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２．宅地防災を進めるための制度

１．地震による宅地災害の実態

○ 宅地造成等規制法

○ 宅地耐震化推進事業（滑動崩落防止事業・液状化防止事業）

○ 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

○ 重要インフラ緊急点検を踏まえた宅地防災の進め方

○ 技術開発等について



〇 頻発する地震に備え、宅地被害を防止・軽減するための宅地の耐震化が必要。

〇 特に造成年代が古い盛土造成地は地震に脆弱なものが多いと考えられており、変状の点検や事前
対策が急務。

地震名 発生日
最大
震度

被災宅地件数※

阪神・淡路大震災 1995.1.17 7 1,874

鳥取県西部地震 2000.10.6 ６強 294

新潟県中越地震 2004.10.23 7 1,118

福岡県西方沖地震 2005.3.20 ６弱 351

新潟県中越沖地震 2007.7.16 ６強 726

岩手・宮城内陸地震 2008.6.14 ６強 98

東日本大震災 2011.3.11 7 3,592

熊本地震 2016.4.14 7 4,788

鳥取県中部地震 2016.10.21 ６弱 617

島根県西部地震 2018.4.9 ５強 120

大阪府北部地震 2018.6.18 ６弱 58

北海道胆振東部地震 2018.9.6 7 59

造成
年代

1949年
以前

1950
年代

1960
年代

1970
年代

1980
年代

1990
年代

2000～
2005年

2006年
以降

合計

地区数 2
（1％）

7
（4％）

81
（45％）

46
（25％）

31
（17％）

10
（6％）

２
（1％）

０
（0％）

179

（東日本大震災：宮城県仙台市） （北海道胆振東部地震：札幌市）

造成年代が古い盛土造成地は地震に脆弱（東日本大震災での検証）

地震ごとの被災宅地危険度判定結果 地震による大規模盛土造成地の被害

※「危険」＋「要注意」と判定されたもの

• 滑動崩落による被害を受けた盛土造成地の多くは70年代以前に造成。
• 一方で、2006年以降（技術基準の強化）に造成された盛土造成地では、滑動崩落被
害は発生していない。

2006年～

宅地造成等規制法の改正

＜技術基準の強化＞

1998年～

宅防災マニュアル第一次改訂

＜宅地の耐震に関する記述の充実＞

1961年～宅地造成等規制法

1968年～都市計画法

＜宅地造成に関する規制の実施＞

高度経済成長期にあたる1970年代までに造成

された地区が全体の約3/4を占めている。

地震の度に発生する宅地被害



地震により発生する宅地災害

平成23年東日本大震災により発生した滑動崩落

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。

平成23年東日本大震災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。



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30年北海道胆振東部地震により発生した盛土の液状化被害等
札幌市里塚地区や

北広島市大曲地区

等で盛土造成地の

液状化や滑動崩落

被害が発生。

公共事業や市の補

助金により復旧を支

援。



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



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

制
度
の
変
革

（Ｈ２３）

変動予測調査、滑動崩
落防止対策の推進

Ｈ２３

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

Ｈ３０

宅
地
耐
震
化
推
進
事
業

（Ｈ１８）

（Ｈ１８）

（Ｈ30.9）
平成30年

北海道胆振東部地震

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

宅地液状化防止事業
（Ｈ２５）

期間延長
（マップ公表期限:H32、着工期限H34）

（Ｈ２６）

（Ｈ２８補正）

（Ｈ２９）

（Ｈ２８補正）

補助対象の追加
・宅地擁壁等の危険度調査、防災対策を追加

（Ｈ３０）

大規模盛土造成地の変動予測調査等

補助対象の追加
宅地の液状化による変動予測に関する調査を追加

（Ｈ２５）

補助率嵩上げ
（１/３→１/２）

工事補助率嵩上げ（熊本）
（通常1/4から1/2へ）

補助対象工事の追加
盛土高さ2m以上の擁壁復旧工事を追加

工事補助率嵩上げ（北海道）
（通常1/4から1/2へ）

工事補助率嵩上げ（熊本）
（通常1/4から1/2へ）

工事補助率嵩上げ（北海道）
（通常1/4から1/2へ）

（Ｈ３０補正）

（Ｈ３０補正）

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）

（Ｈ30.12）
重要インフラ緊急点検

（Ｈ３１）
【2020年度まで】



宅地造成等規制法の概要

目 的（法第１条）

宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつ

て公共の福祉に寄与することを目的とする。

宅地造成工事規制区域の指定（法第３条）

（１）指定者 都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長等

（２）指定要件 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関
する工事について規制を行う必要があるもの

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工
宅地造成に関する工事の許可（法第８条）

宅地造成に関する工事の技術的基準（法第９条）

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成で、一定規模以上のもの。

・切土で高さが2ｍを超えるがけを生ずるもの ・盛土で高さが1ｍを超えるがけを生ずるもの
・切土と盛土を同時に行って2ｍを超えるがけを生ずるもの ・切土又は盛土をする土地が500㎡を超えるもの

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するた

め必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

（２）許 可 者 都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長等

（３）対象となる工事

（１）申 請 者 造成主（宅地造成工事の請負契約の注文者、又は自ら工事をするもの）

宅地の保全（法第16条第1項）

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は、災害が乗じないよう、宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなけれ

ばならない。

災害防止のための勧告（法第16条第２項）

都道府県知事等は、災害の防止のため必要があると認める場合において、宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に

対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。



宅地造成工事規制区域の指定（法第３条）

（１）制限の内容

宅地造成工事規制区域内において行われる
切土、盛土など一定の行為は、許可が必要

・切土で高さが2ｍを超えるがけを生ずるもの
・盛土で高さが1ｍを超えるがけを生ずるもの
・切土と盛土を同時に行って2ｍを超えるがけを
生ずるもの

・切土又は盛土をする土地が500㎡を超えるもの

（２）申請者

造成主（宅地造成請負契約の注文者等）

（３）許可者
都道府県知事、政令指定市・中核市・特
例市の長

宅地造成に関する工事の許可
（法第８条）

監督処分（法第１４条）

宅地の保全
（法第１６条第１項）

勧告（法第１６条第２項）

改善命令（法第１７条）

（１）内容

災害が生じないよう、宅地を常時
安全な状態に維持するように努
めなければならない

（２）努力義務者

宅地の所有者・管理者・占有者

（１）指定者 都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長

（２）指定要件 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地
の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの

（１）内容

宅地造成に伴う災害の防止のため
必要があると認める場合において、
擁壁等の設置又は改造その他災
害の防止のため必要な措置をとる
ことを勧告することができる

（３）対象者

宅地の所有者・管理者・占有者・造
成主・工事施行者

（１）内容

災害の防止のために必要であ
り、かつ、土地の利用状況等か
らみて相当であると認められる
限度において、擁壁等の設置・
改造、地形・盛土の改良のた
めの工事を行うことを命ずるこ
とができる

（３）対象者

宅地・擁壁等の所有者・管理者・占
有者

（２）命令者

都道府県知事、政令指定市・中
核市・特例市の長

測量又は調査のための土地の立
入り（法第４条）

（１）内容

宅地造成工事規制区域の指定のため他人
の占有する土地に立ち入って測量又は調査
を行う必要がある場合においては、その必
要の限度において、他人の占有する土地に
立ち入ることができる

（２）実施者

都道府県知事、政令指定市・中核市・特例
市の長又はその命じた者・委任した者

（２）勧告者

都道府県知事、政令指定市・中
核市・特例市の長

監督処分者
都道府県知事、政令指定市・中核市・特例

市の長

【工事施工中：２項】

（１）内容 ・工事施工の停止命令

・災害防止措置命令

（２）要件 ・無許可

・技術基準不適合

（３）対象者

造成主、請負人、現場管理者

【工事完了後：３項】

（１）内容 ・宅地の使用禁止・制限

・災害防止措置命令

（２）要件 ・無許可

・完了検査不受

・技術基準不適合

（３）対象者

宅地の所有者・管理者・占有者・造成主

宅地造成等規制法の構成

宅地造成に関する工事の
技術的基準 （法第９条）

宅地造成工事規制区域内において行わ
れる宅地造成に関する工事は、擁壁、排
水施設の設置その他宅地造成に伴う災害
を防止するため必要な措置が講ぜられた

ものでなければならない。



造成宅地防災区域の指定 （法第２０条）

（１）指定者 都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
（２）指定要件 宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発

生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該
当するもの（宅地造成工事規制区域内の土地を除く）

（注）「造成宅地」とは宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう

政令で定める指定の基準

①右のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域であって、
安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛
土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他
の抵抗力を上回ることが確かめられたもの

②切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する
工事により設置された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土地
の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じて
いる一団の造成宅地の区域

災害の防止のための措置
（法第２１条第１項）

勧告 （法第２１条第２項） 改善命令 （法第２２条）

（１）内容

災害が生じないよう、擁壁等の設置又
は改造その他必要な措置を講ずるよう
に努めなければならない

（２）努力義務者

宅地の所有者・管理者・占有者

（１）内容

宅地造成に伴う災害の防止のため必要がある
と認める場合において、擁壁等の設置又は改
造その他災害の防止のため必要な措置をとる
ことを勧告することができる

（２）勧告者

都道府県知事、政令指定市・中核市・特例
市の長

（３）対象者

宅地の所有者・管理者・占有者

（１）内容

災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利
用状況等からみて相当であると認められる限度
において、擁壁等の設置・改造、地形・盛土の改
良のための工事を行うことを命ずることができる

（２）命令者

都道府県知事、政令指定市・中核市・特例
市の長

（３）対象者

宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者

盛土の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をし
たことにより、地下水位が盛土をする前の地盤面の

高さを超え、盛土の内部に浸入している宅地

盛土をする前の地山の傾斜が20°以上の急な斜
面で、高さ5m以上の盛土を行った宅地

【平成１８年改正】宅地造成等規制法の構成



宅地造成工事許可 及び 開発許可（都市計画法） の基準として、以下の２点を追加

必要な地下水排除工の設置
（施行令第１３条第２～４号）

締め固めに係る工法の明確化
（施行令第５条第３号）

おおむね３０ｃｍ以下の厚さの層に
分けて土を盛り、
かつ、その層の土を盛るごとに、
これをローラーその他これに類する
建設機械を用いて締め固める。

宅地造成等規制法における技術的基準の改正 【平成１８年改正】

切土又は盛土をする場合において、

地下水により崖崩れ又は土砂の流出
が生じるおそれがあるときは、
その地下水を排除することができる
ように、排水施設を設置する。

地山

盛土８層目

２層目
３層目
４層目
５層目
６層目
７層目

１層目

・各層30cm以下
・機械で締固め

湧水箇所

地下排水溝

法尻排水工箇所

排水層

地下水排水工の例

地山

盛土

盛土の締め固め例



宅地造成等規制法における農作物栽培高度化施設の取扱いについて
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〇 農業経営基盤強化促進法等の改正により、農業用ハウス等の用地は農地転用に該当せず「農地」として取り扱う
こととされた。

〇 当該用地の造成に伴う災害の防止を図る必要があるため、宅造法の「宅地」として取扱い、宅地造成に関する工
事の技術的基準に従い擁壁の設置等をすることとした。



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、対策工事等に要する費用について補助する。

○ 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（震度7の地震による激甚災害指定、擁壁被害1万件以上等が要件）

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（熊本地震および北海道胆振東部地震の被災宅地の復旧に限る）
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（地下水位低下工法）

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（熊本地震および北海道胆振東部地震の被災宅地の復旧に限る）
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

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

宅地耐震化推進事業の概要

対策後の地下水位地下水排水溝 地下水排水溝

現在の地下水位

大規模盛土造成地の滑動崩落防止工法のイメージ

液状化しやすさマップ（千葉県）大規模盛土造成地マップ（東京都）

○ 大規模盛土造成地の変動予測調査等
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

造成地の変動予測調査等（大規模盛土造成地マップや宅地液状化マップ作成、
および宅地擁壁等の危険度調査、応急対策工事等）に要する費用の一部を補
助。

事業主体 地方公共団体
交付率 １／３、１／２（H30補正で措置、2020年度まで）
交付対象 ・大規模盛土造成地及び宅地の液状化による変動予測調査

・宅地擁壁等の危険度調査
・宅地擁壁等の応急対策工事



大規模盛土造成地滑動崩落防止事業について （H31.3時点）

事業主体及び実施地区数 事業名

新潟県中越沖地震
（H19.7.16）

（新潟県） 柏崎市１ 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）

東日本大震災
（H23.3.11）

（岩手県）

（宮城県）

（福島県）

（茨城県）

（栃木県）

一関市１

仙台市１４７、塩竃市３、白石市２、亘理町１、
利府町１

福島市１、郡山市２、いわき市２、須賀川市１、二本松
市１、桑折町１、矢祭町１、石川町１、広野町１、鏡石町
１、楢葉町１、西郷村４

ひたちなか市４、東海村２、鹿嶋市１

矢板市３

（小計） 12市8町2村 182地区

造成宅地滑動崩落緊急対策事業

熊本地震
（H28.4.16）前震4.14

（熊本県） 熊本市９、宇土市１、益城町３９、大津町４、
御船町３、西原村１１、

（小計） 2市3町1村 67地区

小規模宅地擁壁対策（熊本市、宇土市、阿蘇市、美里
町、御船町、益城町、山都町、西原村、南阿蘇村）

（小計） 3市4町2村

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）

北海道胆振東部地震
（H30.9.6）

（北海道） 札幌市１、北広島市１、厚真町２、安平町２
（小計）2市2町 6地区

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）

※調査による事前対策 （大阪府）
（兵庫県）

岬町１ （H27-28）
西宮市１ （H28-29）

（小計）1市1町 2地区

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）

〇 被災した宅地の事後復旧が大半を占める。事前対策の実施は大阪府岬町、兵庫県西宮市の２市町。

〇 熊本地震により３市５町２村、北海道地震により２市２町が事業実施中。

〇 被災した宅地の事後復旧が大半を占める。事前対策の実施は大阪府岬町、兵庫県西宮市の２市町。

〇 熊本地震により３市５町２村、北海道地震により２市２町が事業実施中。



宅地液状化防止事業について （H31.3時点）

東日本大震災
都道府県 市町村

事業検討地区数
（液状化対策事前計画

案作成事業）

事業実施地区数
（市街地液状化対策推

進事業）

事業実施中
地区数

事業完了
地区数

【参考】
工法

茨城県

潮来市 ２地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

神栖市 ２地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

鹿嶋市 ６地区 ３地区 ３地区 ー 地下水位低下

稲敷市 ５地区

ひたちなか市 １地区

千葉県

千葉市 ５地区 ２地区 ２地区 ー 地下水位低下

香取市 ３地区 １地区 ー １地区 側方流動

浦安市 １６地区 ３地区
１地区

（中止２地区）
ー 格子状地中壁

習志野市 １地区

旭市 １地区

我孫子市 １地区

埼玉県 久喜市 １地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

計 ４４地区 １２地区 ９地区 １地区

市街地液状化対策事業

宅地耐震化推進事業（宅地液状化防止事業）
熊本地震

都道府県 市町村
事業実施地区数

（宅地液状化防止事業） 工事中地区 完了地区 工法

熊本県
熊本市 ２地区 １地区 ー 地下水位・側方流動

甲佐町 １地区 １地区 ー 地下水位低下

計 ３地区 ２地区

〇 東日本大震災により３県で７市、熊本地震により１県で１市１町が事業実施中。（事前対策の実施は無し）

〇 平成３１年２月末現在、工事が完了した地区は１地区。

〇 東日本大震災により３県で７市、熊本地震により１県で１市１町が事業実施中。（事前対策の実施は無し）

〇 平成３１年２月末現在、工事が完了した地区は１地区。

※稲敷市、ひたちなか市、習志野市、旭市、我孫子市は液状化対策事前計画（事前調査）で終了。



〇阪神・淡路大震災を契機に、盛土マップに掲載された
市内100箇所の調査を行い、変状が発生している１箇
所の要対策箇所が判明。

〇23回の住民説明会を実施し、地元住民の｢斜面対策
協議会｣において、工事への合意形成を図った。

〇2017年7月に工事着手、2018年10月に対策工事
を完了。

〇2009年度、地元自治会より擁壁の亀裂等の変状の
通報をうけて応急処置を実施。

〇2013年度より、当該箇所が防災上重要な道路(府
道岬加太港線)に隣接していることも踏まえ、調査及
び対策を検討。

〇2016年6月に工事着手、2017年3月に対策工事
を完了。

西宮市の盛土マップ

100箇所の盛土のうち、1箇所が地震
に脆弱なことが判明

要対策箇所

斜面の強化や地下水の排除を行い、
宅地の耐震化を図った

対策工事の実施状況

擁壁上部に亀裂が発生

通報により判明した宅地の変状

アンカー設置による斜面の安定化、
幹線道路の保全を図った

対策工事の実施状況

兵庫県西宮市による取組事例 大阪府岬町による取組事例

宅地耐震化推進事業による事前対策の実施事例



宅地耐震化推進事業による被災宅地復旧の実施事例【滑動崩落対策】

18

地下水排除工
（φ300㎜有孔管）

固結工

仙台市（折立五丁目地区）

着手前 完 成

宇土市（花園台地区）

アンカー工
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宅地耐震化推進事業による被災宅地復旧の実施事例【液状化対策】

現在の地下水位

対策後の地下水位

地下水排水管地下水排水溝 地下水排水溝

鹿嶋市

排水管敷設状況

浦安市

地中壁の造成状況

道路に地下排水工を敷設して、地下水位を下げることにより、
地盤の液状化強度を増加。

道路と宅地の境界部分等に格子状の連続壁を造成し、
地盤の変形を抑えて液状化被害を軽減。

【地下水位低下工法】 【格子状地中壁工法】



宅地の滑動崩落及び液状化のソフト対策に関する緊急対策

概 要： 平成30年北海道胆振東部地震を踏まえ、全国の地方公共団体を対象に、宅地の滑動崩落及び液状化のソ
フト対策に関する点検を行い、
・大規模盛土造成地の危険性の把握が不十分な約1,100市区町村
・液状化の危険性の把握が不十分な約1,700市区町村
について、３カ年の緊急対策期間内に、宅地の安全性を「見える化」するための基礎マップの作成や安全
性調査等の緊急対策を実施する。

府省庁名：国土交通省

宅地

箇所：約1,100市区町村
盛土造成地マップの作成・公表や盛土造成地ごとの調査を行っていな
い地方公共団体

期間：① 2019年度まで ② 2020年度まで

実施主体：国、都道府県、政令指定都市、市区町村

盛土造成地マップの作成・公表等

内容： ①全国の盛土造成地マップの作成・公表
【国が実施】

②盛土造成地ごとの造成年代調査等
によるマップの高度化

【地方公共団体が実施】
⇒ 宅地の滑動崩落に対する安全性

の「見える化」・事前対策の促進

達成目標：
① 全国の盛土造成地マップの作成・公表率100％を達成

（現状：66％）
② 盛土造成地の造成年代調査の実施率100％を達成

（現状：37％）

大規模盛土造成地マップ

箇所：約1,700市区町村
液状化ハザードマップの作成・公表や液状化ハザードマップの高度
化を行っていない地方公共団体

期間：2020年度まで

実施主体：国、都道府県、政令指定都市、市区町村等

液状化ハザードマップの作成・公表等

内容： ①全国の液状化ハザードマップの作成・公表
【国が実施】

②液状化ハザードマップの高度化
【地方公共団体が実施】

③インフラ等の液状化被害推定手法
の高精度化等 【国が実施】
⇒ 宅地の液状化に対する安全性

の「見える化」・事前対策の促進

達成目標：
・全国の液状化ハザードマップの作成・公表率100％を達成

(現状：21％)
・高精度なインフラ等の液状化被害推定手法等を開発し、高精度
な液状化ハザードマップの作成マニュアルを概成

液状化ハザードマップ



盛土の崩落や宅地の液状化への対策の強化
【対策の流れ】 2019年度（H31年度） 2020年度 2021年度～

Step1
盛土・液状化マップの作成
盛土や液状化しやすい宅地を把握する

Step2

地盤調査等により宅地ごとの安全性を調
査し、危険な宅地を抽出する

造成年代調査を実施して
いない地方公共団体は、
都市局所管事業の重点
配分から除外
（防災・安全交付金）
［2021年度以降］

Step3
対策工事の実施
危険な宅地に対して、対策工事を実施する

［H31当初で措置］

宅地耐震化推進事業の拡充により重点的に支援

(拡充内容)［H30補正で措置、2020年度まで］
地方公共団体が実施する
○盛土の地盤調査の国費率を1/2に嵩上げ
○市町村のマップ作成の国費率を1/2に嵩上げ

（通常1/3）

未作成の市区町村の
区域を国で作成

［H30補正で実施］

国土交通省ハザードマップポータルサイトへ掲載し、
全国のマップを公表

宅地耐震化推進事業による支援

○大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
マップ公表を行った場合の国費率嵩上げ措置(1/4⇒1/3)の適用期間を2022年度まで延長

○宅地液状化防止事業

盛土の位置を把握

盛土ごとの安全性を調査

杭の設置や地下水の排除等により耐震化を図る

H30第2次補正予算 9.7億円

防災・安全交付金の内数

防災・安全交付金の内数



〇 近年、地震による宅地被害が多発したことを踏まえ、盛土マップの作成や安全性調査を推進。
〇 特に、造成年代が古い盛土は地震に脆弱な可能性が高く早急な事前対策が必要なため、全ての盛土につ
いて2020年度までに造成年代調査を実施することを目標。

〇 このため、2021年度以降、盛土の造成年代調査を実施していない市区町村の区域内における事業につい
て、都市局所管の防災・安全交付金事業の重点配分対象から除外。

防災・安全交付金における盛土造成地の造成年代調査の重点配分要件化について

【社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方（抜粋）】
大規模盛土造成地が存在する市区町村において行われる事業については、当該市区町村内の大規模盛土造成地について造成された年代を特定するための調査
が実施された場合に限る。ただし、平成32年度まではこの限りではない。

【対象となる事業】
防災・安全交付金のうち以下の基幹事業
○都市公園・緑地等事業
○市街地整備事業
(都市防災推進事業、都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等)

【スケジュール】

【対策の流れ（造成年代調査について）】

【留意事項】

2018年度(H30) 2019年度(H31) 2020年度 2021年度

盛土マップ作成

造成年代調査
地盤調査・
対策工事等

マップ作成・
公表率100％

宅地耐震化推進事業(変動予測調査等)の
国費率の嵩上げ（1/3⇒1/2）

重点配分
要件化

年代調査
実施率100％

第一次スクリーニング
(盛土マップ作成)

第二次スクリーニング計画 第二次スクリーニング・対策工事
基礎資料整理
・造成年代調査※

・保全対象調査 等
現地踏査
・変状の有無
・地下水の有無 等
優先度評価の実施

宅地カルテのイメージ

造成年代：
昭和○～○

盛土番号：○ 地盤調査や安定計算により、地震に脆弱な
盛土を抽出し、対策工事を実施。盛土の有無を把握する

※以下の資料等を参考に、盛土が造成された
年代を特定
・開発許可申請書類、宅造許可申請書類
・航空写真、地形図
・土地登記簿 など

要 件

〇 市区町村の区域における造成年代調査の実施が要件であり、調査の実施主体（都道府県又は市町村）は問わない。
〇 市区町村内の全ての盛土の造成年代調査を実施していることが要件。
〇 盛土マップについては、現在未着手の市町村の区域について、2019年度までに国が作成し全国の盛土を把握・公表。
〇 地方公共団体の造成年代調査の実施状況について、定期的に調査を実施・公表し、要件との適合を確認。



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。

H30.11.1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

「防災・減災、国土強靱化のための緊急対策」におけるマップ公表率の目標値

H30.11現在 65.9％→ 【2019 年度末目標 100％】

全国：65.9％



全国の盛土マップ作成・公表について【３か年緊急対策】

北海道開発局 北海道

関東地方整備局

茨城県

中部地方整備局

岐阜県

九州地方整備局

福岡県

東北地方整備局

青森県 栃木県 静岡県 佐賀県

岩手県 群馬県 愛知県 長崎県

宮城県 埼玉県 三重県 熊本県

秋田県 千葉県

近畿地方整備局

福井県 大分県

山形県 東京都 滋賀県 宮崎県

福島県 神奈川県 京都府 鹿児島県

山梨県 大阪府 沖縄総合事務局 沖縄県

長野県 兵庫県

北陸地方整備局

新潟県 奈良県

富山県 和歌山県

石川県

中国地方整備局

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

四国地方整備局

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

資料名 縮尺 年代

旧版都市計画図 1/2,500～1/5,000 1960年頃～

都市計画図（DM） 1/2,500～1/5,000 1995年頃～

砂防基盤図（DM) 1/2,500 2000年頃～

空中写真

国で第一次スクリーニングの実施(※１)を行う場合 第一次スクリーニングが完了している場合

資料名
大規模盛土造成地マップのデータ

地方公共団体で用意して頂きたい資料

全国の盛土造成地マップの作成・公表（第一次スクリーニングの実施及び大規模盛土造成地マップの作成等）の分割

資料は「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」を参考

(※１)平成31年2月12日に「宅地の滑動崩落に関する緊急対策について（依
頼）」の調査において国で第一次スクリーニングの実施を行う旨の回
答があった市区町村の区域が対象

盛土造成地マップの作成・公表等

全国の盛土造成地マップの作成・公表（2019年度まで）【国が実施】
盛土造成地ごとの造成年代調査（2020年度まで）【地方公共団体が実施】

【業務委託の概要】

全国を４つのブロックに分けて発注



都道府県 公表率 都道府県 公表率 都道府県 公表率 都道府県 公表率 都道府県 公表率

北海道 4.4% 埼玉県 74.6% 岐阜県 35.7% 鳥取県 10.5% 佐賀県 10.0%

青森県 12.5% 千葉県 53.7% 静岡県 71.4% 島根県 0% 長崎県 0%

岩手県 6.0% 東京都 20.5% 愛知県 81.4% 岡山県 85.0% 熊本県 15.0%

宮城県 2.8% 神奈川県 24.2% 三重県 27.5% 広島県 20.0% 大分県 0%

秋田県 8.0% 新潟県 16.6% 滋賀県 47.3% 山口県 0% 宮崎県 10.0%

山形県 2.8% 富山県 33.3% 京都府 50.0% 徳島県 41.6% 鹿児島県 15.0%

福島県 13.5% 石川県 42.1% 大阪府 20.9% 香川県 11.7% 沖縄県 20.0%

茨城県 13.6% 福井県 29.4% 兵庫県 17.0% 愛媛県 20.0%

栃木県 0% 山梨県 18.5% 奈良県 7.6% 高知県 8.8%

群馬県 14.2% 長野県 11.6% 和歌山県 23.3% 福岡県 5.0%

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、事前対策工事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。

H30.11月時点の公表率（都道府県別） ※国土交通省ポータルサイト「わがまちハザードマップ」による

液状化マップの公表状況

全国：21.0％
３６６市区町村

土地条件図
（開発・土地利用）

新潟県の液状化しやすさマップ微地形分類図
（扇状地等の土地の形成過程）

【液状化マップの作成】【土地条件図、地形分類図など】【地盤調査・ボーリングデータ】

ボーリング調査・土質試験



全国の液状化ハザードマップの作成・公表について【３か年緊急対策】

４７都道府県の地震被害想定調査報告書に含まれる液状化危険度分布図の活用を基
本として、全国をカバーする液状化ハザードマップを作成・公表する。

市町村による詳細な液状化マップの作成・公表を支援
変動予測調査費の補助率を嵩上げ（1/3⇒1/2）
［H30補正予算 H32まで]

液状化発生の可能性をより的確に表示することに加え、液状化
による「液状化被害」を示し、具体的なイメージを与え、事前対
策を促すための液状化ハザートマップを作成する。

神奈川県

岩手県

GIS化

〈国交省ポータルサイトにて公表〉

群馬県

全国をカバーする液状化マップとな
るよう検討する。

全国をカバーする液状化ハザードマップ

液状化対策を推進する契機になるものとして活用。また、地方自治体が詳細な液状化
マップを作成するための基図になる。

市町村による液状化危険度マップ

国が調査費を計上［H30補正予算］

リスクコミュニケーションを取るための液状化
ハザードマップ作成手法の検討

都道府県より提供いただく液状化危険
度分布図作成時のデータを活用

総プロ

地震被害想定調査報告書に含まれる
液状化危険度分布図

①液状化判定のメッシュサイズ
②液状化危険度のPL値評価
③液状化危険度が表示されてい
ない区域

液状化危険度分布図の収集・整理 液状化危険度マップの作成方針の決定
液状化危険度マッ
プの作成



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

国土強靱化基本計画
(H30.12.14閣議決定)

大規模地震における盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地
被害を防ぐため、全国の大規模盛土造成地や宅地の液状化被
害の危険性について調査し、マップの公表・高度化を図ると
ともに、耐震化を推進するなど、宅地の安全性の「見える
化」や事前対策を進める。

骨太の方針2018
(H30.6.15閣議決定)

安全なまちづくりに向けて、住宅・建築物の耐震化や地盤の
強化、木造密集市街地の改善、無電柱化、民間投資の活用を
進める。

防災基本計画
(H30.6.29中央防災会議決定)

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。



リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成手法の開発

都市局、国総研、国土地理院との連携調査
要 旨

○ 産・官・住民の間でリスクコミュニケーションを取るための基図として必要となる液状化ハザードマップの作成手法について、面的な液
状化危険度の補間及び確度の検証から表現・利用方法まで一貫した技術開発を行う。

○ 液状化の事前対策を推進するためには、産・官・民のそれぞれに液状化リスクに対する気づきを与えることが必要。

液状化しやすさマップ

微地形より液状化しやすさを判定し、自
然地形だけではなく、人工地形（埋立地
や盛土造成地等）、扇状地などの特有な
地形を踏まえたマップ作成手法を示す。

実施内容

液状化被害リスクマップ

ボーリングデータや土質試験より液状化
判定を行い、液状化被害の指標（H1、PL、
Dcy）から「住宅」、「道路」、「埋設管」の液
状化被害リスクのマップ作成手法を示す。

リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップの表現

1. マップ全体（地図面、学習面）の構成
2. 液状化しやすさや被害リスクの地図表現方法
3. 地図面の凡例やそこに付随する説明の表現方

法
4. 液状化に関するリスクコミュニケーションの取り

方事例

液状化の具体的な被害等について把握するとともに、地方公共団体職員等と想定され
る利用主体者（住民等）における基本的な防災対応の方向性、それらを実行性のある
ものとするために必要な液状化ハザードマップの表現手法及び活用方法を示す。

出典：伊藤敬「カラーユニバーサルデザイン
色覚バリアフリーを目指して」

液状化被害リスクマップの例（イメージ）

微地形区分図

効 果

○ 地方公共団体による詳細な液状化ハザードマップの作成・公表

○ 液状化しやすさへの気づきによる地盤被害の軽減、液状化被害リスクへの気づきによる住宅・社会インフラ被害の軽減

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

○リスクコミュニケーションが図れない

近見地区

熊本市液状化マップ

【総プロ】

新潟県液状化しやすさマップ

建物被害

ボーリング調査・土質試験

出典：浦安市市街地液状化対策
事業のあゆみ

＋
地下水位など
の地盤特性

↓
H1、PL、Dcy値



築造年数による危険度評価結果

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％）

宅造区域の指定後経過年数

技術的基準に沿った、最適なタイミングでの補修が可能となり、所有者による維持・管理のための
対策が進む

○老朽化擁壁は増加するが、基準がないため、いつ・どの程度の対策を行えばよいかわか
らず、所有者の対策が進まない

宅地擁壁の老朽化対策（宅地擁壁への劣化度診断・耐震補強技術適用性検討調査 H30～）

※新規で築造する宅地擁壁については技術的基準が存在

○既存の宅地擁壁（宅造法の技術基準に適合した擁
壁）について以下を検討

・既存の宅地擁壁老朽化判定マニュアルの妥当性
・老朽化詳細調査に非破壊調査の適用性
・老朽化対策工法
・維持管理手法

現
状
・
課
題

効
果

調
査
方
針

外観からの判断、基準によらない補修

長寿命化の概念図

・所有者での対応が可能なコスト

(健全度)

(経年)

・所有者での対応が困難で、
劣化し事故につながる、又は地震等で大
規模に被災し公共支援が必要となる

・住家建替等のタイミングとの兼合いを考慮

⇒宅地擁壁の災害の減少 ⇒宅地擁壁等における長寿命化概念の普及

出典：「既存造成宅地擁壁の耐久性に関する実態調査（国土交通
省国土技術政策総合研究所_平成20～22年度）」を一部改変 作成：国土交通省都市局都市安全課（平成28年時点）


