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災害に強いまちづくりの実現に向けて

大地震に
備えましょう

首都直下型大地震は、

いつ起きてもおかしくない状況です。

自分や家族の生命と財産を守るためにも、

今できる対策を！

耐震改修促進計画

地震の被害は建物の崩壊や倒壊だけではありません！

日頃の身の周りの点検が地震による被害の防止や軽減につながります。

木造住宅倒壊
（新潟県中越地震）

建築課構造係　☎内線2295～7問い合わせ

窓ガラスが割れて落下しないか。
外壁材が落ちないか。
看板が落ちないか。
屋上設備が落ちないか。

倒れると危険です。

落下物

家具転倒（兵庫県南部地震）
家　具

擁壁崩壊（兵庫県南部地震）

崖･擁
よう

壁

ブロック塀

倒壊により通行障害になったり人
が下敷きになることがあります。

ガラスブロックの落下（新潟県中越地震）

崩壊により家屋への
被害が大きくなります。

ブロック塀倒壊（新潟県中越地震）
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首都高速道路

特定緊急輸送道路

首都高速道路以外

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進しています

①�平成24年4月以降、耐震診断実施結果を区に提出する。
②�耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、
耐震改修等の実施に努める。

③�耐震改修等実施した際はその内容を区に提出する。
　なお、上記対象建物の耐震診断が行われない場合には、
建物の名称を公表されたり、罰金が科されたりすることが
あります。

耐震診断以外に義務化されるものは？

問い合わせ

○耐震診断実施結果報告書の提出先（耐震診断助成の
申請を行っているもの）
都市計画課住宅支援係� ☎内線2223･4
○耐震診断に関わる構造技術について
建築課構造係� ☎内線2295～7

　次の3つの要件に全て該当した
場合です。
①�敷地が特定緊急輸送道路に接し
ていること

②�昭和56年5月31日以前（旧耐
震基準）に建築されたもの

③�道路幅員のおおむね２分の１以
上の高さの建築物

耐震診断が義務化される対象建物とは？

道路境界

前面道路幅員＝L
特定緊急輸送道路

45°
高さL/2中央

図 �③の建築物の例

問い合わせ ○財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
沿道耐震化窓口� ☎5466－2064

転倒・崩壊したビル（兵庫県南部地震）

平成24年4月1日から
特定緊急輸送道路沿いの対象建物の
耐震診断の実施が義務化
されています。（広報みなと平成24年3月11日号に掲載）

兵庫県南部地震では、道路に建築物等が倒壊して通行の妨げ
となり、患者の搬送、物資輸送、消防等の活動に大きな障害
となりました。建築物の耐震化を進めましょう。

　緊急輸送道路のうち、特に建物の耐震化を推進する必
要がある道路です。港区内の特定緊急輸送道路は、第一
京浜・桜田通り・青山通り・目黒通り・日比谷通りの一
部・首都高速道路が指定されています。
　特定緊急輸送道路図は、東京都建築企画課（都庁第
二庁舎３階）東京都耐震ポータルサイト（http://www.
taishin.metro.tokyo.jp）・建築課（区役所６階）で閲覧
できます。

特定緊急輸送道路とは？

◦�各種助成制度があります。
詳しくは、お問い合わせく
ださい。

問い合わせ 都市計画課住宅支援係
� ☎内線2223・4
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皆さんの住宅、マンション等の

を支援します耐震化

■ 木造住宅無料耐震診断
　個人の方が所有する2階建て以下の木造住宅が対象です。

■ 分譲マンション耐震化支援
　耐震診断の必要性や耐震化の進め方についての助言や、区分
所有者の合意形成に対する助言を行うアドバイザーを、無料で
派遣します。また、無料で簡易な診断を行います。

家具転倒防止器具等の助成・取付支援
　震災時の家具類の転倒による被害を最
小限に抑えるために、区内に住民登録があ
る世帯に対して家具転倒防止器具等をお渡
しします。また、高齢者のみの世帯等には
取り付けもします。
対象　�家具転倒防止器具等を設置しよう

とする世帯（1世帯1回限り）

生け垣造成の助成
　生け垣造成費用の一部として、新たに設
置する対象の生け垣には、長さ1ｍ当たり1
万8000円を上限に助成します。既存塀の取
り壊し費用も、塀の種類により長さ1ｍ当
たり4000円～2万4000円を助成します。対
象となる長さは5m以上50m未満です。

住宅敷地にある崖・擁壁の工事費助成
　住宅の敷地内の危険な崖･擁壁の整備に
必要な資金を金融機関から借り入れた人
に、利子の一部を補給します。

◎助成額の算定には、その他、助成基準額等の条件があります。
◎�対象建物や各種助成手続きには一定の要件がありますので、事前にお問
い合わせください。

■ マンション建て替え等支援
　老朽化した分譲マンショ
ンの建て替えに対して、コ
ンサルタントの無料派遣や
劣化診断の調査費用、建て
替え計画案の作成費用の一
部を助成します。

■ 耐震診断から補強設計、耐震改修工事までの助成
耐震診断・耐震改修に関する助成一覧

木造建築物の耐震化支援　
耐震診断 助成限度額 助成率

住宅（法人所有のもの）、下宿 20万円� 拡充しました
助成対象費用3分の2

長屋、共同住宅 24万円� 拡充しました

耐震改修工事 助成限度額 助成率

住宅、長屋、共同住宅 200万円� 拡充しました 助成対象費用2分の1

非木造建築物の耐震化支援
耐震診断 助成限度額 助成率

住宅、長屋 100万円
助成対象費用3分の2

共同住宅 300万円� 拡充しました

補強設計 助成限度額 助成率

住宅・長屋 50万円 助成対象費用3分の2
拡充しました共同住宅 200万円

耐震改修工事 助成限度額 助成率

住宅・長屋 300万円� 拡充しました

助成対象費用2分の1分譲マンション 7000万円� 拡充しました

賃貸マンション 3000万円

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援

耐震診断 助成限度額 助成率

沿道建築物 300万円� 拡充しました

助成対象費用3分の2

補強設計 助成限度額

沿道建築物 200万円

耐震改修工事 助成限度額

沿道建築物 3000～7000万円

建て替えの耐震化支援 新設しました

建て替え 助成限度額 助成率

自己居住用の戸建て住宅 100万円
耐震改修工事費
相当額3分の1分譲マンション 3500万円

沿道建築物 1500万円～3500万円

区では、港区耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐震化を促進しています。
各種の助成制度をご利用ください。※�昭和56年5月31日以前（旧耐震基準）に建築されたものに限ります

建築物の耐震化

○家具転倒防止器具等の助成について
　�防災課防災係� ☎内線2544
○家具転倒防止器具等の取付支援について
　高齢者支援課在宅支援係� ☎内線2400～5
　障害者福祉課障害者支援係� ☎内線2673

問い合わせ

○都市計画課住宅支援係� ☎内線2223･4

問い合わせ

○都市計画課住宅支援係� ☎内線2223･4

問い合わせ

○各総合支所協働推進課まちづくり推進担当
　芝地区� ☎3578－3104
　麻布地区� ☎5114－8815
　赤坂地区� ☎5413－7038
　高輪地区� ☎5421－7664
　芝浦港南地区� ☎6400－0017

問い合わせ

その他の支援

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。


