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成果指標
と目標値 住宅の耐震化された戸数割合【１０か年計

画】（％）

早期発見により違反が是正された建築物の
割合(％）

指定道路図の作成率（％）

成果指標

建築物の完了検査済証交付率

・建築基準法上の道路に関する情報の適正な管理を図るため、指定道路図を作成する。

・違反建築是正指導の７０％以上が無確認物件であるため、早期発見に向けてパトロールを強
   化し、是正指導を行う。

現状と課題

・平成16年度より建築物の安全性を高めるため、住宅等の耐震診断・耐震改修助成等を実施し
　ている。資産活用型耐震改修助成を、利用しやすい制度に見直し、普及啓発により耐震改修
　を促進する。
・耐震化促進協議会の設立により、各地域での取組みを活発化し耐震化促進を図る。
・防災上重要な道路の沿道建築物の倒壊により、道路閉塞を起こした場合、避難・救急・消火
　活動が阻害され、甚大な被害が想定されるため、耐震化支援施策により、沿道建築物の耐震
　化を促進する。

・建築物の安全性・適法性を確保するため、完了検査済証交付率の向上を図る。

秩序ある安全な建物づくり

分野目標

　住宅・建築物の耐震改修や建替えにより、耐震性の向上が進み、まちの防災機能が高まって
　いる。

   建築基準法上の道路に関する情報の適正な管理を図るため、指定道路図（法第４２条第２項
   道路等）を作成し、適切な情報が区民に提供されている。

　建築の際には、建築主が建築確認処分を受け、工事完了後は、完了検査済証の交付を受けて
　いる。

16

事業変更により積算不可

事業変更により積算不可

完了検査済証交付率を高めるとともに、
違反建築物是正指導の徹底を図ることに
より、建築物の適法性の向上につながる。

・建築主等へ完了検査受検の督促を行うとともに、
　現場に出向いて工事施工者・工事監理者等への
　受検指導を行う。
・違反建築物の早期発見に向けてパトロールを強
　化し、是正指導を行う。

区民一人あたりコスト(円) 1,337

17

分野のコスト（決算）（千円）
411,850

防災分野

　木造密集地域における住宅の建替え促進を、連携し
　て行うことで、まちの防災機能の向上に寄与する。

住宅分野、各地域まちづくり分
野

　住宅の耐震診断・耐震改修や家具転倒防止対策につ
　いて、普及啓発の連携を図ることにより、耐震化の
　向上に寄与する。

成果指標に対する効果取り組み

指定道路図の作成

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

・建築基準法上の道路に関する情報の適正な管理を
　図るため、指定道路図を作成する。

建築物の適法性の向上

417,439

ー

ー

1,352

建築基準法上の道路に関する適切な情報が
区民に提供され、建築活動が円滑に進む。

・耐震改修促進計画の目標を達成するために事業
　の推進を図る。
・資産活用型耐震改修助成の見直しにより、利用
　しやすいものにし、耐震改修を促進する。
・耐震化促進協議会を活用した各地域での取組み
　により、区民に対し改修工法や工事費等の耐震
　相談を充実させ、耐震化の促進を図る。

建築物の安全性の向上 住宅等の耐震診断・耐震改修・建替えが進
み、建築物の安全性の向上につながる。



様式３

建築行政 （２０年度）

6601

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

75 75 88 ー 89 ー

64 69 75 ー 78 ー

16 17 18 19 ２０目標

事業名

実績
1084

(368・
716)

1131
(347・
784)

1023
(317・
706)

ー ー

概要

事業名

実績
791

(178・
613)

825
(200・
625)

463
(111・
352)

ー ー

概要

完了検査済証交付件数（建築物）合計（区・民
間）

秩序ある建物づくり

建築確認指導・審査・諸証明

建築基準関係規定に基づく、建築物、設備（昇降機等）、構造（擁壁等）の指導・審査を
行う。また、受付台帳記載事項等の証明を行う。

建築確認申請件数合計（建築物）　合計（区・民間）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

建築計画から工事完成までの適法性が確保され、秩序ある建物づくりが進んでいる。

違反建築物が少なくなるとともに、是正指導により秩序ある建物づくりが進んでいる。

成果指標
と目標値

成果指標

建築物の完了検査済証交付率(検査
済証交付数/工事完了件数)(％)

早期発見により違反が是正された建
築物の割合(早期発見による違反是
正件数／違反是正総数)(％)

建築基準関係規定に基づく、建築物の中間・完了検査を行う。

完了検査済証の交付率をさらに高めるため、建築主等へ完了検査受検の督促を行うととも
に、現場に出向いて工事監理者等への受検指導を行う必要がある。また、消防署との連携に
より、完了検査の実施の向上を図る。

違反是正指導の７０％以上が無確認物件であるため、早期発見に向けてパトロールを強化
し、是正指導を行う。

中間・完了検査

16 17 18 19 ２０目標

事業名

実績 43 34 25 ー ー

概要

事業名

実績

概要

228,148事業変更により積算不可

18

ー

19

違反建築物是正指導

712区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

区民からの陳情、独自パトロールの実施により、早期対応を行い、建築基準法に基づく適法
性の確保に向けた現地調査・違反是正指導等を実施する。

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

741

16

事業変更により積算不可

219780

違反是正件数



様式３

建築指導 （２０年度）

6602 安全な建物づくり

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

60 62 64 ー 67 ー

85 85 86 ー 88 －

－ － － － 100 －

16 17 18 19 ２０目標

事業名

実績 426 799 480 ー 500

概要

事業名

実績 64 72 53 ー －

概要

・平成16年度より建築物の安全性を高めるため、住宅等の耐震診断・耐震改修助成等を実
　施している。資産活用型耐震改修助成を、利用しやすい制度に見直し、普及啓発により
　耐震改修を促進する。
・耐震化促進協議会の設立により、各地域での取組みを活発化し耐震化促進を図る。
・防災上重要な道路の沿道建築物の倒壊により、道路閉塞を起こした場合、避難・救急・
　消火活動が阻害され、甚大な被害が想定されるため、耐震化支援施策により、沿道建築
　物の耐震化を促進する。

・建築基準法上の道路に関する情報の適正な管理を図るため、指定道路図を作成する。

共同住宅等建築指導

一定規模以上の共同住宅等を建築する場合、ワンルームの戸数制限等によって、周辺環境を
守るよう指導する。

成果指標

指定道路図作成率（％）

木造住宅の耐震化された戸数割合
(％)

非木造住宅の耐震化された戸数割合
（％）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

住宅・建築物の耐震改修や建替えにより、耐震性の向上が進み、まちの防災機能が高まって
いる。

建築基準法上の道路に関する情報が適正に管理されることにより、適切な情報が区民へ提
供され、建築活動が円滑に進んでいる。

成果指標
と目標値

共同住宅等建築指導受付件数

耐震化促進

木造住宅の無料耐震診断助成、耐震改修（補強設計）助成、資産活用型耐震改修建替え助成
貸付、非木造共同住宅の無料耐震診断助成、耐震化促進普及啓発相談窓口の常設、耐震診断
士及び耐震改修施工者の活用等。

木造住宅耐震診断戸数（戸）

16 17 18 19 ２０目標

事業名

実績 71 72 67 ー 75

概要

事業名 建築基準法上の道路判定

実績 625 614 632 ー －

概要

596

16

事業変更により積算不可

197,659

特殊建築物定期調査報告率（％）

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－３　まちの防災機能の強化
　　　　おもな取組み　耐震化支援
（２）保健福祉総合推進計画２００５
　　　　おもな取組み　家具転倒防止器具の設置促進

建築基準法第１２条に基づき、一定規模以上の特殊建築物の所有者は、調査資格者により建
築物の調査を行わせ、その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならないとされてい
る。報告年次は建築用途により、毎年と３年ごとの報告とされている。平成２０年度は、複
合用途建築物及び事務所等となっている。

建築基準法第４２条第２項に定める道路を調査し、道路中心線を判定する。指定道路図の作
成、道路種別ごとの延長距離計測を行う。

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

640区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

183,702事業変更により積算不可

18

ー

建築基準法上の道路中心線判定件数

19

定期報告の的確な実施


