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81-00木造住宅の耐震化
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木耐協 概要

［正式名称］ 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

［発 足］ 平成10年8月1日

（大臣認定：平成11年3月3日）

［組合員数］ 1,046社

［認可・登録］ 国土交通大臣認可法人

国土交通省 住宅リフォーム事業者団体制度登録

［耐震診断実績］ 170,094棟

［主 旨］ 震災の悲劇を繰り返さない

（地震の発生で自宅が倒壊し、家族が殺される悲劇をなくす）

（平成31年4月30日現在）



木耐協 概要

＜住宅リフォーム事業者団体登録制度＞

木耐協は2015年3月に国土交通大臣のリフォーム事業者団体
登録の認定を受けました。
健全なリフォーム市場を形成し、安全・安心な生活環境を創るた
め、耐震化を推進しています。



木耐協 概要

2016年3月 ジャパンレジリエンスアワード（強靭化大賞）

金賞（企業・産業部門）

2018年3月 ジャパンレジリエンスアワード（強靭化大賞）

会長賞

2018年10月 第30回住生活月間 功労者表彰

国土交通大臣表彰



阪神・淡路大震災 被害状況

［発生日時］ 1995年（平成7年） 1月17日 午前5時46分

104,906棟 （186,175世帯）

144,274棟 （274,181世帯）

390,506棟

639,686棟

6,434名

3名

重傷 10,683名

軽傷 33,109名

計 43,792名

計

一部破壊

人的被害

死者

行方不明者

負傷者

住家被害
半壊

全壊

「阪神・淡路大震災
　について（確定報）
　（平成18年5月19日

消防庁）」より

8割→圧死・窒息死

1割強→火災

9割→15分以内に死亡



木造住宅の主な倒壊

［倒壊の様子］ ① 老朽化により全壊した住宅

② 1階のみが崩れた住宅



木造住宅の主な倒壊原因



頻発する大地震

発生年 名称 規模 　　死者

1943（昭和18年） 鳥取地震 M7.2 1,083人

1944（昭和19年） 東南海地震 M7.9 1,223人 ※

1945（昭和20年） 三河地震 M6.8 2,306人 ※

1946（昭和21年） 南海地震 M8.0 1,443人 ※

1948（昭和23年） 福井地震 M7.1 3,769人

1964（昭和39年） 新潟地震 M7.5 26人

1968（昭和43年） 十勝沖地震 M7.9 52人

1978（昭和53年） 宮城県沖地震 M7.4 28人

1983（昭和58年） 日本海中部地震 M7.7 104人

1984（昭和59年） 長野県西部地震 M6.8 29人

※不明者
含む

1950（昭和25年）

建築基準法策定

1981（昭和56年） 新耐震基準



1993（平成5年） 北海道南西沖地震 M7.8 230人

1995（平成7年） 阪神・淡路大震災 M7.3 6,437人 ※

2004（平成16年） 新潟県中越地震 M6.8 68人

2005（平成17年） 福岡県西方沖地震 M7.0 １人

2007（平成19年） 能登半島地震 M6.9 1人

2007（平成19年） 新潟県中越沖地震 M6.8 15人

2008（平成20年） 岩手・宮城内陸地震 M7.2 23人 ※

2011（平成23年） 東日本大震災 M9.0 18,446人 ※

2016（平成28年） 熊本地震 M7.3 50人（直接死）

2018（平成30年） 大阪北部地震 M6.1 4人

2018（平成30年） 北海道胆振東部地震 M6.7 41人

頻発する大地震
2000（平成12年）

現行耐震基準

※不明者含む
2017（平成29年） 新耐震検証法



大地震発生と建築基準の変化



熊本地震 被害状況

［発生日時］ 2016年（平成28年） 4月14日・16日

［死 者］ 50人（直接死）

［住宅被害］ 全壊 8,668棟

半壊 34,720棟

［建築年度別被害状況（木造建築物／全壊）］

～1981/5

旧耐震

２８．２％

1981/6～2000/5

81-00（新耐震）

８．７％

2000/6～

現行耐震

２．２％

関連死 221人
2018年8月末現在

約３割 約１割 50棟に1棟以上

全壊している！！



熊本地震の木造住宅被害調査



81-00木造住宅（新耐震）



81-00木造住宅（新耐震）

発行

（一社） 住宅リフォーム推進協議会



1981年以降なのに…なぜ！？

総合評点

1.5以上 ◎倒壊しない

1.0以上〜1.5未満 ◎一応倒壊しない

0.7以上〜1.0未満 △倒壊する可能性がある

0.7未満 ✕倒壊する可能性が高い



1981年以降なのに…なぜ！？

≪家の強さ≫

・壁の強さのマイナス要因

①基礎の状態

②接合金物の不良 壁耐力２～８割低下

③腐れ・蟻害 保有耐力１～３割低下

・壁の枚数

・壁配置バランスの悪さによる割引 →

悪のケース、評点が６割も低下



大地震発生と建築基準の変化



木耐協 耐震診断結果（旧耐震）

97.24%が既存不適格



木耐協 耐震診断結果（81-00）

85.64%が既存不適格



耐震診断評点の推移（81-00木造住宅）



81-00の重要性① 建物の状況と住まい手

2000年1981年 2019年

築19年築38年 築0年

旧耐震 81-00

平均評点：0.458

平均年齢：69歳

工事金額

平均値：188万円

中央値：160万円

平均評点：0.642

平均年齢：64歳

工事金額

平均値：150万円

中央値：125万円

・70代が 多
・今後の住まい方

改修＜
住み替え
建て替え

・60代が 多
・家族での生活

リフォーム＋耐震
今の家を安全に

現行

築29年築46年



以降）

81-00の重要性② 補強工事金額（工事価格帯）



81-00の重要性② 補強工事金額（建築年代別）

81-00木造住宅は

耐震補強工事にかかる費用を抑えられる



81-00の重要性③ 防災対応力の向上

国土交通省 首都直下地震対策計画 ［第２版］

平成３１年１月２９日

国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部



81-00の重要性③ 防災対応力の向上

国土交通省 首都直下地震対策計画 ［第２版］

平成３１年１月２９日

国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部



81-00木造住宅の耐震化が重要！

住まい手

建物

補強工事費用

災害対策



木耐協 事業内容



木耐協の耐震診断

＜耐震診断の実施 （消費者向け）＞

木耐協はこれまでに、全国で約17万棟の耐震診断を実施

（一財）日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に

基づく耐震診断

※住まいの現状を把握し、地震に対してどのような備えが必要か、

いざという時にどう行動するかを考えるきっかけとなる



耐震診断結果報告書



耐震診断結果報告書



木耐協の実務研修

＜耐震実務のノウハウ提供 （事業者向け）＞

耐震事業に必要な技術研修だけではなく、お客様への提案の方

法や実際の木造住宅を使用した研修など、様々なノウハウを年間

約100回の研修会で提供

・ 耐震技術認定者講習会

・ 耐震診断･補強設計研修会

・ 耐震事業 現地研修会

・ リフォーム基本研修会 等



耐震技術認定者講習会

◆耐震診断の基礎知識を習得
◆補強設計書（提案書）の活用方法
◆耐震基準適合証明書の活用法 等



耐震事業 現地研修会

◆耐震診断の調査項目
◆建物外周調査のポイント
◆床下・小屋裏での調査ポイント
◆耐震診断ソフトを使用した

耐震診断書の作成
◆耐震診断書の説明時のポイント



木耐協の提携サポート

＜耐震メニューの活用 （企業・団体・自治体向け）＞

木耐協の提供メニューを、各団体の顧客サービス等に活用

（企業・団体）
・従業員の福利厚生、BCP対策としての耐震診断
・自社顧客向けのサービスとしての耐震診断、耐震セミナー
・会員向けの耐震技術研修会の開催

（自治体）
・補助金を活用した耐震診断
・補助金終了後の耐震対策要望への対応
・81-00木造住宅への対応
・市民や事業者向けの耐震セミナー・研修会



いま巨大地震が発生したら、

何を頭に浮かべますか？

家族はどこにいますか？

連絡手段は決めていますか？

自宅は安全ですか？



日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

■本部事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-1

グランアクス麹町7階
■電話番号
03-6261-2040

■ホームページ
http://www.mokutaikyo.com/

【木耐協 基本理念】
私たちは、地震災害から国⺠の⽣命と財産を守るため、
「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、

耐震社会の実現を目指します。


