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ごあいさつ 
 
 大阪建築防災センターでは、平成２６年度上期の建築物防災週間での関連事

業として、去る９月３日に防災講演会を開催しました。 
 この講演会は、毎年度９月と３月の２回、防災意識の向上と建築物の防災対

策を促進するために、当財団の公益目的事業として長年に渡り実施しておりま

す。この間、地震、火災、風水害など建築物を取り巻く様々な災害を取り上げ、

多くの専門家の皆様から貴重なご講演をいただきました。 
 今回は、来るべき南海トラフ巨大地震などの大規模な地震に備えて、既存建

築物の一層の耐震化を促進するため、耐震診断と耐震補強の心得といった実践

的なテーマにしました。 
そこで、診断と補強設計の実務をされ、耐震改修計画評価委員でもあり、関

西建築構造設計事務所協会の会長をされておられる西 邦弘様から、「近づく大

地震に備えた耐震診断・耐震補強の心得」を用途別の耐震改修工事例を交えて

ご講演をいただきました。 
貴重なご講演の内容をより多くの方々にお伝えしようと、このような冊子に

まとめましたので、皆様に耐震診断や耐震改修について前向きに考えていただ

くきっかけにしていただければ幸いです。 
当財団としましては、今後とも建築や市街地の防災対策に貢献できるように

一層の尽力を傾けてまいりますので、引き続き皆様のご指導、ご協力をよろし

くお願いいたします。 
  
  平成２６年１０月 
                 一般財団法人 大阪建築防災センター 
                     理事長   吉田敏昭 
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近づく大地震に備えた耐震診断・耐震補強の心得 

～用途別の耐震改修工事例～ 

西  邦 弘 

一般社団法人関西建築構造設計事務所協会会長 

株式会社キンキ総合設計 代表取締役  

（一級建築士/構造設計一級建築士） 

 

第１ はじめに 

1)国による基本方針においては、平成 27 年までに

住宅・建築物の耐震化率を 90％とする目標を掲げ

ているところ、現在の進捗状況は十分とは言えず、

目標達成のためには一層の耐震化促進が必要です。

また、南海トラフの巨大地震の被害想定の見直し

において、東日本大震災を超える甚大な人的・経

済的被害の発生も想定されています。建築物の安

全性を取り巻く情勢の変化を踏まえ、大地震の発

生に備えて、建築物の耐震化をさらに強力に推進

するため、改正「耐震改修促進法」が昨年 11 月に

施行されました。これにより耐震診断の義務化が

さらに厳しくなったので、大地震に備えた建物の

耐震診断の必要性を、所有者にも理解されつつあ

ります。しかし、耐震診断・耐震補強の実施を決

断するには、まだ少し不安材料をもつ所有者もお

られます。 

そこで、近づく大地震に備えて、昭和 56 年 5 月

以前に建設された既存不適格建築物の所有者に

『耐震診断』や『耐震補強』の必要性を理解して

戴くために、『建物の耐震性』に関する法令（建築

基準法や耐震改修促進法等）を紹介します。次に、

所有者が実際に耐震診断から耐震改修工事を行う

に当たっての留意点を 3 つに分けて説明します。1

つ目は耐震診断の予備調査や現地調査の概要から。

2 つ目は主な耐震補強工法とその特徴から。3 つ目

は用途別の耐震改修工事例から説明します。 

2)台湾集集地震(1999 年)の被害例、及び東日本大

震災(2011年)で新たに判った被害例を説明します。 

第２ 近づく大地震とは 

 

1) 東海・東南海・南海地震に関する大地震の経

過を示すと、慶長地震(1605 年)から 102年後の宝

永地震（1707 年）では、我が国で発生した最大級

の地震であり、東海沖から四国沖プレート境界が

一斉にずれました。２万人もの死者を出した室戸

岬で地面が２ｍ近く隆起し、１ケ月半後に富士山

が大爆発しました。その 147 年後の安政東海・南

海地震（1854 年）では東海地方を中心とする大地

震が発生し、江戸も火災が発生し、さらに駿河湾

などに津波が押し寄せて被害が拡大しました。そ

の翌日には南海地方を中心として再び大地震が発

生し、合計数千名の死者を出しました。その 90 年

後の昭和東南海・南海地震（1944，1946 年）では

紀伊半島東部を中心に発生し、伊豆半島から紀伊

半島にかけて津波が襲いました。東南海地震の２

年後、紀伊半島南部を中心に南海地震が発生しま

した。津波が静岡県から九州にかけて襲い大被害

をもたらしました。 

2) 大地震の発生する時期を見ると、3 大地震は

2014 年 70 年 
160 年 
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約 90 年後から約 150年後の間隔で発生し、被害や

規模には変化はありますが、この規模が小さいほ

ど、次の地震が早くきています。1605 年の慶長地

震から 102 年後に日本史上最大の宝永地震が東

海・東南海・南海の 3 地震が同時に発動していま

す。さらに次の安政地震まで約 150 年経過してい

ます。 

3) 次の地震が近づいていると言われているのは、

最も新しい地震である昭和地震（1944 年）、その 2

年後の昭和南海地震が発生していますが、この時

は東海地震が起きずに、160 年が経過しているか

らです。また、この 2 つの地震の規模が小さかっ

たことから、次の地震までの間隔が短いと考えら

れています。そして仮に３地震が同時に発生する

と規模は過去最大の安永地震の再来と言われてい

ます。 

 

第 3 耐震診断・耐震補強の必要性 

1)建築基準法や耐震改修促進法の改正の変遷 

2)『改正耐震改修促進法』（昨年 11 月 25 日施行） 

ⅰ)規制措置として『要緊急安全確認大規模建築

物』や『要安全確認計画記載建築物』の所有者に

耐震診断の義務付けが行われると共に、公表など。 

ⅱ)同法による耐震診断費用や耐震改修費用等

の補助制度および税制措置 

3)マンションなど区分所有者が耐震診断を進める

場合の留意点（宅地建物取引業法との関係） 

4)耐震改修促進法内の定義では 

①「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価

すること。 

②「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上

を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替

え又は敷地の整備をすること。 

 

第 4 耐震診断を依頼する場合の留意点 

1)所有者が耐震診断を専門家に依頼する場合に留

意すべきことは、①耐震診断の見積書は所有者側

で保存している設計図書（建築確認図面等）を基

に、耐震診断実施者に現地にて耐震診断の予備調

査や現地調査の方針を確認してから作成してもら

うことです。②耐震診断は「地震に対する安全性

を評価すること」であり、耐震改修工事費はでな

いことです。③鉄筋コンクリート造の場合、設計

図書（構造図等）がない場合には柱、壁等のはつ

り調査等が必要となるため、建物の所有者による

現地調査の可否の判断が必要となります。また、

現地調査にて、コンクリートの圧縮強度調査のた

めに、コア採取を行いますが、圧縮試験の結果が

一定以下の低強度コンクリートであれば耐震補強

へ進み難い場合もたまに生じます。 

④鉄骨造の場合、現地調査（実態調査）で、鉄骨

の柱や梁およびその接合部や柱脚部分を調べるた

め、耐火被覆を取り除いたりします。また鉄骨が

露出している場合でも、天井裏を見るための点検

口が必要となることもあります。また、アスベス

トなどの耐火被覆材等により、調査が困難な箇所

もあるため、事前に十分に調査方法や調査箇所の

確認をしておく必要があります。 

 

第 5 耐震補強工法の紹介 

1)主な耐震補強工法の特徴や各工法の使用事例

（在来工法と技術評価を取得した工法） 

2)耐震補強の位置により建物内で使用する同工法 

3)建物の外部で（居ながら）施工できる同工法 

（引用文献：一般社団法人関西建築構造設計事務

所協会 耐震工法比較表） 

 

第 6 用途別の耐震改修工事例の紹介 

まず、建物の用途による維持管理上の特徴を示

し、次に個々の耐震改修工事例を示します。 

耐震改修工事例は、『発注者の改修条件』や『総合

改修（構造・意匠・設備）の内容』などを示しま

す。（引用文献：日経 BP 社 耐震改修実例 50） 

〔用途による特徴〕 

1)集合住宅  

ⅰ)特徴 ①1962年、区分所有法制定後に誕生。
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②分譲マンション 589.7 万戸、賃貸を合わせ 2000

万戸。③現在は本格的な改修工事の時期。③共用

部分と専有部分に区別。④築後 30 年から 40 年後

は居住者に引っ越してもらい専有・共用一括して

改修することもある。 

ⅱ)リノベーションの流れ 管理組合は長期修

繕計画を策定し、修繕積立金を積み立て、大規模

修繕工事に備えています。通常、マンションは 10

年～15 年周期で大規模修繕工事を行います。１回

目は「みすぼらしくなった建物を新築時の姿に戻

したい」とのコンセプトで、2 回目はライフスタ

イルも変化し、機能や設備性能も低下してくるた

め、性能向上・改良を加味した改修工事が必要に、

3 回目は給排水・ガス配管や電気配線やサッシュ

等の二次部材、内外装材や防水材など、躯体以外

のすべての部位が寿命に達しています。 

ⅲ)地震時の安全性の向上のため、「共用部分の

荷重を低減する方法」 意匠的には①外壁のモル

タル層やコンクリート手すり壁を軽い金属手すり

に変更。②屋上防水の押さえコンクリートを除去

して露出防水に変更。また、設備的には③機械室

レスのエレベータに更新し、屋上の巻き上げ機や

操作盤などの機械を除去し、搭屋を減築。④屋上

に設置されている高置水槽を撤去し、増圧直結給

水方式や受水槽からの圧送方式に変更。などがあ

ります。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ 住環境や資産価値を維持する外付け 

発注者の条件 ①現況の住環境を極力維持。②1

階と外付け補強が困難な最上階を除き、２～８階

の各住戸内には一切手を付けない。③南北の窓か

らの眺望にほとんど影響を与えない。耐震補強の

理由 現在の耐震基準に適合していないことに加

え、日影規制施行以前に建設されたため、建て替

えた場合はおおよそ 1 階部分の床面積分が消失す

るため。 

事例２ ピロテイや開放廊下に壁を増設  

発注者の条件 1 階のピロテイ部分の甚大な被害

を避けること。増設壁は各戸の占有部分に立ち入

らないこと。1 階ピロテイ部分の補強は保安上の

理由から駐車場の車から外部が見えるように配置。

耐震補強の理由 阪神大震災で 1 階がピロテイに

なっている中高層建物ではピロテイの損壊が、建

物に修復不能な被害を与えた例が少なくなかった

から。 

 

2)商業施設  

ⅰ)特徴 ①商業施設は公共的な建物であり、複

合化、大規模化が進んでいます。②時代の流れを

受けて敏感に変り、建物にはフレキシビリテイが

要求されます。③厳しい経済的な条件下でつくら

れ、投資に見合った利益が必要。だから設計も施

工も費用対効果を考えて行われます。次に施工性

として、営業を続けながら行う「商いながら改修」

がほとんどです。 

ⅱ)リノベーションの目的 ①常に新しく、②安

全性の向上、③ユニバーサル化。技術的な設計段

階ではまず、現状の確認が重要であり、特に構造

に関わる手直しの経緯は重要です。それは改修の

際、無断で主要構造部分に手が加えられている場

合もあるからです。同様に防災設備の現状確認も

重要です。その上で構造、設備上の改修が必要か

を判断します。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ 鉄骨補強部をガラスの壁面でデザイン 

発注者の条件 店舗の営業を続けながら工事。1

階のショーウインドーを確保する補強方法。耐震

改修促進法に基づく認定の取得。 契機 大改装

店舗リニューアルに合わせて、1 期工事として、

大改装に合わせた外装・耐震補強・設備リニュー

アルが計画される。 

事例２ 百貨店を場外馬券所に改修  

発注者の条件 構造：現行法規並みの耐震性を確

保。意匠：外装の保存（歴史的建造物に指定され

ている）。設備：用途変更に対応。 
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3)オフィスビル  

ⅰ)特徴 ①大別すると公共建築物と民間建築

物があり、要求される耐震性能が異なります。②

大地震時の被害想定には、建物そのものの被害、

人的被害が想定されます。③1996 年に「官庁施設

の総合耐震計画基準」が制定され、建築計画上、

構造体、非構造部材および設備の耐震安全性確保

が示されています。構造体では３つのレベルの外

に、免震構造と制震構造が示され、５つのカテゴ

リーが作られました。今では、官庁施設の性能設

計により、既存不適格建築物の耐震性能目標にな

っています。 

ⅱ)耐震性能のグレードの選定 ①公共建築物

のオフィスビルの改修は「官庁施設の総合耐震計

画基準」に応じて目標性能が決定されています。

②民間建築物のオフィスビルの改修は一定の目標

性能によって決められていません。これは、自社

ビルや貸しビルという所有形態によっても違いま

すし、企業の社会的な評価によっても異なります。

その企業の「社会的信用」に関わるものでありま

す。③オフィスビルの売買や証券化では、ビルそ

のものの耐震性能が評価象になっています。④「耐

震性能のグレード」は建物の重要度に応じた主要

構造体のグレードの設定と置き換えて考えられや

すい傾向にあります。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ 耐震補強を含む総合改修により、オリジ

ナルデザインを確保  

発注者の条件 構造：既存の柱梁を集中的に補強。

意匠：デザイン維持し機能や居住性を向上。設備：

空調システムの向上。 

事例２ 改修で新築並みの新本社ビル 

発注者の条件 耐震性の確保。改修する。新本社

のイメージづくり（内外装を一新）。設備システ

ム機器の刷新（発注者ニーズに合す） 

総合改修 構造：偏心をなくす補強壁/柱鉄板巻補

強。意匠：外装イメージ/1 階玄関ホール/事務室

OA。設備：機能向上/快適性向上/省エネ/防犯安全。 

4)庁舎  

ⅰ)特徴 ①国や自治体の庁舎の耐震目標は「官

庁施設の総合耐震計画基準」に示されており、既

存施設の改修にあたっては「官庁施設の総合耐震

診断・改修基準」が適用されています。②これら

の基準は、地震災害が行政機能に重大な影響を及

ぼすことがないよう、施設に必要な耐震性能を確

保することを目的としています。 

ⅱ)耐震安全性の目標 ①構造体の耐震重要度

（地震の割増し係数）は建築基準法で示される値

に対して、全国一律にⅠ類で 1.5 倍、Ⅱ類で 1.25

倍、Ⅲ類で 1.0 倍が示されています。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ 民間企業本社ビルを公共建築物へ 

発注者の条件 プライベートからパブリックへ。 

特定者の利用空間から不特定者の利用空間へ。  

企業内業務空間を窓口業務空間へ。現行法規への

対応。総合改修 構造：耐震壁の増設。意匠：で

きるだけ保存再利用。設備：電気・空調・排水計

画 

事例２ 二重鋼管ブレースによる制震改修 

発注者の条件  震災後の行政機能維持を補完す

ること。人命に影響を及ぼす恐れのある部分を重

点的に改修するものとし可能な限り現状の部材を

生かす。総合改修 構造：既存が柔、新設が剛の

二重鋼管。意匠：非構造部材も構造の変形に追従。 

設備：耐震・省エネ・全面改修 

 

5)小中高校  

ⅰ)特徴 ①学校は各種施設の中で最も耐震改

修が進んでいます。その理由は、イ)色々な地震で

校舎の耐震的な弱さが露呈しています。ロ)夏休み

を利用した耐震補強工事が可能です。ハ)文部科学

省が積極的な補助施策を打ち出しています。②体

育館が地域の緊急避難拠点となっています。 

ⅱ)学校の耐震改修方針の１事例 ①設計を構

造と意匠・設備に分け、構造を優先させて手戻り

が無いように努めていること。②評定委員会で厳
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正なチェックを受け、県の補助金申請に臨むこと。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ パラレル構法による外側補強計画  

発注者の条件 内部補強ができるだけ少なく、建

物を使用しながら施工できる外側補強工法 

事例２ 外装も兼ねる外殻プレキャストフレーム 

発注者の条件 耐震改修に加え校舎の内外装と設

備を改修 総合改修 構造：強度の向上（鉄骨ブ

レース/架構増設工法/柱鉄板補強）。意匠：外殻

フレームで外観に陰影をつける。設備：補強面に

露出していた配管類をかくす。 

 

6)大学  

ⅰ)特徴 ①国立、公立、私立大学、および短期

大学があります。②私立大学では、キャンパス空

間と教育研究施設の質が学生を誘引する重要な要

素と認識され、経営的視点と独自の建学理念に基

づいた整備手法による施設・空間づくりがなされ

ています。③国立大学は大学院重点化、老朽・狭

隘化への対応、国家予算のひっ迫、法人化への対

策として、既存施設の活用と競争的空間配分など

による大学キャンパスおよび施設の効率的・戦略

的活用が図られている。 

ⅱ)国立大学の老朽施設の安全性の課題 ①ほ

とんどが旧耐震基準であり、耐震性など構造上の

問題を有していること。②教員や学生の安全確保、

地域の応急避難場所としての機能確保、これまで

蓄積されてきた知的財産確保などに支障が出るこ

とです。 

〔耐震改修工事例〕 

事例１ 外付け立体フレームを新設した耐震補強 

発注者の条件 安全性と耐久性の確保とともに建

築計画および設備計画との整合性を図った合理的

な構造、ならびに騒音や振動などの公害の少ない

周辺環境を配慮した工法を求める。 耐震補強 

構造：新設フレームを既存躯体と一体化 

事例２ 鉄骨フレーム後付け補強と設備改修 

発注者の条件 耐震改修機に支障や設備を全面改

修 総合改修 構造：外付け 

 

第 7 おわりに 

昭和56年5月以前に建設された既存不適格建築

物の所有者が、関係法令を順守して耐震診断から

耐震改修工事を実際に行う場合の留意点を説明し

ました。また、建物が倒壊すれば、近隣・地域住

民に影響がでる場合等も説明しました。そして耐

震改修工事例として、建物の安全性を目的に耐震

補強を行った事例や、大改装（外装・設備リニュ

ーアル）に合わせて耐震補強を行った事例や、建

物の（構造体部分の）再利用を目的に用途変更と

合わせて耐震補強を行った事例を紹介しました。

本講演が、大地震の発生に備えて建築物の耐震化

の促進に役立てて戴くことを祈念し、結びとさせ

ていただきます。 

 

 

 

別添資料 クイズ 

「耐震診断を依頼する前に知っておく留意点」 



1

クイズ①です。
Q1. 耐震診断の補助金は、

昭和56年5月以前の建物で、

どんな建物が対象になりますか

1

A1.（グー） 建築確認済の建物

A1.（チョキ） 違法建築物でも構わない

A1.（パー ） 既存不適格建築物で指定建物

クイズ①です。
Q1. 耐震診断の補助金は、

昭和56年5月以前の建物で、

どんな建物が対象になりますか

2

A1.（パー）既存不適格建築物で指定され建物。

建築確認通知書と検査済証を取得された建物です。

• 違法建築物は建設年に関わらず、

耐震改修促進法の対象外です。（そもそも是正対象）

※確認済書に代わる報告書制度

（7月2日ガイドライン参照）

クイズ②です。

Q2.耐震改修促進法の義務化の建物で

（緊急安全確認大規模建築物）なら

耐震診断費の補助金の割合は

3

A2.（グー） 耐震診断の補助金は国１/３

A2.（チョキ） 耐震診断の補助金は国２/３

A2.（パー） 耐震診断の補助金は国 全額

クイズ②です。

Q2.耐震改修促進法の義務化の建物で

（緊急安全確認大規模建築物）なら

耐震診断費の補助金の割合は

4

A2.（グー）

耐震診断費の補助金は 国１/３です。

ちなみに、補強設計 国１/３

耐震改修 国11.5％です。
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クイズ③です。
Q3.大阪府の補助金対象建物

（要安全確認計画記載建築物）の

広域緊急交通路沿道建築物の

耐震診断を補助金で行うには、

どの建築士事務所に依頼したらよいですか。

5

A3.（チョキ）指定講習会受験者が所属の建築士事務所

A3.（パー） 上記に加え、大阪府の登録研修会受験者

が所属の建築士事務所

A3.（グー） 建築士事務所ならどこでもよい。

クイズ③です。
Q3.大阪府の補助金対象建物

（要安全確認計画記載建築物）

広域緊急交通路沿道建築物の

耐震診断を補助金で行うには、

どの建築士事務所に依頼したらよいですか。

6

A3.（パー） 上記に加え、大阪府の登録研修会受験者

が所属の建築士事務所

１．耐震診断実施者は指定講習会受験者で建築士であること。

２．大阪府の補助金は、大阪府の登録研修会受験者

・申請建築事務所の研修

・耐震診断実施者の研修※大阪府のホームペイジ参照

クイズ④です。

Q4. 鉄骨造建築物の耐震診断の見積は何が必要ですか。

7

A4.（グー） 階数および延べ面積

A4.（チョキ） 上記に加え、設計図書の有無

A4.（パー） 上記に加え、現地調査の内容を確認

クイズ④です。

Q4. 鉄骨造建築物の耐震診断の見積は何が必要ですか。

8

建築確認図書や検査済証があり、増改築の履歴がなくて
も、耐震診断の見積は現地調査の内容により、異なるた
め、事前に建築士による資料の確認や建物の調査方法な
どの現地確認が必要となります。

A4.（パー）上記に加え、現地調査の内容を確認
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クイズ⑤です。

Q5. 鉄筋コンクリート造建築物で

設計図書（構造図面）が無くても、

耐震診断は可能ですか。

9

A5.（グー） 不可能

A5.（チョキ） 可能

A5.（パー） 条件付きで可能

クイズ⑤です。

Q5. 鉄筋コンクリート造建築物で

設計図書（構造図面）が無くても、

耐震診断は可能ですか。

10

構造図面（配筋図面等）の復元のため、柱・壁等の
はつり調査やRCレーダー調査などを行うことが可能な
建物で多少騒音も許容できる場合に限ります。また、
費用がその分だけ高くなります。

A5.（パー）条件付きで可能

クイズ⑥です。

Q6. 鉄骨造建築物で設計図書（構造図）が

無くても、耐震診断はできますか。

11

A6.（グー） 不可能

A6.（チョキ） 可能

A6.（パー） 条件付きで可能

クイズ⑥です。

Q6. 鉄骨造建築物で設計図書（構造図）が

無くても、耐震診断はできますか。

12

鉄骨造は実態調査により設計図書と建物の状況を比較確認し
ます。ところが、構造図が無い場合は、鉄骨部分の全体調査が
必要になります。通常は鉄骨部分が仕上げ材（天井や壁など）
に覆われていますので困難な場合が多い。それは鉄骨の部材リ
ストや接合部、柱脚の確認のための、点検口等、調査のできる
スペースが必要だからです。また、耐火被覆や柱脚の寝巻部分
などがある場合は目視が不能で、はつり調査が必要な場合もあ
ります。(アスベスト被覆の場合はさらに困難です)

A6.（パー）条件付きで可能
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クイズ⑦です。
Q7.マンションの管理組合は、

耐震診断費用が補助金で賄える場合、

とりあえず、耐震診断しても問題はないですか

13

A7.（グー） 総会で補助金だけ説明すればよい。

A7.（チョキ） 総会で耐震促進法を説明すればよい。

A7.（パー） 総会で上記に加え説明すべきことがある。

クイズ⑦です。
Q7.マンションの管理組合は、

耐震診断費用が補助金で賄える場合、

とりあえず、耐震診断しても問題はないですか

14

宅地建物取引業法の『耐震診断に係る重要事項説明』を
管理組合員に十分に説明して、総会決議が必要です。
昭和５６年５月３１日以前に新築された建物について、
耐震診断がある場合は、その内容を説明

（これは、建物の売買、交換、賃貸のいずれの場合でも
説明が義務づけられている）

A7.（パー） 総会で上記に加え説明すべきことがある。

クイズ⑧です。
Q8. 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断の結果、

『地震の震動および衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が高い』

と、判定された場合、

必ず、耐震補強ができますか。

15

A8.（グー） 耐震補強できない場合もある

A8.（チョキ） 補強設計を行わねばわからない

A8.（パー） 必ず耐震補強できる

クイズ⑧です。
Q8. 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断の結果、

『地震の震動および衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が高い』

と、判定された場合、

必ず、耐震補強できますか。

16

極まれですが、コンクリートの圧縮強度が、低強度
の場合で、追加でコア採取を行っても一定強度に達し
ない場合は耐震補強を断念する場合もあります。

（施工不良などの粗悪コンクリート等の場合も同様）

A8.（グー） 耐震補強できない場合もある
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クイズ⑨です。

Q9. 耐震診断を行ったら

耐震改修工事費の概算がわかりますか。

17

A9.（グー） 概算はわかります

A9.（チョキ） 概算はわかりません

A9.（パー） どちらともいえない

クイズ⑨です。

Q9. 耐震診断を行ったら

耐震改修工事費の概算がわかりますか。

18

○耐震診断は、『耐震補強の必要性の判定』ですので、
概算はでません。

○概算は耐震補強計画を行い、その内容が実際に工事が
可能な範囲かどうか確認し、その後の改修設計後になり
ます。

A9.（チョキ）概算はわかりません



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～好きやねんこの街この家！ 守ろう安全 築こう安心～ 
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