みを促すとともに、「ブロ

ック塀等の耐震改修等への支援制度」の創設の必要性を検討する。 

 

 窓ガラス、外壁タイル、屋外広告物等の落下防止対策 (２)

 地震発生に伴い、窓ガラスの破損や外壁タイル、屋外広告物等の落下が発生した場合、死傷

者が発生したり、避難・救援活動のための道路の通行に支障をきたすため、窓ガラス、外壁タ

イル、屋外広告物等の落下防止対策の重要性を町民に周知するとともに、設置方法や施工及び

維持管理の状況等について点検を促し、落下防止対策等について普及啓発を図る。 

 

 大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策 (３)

 不特定多数の人々が利用する大規模空間を持つ建築物の所有者等に対して、天井の構造や施

工状況及び維持管理の状況等について点検を促すとともに、正しい施工技術や補強方法の普及

啓発を図り、天井の崩壊防止対策について注意喚起を行う。 

 

 エレベーター・エスカレーターの安全対策 (４)

 地震時におけるエレベーター内部への閉じ込め事故やエスカレーターの脱落等の防止を図る

ため、建築基準法の定期点検等の機会を捉えて、建築物の所有者等に対してエレベーター及び

エスカレーターの地震時の被害等を周知し、地震時の安全対策について普及啓発を図る。 

 

 家具の転倒防止 (５)

 地震時における住宅内での死傷者の発生を防止するためには、家具の転倒防止対策を図る必

要があり、家具の固定方法の普及啓発を行う。 

また、県と連携し、住宅の耐震改修に向けた戸別訪問等による直接的な働きかけを実施する

機会等を捉えて、家具固定による安全確保の重要性についての意識啓発に取り組む。 

 

 風水害等による建築物被害の防止 (６)

 風水害等による建築物の被災の防止を図るため、建築防災週間や建築基準法の定期点検等の

機会を捉えて、住宅・建築物の所有者に対して近年の風水害等による住宅・建築物の被害等を

周知し、安全性の確保を図る。 

 

 不燃化の推進や火災事故の防止 (７)

 震災時には、建物の倒壊だけでなく火災発生の危険性もあるため、市街地や木造住宅密集地

においては、建築物の不燃化を推進する。 
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 また、地震の発生後に無人となった家屋の通電による出火（通電火災）は、初期消火や通常

の消火活動がしくにくい状況では大きな火災になり被害が拡大する。この通電火災の防止に有

効な感電ブレーカーの普及に向けて、住宅・建築物所有者等に情報提供する。 

 

4.5 地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の軽減対策に関する事項 

_がけ地近接等危険住宅移転事業 (１)

 がけ崩れ等の危険から住民の生命の安全を確保するために、建築基準法第 39条の規定による

災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅からの移転を行う者に対する補助について、事

業実施により耐震化の促進と相乗効果が得られるよう、県と連携し普及啓発に努める。 

 

■ 海田町がけ地近接等危険住宅移転事業の概要 

土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費（借入金利子

相当額）に要する費用の一部を補助  

 

事業区分 補助対象経費 補助金の額（上限） 

危険住宅の除却等 
危険住宅の除却等に要す

る経費 
1戸あたり 78万円 

危険住宅に代わる 

住宅の建設 

（購入を含む） 

危険住宅に代わる住宅の

建設または購入（これに

必要な土地の取得を含

む。）をするために要する

借入金の利子に相当する

額の経費 

1戸あたり 406万円 

   建物 310万円 土地 096万円 

［特殊土壌地帯の場合］ 

1戸あたり 708万円 

   建物 310万円 土地 096万円 

 敷地造成 058万円 

 

 建築物土砂災害対策改修事業 (２)

土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 9 条第 1 項に規定す

る土砂災害特別警戒区域内において、がけ崩れや土石流などの土砂災害から町民の安全を守るた

め、本町では、「海田町建築物土砂災害対策改修促進事業」制度を運用し、既存不適格住宅及び既

存不適格建築物の土砂災害対策改修を行う場合の補助を行っている。 

今後も同補助金の利用普及により耐震化の促進と相乗効果が得られるよう、県と連携して、周

知・啓発活動に努める。 

 

補助対象建築物 補助金の額（上限） 

 土砂災害特別警戒区域の指定以前から当該区域内に存

在し、居室を有する住宅・建築物 

 建築基準法施行令第８０条の３に規定する構造方法を

満足しないもの 

 補助金による土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対し

て安全な構造となるもの 

次のうち低い額 

 土砂災害対策改修にかかる

工事費の 23％ 

 75.9万円 
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4.6 その他の取組み 

１）被災建築物応急危険度判定 

 県や関係団体と連携し、地震により多くの建築物が被災した場合に、余震等による建築物の

倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物

の危険度の判定を的確に行う技術者の養成と登録や、現地で判定士を指揮監督するコーディネ

ーターの養成を引き続き行い、地震発生時に迅速に対応できる体制を整備する。 

 

 

２）特定優良賃貸住宅の入居者資格に係る認定の基準の特例 

耐震改修促進法及び県耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居が必

要となる場合においては、耐震改修促進法第５条第３項第四号の規定に基づき、特定優良賃貸

住宅の空家状況を考慮した上で、一定の期間、特定優良賃貸住宅を賃貸することができる。な

お、特定優良賃貸住宅の入居状況は流動的であるため、入居の特例を位置づける特定優良賃貸

住宅については、広島県や住宅所有者等との協議・調整を図りながら別途定めることとする。 
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５．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               

 地震防災マップの作成・公表 (１)

住宅・建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題・地域の問題として意識することが

できるように、安全なまちづくりの観点から、地震防災マップ（「揺れやすさマップ」、「地域の

危険度マップ」）の作成に努めるものとし、作成したときは速やかに公表するものとする。 

 

■ 揺れやすさマップ 

地盤の状況とそこで起こりうる地震の両面から地域の

揺れやすさを震度として評価し、住民自らがその居住地

を認識可能な縮尺で詳細に表現したもの。 

 

■ 地域の危険度マップ 

住民等の耐震化促進のために住民に提供する情報とし

て、直接的で住民に分かりやすく、火災被害、人的被害

等とも関係が深い建物被害に着目し、これを地図に示し

たもの。 

 

  相談体制の整備及び情報提供の充実 (２)

住宅・建築物の所有者等に対する耐震診断・改修の普及・啓発を図るため、町のホームペー

ジや広報等による情報提供を行うとともに、町の耐震相談窓口において、建物所有者に対し、

耐震診断・改修に関する普及を行う。また、地震防災についても情報提供を行うよう努める。 

耐震相談窓口では、県と連携して、以下の事項に関する情報提供の充実が図られるように体

制の整備を進める。 

 

情報提供の内容 

自己による簡単な診断方法 

耐震診断の概要や診断を受ける方法 

家具転倒防止等屋内での安全確保の方法 

耐震改修の工法の紹介 

耐震診断・改修に関する支援制度 

耐震改修に関する住宅金融支援機構等の融資制度 

耐震改修促進税制 

耐震診断や耐震改修を実施可能な業者の紹介 

耐震改修にあわせたリフォームの方法 

地震防災に関する情報 

安全なブロック塀構造の方法 

 

 

 

地域の危険度マップ 
※出典：呉市 HP 

揺れやすさマップ 
※出典：全国地震動予測地図 

（地震調査研究推進本部地震 

調査委員会） 
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  パンフレットの作成・配布 (３)

住宅・建築物の所有者等に対する耐震診断・改修の普及・啓発を図るため、県と連携し、建

物所有者に対し、耐震診断・改修に関するパンフレットの配布を行う。 

パンフレットの配布は、耐震相談窓口で行うほか、町内の建築物所有者への全戸配布を行う

など、普及啓発に努める。 

 

  セミナー・講習会の開催 (４)

県や建築関係団体と連携して、建築士等による無料耐震相談会や耐震診断・改修に関するセ

ミナー・講習会（海田町まちづくり出前講座等）を実施し、建物所有者等に対し、耐震診断・

改修に関する知識の普及・啓発を行う。 

 

 リフォームにあわせた耐震改修の誘導 (５)

耐震改修の実施は、住宅設備リフォームやバリアフリーリフォーム等の機会を捉えて実施を

促すことが効果的であり、費用面でのメリットもあることから、リフォームにあわせた耐震改

修が促進されるように、県や建築関係団体等と連携して、建物所有者等、設計者、工事施工者

等に情報提供を行うように努める。 
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６．所管行政庁との連携に関する事項                      

耐震改修促進法による指導・助言等及び建築基準法による勧告または命令等の対象となる

建築物について、耐震改修促進法における所管行政庁及び建築基準法における特定行政庁で

ある県と連携し、建築物の耐震化を促進する。 

 

１）耐震改修促進法による指導・助言等の実施 

 指導・助言及び指示の対象となる建築物 (１)

① 指導・助言の対象となる建築物 

耐震改修促進法第 12 条第 1 項（附則第３条第３項で準用する場合を含む。）、第 15 条第１

項、第 16条第２項及び第 27条第１項の規定に基づく指導・助言の対象となる建築物のうち、

所管行政庁が耐震診断・改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるもの。 

 

② 指示の対象となる建築物 

耐震改修促進法第 12 条第２項（附則第３条第３項で準用する場合を含む。）、第 15 条第２

項及び第 27条第２項の規定に基づく指示の対象となる建築物のうち、所管行政庁が地震に対

する安全性の向上を図ることが特に必要であり、耐震診断・改修が行われていないと認める

もの。 

 

 指導・助言、指示、公表の実施方針 (２)

所管行政庁は、指導・助言の対象となる建築物の耐震診断・改修の促進を確保するため、

必要に応じて所有者に対して、「指導・助言」を行う。 

また、指示の対象となる建築物で「指導・助言」を行ったが、耐震診断・改修を実施しな

い場合で、再度実施を促したが協力を得られない場合には、早急に耐震診断・改修の実施を

促すため、所有者に対して「指示」を行う。 

さらに、指示を行ったが、正当な理由がなく耐震診断・改修を実施しない場合で、耐震診

断・改修の実施計画が策定されないなど計画的な耐震診断・改修の実施の見込みがない場合

は、耐震改修促進法第 12 条第３項（附則第３条第３項で準用する場合を含む。）、第 15 条第

３項及び第 27条第３項の規定に基づき、「公表」を行う。 

 

指導・助言、指示、公表の実施方法 (３)

所管行政庁が指導・助言、指示、公表を行う場合の実施方法は、以下のとおりとする。 

 

区分 方法 

指導・助言 啓発文書の送付・説明 

指示 具体的に実施すべき事項を明示した指示書を交付 

公表 広報やホームページを活用 

  

（指示対象となる特定既存耐震不適格建築物は、６頁表参照） 

出典：広島県耐震改修促進計画【 第３期計画 】 
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耐震診断義務付け対象建築物に対する指導等 (４)

所管行政庁は、耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物の所有者のうち、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、所有する建築物が耐震診断結果の報告義

務の対象建築物となっている旨の周知を改めて徹底する。 

それでもなお報告しない場合にあっては、所管行政庁が、耐震改修促進法第８条の規定に基

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で公表する。 

また、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に

あたっては、公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物について公表内容を適宜更

新するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう、営業

上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行う。 

さらに、所管行政庁は、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につい

て、報告された耐震診断の結果を踏まえ、建築物の所有者に対して、耐震改修促進法第 12条の

規定に基づき、耐震改修の実施等に向けた指導及び助言を実施するよう努め、指導に従わない

者に対しては必要な指示を行い、正当な理由なくその指示に従わなかったときは、その旨をホ

ームページ等で公表する。 

 

 

２）建築基準法による勧告または命令等の実施 

 建築基準法による勧告・命令 (５)

建築基準法第 10条では、特定行政庁が建築基準法第６条第１項第一号に掲げる建築物や建

築基準法施行令第 14 条の 2に掲げる建築物について、損傷、腐食その他の劣化が進み、その

まま放置すれば著しく保安上危険と認める場合において、保安上必要な措置をとるよう、当

該建築物の所有者に勧告することができ、また、勧告を受けたが正当な理由がなくその勧告

に係る措置をとらなかった場合、その勧告に係る措置を命令することができる。 

 

 建築基準法による勧告・命令の実施方針 (６)

特定行政庁は、耐震診断・改修の指示に従わないため「公表」した建築物で、建築基準法

第６条第１項第一号に掲げる建築物や建築基準法施行令第 14 条の 2 に掲げる建築物のうち、

地震に対する安全性について著しく保安上危険が認められる場合、その所有者に対して当該

建築物の除却、改築、修繕等を行うよう勧告し、従わない場合は命令を行う。 

特定行政庁は、必要に応じてこれらの勧告・命令制度を活用し、建築物の耐震化を促進す

る。 

 

３）行政指導等への協力 

所管行政庁が行う指導・助言・指示、公表及び特定行政庁が行う行政指導について、本町

は情報提供等の協力を行う。 

  

出典：広島県耐震改修促進計画【 第３期計画 】 
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７．その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項               

１）関係団体等との連携 

 建築関係団体、特定非営利活動法人（NPO）等との連携 (７)

（社）広島県建築士会、（社）広島県建築士事務所協会等、建築関係団体や関連する特定非

営利活動法人（NPO）では、消費者保護や住宅・建築物所有者の安心確保の面から耐震診断・

改修の促進に積極的に取組み、住民との信頼関係の構築を進めている。 

建築に関する専門家や地域の工務店などが一体となった、耐震診断・改修の相談から耐震

改修工事への取組みを安心して行えるような仕組みづくりなどは、特に住宅の耐震診断・改

修の促進に寄与するため、県が行う耐震診断・改修を担う人材の育成や技術力の向上、経済

性に優れた耐震改修工法の情報提供など、建築関係団体、特定非営利活動法人（NPO）等と連

携した取組みに協力し、建築関係団体、特定非営利活動法人（NPO）等との連携に努める。 

 

 耐震改修促進計画市町調整会議との連携 (８)

県及び市町の建築主務課で構成される「耐震改修促進計画市町調整会議」（平成 18年 11月

設立）は、県と市町の耐震化率の目標設定の整合性や市町有施設の耐震化の実態把握、耐震

化の情報共有、事業進捗状況の把握、今後のフォローアップなど計画的な耐震改修等の促進

を図ることを目的としている。今後も引き続き連携を強化し、計画的な耐震化を促進するた

めの情報共有や制度改善に努める。 

 

 広島県建築安全安心マネジメント推進協議会との連携 (９)

行政機関及び建築関係団体で構成される「広島県建築安全安心マネジメント推進協議会」

（平成 23年４月設立）は、広島県建築安全安心マネジメント計画（令和２年６月改訂）を策

定し、建築物の品質の向上及び違反建築物の防止に係る対策を講じることにより、建築物の

安全性を確保し、安心して住める街づくりを図ることを目的としている。 

今後も計画的な耐震化の促進を図るため、本協議会と連携し、既存建築物の耐震改修の促

進等、建築物の安心安全や質の向上に向けた継続的な取組みを実行する。 

 

  地震保険の加入促進への普及・啓発 (１０)

地震保険の加入促進のため、県と連携して、地震保険の保険料、補償内容、地震保険料控

除などの情報提供を行い、地震保険の普及・啓発に努める。 

また、耐震診断や耐震改修の結果、耐震性能を有すると認められる住宅について地震保険

料が割引されることから、損害保険関係団体との連携についても進め、地震保険の普及・啓

発とあわせて耐震診断や耐震改修の促進を図る。 

 

２）計画の検証・見直し 

概ね５年後を目途に、耐震化の目標の達成状況について検証を行い、必要に応じて、新た

な施策の実施等にあわせた計画の見直しを行う。 

また、「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」など、耐震改修促進計画を実施するに

あたり、必要な事項は別途定める。 
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【変更経緯】 

・平成 22年３月 当初計画作成 

・平成 29年３月 第２期計画策定 

・令和 ４年３月 第３期計画策定 

海田町耐震改修促進計画（第３期計画） 

令和４年３月策定 

海田町 建設部 建設課 

〒736-8601 

広島県安芸郡海田町上市 14-18 
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