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西柴防災ニュース 西柴団地自治会防災統括部 

横浜市金沢区西柴四丁目1-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.自宅を耐震診断しましよう 

 【木造住宅耐震診断士派遣事業】（注１） 

横浜市（以下「市」と略す）が、無料で専門家を派遣

し、昭和５６年５月末日以前に建てられた木造住宅

の耐震診断を行います。 

（１）対象の建物 

○２階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅で

あること 

○持家 ： 自己所有で自ら居住する住宅 

○貸家・空き家 ： 賃貸住宅(空き家を含む)、貸店

舗を含む住宅 

（２）補助内容 

○持家 ： 無料で実施 

○貸家・空き家 ：有料（1万円）で実施 

（３）所管課・連絡先 ： 建築局建築防災課 671-2943 

 （注１）平成 29年 3月 21日～4月 2日までの間は耐

震診断を実施していないので、ご注意ください。 

２.自宅を耐震化しましよう  

【木造住宅耐震改修促進事業】 

市は、昭和５６年５月末日以前に建築確認を得て建

築された在来軸組構法の木造個人住宅で以下の条

件を満たすものについて、耐震改修工事の一部を補

助します。 

（１）対象の建物 

○自己所有で自ら居住する住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0未満と判

定された住宅 

（２）補助限度額 

○一般世帯 ： ７５万円 

ただし平成２９年度に限り１０５万円 

○非課税世帯（注２） ： １１５万円 

     ただし平成２９年度に限り１４５万円 

（３）所管課・連絡先 ： 建築局建築防災課 671-2943 

（注２）非課税世帯とは、世帯全員が、過去２年間、住

民税の課税を受けていない世帯をいう。 

３.防災ベッド等設置という方法もあります 

市では防災ベッドや耐震シェルターの購入費用の一

部を補助します。防災ベッドは、上部に鐵骨などでア

ーチ状空間が確保されているベッドで、家屋の崩壊

から身を守ります。  

（１）対象 

昭和５６年５月末日以前に建築確認を得て着工さ

れ、自己所有で自ら居住する者。（横浜市の補助を

受けて耐震改修を行った者及び耐震シェルターを

設置した者を除く。） 

（２）補助内容 

装置の本体費用に対して次の通り補助します。 

○防 災 ベ ッ ド ： 10万円 

○耐震シェルター ： 30万円 

（３）所管課・連絡先 ： 建築局建築防災課 671-2930  

家は地震に強いですか？ 

家の中や周囲の安全は大丈夫？ 

補助金制度を活用して耐震化を！ 

 横浜市が個人を対象として行っている地震対策補助金制度として、①木造住宅耐震診断士派遣、②木造住宅の

耐震改修費用の補助、③防災ベッド、耐震シェルターの購入補助、④がけ地防災対策工事助成金、⑤がけ地減

災工事助成金（以上５制度は申請期限なし）、⑥家具転倒防止器具の取付け代行（毎年度３か月程度の期間を

限定して実施）等があります。今回は、これらの制度の概要を紹介します。なお、詳細については各担当課へお

問い合わせをお願いします。 
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４. 自宅の周りの安全化を進めましょう   

Ⅰ がけ地防災対策工事助成金 

  【擁壁等の築造費用の助成】 

（１）対象 

○対象となるがけ: 

個人等が所有する土地（分譲マンションや賃貸ア

パート等も個人所有であれば可）で、居住用の建

築物に被害が及ぶ恐れがある高さ２mを超える

がけ 

○対象となる工事（建築基準法または宅地造成 

等規制法が定める基準に適合する工事）  

 ・擁壁工事（間知石積みブロック擁壁、鉄筋コン

クリート造擁壁等） 

 ・法面保護工事（コンクリート張工、法枠工、 

もたれ式擁壁） 

（２）補助内容 

   擁壁等の築造費用の一部（「工事金額の 3分の 

  １」、「市で定めた単価により算出した金額」、 

「４００万円」のうち、最も少ない額。）が補助され 

ます 

（３）所管課・連絡先 ：建築局建築防災課 671-2948 

 Ⅱがけ地減災対策工事助成金 

 【既存擁壁・崖の補強、法面保護工事費用の助成 】 

（１）対象 

○対象となるがけ: 

個人等が所有する土地（分譲マンションや賃貸ア

パート等も個人所有であれば可）で、居住用の建

築物に被害が及ぶ恐れがある高さ２mを超える 

がけ 

○対象となる工事（建築基準法または宅地造成等 

規制法に基づく手続きを要しない工事）  

 ・擁壁補強工事（法枠工、アースアンカー工、排 

水補強パイプ工、鉄筋挿入工、覆式落石防護 

網工） 

 ・法面保護工事（モルタル・コンクリート吹付工、 

落石防護柵、覆式落石防護網工、法枠工） 

・盛土造成地の地滑り補強（抑止杭、鉄筋挿入 

工） 

     ・待ち受け擁壁工事（待ち受け擁壁、Ｈ型鋼コン

クリート防護柵） 

    ・増し積み撤去工事 

（２）補助内容 

   既存擁壁・崖の補強、法面保護工事費用の一部 

（「工事金額の２分の１」、「工法に応じた上限額 

 （注３）」）のいずれか少ない額。 

（注３） ・１００万円を限度とする工法：法枠工、ア

ースアンカー工、抑止杭、鉄筋挿入工、

待ち受け擁壁等） 

・５０万円を限度とする工法：排水補強パ

イプ工、覆式落石防護網工、Ｈ型鋼コン

クリート防護柵等 

 （３）所管課・連絡先 ：建築局建築防災課 671-2948 

５. 家の中の安全化を進めましょう 

【家具転倒防止器具の取付け代行事業】（注４） 

  家の中の安全を進めるため家具転倒防止器具の

取り付けの一部を無料で代行してもらえます。 

（１）対象 

同居している家族全員が、次のいずれかに当て

はまる世帯 

①７５歳以上の高齢者 

②身体障害者手帳の交付を受けている方 

③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている方 

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

方 

⑤介護保険法による要介護、または要支援の認

定を受けている方 

（２）補助内容 

家具転倒防止器具の取り付け代行を無料で受け 

られます。 

○取り付け個数 ： 家具 2個分まで 

○器具の購入費用 ： 自己負担 

（３）所管課・連絡先 ：総務局危機管理課 671-2011 

 （注４）今年度の申請期間は、平成２８年９月１５日

～１２月１５日でした。来年度の日程はわかり

次第お知らせします。 

【出典】：横浜市ホームページ「自助共助を支援する 

補助金制度一覧（平成 28年 6月 1日時点）」

等 
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２０１７年３月１２日（日）１０時から、第１ブロックの崖側

道路を使用して「消火栓からの放水訓練」を実施しまし

た。当日は金沢消防署５名、金沢消防団第二分団３名

のご協力を得て、「ホース格納庫」・「消火栓」及び「格

納箱内の器具」等の説明、並びに同署から借用した

「スタンドパイプ」【図 1】を使い消火栓、ホースへそれぞ

れ接続しての放水を実技指導して頂きました。当日は

約４０名の参加がありました。 

今回の訓練は、第１ブロックのバンダナ・パトロール

（以下「バンパト」と呼ぶ）隊の班長さん方が企画・広報

を行い、防災統括部のサポートのもとに、実現にこぎつ

けました。 

第 1ブロックでは、昨年８月同ブロックのバンパト活動

の一環として「まち歩き」を行い、消火栓・ホース格納

箱・防火水槽の所在等を確認しながら「防災マップ」を

作成しました。その時「このマップを活かして訓練をしよ

う。」という一言をきっかけに、計画が具体化しました。 

訓練をする以上、 

多くの人に参加 

して頂こうとバ 

ンパト班長会議 

を実施、同ブロ 

ック全戸にチラ 

シ【図 2】を訓練 

１ケ月前と１週間 

前の２回にわたり 

各班長がポステ 

ィングしました。チラシも危機感を感じて頂ける内容に

しました。 

〇訓練を実施後の班長さんの感想 

 ・多くの方が参加してくれてよかった。 

 ・普段顔を合わせていない方も参加してくれた。 

 ・消火栓を使用した放水方法が判った。 

〇防災統括部の感想 

・今回の訓練は、ブロックが自主的に考えて実施し

た訓練であり、他のブロックにも展開したい。（注） 

 ・今回は公道を使用する訓練のため、警察から 

 

 

 

【図１】スタンドパイプ（消火栓に接続して消火活

動ができる資機材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練風景１】 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練風景２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路使用許可」を貰うのに交通整理員の配置を

義務づけられましたが、防災統括部員のみでは対

応しきれず、他ブロックのバンパト員に支援を呼び

かけたところ、４名の方が応援してくれました。ご

協力頂いた皆さんに感謝いたします。 

 （注）ブロックで企画し実施した訓練としては他に、昨 

    年 10月実施した第９ブロックの消火栓接続訓練 

があります。（本紙第 19号ご参照） 

第１ブロックで「消火栓からの放水訓練」を実施 
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【図 2】工夫したチラシ 
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感震ブレーカー設置上の注意事項 

感震ブレーカーは設定値以上の震度の地震発生時

に自動的に電気の供給を遮断するものであり、各家

庭に設置することにより通電火災を防止し、被害を

大きく軽減することができます。しかし、設置に当た

っては、以下の通り留意すべき事項がありますので、

ご注意ください。 

①分電盤タイプや簡易式（おもり玉式・ばね式）の感

震ブレーカーのように、地震発生時に家庭内の全

ての電気を遮断するものについては、医療機器等

への影響が考えられるため、設置にあたっては注

意が必要です。 

②夜間に地震が発生した場合に照明が消えることで、

屋外への迅速かつ安全な避難の妨げになること

も考えられるため、懐中電灯や非常灯などの準備

も忘れないようにしましょう。 

 

 

○高輝度 蓄光テープ （暗闇の通路、 階段、防災

グッズ等の目印） 

【商品の説明】 

太陽光・蛍光灯の光などを蓄えて暗闇で発光し、通 

  路、階段、防災グッズ等の目印となります。 

 

○ LED 人感センサーライト (センサーライト 

・懐中電灯両用 ワイヤレス充電） 

  【商品の説明】 

人感センサーと光感知機能をもつセンサーライトで

ありながら、懐中電灯としても使えるワイヤレス充電

のライトです。 

価格：１,６９９円（GuangxunJPの販売事例） 

 

◍ ワイヤレス充電 

 

 

◍ 明暗・人感センサーライト 

 

◍ 懐中電灯 

 

◍ 非常灯機能 

 

 

 いずれも Amazon.co.jp（アマゾン通販）より引用 

本体を充電台に置き、電源コ

ンセントに差し込むだけで充電

されます。充電時間は８－１０

時間で完了し、ヘッドライトとフ

ラットライトは通常照明で１．５

－２時間稼働します。 

周囲が明るいときは点灯せず、

暗くなったら自動的に点灯してく

れます。人感センサー感知距離

は、垂直に置いて約３m です。人

の動きを感知できないと約 20 秒

で消灯します。 

本体を充電器台から取り外せ

ばそのまま懐中電灯になりま

す。本体のオン・オフボタンは

懐中電灯の電源ボタンとして

使えます。 

停電を感知すると「赤い非常

灯」が自動で点灯して位置を

示してくれ、災害などのときに

見つけやすくて助かります。

赤色発光はスイッチを押すま

で続き、スイッチ押下により平

面ライト、上部ライト、消灯へ

切り替えできます。 

 

 

 

 

サイズと価格は 

2.5㎝× 3m  480円 

2.5cm×10ｍ 1660円 

10ｃｍ×10ｍ 3170円 

等各種あります。 

(１ｓｔモールの販売事例） 

＜夜間停電時等に役立つ防災用品＞ 

 


