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地震
防災
地震への備え

地震による「けが」や「火事」への備えを！

命を守るための備えを！地震に強い建物にしましょう!

耐震診断から耐震改修工事までの流れ

家具や冷蔵庫の対策 テレビ•パソコン等の対策

●家具を「突っ張り棒」や「L型固定
式」などの用具で壁や天井の固いと
ころと固定しましょう。

●落下、移動しないようにテレビの下
に粘着性のマット等を貼りましょう。

ガラスの飛散防止対策

自宅や周囲にある建物は大丈夫？
住宅・建築物の耐震化のススメ

今すぐできる、自分で出来る耐震対策

まず最初にすること
出火防止の確認行動を！

日頃の
注意

●たこ足配線
はしない。

火の用心 ／ 火の始末

１ 建物の耐震化はなぜ必要？

２ 住まいの耐震化をはかるには？

３ 耐震改修工事ってどんなことをするの？

たいしんか

・まずは「耐震診断」を受け、耐震性が不足していると判定されたら耐震改修工事をしましょう。

・耐震診断とは、建築士などの専門家が、建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを調
査・検査して、地震に対して安全に使えるかどうかを評価することです。

・「耐震診断」にかかる費用について、本町で助成事業を行っています。

昭和56年5月以前の建物
は地震に弱い可能性

・耐震改修工事とは、戸建（木造）住宅
を例にとると、基礎の補強や、壁の補
強、壁の配置の工事を行います。

・「耐震改修工事」にかかる費用につい
て、本町で助成事業を行っています。

耐震診断
（たいしん・しんだん）

耐震改修工事
（たいしん・かいしゅう）

●市販されている冷蔵庫
専用の「冷蔵庫転倒防
止ベルト」で固定しま
しょう。

●パソコン（デスクトッ
プ式）が机などから移
動しないようにテープ
式・バンド式などで固
定しましょう。

●大きなガラス戸は、昼夜ともカーテ
ン（厚手、薄手関係なし）をしてお
きましょう。耐震診断、耐震改修工事及び解体工事の助成があります！

新十津川町住宅耐震化等助成事業のご案内
・新十津川町では、災害に強いまちづくりを推進し、町民の安全で安心することのできる生活を確保するため、
耐震診断、耐震改修工事及び解体工事の助成事業を実施します。

事業の期間

助成を受けられる方

対象となる住宅

助成内容と助成金額

・令和４年４月１日～令和９年３月３１日

・町内に住宅を所有している方（解体工事は管理者も含む）
・町の公租公課を滞納していない方（世帯員を含む）

・町内に存する一戸建ての住宅、長屋、併用住宅及び共同住宅
・所有者自らが居住するための住宅（解体工事を除く）
・昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅

耐震診断

地震に対する安全性について、建築士事務所に属する建築士が行う診断

助成金額 助成対象経費の３分の２を助成（ 大：１５万円）

耐震改修工事

耐震診断の結果により、地震による倒壊の危険性があると判断された住宅について、地震に対して
安全な構造になるように改修する工事

助成金額 助成対象工事費の５分の１を助成（ 大：１００万円）

解体工事

住宅の全部を解体し、廃棄する工事

助成金額 助成対象工事費の５分の１を助成
（ 大：町内業者施工３０万円・町外業者施工２０万円）

※耐震診断及び耐震改修工事に対する助成は、１戸（長屋及び共同住宅については、１棟）の住宅で１回限りとなります。
※助成経費・工事費は消費税を含んだ金額となります。 ※助成額は千円未満は切り捨てとなります。

・新十津川町建設課都市管理グループ 電話0125-76-2139
・ホームページ：http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/

1 耐震診断を行う
・耐震診断ができる業者に耐震診断をお願いし、住宅の劣化状況や問題点など耐震診断の結果

を具体的に聞きましょう。

2 耐震改修計画を立てる
・耐震診断の結果に基づき、目的に応じた耐震改修を検討します。予算や工期、耐震改修後に

求める耐震性能のレベルなど、要望をしっかり伝え、不安な点、疑問点をなくすようにしましょう。

3 耐震改修の設計を行う
・耐震改修計画に基づき、耐震改修の設計を行います。補強位置を示した平面図や写真などを使った具体的な改

修内容の説明を受けましょう。

4 耐震改修工事費の見積りを出す
・耐震改修工事にかかる費用を算出します。耐震改修工事の内容をきちんと理解し、工事金額の見積もりを確認

したうえで、契約しましょう。

5 耐震改修工事を行う
・耐震改修工事を開始します。工事中の写真をしっかりと残してもらうようにしましょう。

・下表のとおり。

地震による家具の転倒を防ぐため
（消防庁ホームページ）

住宅・建築物の耐震化のススメ
（政府広報オンライン）

耐震改修⼯事費の⽬安
（⽇本建築防災協会パンフレット）

たいしんか

たいしんかいしゅう

家族にけが人がいても
まず先にすること！

必ず確認
すること

項目 戸建（木造）住宅の耐震改修工事の概要

基礎の補強 ・玉石基礎などの場合は、鉄筋コンクリート作りの布基
礎に替え、これに土台をアンカーボルトで締め付ける

壁の補強 ・筋かいや構造用合板等によりして壁を補強する
・土台や柱、筋かいなどの接合や、柱と梁の接合は金物

等を使って堅固にする

壁の配置 ・壁の量を増やし、釣り合いをよく配置する
お問い合わせ先

●窓や棚などのガラスには「飛散防止
の透明フィルム」を貼りましょう。

●食器棚にも転倒防止
対策をおこないま
しょう。

・平成7年の阪神・淡路大震災で亡くなった方の大部分が家屋や建築物の倒壊によるものでした。

・昭和56年５月以前に建てられた家は、地震に弱く倒壊する可能性があります。

・家屋や建築物の倒壊を防ぎ、命を守るために、耐震化が重要となります。

●火を消す。

●ブレーカーを落とす。



～もしも、 が起こったら！～
・想定する地震は、新十津川町で も揺れの大きい地震として想定されている地震です。（北海道地震被害想定調査(平成30年2月北海道発表））

・地震規模は で、国道２７５号や石狩川に近い地域の広範囲が となります。

揺れやすさマップあなたの家が安全かどうか確認してみましょう

右の「揺れやすさマップ」で、お住まいの地域

を探し、想定される震度を確認しましょう。
①

②

オレンジ色

計測震度 5.5～5.9

気象庁震度階級 の 震度６弱

耐震性の低い木造建物は傾くも
のや、倒れるものがさらに多く
なります。耐震性の高い木造建
物でも、まれに傾くことがあり
ます。耐震性の低い鉄筋コンク
リート造の建物では、倒れるも
のが多くなります。

耐震性の低い木造建物は傾いた
りすることがあります。倒れる
こともあります。

赤色

計測震度 6.0～6.4

気象庁震度階級 の 震度６強

耐震性の低い木造建物は傾くも
のや、倒れるものが多くなりま
す。

紫色

計測震度 6.5～

気象庁震度階級 の 震度７

耐震性が高い 耐震性が低い

耐震性が高い

被害の大きさを確認しましょう。

６弱

耐震性が高い 耐震性が低い

耐震性が低い

７
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5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0

昭和35年以前の木造:建築物

昭和36年～昭和55年の木造:建築物

昭和56年以降の木造:建築物

昭和45年以前の非木造:建築物

昭和43年～昭和55年の非木造:建築物

昭和56年以降の非木造:建築物

計測震度6.0～6.4

震度６強
計測震度6.5～

震度７
計測震度5.5～5.9

震度６弱
計測震度5.0～5.4

震度５強

全

壊

率

計測震度及び震度

・右の図は、「揺れの強さ」と「建物の全壊被害」の関係を表したもの
です。

・あなたの家の構造が「木造」か「非木造」か、建築年次はいつか確認
して、震度と照らし合わせて、右の図で全壊率を確認しましょう。

・揺れによる建物被害は、揺れの強さだけではなく、建物の構造（階数、
木造、鉄筋など）、建築の年次によって被害の割合が異なります。

・例えば、昭和56年以前に建てられた木造の建物の場合、震度７の揺れ
による全壊の割合は７０％以上になります。

③ 建物が倒壊被害を受ける確率（全壊率）を確認しましょう。

資料：イラストは気象庁「その震度どんなゆれ」より抜粋。説明文は建物被害関係分のみ掲載。

６強

想定地震が発生した場合、
建物が壊れる割合（全半壊
率※１）を地区ごとに推計す
ると、本町の国道２７５号
や石狩川に近い地域では、
全半壊率が５０％となる地
域もあります。

地域ごとの建物が壊れる割合（全半壊率）

※１：
全半壊率とは地区ごとの全壊する建
物と半壊する建物の合計の割合を表
します。全半壊率は、上記の250ｍ
メッシュ震度をもとに、地区ごとに
建物があるメッシュの平均震度を算
出して推計しています。

計測震度6.5～ （紫色：気象庁震度階級で震度7）や

計測震度6.0～（赤色：気象庁震度階級で震度６強）

の場所では建物の被害が大きくなる可能性があります。

250mesh震度：沼田－砂川付近の断層帯（モデル45_3）

計測震度

6.5 - 

6.0 - 6.4

5.5 - 5.9

5.0 - 5.4

4.5 - 4.9

0

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路

地震時に通行を確保すべき道路

・・・・・・・・気象庁の震度階級で 【震度 ７ 】に相当

・・・・気象庁の震度階級で 【震度６強】に相当

・・・・気象庁の震度階級で 【震度６弱】に相当

・・・・気象庁の震度階級で 【震度５強】に相当

・・・・気象庁の震度階級で 【震度５弱】に相当

250ｍメッシュ震度：沼田-砂川付近の断層帯(モデル45_3)

想定地震：沼田－砂川付近の断層帯（モデル45_3）の地震

資料：地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所「震度データ」


