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資資料料－－１１  用用語語解解説説  

 P.1                                           

●東南海・南海地震 

「東南海地震」とは、遠州灘西部から紀伊半

島南端までの地域で発生する地震のことであ

り、「南海地震」とは、紀伊半島から四国沖で

起こる地震のことである。東南海・南海地震は

これまで過去に 100～150 年間隔で繰り返し発

生しており、今世紀前半に発生する可能性が高

いと予想されている。 

 

●直下型地震 

内陸部などの地中の浅い場所で発生する地

震。活断層（約 200 万年前から現在までの間に

動いたとみなされ、将来も活動することが推定

される断層）において、地球を殻のように覆う

プレート（岩板）内部に圧力がかかってひずみ

が蓄積、一部が破壊して起きる。大阪府周辺の

活断層には、「上町断層帯」、「生駒断層帯」、「有

馬高槻断層帯」、「中央構造線断層帯」などがあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東南海・南海地震のように、日本列島近くの

太平洋海底でプレートが跳ね上がって起きる

「海溝型地震」に比べると一般的に規模は小さ

いが、震源に近い地域では被害が大きくなりや

すい。 

 

●建築物の耐震改修の促進に関する法律（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 12

月 25 日に「建築物の耐震改修の促進に関する

法律（耐震改修促進法）」が施行され、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た。 

さらに、平成 17 年 11 月 7 日に改正耐震改修

促進法が公布され、平成 18 年 1 月 26 日に施行

された。大規模地震に備えて学校や病院などの

建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進める

ため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道

府県に義務づけられ、市町村においては努力義

務が規定された。 

 

●耐震診断 

住宅や建築物が地震に対してどの程度被害

を受けるのかといった地震に対する強さ、地震

に対する安全性を評価すること。 

 

●耐震改修 

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震

に対する安全性の向上を目的として、増築、改

築、修繕若しくは模様替え又は敷地の整備（擁

壁の補強など）を行うこと。 

 

●大阪狭山市地域防災計画 

本市の地域に係る防災（災害予防対策、災害

応急対策及び災害復旧・復興対策）に関し、公

図 大阪府周辺の活断層 
（『近畿の活断層』などによる） 
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共機関等が処理すべき事務または業務の大綱

等を定めたもの。防災活動の総合的かつ計画的

な推進を図り、本市の地域並びに住宅の生命、

身体及び財産を災害から保護することを目的

としている。 

 

 P.6                                           

●居住住宅数 

通常（日常）人が住んでいる住宅のことで、

空家や一時居住者住宅（通常居住しているもの

がいない住宅）は除く。 

 

●住宅・土地統計調査 

我が国の住宅に関する最も基礎的な統計調

査。住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、

その現状と推移を、全国及び地域別に明らかに

することを目的としている。５年ごとに実施さ

れている。 

 

P.9                                           

●特定建築物 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐

震改修促進法）」で定められている学校・病院

・ホテル・事務所等一定規模以上で多数の人々

が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及

び、地震により倒壊し道路を閉塞させる建築物

のこと。 

 

 P.17                                           

●トレンド推計 

一般に、過去の実績値の傾向をもとに将来の

推計値を複数予測し、最も相関の高いケースを

将来の推計値として設定する方法。 

 

 

 

 P.29                        

●大阪府分譲マンション管理・建替サポートシ

ステム 

分譲マンションの修繕、改修、建替えなどを

中心とする管理組合の初動期の活動支援、信頼

できるアドバイザーの紹介・派遣、マンション

管理に関する情報提供を行う制度。大阪府及び

関係団体が連携・協調して運営する推進協議会

がマンション管理に関する基幹的サービスを

行っている。 

 

●大阪建築物震災対策推進協議会 

大阪府、府内市町村、建築関係団体により、

大阪府内の建築物等の震災対策を推進するた

めに設立された協議会。 

 

●大阪府住宅リフォームマイスター制度 

安心して相談できる信頼性の高い事業者の

情報を、大阪府が指定する「マイスター登録団

体」を通じて府民に紹介する制度。 

 

 P.32                        

●伝統的構法 

近世の農家・町家などに用いられている、日

本の伝統的技術が生かされた構法。地域の気候

・風土に適応してわが国の木造建築物の主要な

構法として発展してきた。土壁が基本で、貫や

差し鴨居等が多く用いられている。 

 

●在来構法 

梁と柱を主体とし筋交いや構造用合板等で

構造的な壁をつくる一般的な木造の構法。 

 

 P.33                        

●自主防災組織 

「自分たちの地域は自分で守る」という、地
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域住民の自衛組織と連帯感に基づいて結成さ

れる防災組織。 

 

 P.36                                          

●ハザードマップ 

災害予測図、危険範囲図、災害危険個所分布

図ともいい、ある災害に対して危険なところを

地図上に示したもの。地震被害予測図、地すべ

り危険区域マップ・液状化予測図等、それぞれ

の災害の種類に応じて策定されている。過去に

あった災害の解析に基づき、地形・地質・植生

・土地利用などの条件により危険度を判定し、

通常は危険度のランク付けがなされている。 

 

 P.50                                          

●防災ベッド 

就寝中に地震により家屋が倒壊しても、生命

を守ることができる安全な空間を確保するこ

とを目的とした、鋼製の防護フレーム等が取り

付けられているベッド。 

 

●耐震テーブル 

普段はテーブルとして使用し、いざというと

きはテーブル型シェルターとして、地震の際の

落下物などから身を守ることができるテーブ

ル。 
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資資料料－－２２  関関係係法法令令  

 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律                               

（特定建築物の所有者の努力） 

第六条 次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若

しくは条例の規定（第八条において「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三

条第二項の規定の適用を受けているもの（以下「特定建築物」という。）の所有者は、当該特定

建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努

めなければならない。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその

他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又

は処理場の用途に供する建築物 

三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な

避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第

三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの 

 

（指導及び助言並びに指示等） 

第七条 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上

の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及

び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必

要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診

断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のう

ち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示をすることがで

きる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建

築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特

定建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、そ

の指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 

※本文中に掲載している関係法令を抜粋している。 
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 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令                        

（多数の者が利用する特定建築物の要件） 

第二条 法第六条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 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 

二 診療所 

三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

九 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 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 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 

十四 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 

十五 工場 

十六 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

いの用に供するもの 

十七 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 

十八 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築物 

２ 法第六条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものとする。 

一 幼稚園又は保育所 階数が二で、かつ、床面積の合計が五百平方メートルのもの 

二 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（以下「小学

校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を除く。）

階数が二で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの 

三 学校（幼稚園及び小学校等を除く。）、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務

所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数

が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの 

四 体育館 床面積の合計が千平方メートルのもの 
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 建築基準法                                       

（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようと

する場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとな

る場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、そ

の計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基

準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基

づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることに

ついて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなら

ない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をし

て、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合に

おいては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含

む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号

に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

 

（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構

造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若し

くは条例の規定の適用を受けないものに限る。）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なり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認め

る場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶

予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限

その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

た場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、

その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第

三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け

ないものに限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合にお

いては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付

けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安

上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用す

る。 
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