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はじめに 

 

＜計画策定の背景＞ 

 

阪神・淡路大震災では、地震により 6,434 名の尊い犠牲者と約 24万棟に及ぶ住宅・

建築物の倒壊等甚大な被害をもたらしました。このうち、地震による直接的な死者数は

5,502 人であり、さらにこの約 9 割の 4,831 人が住宅・建築物の倒壊等によるもの

でありました。建築物は、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された、新耐震基準（昭

和 56 年 6 月 1 日施行）に適合していない住宅・建築物でした。 

このため、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進することを目的として、平成 7

年 12 月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されました。しかしなが

ら、その必要性にもかかわらず、危機意識の低さや費用・技術的な問題などによって、

住宅・建築物の耐震化が思うように進んでいないのが実情です。  

近年、頻発する大地震に加え、東海、東南海・南海、首都直下型地震などの発生が切 

迫している状況を受け、国は地震被害の軽減を図るために「建築物の耐震改修の促進に 

関する法律」を平成 17 年に改正し、国や県・市町村、国民の責務等を明確にすると

ともに、基本方針を策定し、平成 27 年度までに、住宅・特定建築物の耐震化率を 90％

にすることを目標に掲げました。 

熊本県は、この改正を受け平成 25 年 9 月に「熊本県建築物耐震改修促進計画」を

変更し、平成 27 年度までに、県内の住宅及び特定既存耐震不適格建築物の耐震化率

目標を 90％とし、耐震化を促進するとしています。 

ただし、次期計画の決定までの間は、現計画を適用し、引き続き建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図ることとしています。（平成 28 年３月変更） 

球磨村においても、地震による建築物の倒壊被害から住民の生命、身体及び財産を保

護するため、村内に存在する特定建築物や住宅、公共建築物について現状把握と耐震化

の状況をまとめ、これらの建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、「球磨村

耐震改修促進計画」を策定しました。 

これにより球磨村では、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

計画を実施するよう努めるものとします。 
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＜用語の定義＞ 

本計画においての用語については次のとおり定めます。 

 

 「耐震改修促進法」 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成 7 年 10 月 27 日に公布された「建築物の耐

震改修の促進に関する法律」の略称（以下，「法」という。）です。この中で、新耐震

基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされてい

ます。 

 

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正」 

平成 17 年 11 月 7 日に上記法について「建築物の耐震改修の促進に関する法律の

一部改正」（以下、「改正法」という。）として改正がおこなわれました。大規模地震

に備えて住宅や学校、病院などの建築物の耐震診断・改修を早急に進めるため、建築

物耐震改修促進計画の作成が都道府県に義務づけられました。 

 

 「熊本県建築物耐震改修促進計画」 

改正法を受けて熊本県が策定した建築物の耐震改修促進計画をいいます。（以下、「県

計画」という。） 

 

 「耐震診断」 

地震に対する安全性を評価することをいいます。 

 

 「耐震改修」 

地震に対する安全性の向上を目的として，増築，改築，修繕若しくは模様替え又は敷

地の整備をすることをいいます。 

 

 「新耐震基準」 

昭和 53 年の宮城県沖地震後，従来の耐震基準が抜本的に見直され，昭和 56 年 6

月 1 日に施行された現行の耐震基準のことをいいます。 

 

 「耐震化」 

本法における耐震化とは、旧耐震基準で建築された建物を補強工事等により新耐震基

準と同等、もしくはそれに近い目標値まで地震に対する耐力を向上させることを意味

します。 

 

 「耐震化率」 

「新耐震基準」が施行された昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工された建築物を，耐震

性能のある建築物として抽出します。庁内資料を基にそれら対象建築物の戸数・棟数

について把握するとともに耐震化率を算出します。耐震化率は、「昭和 56 年 6 月 1

日以降の着工対象建築物」を「対象建築物総数」で割った値とします。ただし昭和
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56 年 5 月 31 日以前の着工対象建築物でも，耐震診断で耐震性能があると判断され

た場合は，昭和 56 年 6 月 1 日以降の着工対象建築物と同様に耐震性能のある建築

物として取り扱います。 

 

 「特定建築物」 

法第６条に基づく建築物であり，以下に掲げる建築物のうち現行の耐震基準に適合し

ない建築物のことをいいます。（主に旧耐震基準の建築物）本書では、耐震性の有無

に関わらず耐震改修促進法第 6 条に定める規模、要件を満たす建築物を「特定建築

物」として扱っています。 

 

 「活断層」 

新生代第４世紀に繰り返し活動し、今後の活動する可能性があるとみなされる断層、

のことをいい、地震活動の予知に重要とされています。（約 2００万年前より新しい

時代に動いた形跡のある断層。地殻の古傷） 

 

 「マグニチュード」 

マグニチュードは地震の規模を示す値です。震央（震源の真上の地表）から 100km

の位置に設置してある地震計の記録の片振幅を対数で表した数値としています。本計

画では「M」と表記しています。 

 

 「震度階級（震度階）」 

ある地点での地震の強さを示す数値。日本では 0 から 7 までの 10 段階に分けられ

ています。震度 5 と 6 には強弱の別があります。震度は、ある地点での地震の揺れ

の程度を表し、ある地点の揺れは、地震のエネルギー規模（マグニチュード）だけで

なく、震源からその地点までの距離、震源の深さ、伝播経路、その地点周辺の地盤条

件等に左右されます。ある地点の震度を考えると、他の条件が同じなら、マグニチュ

ードが大きいほど震度は大きくなりますが、浅い直下型地震では、マグニチュードが

さほど大きくなくても、震源域（地震によって溜まっていたエネルギーが放出される

領域）周辺に限って震度が大きく、狭い範囲に大きな被害をもたらすことがあります。 
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震度と揺れ方 

震度階 揺れの状態 

震度０ 人は揺れを感じない。 

震度１ 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。 

震度２ 
屋内にいる人の多くが揺れを感じる。電灯などの吊り下げ物がわずかに

揺れる。 

震度３ 
屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。棚にある食器類が、音を立て

ることがある。電線が少し揺れる。 

震度４ 

眠っている人のほとんどが目を覚ます。吊り下げ物は大きく揺れ、座り

の悪い置物が倒れることがある。電線が大きく揺れる。歩いている人も

揺れに気づく。 

震度５

弱 

一部の人は行動に支障を感じる。吊り下げ物は激しく揺れ、座りの悪い

置物の多くが倒れる。窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れ

るのが分かる。 

震度５

強 

非常な恐怖を感じる。多くの人が行動に支障を感じる。棚の上の物が落

ちる。 

タンスなど、重い家具が倒れる。補強されていないブロック塀の多くが

崩れる。 

震度６

弱 

立っていることが困難になる。固定していない重い家具の多くが移動、

転倒する。かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 

震度６

強 

立っていることができず､はわないと動くことができない。固定してい

ない重い家具のほとんどが移動、転倒する。多くの建物で、壁のタイル

や窓ガラスが破損、落下する。 

震度７ 

揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない｡ほとんどの家具が大

きく移動し、飛ぶものもある。ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラ

スが破損、落下する。  

（気象庁震度階級関連解説表より）
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第１章 球磨村耐震改修促進計画の概要  

 

計画の目的 

 

本計画は、改正法に基づき、地震による建築物の倒壊被害から住民の生命、身体及

び財産を保護するため、村内にある住宅、公共建築物について建築基準法耐震基準に

照らした現状把握や耐震化の状況、今後の目標、耐震改修の促進にあたっての実施施

策等について検討し、球磨村における耐震改修促進計画を策定するものです。 

 

計画期間 

 

本計画は、国の方針に基づき、平成 22年度より平成 27 年度までの６ヵ年を計画

期間とし、耐震化の目標と目標達成に向けた取り組みを計画します。 

  ただし、次期計画の決定までの間は、現計画を適用することとします。(平成 28

年 3 月変更) 

計画の位置づけ 

 

本計画は、法に基づき、県促進計画及び村地域防災計画との整合を図るとともに、

住宅・建築物等の耐震診断及び耐震改修を促進する計画として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 村促進計画の位置づけ 

球磨村地域防災計画 

(平成21年) 

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18年1月25日国土交通省告示第184号） 

熊本県建築物耐震改修促進計画 

（平成19年3月） 

熊本県地域防災計画 

(平成21年) 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律 

(改正平成17年11月7日法律第120号) 

球磨村建築物耐震促進計画 

（平成22年3月） 

災害対策基本法 

(昭和36年法律第223号) 

耐震改修促進法第 5条 都道府県の計画 

法律 方針 

耐震改修促進法第 5 条第 7項 市町村の努力義務 

熊本県 

球磨村 
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第２章  耐震改修促進計画の基本事項 

 

球磨村周辺の活断層帯 

 

第１項 地震の原因 

 

  地震の原因は、岩盤に蓄積されたひずみエネルギーであり、地震はこのエネルギーが

岩盤の破壊強度を超えたときに断層を動かし、破壊の過程で放出された衝撃波が地表に

まで達して地震動（揺れ）を起こす現象です。 

   地震の発生には、断層の活動が大きく関わっており、「活断層が動くことによって地

震が起きる。」とすることもあります。 

 

第２項 球磨村に地震の影響を及ぼす断層帯 

 

 球磨村の周囲には、熊本県の主

要な活断層である 3 つの断層が

存在します。1つめは、阿蘇外輪

山から八代海南部に延びる「布田

川・日奈久断層帯」、2 つめは、

県南西部から鹿児島県に延びる

「出水断層帯」、最後に県南東部

に延びる「人吉盆地南縁断層」で

す。   

国の地震調査研究本部の研究

結果によると、地震発生の長期確

率には幅がありますが、その最大

値をとると､布田川・日奈久断層

帯は､今後３０年の間に地震が発

生する可能性が 3%を超え､出水

断層帯及び人吉盆地南縁断層は

1%～3%といわれています。 

                      図-2 球磨村周辺の断層群 

資料：地震調査研究推進本部地震調査委員会ホームページ 
http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/kyushu-okinawa/p43_kumamoto.html 

布田川・日奈久断層帯 

人吉盆地南縁断層 

出水断層帯 

http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/kyushu-okinawa/p43_kumamoto.html
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3-1）布田川・日奈久断層帯 

 

 布田川・日奈久断層帯は、阿蘇外輪山の西側斜面から八代海南部に至る活断層帯で、 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村から葦北郡芦北町を経て八代海南部まで、一部でやや方向が変化

しますが、全体としてほぼ北東－南西方向に延びる長さ約 101ｋｍの断層帯です。本

断層帯は、南阿蘇村の阿蘇外輪山西側斜面から上益城郡甲佐町付近までの北東部、甲佐

町付近から芦北町の御立岬付近までの中部、及び御立岬付近から八代海南部までの南西

部の３つの区間からなっていると推定されます。全体として右横ずれと断層南東側の相

対的な隆起を主体としますが、一部では断層が並走して小規模な地溝帯を形成していま

す。 

 

＜過去の活動＞ 

 断層帯北東部は、平均して 11,000 年～27,000 年程度の間隔で活動した可能性が

あります。最新活動時期は約 1,200 年以前と推定され、活動時のずれの量は、右横ず

れを主体として２ｍ程度であった可能性があります。 

 

＜将来の活動＞ 

 布田川・日奈久断層帯は、３つの区間がそれぞれ別々に活動すると推定されます。 

北東部では、M7.2 程度の地震が発生すると推定され、その際に右横ずれを主体として

２ｍ程度のずれを生じる可能性があります。 

 南西部では、M7.2 程度の地震が発生するものと推定されます。 

 

＜球磨村での震度予測＞ 

 

布田川・日奈久断層帯の中部南西部とで同 

時に断層が活動して地震が発生した場合は、 

球磨村のほぼ全域で震度 5 強の揺れが発生す 

ることが予測されます。この揺れは村全体で 

非常な恐怖を感じます。多くの人が行動に支 

障を感じ、棚の上の物が落ちるタンスなど、 

重い家具が倒れ、補強されていないブロック 

塀の多くが崩れる等の被害が発生し、一部の 

建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下 

する被害が発生します。 
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 3-2）出水（いずみ）断層帯 

 

出水（いずみ）断層帯は、熊本県南部から鹿児島県北西部に分布する活断層帯で、出

出水山地の北西縁に沿って、熊本県水俣市から鹿児島県出水市を経て出水郡野田町

（現・出水市野田町）へと延びる断層帯です。長さは約 20ｋｍで、ほぼ北東－南西方

向に延びる、相対的に南東部が隆起する正断層で右横すれを伴います。 

 

＜過去の活動＞ 

出水断層帯の平均的な上下方向のずれの速度は０．１－０．２ｍ／千年程度の可能性

があります。最新活動時期は、約７千３百年前以後、約２千４百年前以前の可能性があ

り、約３万２千年前以後に計４回の活動があったと推定されます。また、平均活動間隔

は概ね８千年であった可能性があります。 

 

＜将来の活動＞ 

 出水断層帯は、全体が１つの区間として活動すると推定され、マグニチュード 7.0

程度の地震が発生すると推定されます。この場合、断層の南東側が北西側に対して相対

的に１－２ｍ程度高くなる段差を生じ、右横ずれを伴う可能性があります。 

 

＜球磨村での震度予測＞ 

 

出水断層が活動して地震が発生した場 

合は球磨村の北部で震度 4 の揺れが発生 

し、南下するほど揺れが大きくなります。 

一部で震度 5 強が予測されますが、ほと 

んどが、震度 5 弱の揺れと予測されてい 

ます。南部では人は行動に支障を感じ、 

吊り下げ物は激しく揺れ、座りの悪い置 

物の多くが倒れます。 

窓ガラスが割れて落ちることなどもあ 

り、電柱が揺れるのが分かり、一部の老 

朽化した建物で、壁のタイルや窓ガラス 

が破損、落下する等の被害が発生します。 
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3-3）人吉盆地南縁断層 

 

人吉盆地南縁断層は、人吉盆地の南縁に沿って分布する活断層で熊本県球磨郡湯前町

から同郡多良木町、同郡あさぎり町、同郡錦町を経て、人吉市東部にいたる断層です。 

長さは約 22ｋｍで、概ね北東－南西方向に延びています。本断層は、断層の南東側

が北西側に対して相対的に隆起する正断層です。 

 

＜過去の活動＞ 

 人吉盆地南縁断層の平均的な上下方向のずれの速度は、約０．１－０．２ｍ／千年で

あった可能性があり、最新活動時期は、約７千３百年前以後、約３千２百年前以前であ

った可能性があります。活動時には、断層の南東側が北西側に対して相対的に２ｍ程度

隆起したと推定されます。また、平均活動間隔は約８千年以上の可能性があります。 

 

＜将来の活動＞ 

 人吉盆地南縁断層は、全体が１つの区間として活動し、マグニチュード７．１程度の

地震が発生すると推定されます。その際、断層近傍の地表面では、断層の南東側が北西

側に対して相対的に２ｍ程度高まる段差が生じると推定されます。 

 

＜球磨村での震度予測＞ 

 

人吉盆地南縁断層が活動して地震が発生し 

た場合は球磨村の北部で震度 4～5 弱の揺れ 

が発生し、南下するほど揺れが大きくなり、 

一部で震度 6 弱の揺れが予測されています。 

震度 6 弱の揺れでは、立っていることが困難 

になり、固定していない重い家具の多くが移 

動、転倒します。かなりの建物で、壁のタイ 

ルや窓ガラスが破損、落下する等の被害が発 

生します。 
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村全域におこりうる地震 

 

第１項  球磨村の微地形区分 

 

村の表層地盤は、北部と南部では大きく分断されています。図-3 に示すように、北

部は古生代を中心とした強固な地盤からなる山地丘陵地形をなしており、南部は新第三

紀等の山地丘陵地形となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-3 球磨村全域表層地盤 微地形区分図 

微地形区分

古生代

新第三紀

丘陵地

砂礫台地

ローム台地

扇状地

砂丘・砂州

谷底平野

後背湿地・デルタ500m内

人工改変地

火山
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第２項 村全域を震源とした M6.9の地震 

 

村域には断層の存在は確認できていません。しかし、近年断層が確認されていない箇

所にも地震が発生し、どこにでも地震の震源となる可能性が無いとはいえません。村で

は、断層の確認できていない場所でも地震が起こりうることを想定し、その場合で想定

できる最大エネルギーである M6.9を設定して揺れやすさを解析しています。その結果、

球磨川沿道の一部で震度 7 の揺れが発生することが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-4 球磨村全域震源とした M6.9 の地震が起きた場合の震度分布 

村全域M6.9直下型地震

7

6強　強

6強　中

6強　弱

6弱
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法による耐震改修を促進すべき建築物 

 

促進計画では、建築基準法等の耐震関係規定に適合していない新耐震基準施行（昭和

56 年 5 月 31 日）以前に建設された既存建築物の現状を把握し、耐震強度が不足して

耐震化を図るべき既存建築物の比率により耐震化率を推計します。対象とする建築物は

住宅、特定建築物及び、公共建築物で、これらの定義は以下のとおりです。  

 

表 1 調査対象となる建築物の定義 

項   目 内   容 

一般住宅 住宅及び共同住宅 

特定建築物 

1 号特定建築物※１ 不特定多数の人が利用する建築物等 

2 号特定建築物※２ 
政令で定める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 

3 号特定建築物※３ 
倒壊時、緊急輸送道路※４を閉塞するおそ

れのある建築物 

公共建築物 村が管理する建築物 

 

※1「1 号特定建築物」とは、特定建築物のうち多数の者が利用するなど一定の用途で一定の規

模以上の建築物を指します。（表 2 参照） 

※2「2 号特定建築物」とは、特定建築物のうち政令で定める数量以上の危険物（表 3 参照）

の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を指します。 

※3「3 号特定建築物」とは、特定建築物のうち地震によって倒壊した場合においてその敷地に

接する緊急輸送道路の通行を妨げ，多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある一定

の高さを超える建築物を指します。（図-7 参照） 

※4「緊急輸送道路」とは、震災時に円滑な避難及び救援活動を確保すべき必要のある道路を指

し、村促進計画においては県が指定した道路を指します。（P10、表 4、図-8 参照） 
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表 ２ 1号特定建築物一覧 

種別 用 途  特定建築物の規模要件 

1号 

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） 

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）        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 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

病院、診療所 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

集会場、公会堂 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

展示場 階数 3以上かつ 1,000㎡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 

ホテル、旅館 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、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 

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 

幼稚園、保育所 階数 2以上かつ 500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

遊技場 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 

公衆浴場 階数 3以上かつ 1,000㎡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 

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 

工場（危険物の貯蔵所又は処理場の用途に供する建築物を除く。） 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 

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 

郵便局、保健所、税務署、その他これらに類する公益上必要な建物 階数 3以上かつ 1,000㎡以上 
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表３ ２号特定建築物となる危険物数量 

政令 

第3条第2

項 

危 険 物 の 種 類  数  量 

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 
危険物の規制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 
危険物の規制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 ※1 

第 6号 可燃ガス（第 7 号、第 8号に掲げるものは除く） 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 

備考：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、

7200個、約 120kg。 

 

図-６ ３号特定建築物のイメージ 
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■緊急輸送道路とは 

 

緊急輸送道路は、改正促進法第 5 条第 3 項第 1号に規定された大規模な地震が発

生した場合に、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活

動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に設定

された道路です。県改修促進計画においても表３、図-7 に示すとおり、国道及び県

道を対象に緊急輸送道路を指定して、「熊本県緊急輸送道路ネットワーク」を作成し

ています。村においてこれらの道路は、災害時の重要な輸送道路であり、通行を確保

するためにも沿道の建築物の耐震化を積極的に進める必要があります。 

 

表 4 県緊急輸送道路ネットワーク概要 

機能区分 県緊急輸送道路ネットワーク 

第一次緊急輸送道路 
県内外の広域的な輸送に不可欠な、高速自動車国道、一般国道（指定区間）

と高速自動車国道インターチェンジ及び輸送拠点等とを結ぶ幹線道路 

第二次緊急輸送道路 
第一次道路とネットワークを構成し、市庁舎、警察署、消防署などの防災

活動拠点となる施設を相互に接続する幹線道路 

備考：村を通過する県指定緊急輸送道路は、下記の第一次緊急輸送道路となります。 

   国道：219号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 熊本県緊急輸送道路ネットワーク図 
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第３章 建築物の耐震化の現状 

 

対象となる建築物 

 

本計画における対象建築物の耐震化の現状について、庁内資料をもとに、対象建築

物ごとに耐震化の実態を推計し把握します。本計画で耐震性能の無い既存建築物は、

村内に存する新耐震基準の施行の昭和 56 年 5月 31 日以前に着工された、住宅、耐

震改修促進法第６条に定める特定建築物、災害時要援護者が利用する建築物、及び、

防災上拠点となりうる施設、その他の村有建築物とします。これらの定義は、以下に

示すとおりとします。  

表 5 調査対象となる建築物の定義 

項   目 内   容 

① 一般住宅 
昭和 56 年以前建設の住宅は非耐震建築物

とし木造と非木造に分類 

② 公共建築物 

学校施設 
災害時、要援護者が利用する、保育所、学

校、社会福祉施設及び体育館等の建築物 

一般施設 上記に示す項目以外の村有建築物 

※ 球磨村の特定建築物は村庁舎のみとなります。 

 

住宅耐震化の現状・課題 

 

村の住宅の耐震化の状況は、推計によると住宅戸数は、1,980 戸あります。このう

ち 56 年以前に建設され対象となる住宅は 1,560 戸です。57 年以降に建設された住

宅は 400 戸です。このことから、球磨村においては耐震性能を有する住宅の耐震化率

は約 21.2％と推計されます。これは、全国の 75%及び熊本県の 68％と比較して耐震

化がはるかに低い状況となっています。 
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表 6 住宅耐震化率推計値 

項    目 木 造 非木造 合   計 

56 年以前建設 1,550 10 1,560 

57 年以降建設 400 20 420 

合 計 1,950 30 1,980 

耐震化率 20.5% 66.7% 21.2% 

資料：庁内資料による 
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村の木造住宅の耐震化率は 30％を下回っており、特に神瀬地区はさらに 20%を下

回っています。住宅の耐震化における村のおおきな課題といえます。 

大字名 
昭和 56年以前建設 昭和 57年以降建設 耐震 

化率 木造 RC造 S造 CB造 軽鉄造 合計 木造 RC造 S造 CB造 軽鉄造 合計 

一勝地 387 1 1 - - 389 99 - - - 4 103 20.9% 

三ケ浦 221 1 - - - 222 56 - - 1 1 58 20.7% 

神瀬 374 - - - - 374 73 - - 2 - 75 16.7% 

大瀬 59 1 1 - - 61 17 - - - - 17 21.8% 

渡 509 2 3 - - 514 155 - - 9 3 167 24.0% 

合計 1,550 5 5 - - 1,560 400 - - 12 8 420 24.5% 
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村有建築物の耐震化の現状・課題 

 

球磨村おける村有建築物は 104 棟あります。このうち学校施設は 12 棟あり、一

般施設が 92 棟あります。建設年において、56 年以前と 57 年以降分類すると、学

校施設は、前者が 10棟、後者 2 棟となります。その中で、既に耐震診断による対策

が講じられ、平成 22 年 4 月には学校施設においては耐震化率 100％が見込まれて

います。一般施設においては昭和 56年以前の建築物が 26 棟あり 57 年以降建設棟

が、66 棟あります。このことから、球磨村において、学校施設及び一般施設の耐震

化率はそれぞれ、100.0％及び 71.7%となり、全体の村有建築物の耐震化率は

75.0%と推計されます。 

表 7 村有建築物 耐震化率推計値 

項   目 学校施設 一般施設 合計 

①昭和 56 年以前建設 １０ 26 36 

②（うち耐震改修実施棟） １０ － 10 

③昭和 57 年以降建設 ２ 66 68 

④耐震性のある建築物(②+③） １２ 66 78 

⑤合計棟数（①+③） １２ 92 104 

耐震化率 100.0% 71.7% 75.0% 
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第４章 耐震化の目標設定 

 

球磨村耐震化の目標設定 

 

国及び県において、「住宅」「特定建築物」 について、それぞれに具体的な耐震診 

 断及び耐震改修の目標値が設定されています。国は、減災目標として今後 10 年間で

死者数、経済被害額を半減、住宅及び特定建築物に関する耐震化率の目標を 90%と

しています。県も国と同様に、平成 27 年までに、それぞれの建築物の耐震化率を

90％とすることが目標値として定められています。 

ただし、次期計画の決定までの間は、現計画を適用し、引き続き建築物の耐震診断

及び耐震改修の促進を図ることとしています。（平成 28 年３月変更） 

村においても、国の基本方針及び県促進計画を勘案し、住宅、村有特定建築物の耐

震化の現況を把握しており、平成 27 年度までの対象建築物の耐震化の目標値につい

て耐震化率の目標を 90％と設定します。ただし、次期計画の決定までの間は、現計

画を適用することとします。(平成 28年 3 月変更) 

 

■国が示す耐震化の現状と目標値 

耐震性が不十分な住宅・建築物は、住宅総数 4,700 万戸のうち 1,150 万戸

（25％）、住宅以外の建築物の総数 340 万棟のうち 120 万棟（35％）、特定建築

物の総数 36 万棟のうち 9 万棟（25％）と推計。 

⇒ 平成 27年耐震化率 90％と設定 

 

 

■県が示す耐震化の現状と目標値 

耐震性が不十分な住宅・建築物は、住宅総数64.4 万戸のうち20.6 万戸（約32％）

と、全国の 25%と比較しても耐震化率が低い状況である。また、耐震性が不十分な

特定建築物※は、総数 7,561 棟のうち 1,531 棟（20.2％）であり、全国の 25%

と比較すると耐震化率はやや高い状況である。これは昭和 56 年 6 月以降の建築物

数の割合が高いためと考えられる。 

⇒ 平成 27年耐震化率 90％と設定 
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■球磨村が示す耐震化の現状と目標値    

  耐震性が不十分な住宅・建築物は、住宅総数 1,980 戸のうち 1,560 戸（約 78％） 

 と高い数値となっています。村では、山間の木造住宅がほとんどをしめ、全国平均と

比べてもかなり低い耐震化率となっています。村有建築物は、学校施設が 100％を

達成するなど比較的高い耐震化率を確保しています。 

  村においては、住宅を中心として平成 27 年度までに、県、国と同様に、耐震化率

の目標を 90％に設定します。ただし、次期計画の決定までの間は、現計画を適用す

ることとします。（平成 28 年３月変更） 

 

 

 

重点的に耐震化を促進する建築物 

 

■ 村役場庁舎及び避難所施設 

 

村において、拠点施設となる村役場及び避難諸施設は重点的に耐震化を検討する建築 

物として、今後建替え等を含めた耐震化促進についての検討おこなうものとします。 

 

■ 木造戸建て住宅  

 

阪神・淡路大震災では、昭和 56 年以前に着工された建築物を中心として多くの木造

住宅で倒壊などの被害が発生しました。耐震化の促進のためには、地震による倒壊の危

険性が高い木造戸建て住宅の耐震化の向上を図ることが重要であることから、木造戸建

て住宅について、重点的に耐震化を促進します。 
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第５章  耐震改修促進における主な取り組み 

 

耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策方針 

   

第１項     耐震化を促進するための支援制度･体制 

   

耐震診断及び耐震改修の促進を図るために次の施策について検討を行うものとしま

す。また国の補助事業や租税特別措置について分かりやすく整理し、球磨村における各

補助事業に対しての事業量の把握も行うものとします。 

 

a) 耐震診断・改修に関わる基本的な取組方針 

b) 安心して耐震改修が行うことができるようにするための環境整備 

c) 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 

d) 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

e) 優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定 

f) 重点的に耐震化すべき地区の設定 

 

第２項 住宅の耐震化に関する基本的な考え方 

 

住宅の耐震化を促進するためには、地域防災対策等を自らの問題として意識し、住民

自ら耐震対策に取り組むことが不可欠です。熊本県では、行政や専門家がサポートする

ことを基本に、普及・啓発、相談窓口の充実などの支援等を講じ、住宅の耐震化の促進

を図っています。住宅の耐震化に関する施策として、住民にとって、もっとも身近な住

宅の耐震化は、住民の生命や財産を保護するとともに、地域の防災機能を高めることに

大きく貢献します。しかしながら、住宅の耐震化の状況は、図１でも示したとおり、耐

震性の不十分な住宅が多数存在します。住宅の耐震化を進めるにあたっては、まず所有

者自らが、住宅の耐震性について意識を持つことが重要です。村は、既存住宅の耐震化

を促進するため、昭和 56 年５月３１日以前に着工した戸建て木造住宅を対象に、耐震

化対策の支援を実施いたします。 
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 耐震改修を促進する環境整備 

 

第１項    専門技術者の養成・専門技術者情報の公開 

 

県では建築士等の技術者を対象とした講習会をしており、専門技術者の養成に大変

有効であります。村では、住宅・建築物の所有者等が、安心して耐震診断や補強工事

の相談ができるように、講習会の受講者等の情報提供を行います。 

 

第２項 耐震診断及び耐震改修の技術の向上等 

 

国土交通大臣の指定を受けた耐震改修支援センターや（財）熊本県建築住宅センタ

ーと連携して、住宅及び建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術等（簡易な方法

やコストダウンができる方法など）の情報提供の充実及び普及・啓発を図ります。 

 

第３項 建築関係団体の相談体制の充実 

 

建物の所有者等からの地震に対する建築物の安全性や改修技術についての相談に

応じるとともに、（財）熊本県建築住宅センターの相談窓口を活用し、耐震関係情報

の提供の充実を図ります。 

 

第４項 情報提供の充実 

 

住宅・建築物の所有者等からの様々な情報の要望に適確に対応するため、（財）熊

本県建築住宅センター等と連携して、情報提供の充実を図ります。また、建築関係団

体においても、情報提供の充実が図られるよう要請します。 

 

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 

 

第１項  講習会の開催等の案内 

 

県が実施した講習会等の案内をホームページ等に掲載するなど、以下の情報提供を

行います。 

 

（ア） 講習会参加者、建設技術者、建築関係団体への登録状況の把握 

（イ） 県が作成したパンフレットの配布及び広報誌の活用 

（ウ） 関係機関の情報とのリンク（ホームページ等の活用） 
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第２項 リフォームに併せた耐震改修の促進 

 

住まいの家族構成や生活スタイルが変わることにより、増改築等のリフォームが必

要になる場合に、これらのリフォームに併せて耐震改修を行うと費用の面においても

安価で、適確な耐震改修ができるなど、合理的で効果の高い耐震改修工事を行うこと

ができます。このようなことからリフォームに併せた耐震改修の促進を耐震相談やパ

ンフレットの配布等を通じて推進していくとともに、建築関係団体とも連携して住

宅・建築物の所有者等に対して普及・啓発を図ります。 

 

第３項  地震ハザードマップの作成と公表 

 

住民や建築物所有者等に対し、建築物の地震に対する安全性の向上についての啓発

を行い、住宅及び建築物の耐震化を促していくためには、その地域において発生の恐

れがある地震と建物被害の可能性などを住民に伝えることにより、住民の注意を喚起

し、防災意識の高揚を図ることが重要です。 

そのためには、身近な情報を分かりやすく詳細に示した地震ハザードマップ（地震

防災マップ）の作成・公表が、住民にとって有効な手段であると考えられます。 

村内では大きな断層は確認できておらず、大きな地震の経験も薄く、住民の地震へ

の防災意識は低いと考えられます。しかしながら、既存の活断層による地震以外にも、

福岡県西方沖地震のように活断層が確認されていなかったところで地震が発生する

場合があります。活断層が確認されていない場所で地震が発生した場合に、それぞれ

の場所で、どの程度の地震に見舞われることとなるのかを知るために、一般的にマグ

ニチュード 6.9 の震源を想定した場合の震度分布を算出します。この考え方によれ

ば、村全域においても、震度 6 弱以上となることが予測され、東部の平野及び低地、

河川沿いの低地においては震度 6 強～７となることが予測されることがわかってい

ます。球磨村においては、村内の地盤の状況を把握し、起こりうる直下の地震を想定

するために、地域のゆれやすさを震度として評価し、「ゆれやすさマップ」を作成し

ます。さらに住民に地震の危険度の認識を深めてもらい、耐震化促進の意識啓発を図

るとともに、災害における被害を最小限にくい止めることを目的に、予想される被害

の区域や程度等を地図上に示す「地震防災マップ」を作成します。このマップを公表

することにより、地震被害についての市民意識の啓発に努めます。 
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図-9 地震ハザードマップ ゆれやすさマップ面 
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図-10 地震ハザードマップ 情報パンフレット面 

 

自主対策の推進 

 

第１項  ブロック塀等の転倒防止 

 

ブロック塀が倒壊すると、その下敷きになり死傷者が出たり、道路を閉塞することに

より、避難や救援活動に支障をきたすことになります。 

村では、安全性確保の観点から村域全体でブロック塀の倒壊対策を講じていくため、

ブロック塀の所有者等に対し生垣化助成事業を紹介するなど、積極的に生垣化を誘導し

ていきます。また、ブロック塀の危険性について、パンフレットやホームページ等で住

民に周知するとともに、地域からの耐震化促進の取り組みを啓発していきます。 

 

第２項  落下物対策 

 

村では、地震が発生した際、ガラスの落下する恐れのある建築物や、既存建築物の壁

面で傾斜部を有する外壁が直接道路などに落下する危険性がある建築物、大規模空間を

有する建築物において天井部材が落下する危険性がある建築物の所有者等に対し、県や

関係団体と連携しながら、適切な施工技術及び補強方法の普及啓発を図ります。                    
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第３項  家具の転倒防止 

 

建築物に十分な耐震化が実施されていても、家具等の転倒防止策が行われていない

場合、死傷の原因となったり、避難等に支障が生じたりすることが考えられます。こ

のため、身近な住宅内部での地震対策として、家具の固定方法の普及啓発を図ります。

また、防災訓練等においても、家具の転倒防止の推進を呼びかけていきます。 

 

関係団体等との連携 

 

県促進計画を踏まえ、県と村の役割分担を定め、耐震改修に関する啓発及び知識の

普及促進を図るために次の項目を整理するものとします。また自治会との連携・支援

策について、地域の耐震化に向け地域住民が持つべき意識や行うべき行動などについ

て検討します。 

 

a) 耐震改修促進法による指導・助言、支持、公表等に関する事項 

b) 地域の耐震指針等の実効性を上げる為の条例化等に関する事項 

c) その他耐震改修促進に関して必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 関係団体との連携 

 

 

 

球磨村 

● 行政間の連携 

● 情報の収集、提供、相談体制の整備 

● 耐震支援の推進 

建築物所有者 

● 耐震診断、改修の実施 

● 安全性の維持、向上 

● 建物以外の防災措置の実施 

建築関係団体 

● 行政との連携 

● 技術者の支援育成 

● 耐震改修工法の開発等 

 

耐震改修促進 

普及・啓発・支援 

耐震診断・改修・工事の実施 

県および協議会との連携 

技能育成・工法開発 

広報啓発・施策立案 


