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地震により発生する宅地災害

・ 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

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35,950名（H29.4.1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

○判定成果の活用
・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

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

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
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被災宅地危険度判定制度

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

（Ｈ９）

１



大地震時等における滑動崩落や液状化による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民への情報提供等を図ると
ともに、対策工事に要する費用について補助する。

○ 大規模盛土造成地等の変動予測
大地震等が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造

成地等の変動予測調査（大規模盛土造成地マップや宅地液状化マップ作成によ
る住民への情報提供のための調査や、対策工事箇所の特定につながる調査）に
要する費用の一部を補助。

○ 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
大地震等に、一定の要件を満たす大規模盛土造成地が滑動崩落することを防

止するために行われる事業に要する費用の一部を補助。

宅地と一体的に行われる道路等の公共施設の液状化対策事業に要する費用

の一部を補助。

○ 宅地液状化防止事業

事業主体 地方公共団体
交付率 １／３
交付対象 大規模盛土造成地の変動予測及び宅地の液状化による

変動予測に関する調査に要する費用

事業要件

①宅造法第16条第2項の勧告又は第20条第1項の指定を受けた区域であること

②下記のいずれかに該当すること
・盛土面積3,000㎡以上かつ住戸10戸以上

・勾配20度以上かつ盛土高さ5ｍ以上かつ住戸5戸以上

・盛土高さ2m以上かつ住戸2戸以上（熊本地震により宅地被害が集中した熊本県内の市町村に 限る）

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、

避難地又は避難路等に被害が発生するおそれのあるもの

事業主体 地方公共団体
交 付 率 １／４、１／２（熊本地震により宅地被害が集中した熊本県内の市町村に 限る）

交付対象 宅地と一体的に行われる公共施設の液状化防止工事に要する設計費及び工事費

道路と宅地との一体的な液状化対策を行う工法のイメージ（格子状地中壁工法）

事業主体 地方公共団体、宅地所有者（間接補助）等
交 付 率 １／４、１／３、１／２（熊本地震により宅地被害が集中した熊本県内の市町村に 限る）

交付対象 大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事に要する設計費及び工事費

液状化しやすさマップ（千葉県）

事業要件

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

大規模盛土造成地マップ（東京都）

宅地耐震化推進事業の概要



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。

H29.10.1時点の公表率（都道府県別）

大規模盛土造成地マップ等の公表状況

（参考）社会資本整備重点計画におけるマップ公表率の目標値

H27.4 13.7％ →H29.10現在 55.4％→ 【H32 年度末目標 約 70％】

全国：55.4％



大規模盛土造成地マップ等の公表状況



大規模盛土造成地マップ公表の推進について



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)



住民等にわかりやすい液状化ハザードマップ作成手法の開発（H30～32年度）

要旨

実施内容

○ 東日本大震災をきっかけとして液状化のリスクについて認知されつつあるが、住民等が事前に液状化対策に取
り組む事例は少ない。

○ 平成３０年度から平成３２年度にかけて都市局、国総研、国土地理院で連携して、わかりやすい液状化マップの
作成手法を開発する。

現状

○現状の液状化ハザードマップ（例：熊

本市）では被害が大きかった地域を

含めて同一の危険度が広く分布

実施イメージ

○ 液状化の事前対策を推進するためには、住民等が地域の液状化リスクに気づくための液状化ハザードマップが
必要。

①液状化危険度を表現するイメージ

① サンプル的なボーリングデータを基にして液状化危険度の広が
りを表現する方法の検討

液状化の可能性
が高い微地形

同一微地形内

のボーリング間
危険度を面的

に補間

液状化危険度

低い

高い

近見地区

液状化の可能性
が低い微地形

② 地域の建物やインフラの構造等を踏まえて液状化被害を受ける
危険度を表現する方法の検討

②液状化被害を受ける危険度を表現するイメージ

高

宅地地盤の
液状化対策度強度

建物基礎の
液状化対策度強度

＜凡例＞

低

高

低

都市局、国総研、国土地理院との連携調査



（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３０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）



宅地耐震化推進事業実施箇所の事例

【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



擁壁下部からの湧水

擁壁上部のクラック

宅地耐震化推進事業実施箇所の事例

対策工事変状の発生

アンカー工設置

公共施設の保全 （府道岬加太港線）



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による宅地復旧

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



(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



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



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

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

平成29年度 宅地耐震化推進事業の拡充（小規模宅地擁壁対策）

被災宅地危険度判定の活用



平成30年度 宅地耐震化推進事業の拡充（危険度調査、防災対策）

以下の内容を支援対象に追加。

①宅地擁壁等の危険度調査（補助率：１／３）
避難路等に接する宅地擁壁等の崩落の危険度を評価するために、地方公共団体が行う調査。

拡充内容

・Ｈ28熊本地震で老朽化した宅地擁壁等の被害が多数発生し、事後復旧に多大なコストを要している
・宅地擁壁等の耐震化を促し、被害を軽減する必要性がある

背 景

①危険度調査 ②崩落防止対策

地盤調査

土留工

土留工・排水工排水工

危険度調査が必要な擁壁のイメージ 土留工

調査・測量
避難路

宅地

避難路

宅地

避難路

宅地

②宅地擁壁等の防災対策（補助率：１／３）
避難路等に接する宅地擁壁等であって崩落のおそれがあるため、これを放置するときは当該宅地擁壁等の崩落によ

り、避難路等に著しい被害が発生するおそれがあると認められる場合において、その著しいおそれを除去するために、
地方公共団体が行う土留工、排水工等の崩落防止対策。



既存の支援対象 拡充で追加した支援対象

大規模盛土造成地の変動予測調査
・変動予測調査

大規模盛土造成地の変動予測調査等
・変動予測調査
・危険度調査
・応急復旧工事等の防災対策

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

平成30年度 宅地耐震化推進事業の拡充（危険度調査、防災対策）

盛土上に存在する家屋が２戸以上

避難路避難路 ５
ｍ

以
上

盛土上に存在する家屋が５戸以上

２
ｍ
以
上

地 山

盛 土

危険度調査

事 業 者 地方公共団体

補助対象
調査・測量、地盤調査、安定解析に要する費用の１／３
※補修･耐震補強にかかる設計費は補助対象としない

要 件
・避難路等の公共施設に接していること
・盛土の高さ２ｍ以上、盛土上に家屋が２戸以上存在

応急復旧
工事等の
防災対策

事 業 者 地方公共団体

補助対象
宅地擁壁等の崩落を防止するために行う応急復旧工事（排水工、土留工等）に要する費用の１／３
※本復旧費用は補助対象としない

要 件

・避難路等の公共施設に接していること
・盛土の高さ２ｍ以上、盛土上に家屋が２戸以上存在

・宅造法に基づく勧告、防災区域の指定、若しくは災対法に基づく勧告等がなされた地域



首都直下地震での宅地被害想定

平成３０年１月１９日（金）付け 朝日新聞朝刊（１面トップ）



２．宅地耐震化推進事業

１．地震による宅地災害の実態

○ 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

○ 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

○ 被災宅地危険度判定制度

３．宅地防災に関わる最近の話題

○ 宅地の老朽化の実態

○ 宅地災害の報告について（昨年の宅地災害）

○ 各種通知について



政府方針における宅地耐震化の位置づけについて

政府方針 位置付け

国土強靱化アクションプラン2017 大規模盛土造成地マップ及び液状化被害ハザードマップの作
成と公表、宅地耐震化を推進する。

骨太の方針2017 安全なまちづくりに向けて、住宅・建築物の耐震化及び地盤
の強化、（中略）無電柱化などの取り組みを進める。

防災基本計画 国および地方公共団体は、大規模盛土造成地マップを作成・
公表するよう努めるとともに、滑動崩落のおそれが大きい大
規模盛土造成地において、宅地の耐震化を実施するよう努め
るものとする。

南海トラフ地震防災対策推進基本計画 国、地方公共団体及び関係事業者は、ライフライン施設やイ
ンフラ施設の液状化対策、大規模盛土造成地の耐震化等の推
進等を進める。

首都直下地震緊急対策推進基本計画 国、都県及び市町村は、地震による土砂災害の危険がある箇
所の把握に努め、（中略）臨海部等の軟弱地盤の地域を中心
に液状化対策を推進するとともに、宅地の耐震化を促進する。



宅地の老朽化の実態について

※国土面積の内、約3％（1,025,053ha）が宅造区域指定

50年以上経過（32％）

40年以上経過（50％）

30年以上経過（11％）

20年未満（7％）

【宅地造成工事規制区域 指定後経過年数】

状 態

小 軽微な補修を行えば、当面の危険性はない

中
変状が著しいため、経過観察・工事の検討が
必要

大 変状が特に顕著で危険なため工事が必要

構築物（コンクリート造又はコンクリートブロック造）の耐用年数40年を経過している宅造
区域が82％を占める
宅地擁壁は築造後20年経過した頃から、急激に危険度が高くなる（老朽化が進行する）
傾向がある。

【築造年数による危険度評価結果】

※既存造成宅地擁壁の耐久性に関する実態調査（国総研）



宅地災害の報告について

指定される見込みのあるものを含む



H29宅地災害事例（奈良県三郷町）

29

○10月22日（台風21号災害）に、奈良県三郷町において宅地擁壁が崩壊

○擁壁高さ5m、崩壊した幅約20m。宅地造成工事規制区域内。

○近鉄生駒線は現在も減便し徐行運転が続いている

10月28日 奈良新聞



H29宅地災害事例（高知県越知町）

30

○6月29日に、高知県越智町において宅地擁壁が倒壊。（降雨起因）

○擁壁高さ9m、倒壊した幅約28m。大規模盛土造成地。宅地造成工事規制区域外。

6月30日 高知新聞



H29宅地災害事例（沖縄県）

2017年5月17日 沖縄タイムス

○１６日午後７時ごろ、沖縄県北谷（ちゃたん）町桑江の

アパート建築現場で、擁壁の一部が崩落した。

○現場は桑江地区体育館（公民館）の隣。擁壁は建築

中の３階建てアパートと、傾斜の下側にある公民館の

間にあり、高さ５・５メートル、幅１０メートルに渡って崩

れ、土砂などが公民館側に流れ込んだ。

○１５日午後４時４５分ごろ、沖縄県北中城村安谷屋の

駐車場造成工事現場で、石積み中の岩石が崩落し、

４７歳の男性作業員が岩石の下敷きになり、午後５時

２８分に死亡が確認された。

○請負業者によると、事故当時７メートルあった積み石

の高さは、完成時には９メートルほどになる予定だっ

たという。

2017年8月17日 沖縄タイムス

○沖縄県は宅地造成工事規制区域の指定がされていない。



H29宅地災害事例（神戸市）

○9月17日（台風18号災害）に、神戸市北区の宅地造成工事現場から土砂が流出し、国道

425号1.5kmが通行止めとなった。

○10月22日（台風22号災害）に、同現場から土砂が流出して再度国道425号が通行止めと

なった。

宅造許可時の条件として下記を付している事例がある

A県：なお、台風・集中豪雨等が予測される場合は、事前に必要な対応を実施するとともに、気象の状況に応じて工

事現場を巡回・点検し、災害事故の防止に万全の措置を講じられたい。

B県：降雨時には現場管理者を常駐させ、かつ、気象通報により集中豪雨等が予想されるときは、適宜安全な時点

で工事を中止し、防災作業を実施してください。なお、災害が発生した場合には速やかに応急措置を講ずるとと

もに、所管部署及び消防署に報告してください。



○ 熊本地震では、擁壁の倒壊、液状化といった宅地災害が多数発生し、復旧にあたっては地盤品質判
定士等の技術者が相談を行った。

○ 宅地耐震化の推進のためには、技術者の技術力向上を図るとともに、活用機会を増やす必要がある。

○ 宅地防災業務に係る技術者の育成と活用を促進するため、国土交通省登録資格※に宅地防災を追加
し、地盤品質判定士を登録した。

宅地防災業務における技術者の育成と活用について

※国土交通省登録資格：公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく取り組み。公共工事に必要な技術等を有する資格を登録し、

業務発注時などに活用

・地盤品質判定士等による相談

（H29.5.30 熊本日日新聞）



地方公共団体における地盤品質判定士の活用事例

【A市における活用事例 （宅地耐震化推進事業）】

（業務の資格要件の設定）

・ 管理技術者として「技術士（建設部門：土質及び基礎）」かつ

「地盤品質判定士」の資格を有する者を配置すること。

・ 担当技術者として「地質調査技士」の資格を有する者を配置

すること。

・ 照査技術者として「空間情報総括管理技術者」の資格を有す

る者を配置すること。

【 B市における活用事例 （宅地耐震化推進事業）】

（業務の資格要件の設定）

・ 本業務に従事する主任技術者は、測量法第49条により登録さ

れた測量士、あるいは技術士法第2条に規定する技術士［建

設部門（業務に該当する部門）］の資格を有するとともに、大

規模盛土造成地変動予測調査の第一次スクリーニング調査

業務について十分な経験を有する者でなければならない。

・ 本業務の実施に際し、照査技術者を設定するものとし、地盤

品質判定士の資格を有する者又はこれと同等の知識及び能

力を有する者が当たるものとする。

●国土交通省登録資格（宅地防災施設分野）の公募条件は下記のとおり

・ 宅地造成等規制法及び宅地造成に関する業務を確実に履行するために必要な建築基準法、土砂災害防止法等に関する知識を有していること。

・ 宅地防災マニュアル、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、市街地液状化対策推進ガイダンス等に記載された調査、

計画及び設計に関する知識を有していること。

・ 宅地防災マニュアル、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、市街地液状化対策推進ガイダンス等に記載された宅地

防災に係わる業務等の経験を有すること

●地盤品質判定士は、技術士、建築士、不動産鑑定士、土木施工管理技士、土木学会認定土木技術者、地質調査技士、RCCM、地盤検査技士、住

宅地盤主任技士といった資格を保有する技術者が取得できる資格制度になっています。

●業務発注等で活用する際には、測量（大規模盛土造成地マップ、監視観測）、調査（地盤、擁壁、大規模盛土）、設計（擁壁、大規模盛土、液状化）

などの内容により、求める資格要件の組み合わせ等を考慮する必要があると思われます。



熊本地震からの被災宅地復旧の状況

○熊本地震の被災地では

・底盤を要するL型擁壁は、崖面に住宅が近接している宅地復旧には活用しにくい
・底盤を必要としない間知石ブロックにより多くの復旧が行われている

間知石ブロックに代えて、中型ブロックを使用した練積み造擁壁での復旧も考えられている

・災害復旧工事等の増加によりブロック工等の技能者不足が発生
・技能者不足により、間知石ブロックの施工が困難となっている地域もある

○裏込め式中型ブロック ○胴込め式中型ブロック○擁壁倒壊



災害時のブロック工不足への対応



災害時のブロック工不足への対応


