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２．宅地耐震化推進事業

１．地震による宅地災害の実態

○ 被災宅地危険度判定制度

○ 宅地災害ハザードマップ

○ 宅地耐震化推進事業による事前対策

○ 地震により発生する宅地災害

○ 宅地耐震化推進事業による宅地復旧



地震により発生する宅地災害 ①

・ 地震により発生する主な宅地災害として、滑動崩落・擁壁倒壊・液状化がある

・ 宅地の保全や復旧は所有者の責任だが、宅地耐震化推進事業が創設されて以降、公共

施設の保全に関わる宅地の保全や復旧について、一定規模以上のものについては公共

事業で支援可能となっている

・ 宅地災害は、人口流出などを引き起こし地域に影響を大きく与える場合があり、国土強靱

化の観点から事前防災や復旧に行政の関与が必要

平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した滑動崩落

滑動崩落被害が集中した宮城県仙台市内では、5,728宅地が被災し、169地区で公共事

業による支援が実施されたほか、市復興基金事業により支援が行われた。



地震により発生する宅地災害 ②

平成28年熊本地震により発生した擁壁倒壊

熊本県内では、既

存不適格擁壁を中

心とした、1万件以上

の擁壁倒壊が多く発

生。

公共事業と復興基

金事業により復旧を

支援。

平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した液状化

関東地方では旧河

道や埋立地で液状

化が多発。

千葉県浦安市では

市内の86%が液状

化。潮来市では人口

の2割が居住する地

区が液状化。



被災宅地危険度判定制度

・被災宅地危険度判定士登録数32,485名（H28.4.1時点）
（全都道府県及び一部の政令指定都市（18市）、ＵＲにおいて登録）

・被災宅地危険度判定士養成講習会
※半分以上の講習会に全国宅地擁壁技術協会より講師を派遣

（左上）擁壁の被害状況調査（右上）宅盤の被害状況調査
（左下）亀裂幅や傾斜の調査（右下）調査結果の掲示

○防災基本計画 ○国土交通省及び地方公共団体は，余震による建築物等の倒壊に関して，建築技術者等を活用して，被
災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い，応急措置を行うとともに，災害の発生のおそれのある場合
は速やかに適切な避難対策を実施するものとする

危険（赤）、要注意（黄）、安全（青）の３段階で判定
し、判定結果をステッカーにより表示。

※被災した都道府県のみでは対
応が困難である場合、国土交通
省において他の都道府県等と調
整を行い、広域支援を実施す
る。

被災した地方公共団体

判定活動実施体制

・宅造法に基づく、改善勧告や造成宅地防災区域指定
（参考：阪神淡路大震災時、兵庫県西宮市では593件の改善勧告
等を実施）
・宅地耐震化推進事業実施候補箇所の抽出 など

判定成果の活用

判定実施体制図 判定活動の様子

判定結果の表示



擁壁の損傷 法面の崩落 液状化

調
査
済
み

要
注
意

危
険

被災宅地危険度判定の判定事例

法面
一部崩落

練積擁壁の
隅角の分離

噴砂

擁壁の崩
壊

法面崩落

不同沈下
建物の傾斜

わずかに噴砂あり



赤や黄判定が集中して
いる区域で地滑りが発
生している

被災宅地危険度判定による滑動崩落箇所の把握



○熊本地震により発生した滑動崩落被害が、その後の豪雨により拡大 平成28年5月29日時点

平成28年6月23日時点

被災宅地危険度判定「赤」の箇所の被害拡大状況



住宅復旧に要する費用（液状化被害のあった浦安市の事例：東日本大震災）

大規模半壊 半壊 一部損壊

傾斜・沈下復旧工事 549万円 489万円 250万円

外構工事・地盤改良等 617万円 492万円 220万円

液状化被害を受けた住宅復旧に要する平均的な費用

地震保険金の有無別復旧工事の終了月数（震災後経過月）

復旧工事費用別工事の終了月数（震災後経過月）

引用

齋藤広子、中城康彦（2013）液状化

による被害を受けた住宅の居住者

への影響と復旧の課題－東北地方

太平洋沖地震による浦安市埋立て

地区の事例、公益社団法人日本都

市計画学会都市計画論文集、Vol48

、No.3 、p.717-722 
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宅地災害ハザードマップ（大規模盛土造成地マップ）

大規模盛土造成地マップ大規模盛土造成地
①盛土の面積が３，０００㎡以上
②盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が
２０度以上で、かつ、盛土の高さが５ｍ以上

宅地災害に関するハザードマップとして、大規模盛土造成地マップと液状化マップがある。事前対策の
優先度検討や、災害調査の優先度検討に必要であり、予め整備しておく必要がある。

H29.1.1時点の公表率



大規模盛土造成地マップが無い場合の対応①



大規模盛土造成地マップが無い場合の対応②



宅地災害ハザードマップ（液状化マップ）

・ 東日本大震災で関東地方を中心に液状化被害が多く発生して、都市で液状化が発生し

た場合の社会経済的な影響が非常に大きいことが認識された。

・ 平成25年には宅地耐震化推進事業が拡充されて、市街地液状化対策が支援可能となっ

た。

・ 全国的に液状化マップは整備されているものの、過去に作成した液状化マップは評価法

も古く、対策優先度等を検討する目的では利用できない場合がほとんど。

・ 事前対策として液状化対策を検討するためには、近年の技術的な発展を反映して液状化

マップを更新することが必要。

・液状化危険性の区分を大括りにしたため、微地形区分ごとの液状化
危険度がわからなくなっている

・また、非液状化層の分布は考慮されていない（液状化被害は表層に
液状化層が分布している地域で大きかった）

・全国的に、このような事例がほとんどで、液状化マップ更新が必要。

【熊本市液状化マップ】

・３６６の自治体で液状化マップを作成

液状化マップの策定状況について （H28.4.1時点集計）

液状化危険度に加えて非液状化層の分布も考慮

微地形分類図やボーリングデータのN値などを用いる簡易な判定

簡略地形図や液状化履歴による概略判定

液状化危険度のみを判定

東日本大震災の発生以前の作成
(近年の知見を取り込んでいない)



宅地耐震化推進事業の経緯

（Ｈ7.1）
兵庫県

南部地震

Ｈ１６

（Ｈ16.10）
中越地震

Ｈ１８

（Ｈ18.4）
宅造法改正

Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ Ｈ２９

（Ｈ23.3）
東北地方

太平洋沖地震

（Ｈ28.4）
平成28年
熊本地震

大規模盛土造成地等で
滑動崩落被害発生

事

象
広域で滑動崩落

・液状化被害の発生

Ｈ２５

・甚大な宅地被害が発生
・高さの低い擁壁被害が多数発生

大規模盛土造成地等の
安全性確保対策の検討

制
度
の
変
革

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

（Ｈ２４）

宅地液状化防止事業

（Ｈ２５）

工事補助率嵩上げ（全国）
（一定要件を満たす場合、1/4から1/3へ）

嵩上げ期間延長
（2年間期間を延長）

・大規模盛土造成地マップの
公表期限 ： H２８

・滑動崩落防止工事の着手期限 ： H３０

補助率嵩上げ（熊本）
（通常1/4または1/3から1/2へ）

変動予測調査の推進

（Ｈ２６）

（Ｈ２８．１０）

補助対象工事の追加（熊本）
盛土高さ2m以上の擁壁復旧工事を追加

（Ｈ２９）

（Ｈ２８．１０）

Ｈ２３

（Ｈ２９）

《要件（一部）》

⇒ H３０まで延長

⇒ H３２まで延長

工事補助率嵩上げ（熊本）
（通常1/4から1/2へ）

東日本大震災復興交付金事業

（ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業・市街地液状化対策事業 ）

Ｓ３６ Ｓ４２

（S36.6）
36.6梅雨
前線豪雨

（S36.11）
宅造法制定

（S42.7）
西日本
豪雨

（S32.7）
西九州

地方豪雨

（S33.3）
地すべり等
防止法制定

（S44.7）
急傾斜地法

制定

崖崩れ・土砂流出対
策を実施する類似の事
業として砂防系の事業
がある。

技術的な違いを踏ま
えて事業選択をする必
要がある。



② 宅地復旧に関係する事業の特徴について

事業名
宅地耐震化推進事業（うち大規模
盛土造成地滑動崩落防止事業）

災害関連急傾斜地崩壊対策事業
災害関連地域防災がけ崩れ対策
事業

災害関連緊急地すべり対策事業

関係す
る基準
類

●宅地造成に関する工事の技術
基準等

●宅地防災マニュアルの解説
●大規模盛土造成地の滑動崩落

対策推進ガイドライン及び同解
説

●急傾斜地崩壊防止工事の技術
的基準

●河川砂防技術基準
●急傾斜地崩壊防止工事技術指

針

●築造等の基準
●河川砂防技術基準
●地すべり防止技術指針及び同

解説

技術的
な特徴

地盤調査および安定計算による
地震時に滑動崩落おそれのある
盛土造成地（盛土の緩み）の抽出

自然斜面の安定度の検討 地すべり調査に基づく、すべり面
やブロックの判定、斜面安定解析

一例



（１）大規模盛土造成地等の滑動崩落にかかる変動予測に関する調査の費用 ：補助率１/３
（２）大規模盛土造成地が滑動崩落を防止するために行われる事業に要する費用 ：補助率1/４※（国費ﾍﾞｰｽ上限：4000万円/ha）

（※平成２８年度までに大規模盛土造成地マップが公表されている地域･区域であること等、一定の要件に該当する場合：補助率1/3）

大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止するため、造成宅地の変動予測調査
及び滑動崩落防止対策を推進する。

補助対象・補助率

補助要件

事業概要

事業実施主体

○都道府県、市町村
○宅地所有者等((1)変動予測に関する調査は除く)

（１）：（２）①の勧告又は区域の指定のために調査が必要な地域であること
（２）：下記の各号に該当する地区で行われるものであること

①宅地造成等規制法第16条第2項の勧告（都道府県知事等が行う災害防止措置をとることの勧告）又は同法第20条第1項の指定（相当数の居住者等に危害を

生ずる災害の発生のおそれが大きい一団の造成宅地）を受けた区域（造成宅地防災区域）であること
②地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、次のいずれかに該当すること

ア） 盛土部分の面積が3,000㎡以上 かつ その盛土上に存在する家屋が10戸以上
イ） 盛土前の地盤面の勾配が20度以上 かつ 盛土高さ5ｍ以上 かつ その盛土上に存在する家屋が5戸以上

③滑動崩落により、道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道、地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に
被害が発生するおそれがあること

宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

事業の特徴

災害により現に被害を受けた造成宅地においても、
上記（１）の変動予測調査を実施し造成宅地防災区
域に指定された等の場合は、（２）の滑動崩落防止
事業の対象となり、本事業を活用し再度災害による
被害拡大を防止することができる。
（平成19年中越沖地震にて実績あり） 滑動崩落防止事業 対策工事イメージ

地下水位

地 山

地下水排除工

間隙水圧排除工

アンカー工

擁壁

地表水排除工

抑止杭工

盛土

すべり面
（盛土の境界）



(1)宅地の液状化による変動予測に関する調査の費用 ：補助率1/3
(2)宅地の液状化を防止するために行われる事業に要する費用：補助率1/4

主に宅地の用に供され、大地震時等に液状化現象が発生する可能性のある地域において、災害の発生を抑制
するため、道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を推進する。

補助対象・補助率

補助要件

事業概要

事業実施主体

○都道府県・市町村

①当該宅地の液状化により、公共施設（道路、公園、下水道、河川、水路その他公共の用に供する施設をいう。）に被害が
発生するおそれのあるもの

②変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000㎡以上の一団の土地の区域であり
かつ、区域内の家屋が10戸以上であるもの

③宅地液状化防止事業計画の区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者のそれぞれ3
分の2以上の同意が得られているもの

④公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われていると認められるもの

宅地耐震化推進事業 （宅地液状化防止事業）

現在の地下水位

対策後の地下水位
地表面から3.0m程度

地下水
排水溝

地下水
排水溝

地下水位低下工法 格子状地中壁工法

(1)：主に宅地の用に供され、大地震時等に液状化現象が発生する可能性のある地域であること

事業の特徴

災害により現に被害を受けた造成宅地に
おいても、上記（1）の変動予測調査により
(2)の対象となったときは、本事業を活用し
再度災害による被害の拡大を防止すること
ができる。

(2)：下記の各号に該当する地区で行われるものであること



通常 熊本地震（制度拡充）

補助率 １／３または１／４ １／２

補助対象

① 盛土面積３，０００㎡以上
かつ 盛土上の家屋１０戸以
上

① 同左

② 斜面上の盛土高さ５ｍ以上
かつ 盛土上の家屋５戸以上

② 同左

加えて、
③ 盛土高さ２ｍ以上 かつ

盛土上の家屋２戸以上

対象件数
（見込み）

約３，８００件（①＋②） 約１，２００件（③）

イメージ

「宅地耐震化推進事業」の拡充について

熊本地震において、造成宅地の滑動崩落や液状化被害に加え、短周期の強い揺れによる擁壁被害が数多く生じた実態に鑑
み、

・ 宅地耐震化推進事業の補助率を１／３または１／４ ⇒  １／２に嵩上げ

・ 補助対象となる造成宅地の盛土高さを５ｍ ⇒  ２ｍに緩和

下記の2条件を満たすこと

・震度７の内陸浅発地震に

より激甚指定され、激甚指

定された市町村の区域に

おける被災擁壁件数が1

万件以上

・激甚指定された区域の道

府県の財政力指数が0.4

未満、かつ、市町村の財

政力指数（複数の場合は

平均値）が0.5未満である

こと

盛土上に存在する
家屋が２戸以上

避難路

避難路

5m
以

上

盛土上に存在する家屋が５戸以上

擁壁の被災

２
ｍ
以
上

【2戸2mへ緩和される条件】

被災宅地約1万５千件
の１／３を支援

地 山

盛 土

（区画整理事業等による宅地復旧を含む）

→ 2戸2mへ緩和される条件を満たせば発動

→ 熊本地震の特例的な措置



宅地耐震化推進事業実施箇所の事例 ①

【地区の概要】

・緩勾配の谷埋め盛土造成地

・平成26年度 盛土造成地の安定計算実施
・平成27年度 盛土造成地の滑動崩落防止工事を行うための設計

危険な盛土造成地の勧告実施
・平成28年度 滑動崩落防止工事の実施

【これまでの経緯】

【主な工事概要】

・アンカー工

【費用負担】

・国1/3※、その他2/3

・宅地造成工事規制区域内に位置する

※南海トラフ地震防災対策推進地域における事業や当該盛土造成地以外の住民の避難に重大な支障をきたす、
平成28年度までに大規模盛土造成地マップの公表済みであるなど嵩上げ要件を満たす区域



擁壁クラックからの浸出状況 擁壁下部からの湧水状況

擁壁上部のクラック発生
状況

道路舗装からの浸出状
況

管渠下からの湧水状
況

宅地耐震化推進事業実施箇所の事例 ②



地下水排除工
（φ300㎜有孔管）

固結
工

造成宅地滑動崩落緊急対策事業実施箇所の事例

仙台市 折立五丁目地区

着手前
H23.3

完 成
H27.2

仙台市 南光台(ナンコウダイ)六丁目地区

着手時
H25.2

完 成
H26.7

アンカー
工

法枠
工

地下水排
除工



市街地液状化対策事業実施箇所の事例
鹿嶋市 鹿島神宮駅周辺（西側）地区 久喜市 南栗橋地区

浦安市 試験施工 浦安市 舞浜三丁目地区

［地下水位低下工法］排水管敷設状況 ［地下水位低下工法］排水管敷設状況

［格子状地中壁工法］固化壁試験施工状況 ［格子状地中壁工法］固化壁の造成状況


