
平成 26年８月実施 

横浜市木造住宅耐震改修促進事業 設計・施工事業者講習会 質問及び回答 
 

 分類 質問 回答 

１ 設計 

間取りや室内の広さ変更

を伴う耐力壁の新設工事

は補助対象ですか？ 

補助対象工事です。ただし、増築工事に該当する場合は補助対

象外になります。 

２ 検査 

中間検査が原則一回とな

っていますが、面材が張ら

れてしまうと筋かい、金物

が目視できません。一回の

検査ですべてをチェック

するにはどのような箇所

を選択すればいいです

か？ 

耐力壁工事の中間検査対象とする工事箇所数は、耐力壁工事の

工事箇所総数に応じて、市が指定します。（決定方法は「中間

検査における耐力壁工事の検査対象数について（お知らせ）」

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/bo

usai/mokutai/mokukaishu/tairyokuheki.pdf）を参照）ただし、

検査対象とする工事箇所について、市は指定しませんので、検

査員と相談の上、指定する工事箇所数で、面材設置時、軸組設

置時又は金物設置時のいずれかに偏りのないように検査対象

の工事箇所を決定してください。なお、1 つの工事箇所におい

て、すべての工程を検査する必要はありません。 

３ 検査 

中間検査の回数について、

基礎配筋完了時に一回と

ありますが、複数個所の基

礎工事があった場合、それ

らのうち一カ所の検査で

よいのでしょうか？ 

基礎工事の中間検査は、配筋完了時に原則１回の検査を行いま

す。複数の工事箇所がある場合、最初の工区で、かつ、立会検

査時に確認できる箇所のみを検査し、その他の箇所は検査不要

とします。 

４ その他 

「耐震改修後の大地震発

生時の損傷程度の説明」に

関するマニュアル等はあ

りますか？ 

特定のマニュアル等はありません。上部構造評点が 1.0以上 1.5

未満の場合、「一応倒壊しない」という判定なので、大地震が

発生した際にひび割れ等の損傷が発生する可能性があること

を説明してください。また、耐震改修をする建物の特徴、計画

の上部構造評点、補強箇所や方法等から想定される損傷の程度

を設計者が判断し、説明してください。 

５ その他 

市が行う耐震診断につい

て、現在は耐震診断士の新

規登録は行っていないの

でしょうか？ 

現在、耐震診断士の新規登録は行っていません。今後の新規登

録の予定も未定です。新規登録を行う際は市のホームページに

て募集内容を掲載しますので、そちらでご確認ください。 

６ 
申請

書類 

耐力壁工事仕様書には補

助対象外工事の補強箇所

は入力しなくてもよいの

でしょうか？ 

耐力壁工事仕様書には、基準耐力 2.4kN/m 以上の補助対象工

事箇所について記載します。基準耐力 2.4kN/m 未満の工事箇

所や、補助対象外の工事は記載しないでください。 

７ 
申請

書類 

基準耐力が 2.4kN/m 未満

の補強は対象外になるよ

うですが、それに満たない

基準耐力の耐力壁工事は

どのように記載するので

しょうか？ 

耐力壁工事仕様書には、基準耐力 2.4kN/m 以上の補助対象工

事箇所について記載します。基準耐力 2.4kN/m 未満の工事箇

所や、補助対象外の工事は記載しないでください。 



８ 
申請

書類 

耐震改修工事に係る標準

的な費用はどのような目

的で作成するのですか？ 

耐震改修工事に係る標準的な費用とは、補助対象建築物の規模

により耐震改修工事に係る標準的な費用を算出し、当該工事の

費用の適性を測るために設けた費用です。また、市では「横浜

市補助金等の交付に関する規則」により、事業費用が 100万円

以上になると見込まれる場合には、市内事業者による入札又は

２者以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことが定めら

れています。これに代わるものとして、本事業では、「耐震改

修工事費」、「補助金限度額」及び「耐震改修工事に係る標準的

な費用の合計額」の 3つの費用を比較し、もっとも低い額とす

ることで、入札又は2者以上の見積書の徴収を不要としてます。 

９ 
申請

書類 

耐力壁工事仕様書におい

て、工事箇所番号 26 以降

はどこに記載すればいい

ですか？ 

工事箇所番号 26 以降は、耐力壁工事仕様書第１面に入力した

ものが第３面に反映されます。この耐力壁工事仕様書は、中間

検査の際に検査員が使用しますので、使用する工事箇所番号が

表示されたページは必ず提出してください。ただし、使用する

工事箇所番号が 26を超えない場合、第３面の提出は不要です。 

10 
申請

書類 

見積書において、補助対象

外工事がある場合、仮設や

管理費等を案分するとあ

りますが、案分せず補助対

象外工事でまとめてもい

いですか？ 

補助対象外の工事がある場合は当該工事の内訳まで作成し、直

接仮設、共通仮設、現場管理費、一般管理費、経費及び消費税

等を必ず案分して計上してください。なお、補助対象外工事費

については、内訳の明細まで作成する必要はありません。 

11 
申請

書類 

工事検査シートにおいて、

耐力壁工事の検査実施日

が複数ある場合、記載する

日付は最終日でいいです

か？ 

中間検査の耐力壁工事については、検査を行う工事箇所数を市

が指定するので、原則として、一回で全ての検査を行うことの

できる工事箇所を検査員と相談のうえ選択し、検査を受検して

ください。一回の検査で指定した数の工事箇所を検査すること

が難しい場合は、検査員と相談のうえ、複数回の検査を受検し

てください。この場合、工事検査シートの行を必要に応じ増や

し、全日記載してください。 

12 
申請

書類 

プランニングシートに筋

かいの向きを明記したい

のですが、表記事項は設計

者判断とできませんか？ 

プランニングシートをはじめ申請書類には、審査の簡素化を図

るため、指定事項以外は市から記載を求めた場合を除き記載し

ないでください。プランニングシート以外に図面が必要と設計

者（工事監理者）が判断する場合は、別途図面を作成してくだ

さい。 

13 
申請

書類 

全ての様式において、最新

版が一目で判断できるよ

う作成年月日を明記して

ほしいです。 

設計者の任意において、各書類に作成年月日を記載してもかま

いません。この場合、作成日が申請日等に対し不整合のないよ

う注意してください。 

14 
申請

書類 

本事業において、「ホーム

ズ 君 耐 震 診 断 Ｐ ｒ ｏ 

ver4.1」を使用可能でしょ

うか？ 

「ホームズ君耐震診断Ｐｒｏ ver4.1」は、市長が指定する「木

造住宅耐震診断プログラム（Ｎ値又は変換Ｎ値計算を含む）」

の一つです。申請書類の「精密診断法による耐震診断の計算書

（現況・計画）」を作成する際に使用することができます。 



15 制度 

耐震改修工事計画承認申

請時から承認までの期間

はどのくらいの日数がか

かりますか？ 

耐震改修工事計画承認申請時の市の審査待ち状況及び審査後

に市から連絡する訂正事項を設計者が訂正するにかかる期間

によって異なりますが、10 月１日現在で概ね約５か月を予定

しています。その期間の内訳としては、申請から審査開始まで

に約半月、審査開始から訂正等のやり取りの終了までに約２か

月半及び訂正等のやり取り終了から耐震改修工事計画承認通

知まで約２か月です。今後、申請から審査開始までの期間及び

訂正等のやり取り終了から耐震改修工事計画承認通知までの

期間の短縮により、申請から通知までの期間の短縮が見込まれ

ます。 

16 制度 

平成 26年 10月１日以降に

申請する場合、市の耐震診

断の受診は必須ですか？

市の耐震診断を受けずに

申請は可能でしょうか？ 

原則として、横浜市の耐震診断を受診してください。ただし、

横浜市の耐震診断を利用せず、設計者が精密診断法１にて現況

の上部構造評点が 1.0未満であること確認し、耐震改修工事計

画承認申請することも可能です。この際に、設計者は事前調査

の費用及び申請についての説明を必ず行ってください。また、

補助対象建築物及び補助対象者であることを確認してから、設

計契約を行って下さい。 

17 制度 

申請中に工事監理者が変

更する場合、変更承認申請

は不要ですか？ 

耐震改修工事の工事監理は、委任状により申請者から委任を受

けた、代表となる設計者が担当します。設計事業者が変更とな

る場合は、計画変更承認申請が必要です。設計事業者は変更せ

ず、同事業者内で代表となる設計者を変更する場合は、計画変

更報告が必要です。 

18 制度 

見積書の消費税が変更し

ても工事請負金額を変更

しない場合、変更の手続き

は不要ですか？ 

必要です。補助金額に変更はなく、工事金額や見積書の内容が

変更になる場合、計画変更報告が必要となります。これに対し、

工事金額が変更となり、それに伴い補助金額も変更となる場合

は、計画変更承認申請が必要です。 

19 制度 

平成 26年 10月１日からの

補助制度は、いつまで続け

るのでしょうか？ 

現在、制度の改訂及び終了時期は未定です。 

20 制度 

補助予定額算出シートか

ら見ると、補助金の限度額

は課税世帯は 75 万円、非

課税世帯は115万円と考え

ていいですか？ 

記載の通り、平成 26年 10月１日以降に耐震改修工事計画承認

申請を行う場合の補助限度額は、課税世帯で 75 万円、非課税

世帯で 115万円です。 

21 制度 

横浜市木造住宅耐震改修

促進事業において、年間で

何件くらいの補助金の申

請がありますか？ 

横浜市木造住宅耐震改修促進事業において、年間申請数は平成

23年度 502件、平成 24年度 877件、平成 25年度 459件です。 

 

 

 



22 制度 

建築確認の検査済証を取

得していなくても補助対

象となりますか？ 

住宅新築時の建築確認の検査済証の有無は補助対象建築物の

要件とはしていません。新築時に検査済証を取得していない場

合は、建築基準法関係法令等に適合していることを確認してく

ださい。 

なお、今回の工事の中で建築確認が必要となる場合は、事前に

建築確認申請を行い、耐震改修工事計画承認申請までに確認済

証を取得し、申請書類に添付してください。また、補助金の交

付申請・完了報告時までに検査済証の交付を受け、申請書類に

添付してください。 

23 制度 

申請時点で住宅以外の用

途である木造在来軸組構

法の 2階建て以下の建築物

を、改修により住宅とする

場合、本事業の補助対象と

なりますか？ 

原則として、住宅の用途である建築物を補助対象とします。住

宅以外の用途の建築物の場合、市に事前に相談してください。 

24 制度 

耐震改修工事にかかる平

均的な金額はどのくらい

でしょうか？ 

耐震改修工事にかかる平均的な金額として、設計費用約 45 万

円、工事費用約 305万円、耐震改修費用合計約 350万円を建築

防災課発行の「耐震改修のすすめ」等に掲載しています（平成

22 年度に横浜市が補助金を交付した約 160 件のデータをもと

に算出）。 

25 制度 

質問事項は直接建築防災

課に聞くことができます

か？窓口を訪問して質問

できますか？ 

制度の手続きや横浜市が発行しているマニュアル等に関する

不明点や質問事項には、横浜市建築局建築防災課の窓口（住

所：横浜市中区相生町３－56－１ ＪＮビル４階、電話：

045-671-2943、開庁時間：平日 8時 45分～17時 15分）にて

常時承っています。 

 

 

 

 

【お問合せ先】               

横浜市 建築局 企画部 建築防災課 耐震担当 

TEL：045-671-2943 FAX：045-641-2756 

                                          平日８：45～12：00、13：00～17：15 


