マンションの耐震診断に関する
補助のご案内

流山市で は、安心で 安全なま ちづく りに 向け、マンシ ョン
の耐震診 断を行 う市 民を対象 に、その 費 用の一部 を助成し
ます。
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マンション耐震診断の必要性について
Ｑ：なぜ今耐震診断が必要なのか？
平成 23 年 3 月 11 日に発生 した東 日本 大震災に おいて 、多 大な人的 被害や 構造 物
的被害、 経済的 被害 が生じた ことは いま だ記憶に 新しい と思 います。
今もなお 南海ト ラフ 大地震な ど、首 都圏 近郊に多 大な被 害を 与えると される 地震 の
発生が予 測され てお り、生 命や財 産を守 るために は建物 の耐 震性の確 保は重 要で す。

Ｑ：なんで昭和 56 年以前建物が対象なのか？
1978 年の 宮城沖 地 震を受け 、昭 和 56 年 6 月 1 日 より建 築基準法 が改正 され 、
耐震基準 が大き く見 直された ためで す。 このため 、昭 和 56 年以前に 建てら れた 建
物は、耐 震性が 不十 分である 可能性 があ ります。

Ｑ：東日本大震災で何ともなかったから大丈夫では？
建物は地 震によ って ダメージ を受け てい ることも 考えら れま す。今回 は大丈 夫だ っ
たから、 次も大 丈夫 とは限り ません 。被 災履歴や 建物の 現状 を調査し 、耐震 性を 確
認してお くこと が重 要です。
安心・安 全な暮 らし の為に耐 震診断 を行 い、お住 まいの マン ションの 耐震性 を知 る
ことはと ても重 要で す。流山 市では 、マ ンション の耐震 診断 を行う市 民を対 象に 、
その費用 の一部 を助 成します 。

マンションの耐震診断費に対する補助
１ 補助対象建築物
（１） 市民が 自ら 所有し、 居住す る建 築物
（２） 昭和５ ６年 ５月３１ 日以前 に建 築された もの
（３） 延べ面 積が 1,000 ㎡以上で、 地 上階数が ３以上 であ るもの
（４） 区分所 有者 が現に居 住する 住宅 の割合が 、全住 宅戸 数の５分 の４以 上で あ
るもの
（５） 建物の 構造 に係る設 計図等 ある もの

２ 補助金の額
耐震 診断に 要す る費用の ３分の ２以 内の額
ただ し、１ 戸当 たり４万 円かつ 、１ 棟当たり １２０ 万円 が限度で す。
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マンションの耐震診断とは？
１ 耐震診断とは？
耐震 診断は、マ ンション 管理の 適切 な管理の 一環と して 、
「マン ション 管理標 準
指針」
（H17 年国 土交 通省）等 に管理 組合 や区分所 有者が 積極 的に取り 組むべ き
事項とし て位置 づけ られてい ます。 安全 ・安心な 暮らし を実 現するた めには 耐
震診断を行い、お住まいのマンションの耐震性を知ることはとても重要です。

２ 具体的にはどのようなことするの？
図面や現 地での 調査 に基づき 、建物 の耐 震性能を 数値化 して 評価する もので す。
①：建物 の概要 等の 調査
⇒マン ション の所 在地、現 状の用 途、 設計者、 施工者 、工 事監理者 や建築 確
認・ 完了検 査済 証の有無 を調べ ます 。さらに 、マン ショ ンの概略 を把握 す
るため、 階数、 高さ 、構造の 種別・ 形式 、建物の 形状や 敷地 の地盤な どの
調査をし ます。
②：設計 図書（ 図面 や構造計 算書等 ）の 有無の調 査
⇒耐震 診断を 行う ためには 設計図 書が 必要にな ります 。
平面図、 立面図 、断 面図、構 造図、 構造 計算書、 仕様書 、設 計変更図 書等
の有無を 調査し ます 。なお、 設計図 書が ない場合 や、不 足す る場合は 新た
に図書を作成する必要があり、時間と費用を更に要することになります。
③：建物 の修繕 履歴 、被災履 歴等の 調査
⇒ 修繕履 歴や 被災履歴 、老朽 化の 調査等の 資料の 有無 を調査し ます。 資料 が
ない場合 などは 、聞 き取り調 査によ り調 査を行い ます。
④： 現地（ 建物 ）調査
⇒ 実際に マン ションを 調査す るこ とで、現 状や劣 化具 合、図面 との整 合性 を
確認しま す。主 には 耐震診断 士の目 視に よる調査 となり ます が、場合 によ
っては、 建物の 一部 を採取し てコン クリ ートの強 度を調 査す ることも あり
ます。
⑤： 耐震診 断方 法の決定
⇒ ①〜④ の調 査を基に 耐震診 断の 方法を決 定しま す。 耐震診断 の方法 には 以
下の 3 通りの 方法が あります 。
・第１次 診断法 ・・ ・壁の多 い建物 に適 している 診断方 法
・第 2 次 診断法 ・・ ・柱と壁 の強さ で耐 震性が決 まる建 物に 適する診 断法
・第 3 次診 断法・・ ・梁の 強さ などで耐 震性が 決ま る建物に 適する 診断 法
３通り の診 断の方法 から 、調査 の結果を 基に最 も適 した診断 法を選 びま す。
一般的 な建 物の構造 特性に 適す る第 2 次 診断法 がよ く用いら れるよ うで す。
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⑥：耐震 性の計 算
⇒ ⑤で選 択し た耐震診 断方法 に基 づき、マ ンショ ン耐 震診断士 が構造 計算 を
行います 。計算 の結 果、建物 のもつ 耐震 性能が「 構造耐 震指 標（Is）」 と
「保有水 平耐力 に係 る指標（q）」 という 数値で表 されま す。
この結果 に基づ いて 、耐震化（改修）の必 要性を検 討する こと となりま す。
※一般的 に①〜 ⑤作 業を「予 備診断 」、 ⑥の計算 を「本 診断 」と呼び ます。

３ 耐震性能とは？
建物 の耐震 性能 とは、地 震エネ ルギ ーを吸収 できる 能力 のことで す。
主に 以下の 項目 を評価し て決め られ るもので す。
①：建 物の 強さ（地 震に耐 える ことがで きる「 頑丈 さ」）
②：建 物の 形状（建 物の平 面的 又は立面 的な「 バラ ンス」）
③：経 年状 況

（建 物の「 老朽 化」の具 合を考 慮し ます。）

これ らを考 慮し 「構造耐 震指標 （Is）」を 構造計 算で算 出します 。
また、建 物が地 震に よる水平 方向の 力に 対する強 さのこ とを 「保有水 平耐力 」
といいます。各階の柱や壁などが耐えられる力の合計で求められる数値です。
「保有水 平耐力 に係 る指標（q）」 は、１ ．０以上 あれば 倒壊 や崩壊の 危険性
が低く、 １．０ 未満 の場合は 危険性 があ るとされ ていま す。
構造耐震 指標

地震の振 動又は 衝撃 に対する 危険性

（一） (Is)が０．３未満の 場合

倒壊し、 又は崩 壊す る危険性 が高い 。

又は(q)が０． ５未 満の場合
（二） (一)及び(三)以外 の 場合

倒壊し、 又は崩 壊す る危険性 がある 。

（三） (Is)が０．６以上で かつ、

倒壊し、 又は崩 壊す る危険性 が低い 。

(q)が１．０以 上の 場合
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