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HENK VISCH:”Restore too the owner his lost property”,2006-2007 
１．まえがき 

  

 拝啓 向春の候、ますますご清栄のことと存じます。平素の御厚誼に深く感謝いたします。  

 さて、過日開催されました「すみだ耐震補強フォーラム 2007」の際には関係者の皆様にお力添え

をいただきまして、当日には 220 名を越える参加をいただき、盛況の内に行うことができました。

ご賛同いただきました各団体、企業の皆様に厚く御礼申し上げます。また、墨田区長様はじめ、関

係者の皆様には、力強いご支援やお話をいただきましたことを心より御礼申し上げます。 

 今回のフォーラムでは、耐震補強の緊急性や重要性を現実的にお伝えできたのではと考えており

ます。このフォーラムをきっかけに木造密集地域の耐震補強工事が進みますことを願って止みませ

ん。そして当協会としましては、少しでも多くの耐震補強工事のお手伝いをさせていただき、ひい

てはまちづくり、地域のコミュニティづくりにお役に立てればと願っております。今後共変わらぬ

ご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。まずは、略儀ながら書面をも

ちまして御礼申し上げます。  

敬具 

 

平成19年2月吉日 

墨田区耐震補強推進協議会 会長 鳴海 義一 
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２．プログラム 
（１）無料耐震相談 12：30～13：30 
 建物の耐震相談を希望される方には、その建物の図面や建築確認書類などの資料を持参いただき、建築士

による相談会が行われました。限られた時間ではありましたが、７件の相談が寄せられました。 

  
 

（２）耐震フォーラム 13：30～16：30 
 

① 開 会 

 
司会：社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部 

副支部長 都祭 芳明 

 これより、昨年に続いて２回目となりましたすみだ耐震補強フォーラム2007を墨田区耐震補強推進協議会主

催にて開会いたします。司会を務めさせていただきます社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部の都祭でご

ざいます。 
 

② 主催者よりご挨拶 

 
墨田区耐震補強推進協議会 

会長 鳴海 義一 
 本日は公私ともにご多忙にも関わらず、すみだ耐震補強フォーラム2007にご参加頂き、大変ありがとうござ

います。私たち墨田区耐震補強推進協議会は、地元のことは地元が守ろうといったスローガンのもと、地元の

建築専門集団である社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部、墨田建設業協会、東京土建墨田支部、墨田建

設産業連合会が一致団結して耐震補強推進活動を展開しております。ぜひこの機会に耐震補強の重要性、必要

性をご理解いただき、皆様と力を合わせて推進を行っていきたいと思っております。今回のフォーラム開催に

あたりまして後援、協賛をして頂いた方々、ご支援、ご理解に厚く感謝申し上げます。これからも地域の方々

と力を合わせて、命を守る、まちを守る活動を行っていく所存でございますので、ご理解ご協力の程宜しくお

願い致します。簡単ではございますが、主催者の挨拶とさせて頂きます。本日はどうもありがとうございまし

た。 

◇相談内容◇ 

・ とにかく揺れる。（昭和 62 年建築） 
・ 建物が古く、地震が心配。耐震補強を考えたい。（築 48 年） 
・ 建物が相当古くなってきて、少し歪んできた。つぶれない
うちに補強をしたい。（昭和 48 年建築） 

・ 屋根が現在瓦棒なので、耐震上軽いものに葺き替えたい。 
                        ｅｔｃ 
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③ 来賓よりご挨拶 
 

 
 墨田区 

区 長 山﨑 昇 氏 
 
 地震に弱いと言われている墨田区に阪神大震災のような大地震が起こった場合、大変な被害が危惧されてい

ます。国の中央防災会議における震度６以上の大地震の被害想定では、墨田区でも12,000棟もの建物が倒壊す

るといわれており、墨田区には老朽化した建物が20,000棟もあるといわれていますので、老朽化した建物の約

６割もが倒壊してしまうということになります。また、倒壊すれば火災をも伴います。 

 昨年墨田区で耐震補強助成事業を行った補強工事件数は15件という報告がありましたが、このペースで

12,000棟の補強を行っていれば何百年もかかってしまいます。本日のこのフォーラムではご来場の皆さんに補

強の必要性をご理解いただいて、墨田区耐震補強推進協議会と協力し墨田区での耐震補強を推進して参りたい

と思います。 
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④講演 『阪神・淡路大震災を語る』 

 
神戸の絆ネットワーク 

太田 敏子 氏 

神戸での大震災から12年が経ちました。毎年その日が来ると多くの方が亡くなったことを思い、本当に辛い

経験をしたことを思い出します。12年前の阪神・淡路大震災は、連休明けの早朝5：46に起こりました。当時

大地震は関東だけのものと思っていたので、地震に遭ったとき一瞬何が起こったか分からず、地震とは思わな

かった人も多かったと言われています。大きな揺れの中で、あらゆるものが飛び散りました。廻りに落下物が

あるととても危険でした。そのときどこに居たかが生死の分かれ目になりました。私の住んでいたマンション

住まいは幸い耐震性が高く、しっかりしていたので無事に外に避難することができました。近所には1階がつ

ぶれて2階がそのまま落ちている家や縦に真二つに割れて家の中がみえている家屋もありました。神戸にも戦

前からの古い家が多く、倒壊している家が沢山ありました。生き埋めになっている人や子どもを連れて病院に

駆け込む人、それは本当に大変な状況でした。元気な人には声を掛け、みんなで協力して助け出したりしまし

た。少し時間が経つと、火事がでてきたので、川からリレー式に水を汲んだりしましたが、消しきれず焼け死

んだ友人も沢山いました。 

神戸の人たちは避難生活には不安があったと思いますが、実際その状況になれば、倒壊した家屋の材木で火

をおこしたり、倒壊した家の冷蔵庫から取り出した冷凍食品で煮炊きをしたり、井戸から水を汲んでトイレに

使用したり、避難所の体育館では段ボールに毛布を敷いて寒さをしのいだり、そのときあるもので様々な知恵

をつかって避難生活を送る人たちの姿を見て、人間の順応性の高さを知りました。 

今は生きているのが当たり前のように思いますが、震災を思い起こす度に、自分は生かされていることを思

います。神戸のまちの人たちは町を立ち直すために様々なボランティア団体を立ち上げました。一人暮らしの

高齢者の見守りや給食サービス、子どもの安全のためにワンワンパトロールといって犬の散歩を毎日同じ時間

に行い防犯パトロールを行うなどのボランティアがありました。また、震災前は六甲駅前の区画整理のための

立ち退き問題などがなかなか進みませんでしたが、震災後は区画整理の重要さが理解され、今では消防車もス

ムーズに通れる広い道路が増えました。神戸は震災があったことで以前よりもまちづくりが進み、市民の危機

管理や防災訓練の体制が強くなり、人とのふれあいの大切さが増しました。区画整理が行われ、その良さを実

感した市民は、行政と協力することの大切さを知りました。皆さんが新しく復興した神戸のまちを見に来てく

ださることを楽しみにしています。 

墨田区にも細い路地などの古い町並みが残り、皆さんはその町並みを大切にされていることと思います。し

かし、35年の間に必ず来るといわれている大地震に対して、地震が起きる前に自分の廻りを是非もう一度よく

見直してほしいと思います。そして、地域住民が一体となってまちづくりを進めていくことが大切だと思いま

す。また建物以外に日常の中で備えておけることもたくさんあります。例えば近所の公衆電話がどこにあるか

を確認しておくこと、各部屋に懐中電灯を置いておくこと、小銭を枕元に置いておくことなどが日常の備えの

中で大切なことだと思います。日本全国が一斉に地震に襲われることはないので、食料品などは２，３日辛抱

すれば全国から救援物資が届きます。神戸のように大地震が早朝に起これば家族の消息は掴みやすいですが、

お昼に起きた場合や夜中に起きた場合などを想定して、毎朝家族に「今日はどこに行くの？」と確認しておく

ことで、非常時にも消息をつかみやすくなり、家族を守る一つの行動になるのだと思います。 

本日お越しいただいた皆さんには自分の住まいや廻りをよく見直し、まず何をすれば命が助かるのかを考え

ていただければと思います。ありがとうございました。 
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⑤ 墨田区より『耐震改修のお知らせ』 墨田区都市計画部建築指導課 
 

 
墨田区都市計画部 
部長 渡会 順久 氏 

 

 先ほどのお話にもありました通り、阪神・淡路大震災から今年で12年目となります。24万棟を越えるたてもの

が倒壊し、6000人を越える方が建物の下敷きになって犠牲となり、未だ数十万人もの方が避難生活をされており、

今もまだ十分な復興は行われていません。 

 

 起こり得る大地震に対して大切なことを次のように申し上げたいと思います。 

■倒壊から命を守ろう 
自分の命を守ることで人の命を守ることができます。大地震が来れば、避難所生活を余儀なくされますから、地

震によってけがをしないことが大切です。ですから、家具の転倒防止と耐震補強が重要です。 

 

■逃げ道を作ろう・倒壊しない建物をつくろう 
 地震によって建物が倒壊すると、火災が一斉に発生します。火災時のためにも逃げ道を作っておくことが大切

ですが、建物が倒壊すると逃げ道も塞がれてしまいます。そして1階部分が道路側に倒れ、地域の逃げ道を塞いで

しまうということが多く起こります。耐震補強は、必ずしも自分の為だけに行うことではありません。 

 

■地域社会を守り、継続できる地域社会をつくっていこう 
 墨田区には5万棟もの建物があります。北部地域の木造住宅3万棟の内、21,000棟が木造でそのうちの70％が木

造の建築物です。また、その21,000棟の内の75.5％が昭和56年の耐震基準改正以前の建築物と言われています。

国の被害想定では、震災の際、墨田区内では12,000棟が倒壊すると言われています。21,000棟の半分近くが倒壊

するということになります。建て替えや耐震化の重要性がこういったところからもご理解いただけると思います。 

 墨田区の診断助成は平成7年の阪神大震災に耐震診断助成制度を策定しました。一昨年の平成17年には、阪神淡

路大震災10周年に当たり、震災を風化させてはいけないということで、墨田区では耐震改修助成条例ができまし

た。そして建築物耐震相談、診断、計画の作成、改修の助成制度を開始しました。 

 今日お越しの皆さんで、古い木造の住宅にお住まいの方は、区役所または墨田区耐震補強推進協議会に一度ご

相談ください。墨田区耐震補強推進協議会は地域ぐるみで迫り来る大地震についてこわれない街を作っていこう

というスローガンのもと建築専門家、まちづくり公社、３２町会・自治会と取り組みを行っています。 
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耐震補強助成事業の説明（詳細は別紙ガイドライン参照） 

 
墨田区都市計画部建築指導課 

課長 沖田 茂 氏 

■無料相談について 
 無料相談へ申し込みいただければ、昭和56年5年31日以前に建てられた木造住宅には区から建築の専

門家を派遣し、無料にて相談していただけます。昭和56年6月1日より基準法改正され、それ以前の建物

は構造設計基準が古いため、倒壊の恐れがないかどうかものであるためチェックが必要になります。 

↓ 

■耐震診断について 
 無料相談を受け、更なる診断が必要と言われた場合に、耐震診断をお受けになることをお勧めします。

耐震診断は建物の健康診断のようなものです。バランスの悪い所、どこを補強すれば強くなるのかを診

断し、建物が地震に弱いところはどこかをチェックします。どうすれば安心できる住まいになるのか、

また診断する建築士から概算の工事費用なども教えてもらえます。 

↓ 

■ 耐震改修工事について 
補強工事には２つあります。 
① 基準の1.0以上になる補強工事･･･建物全体を補強し、壊れない家にします。 

② 数値が向上する簡易改修工事･･･建物の一部を補強します。長く過ごす居間や寝室などを補強し、最

低限外に避難できるよう、逃げ道を確保するための補強と考えていただければと思います。 

 

②は墨田区独自の制度で、木造住宅を対象とします。 

また墨田区独自の制度で、借家人でも助成が受けられるということが揚げられます。墨田区には借家住

まいの方が多いこともあり、借家人でも大家さんの許可があれば助成を利用して補強が行える制度にな

っています。ぜひ助成金を活用し、補強工事の促進に役立てていただければと思います。わからないこ

とはお気軽に墨田区にお問い合わせください。
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⑥活動報告…「地域の高校生が耐震診断」 
  

千葉県立市川工業高等学校    
 （左から）教諭 岩城弘和先生、3年生 新妻あゆみさん、2年生 飯泉元気さん 

 

 千葉県立市川工業高等学校では、住む人の身になって考える建築士を育成するため、耐震診断といったカリキ

ュラムを導入しています。市民向けに木造住宅の耐震チェック講座を開催した際にちばテレビでのニュースに取

り上げられましたので、その映像をご覧ください。 

 実際に住宅に訪ね、普段は見ることができない床下や屋根裏なども確認しました。倒壊の危険性があると認め

られた住宅には、専門家による更なる診断を勧めています。 

 一般の方とのコミュニケーションをしながら耐震についての考えを聞き学ぶことも多くあり、また悪質な業者

による手抜き工事は絶対にあってはいけないと思いました。今後も診断を行い、地域に耐震診断を広めていきた

いと思います。また、他校とも協力して全国的にこのような活動が行えるようにしていきたいと思います。 

 

市川工業高校への質疑応答 

質問：耐震診断で大変だったこと何ですか？ 

飯泉さん：私たちに診断を依頼してくれる方は積極的な方ばかりですが、家を建てたときの図面が無いと大変で

した。 

新妻さん：私たちは勉強をしている立場で診断を行っています。市民の方からは真剣に質問をされ、頼っていた

だいていますが、すべてに答えられるわけではなく、先生に頼ってしまうときなどに自分が不甲斐ないと感じて

しまうことがあります。 

岩城先生：学習活動としての取り組みで、学校には出来ることとできないことがあります。行政の方も地域の方

も、学校を上手に利用してもらえればと思います。これからも地域のために専門家の方たちと協力して学校のや

れることを一生懸命やっていきたいと思います。 

 

                      

         安田学園高等学校   

建築科教諭 飴谷知久先生、榎本先生、H19年度から耐震診断を取り組む生徒の皆さん 
 

千葉県立市川工業高校さんよりカリキュラム導入へのご指導をいただき、今年4月より3年生の生徒約15名が３班

編制で耐震診断を行っていくこととなりました。墨田区のために何かできることはないかと考えておりますので、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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⑦活動報告…「地域耐震補強体験者の声」 
 

 
インタビュアー：木谷 正道 氏（平塚耐震補強推進協議会） 
地元の耐震補強体験者の皆様： 大野田氏、村瀬氏、本多氏 

 

木谷さん：村瀬さん、こんにちは。耐震補強をされたそうですね。いつごろ工事されましたか？ 

村瀬さん：昨年まちづくり公社から助成制度の説明を受け、６~８月に工事を行いました。 

木谷さん：最初から耐震補強工事をしようと思っていたのですか？ 

村瀬さん：昭和43年に木造2階建ての作業所兼住居で建築を行いました。壁、柱が少なく、開口部が多かったため

当初から揺れが激しく、2階に物を置かないようにするなどしていました。これまで何度か手を加えて

いましたが、今回は助成制度の話を聞き、綿密な診断を受け、建物の全体を補強することにしました。 

木谷さん：助成金は使えたのですか？ 

村瀬さん：助成金は最高限度額まで利用できました。土台から、外壁まで手をかけましたので、450万円くらいか

かりましたが、７５万円くらい助成金を利用できました。 

木谷さん：墨田区の耐震補強の助成制度は、全国で一番なのです。これから、本当に補強を進めるためには、他

の自治体も墨田区の制度のようにしなくてはいけないと思います。 

木谷さん：やってみてどうでしたか？ 

村瀬さん：地震や風の揺れを感じなくなりました。 

木谷さん：大野田さん、こんにちは。大野田さんの補強工事はクローズアップ現代でも取り上げられました。大

野田さんはどのようにして補強工事を行われたのでしょうか。 

大野田さん：私の家は借家でしたが、大家さんとの話し合いによって補強工事ができることになりました。 

木谷さん：借家人が補強できる制度は墨田区だけなのです。平塚などでは、自分の建物でないと補強への助成金

はもらえないのです。補強をしてどうでしたか？ 

大野田さん：安心できるようになりました。 

木谷さん：借家人であり、1.0に満たない簡易補強工事を行った大野田さんの事例は各地でも有名で、平塚でも紹

介させてもらっています。見学会などでお邪魔して拝見させてもらったこともあります。補強には、い

くらくらいかかりましたか？ 

大野田さん：70万円くらいです。助成金は、25万円くらい･･･。 

木谷さん：平塚でも墨田の制度のようにしましょうと言っていますが、なかなか行政が動くのは大変なことです。

本多さんの耐震補強されたきっかけは何ですか？ 
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本多さん：きっかけは、昭和36年に45年前に建築しました。関東大震災から80年以上が過ぎて、地震への不安は

絶えずありました。助成制度については何も知らず、たまたま別の用で区役所に行ったときに助成制度

のことを耳にしたことで、耐震補強工事をしようと思いました。 

木谷さん：工期はどのくらいでしたか？いくらくらいかかりましたか？ 

本多さん：1ヶ月くらいですね。150万くらいかかりました。助成金はこれから申請します。 

木谷さん：助成金は、半分くらいでるのでしょうかね？100万円を切るというのは大きいですね。100万円を越え

ると命よりも高くみえてしまうことがあります。車を買うのは100万円くらいすぐに出せる方は多いで

すが、耐震補強に100万円は高く感じてしまいます。やってみてどうでしたか？ 

本多さん：そうですね･･･。夜、一杯やらなくても寝られるようになりました。 

木谷さん：そうですか（笑）。̶会場から拍手ｰ 安心して寝られるというのは大きいことです。お気持ちはよく

わかります。不安で寝られないという方はよくいらっしゃいますが、耐震補強をすることで安心して寝

られるようになったということは本当によいことです。会場にお越しの方で、このお三方のようにちょ

っと心配な方もこの機会に行政の助成金を使って、ぜひ耐震補強をしていただきたいと思います。 

三名の皆さん、どうもありがとうございました。 
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⑧活動報告…「墨田まちづくり公社の耐震補強レポート」 

 
（財）墨田まちづくり公社 

石川 永子 氏 
  

 先ほどの神戸の方のお話を聞いて、防災や復興には地域のちから、まちづくりが非常に大事ということ、なる

ほどと思いました。本日は、地域の力、ご近所の底力で耐震が普及するにはどうしたらいいかというのを京島の

まちづくり協議会の取り組みを通してご紹介しようと思います。 

 京島地区まちづくり協議会は 20 年くらい前からまちづくりに取り組んできた団体で、私ども財団法人墨田まち

づくり公社は事務局として共に活動を行ってきました。全国的にも耐震改修助成制度は整備されてきていますが、

まだまだ耐震化の普及活動が必要です。そのようなわけで、耐震補強を妨げる原因を一つ一つ取り除いていかな

ければならないと考えました。 

① 古い家や借家の方、高齢者の方々は、いくらかかるかわからないし、面倒。わざわざそんなことをしなくて
もいい。 

②どんな工事をするかわかりにくい。 

③隣近所もやっていないし、自分のうちもしなくていいだろう。 

④信頼できる業者がわからない。 

以上 4 つの「わからない・不安だ」という声をひとつずつ解決するために、 

① わかりやすくてシンプルであること 

 自分でもできそう、と思ってもらえるように補強の実物を身近なところで見てもらって提案します。 

② 行政や業者だけが頑張っても意味がない 

 住民の方々が「自分たちがやっている」というまちづくり的な要素を取り組む必要があります。 

③顔の利くまち場の大工さんたちと協力をし、リフォームと耐震補強を一緒にやってもらう 

ということを考えました。 

 そのためには、やはり地域ぐるみでご近所の力を耐震に取り入れていくことが大切だと考えました。京島地区

のまちづくり協議会では、京島でよくみられる築 70 年の家（関東大震災直後くらいに建てられた家）、でも耐震

補強ができるということを実際に見せる必要があるということでこの度京島にモデルハウスを作りました。モデ

ルハウスは、平日の月~金 11:00~16:00 にオープンしています。企画から運営まで京島地区まちづくり協議会

の皆さんのボランティアで行っています。また、専門家である墨田区建築士設計協同組合、墨田区耐震補強推進

協議会の多く方々のご賛同を頂き出来上がりました。 

 京島地区まちづくり協議会では、「地域で耐震補強の普及を考えてみよう、いろいろ試してみよう」という試み

で、京島だけではなく、木造の住宅が多く立ち並んでいるようなところで、どんどん耐震補強してほしいという

願いを込めて活動しております。モデルハウスは、1年半くらい前から企画をし、住民の方と私たちとで企画書を

作り、内閣府のまちづくり支援助成に採用され、今年度は大きく分けて 3 つのプロジェクトを遂行しております。 

 また、二週間後の 3 月 3 日に京島まちづくりのフォーラムを京島のきらきら会館にて開催します。わたしたち

の考え方は、「諦めないで、できることから始めよう」ということで、安全に暮らすためには家の中でどこが危険

なのかを考えて、安全な場所で眠れるよう家具転倒防止を行い、家が壊れても脱出できるよう簡易耐震補強を行
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い、さらに家が壊れないようにするには耐震改修を行い、地震が来ても瓦礫で道路がふさがらないまちを目指す

ことでゴールになります。このような目標や特徴をもって段階的にプロジェクトを進めております。 

 いろいろな活動の中でアンケートを行い、京島地区の方々の生の声を聞きました。アンケートを行ってみて、

持ち家と借家とでも意識は違うということがわかりました。費用としては、10 万~30 万円くらい助成金があれば

補強工事を行うというような結果も出ました。この結果をモデルハウスの展示パネルの内容の参考にしました。

また、耐震補強工事の期間については、高齢者のいる世帯では 3 日間くらい、高齢者のいない世帯は 7 日間くら

いまでならいいだろうという意見に分かれました。こういった具体的な実状を知り、それに見合った改修を考え、

補強しない理由をひとつひとつつぶしていくことが大事だと思いました。そのようなわけで、モデルハウスはた

だ作ればいいというものではなく、あくまで住民の協議会が企画・運営をし、地元の大工さんや建築士の方たち

に大勢集まって頂いて趣旨を賛同していただいて協力してつくりあげました。 

 京島モデルハウスのコンセプトは二つあります。 

①目で見てさわってみないと耐震補強とはどういうものなのか、なかなかわからない。 

②大事なことほど口コミで広がる。そういうご近所のネットワークを活かしたい。 

 モデルハウスの看板を大きく掲げ、何をやっているのかをわかってもらうよう地域の方に PR しました。また、

コストをかけないよう手作りで行うことも大切です。家を全部買い取って、補強のモデルハウスにしたら何千万

円もかかってしまいます。そういう大がかりなことはせず、コストをかけず手軽にできるようにするための方法

を設計士の方たちと話し合いながらつくりました。 

 また、京島地区まちづくり協議会ではモデルハウスだけでなく、他にも様々なことに取り組んでいます。例え

ば、防災訓練などで使われる起震車を使おうとした際に、京島の路地は狭く起震車が通れないことがよくありま

す。そのようなことで、起震車の代わりに町工場の職人さんたちによって振動台を作り、震災時の家具転倒の様

子を間近で公開しています。また、京島の人たちの大好きな寄席を役立てようと、耐震にちなんだ寄席というも

のを毎回発表してもらったりしています。 

 耐震補強は、一つ一つの家が点々と行ってもあまり効果は出にくく、まちぐるみで面的にやることが大事だと

言われています。そのためにも今はまだ初歩段階ですが、まちごとに耐震を考えていくというような取り組みも

始まっています。近所がやればうちもやろう、と思えるように外から見える部分に耐震補強をして、地域の方々

に見てもらうということも現在考えています。今後はこういった活動に興味のある方がいらっしゃいましたら、

お互い協力して仲良く頑張りたいと思っています。ありがとうございました。 

 

■まちづくり公社への質疑応答 

質問：墨田区では京島だけが注目されているようですが、他の地区はどうなっていますか？ 

石川さん:京島で活動を行う理由は二つあります。一つは、京島のまちづくり協議会メンバーの方たちの意欲的な

意識によって取り組んできました。費用については、国に助成金を申請するため、企画書を提出しました。また、

東京都の想定している倒壊危険度ランキングで墨田区の京島が都内で最も危険な地域だという点からも緊急の必

要性があると思います。今後は他の地区でもこうしたまちづくり活動をやってみようという方たちが現れること

を期待しています。そういった動きがありましたらぜひわたしたちも協力したいと思っています。 
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⑨まとめ 

 
平塚耐震補強推進協議会 

木谷 正道 氏 
 
 平塚耐震推進協議会の木谷と申します。今日は休憩後からの参加となってしまったので、前半の方の感想は申
し上げにくいのですが、市川工業高校の皆さん、発表はもう何度も聞いているのですが、やはり、すごいなと思
いました。一番良かったのはお二人の顔つきが本当に良かった。社会に役立っているという自分たちが、お二方
から見れば大人の方々に対して、自分たちの勉強しているところに行って、それを活かすことによって、本当に
役立っているというのはすごいことだと私は思います。ますます頑張ってほしいと思います。 
 安田学園の皆さんですが、私は東京都庁に勤めていますので、お話は伺っていたのですが、今日初めてお目に
かかります。東京都もこういうことができたという事例を是非つくってほしいと大変強い期待を持っています。
頑張って下さい。 
 それから耐震補強体験者であるお三方のお話は、先程インタビューで伺った通りですが、なかなかいいな、と
思いました。あんな風にそれぞれの口で語っていただけると大変参考になります。耐震補強というものは、“地域
ぐるみの面的な”とも言いますが、地域全体でやらないと実は本当には効果が出てこないというところがあり、
実際に耐震補強をやっていただいた方々の体験談というのはすごく有効だと思います。今日は本当にありがとう
ございました。 
 石川さんの発表も、素晴らしいですね。平塚でどういう風にやっていこうかという時に同じようなことが墨田
でもまとめられていたというのが、とても参考になってよかったなと思います。 
 平塚の状態をちょっとお話させていただきますが、平塚では 2004 年 3 月に第１号の耐震補強が行われました。
その年にやったのはあと 2 件くらいありましたが、最初は本当になかなか進まないものでしたが、そのモデル住
宅を作って、そこに何度も見学に行って、実際にやった方々に意見を話していただきました。「地震がある度に飛
び起きて、2 階から外に飛び出ていたのが、安心して寝られるようになった」というようなお話をしてもらい、身
近にそういうモデルがあることはとてもよい影響があります。 
 そういう意味では、身近なところにモデルハウスを作ったという墨田は、本当にすばらしいと思います。是非
平塚市役所の方でも研修を開いてほしいと思いました。平塚では今、耐震補強をしたいという方々がたくさん出
てきました。4月にＮＨＫさんのドキュメンタリーで、実際どんな風にやるのか、どんな事をやるのか、耐震補強
について詳しく放送していただいて、これが大変役に立ちました。そして、2004 年、2005 年、2006 年の約 3 年間
で 81 件の実績を上げました。そのうち半分の 40 件が平塚市内で行われました。 
 現在の平塚市内では、地震が起きたら倒れてしまう家がおおよそ 25,000 件くらいあると言われています。年間
100 件補強工事を行っても 250 年もの月日がかかってしまいます。このままだと間に合いません。もちろん、補強
以外に建て替えという手段もありますが、耐震補強は街の中で点々と 40 件やっても、一つの地域で沢山やらなけ
ればあまり意味がないと言われています。耐震補強をしても、隣で倒れてしまう家があると、そこから火が出て、
木造家屋はどんどん燃え渡ってしまいます。せっかく耐震補強をしても、外から火が移ってしまうと、結局燃え
てしまい、街が燃えてしまう･･･。せっかく耐震補強推進活動にこれだけ取り組んだのに残念な結果になってしま
うのです。 
 そこで、平塚では、地域的に、そして面的に耐震補強をすすめるために任意団体だった耐震補強推進協議会を
ＮＰＯ法人にしようと真剣に考えております。同時に耐震補強だけでなく、区市民のくらし全般を支えていける
ようなそんなＮＰＯにしようと、名前も枠組みも新しくなるためにと現在協議しています。自分たちによってま
ちがよくなると思うとわくわくすると言ってくれる方がいて、わたしもうれしく思っています。 
 是非墨田区でもまちのために、市民の命と財産を支えていくため、市民の皆さんで協力をし、東京でのモデル
となっていただきたい。地震がおきたときに「墨田のまちが助かったよ！」と言えるように。 
 東京全体、横浜、川崎を含め日本全体で地震が起きる中で、この国が、この社会経済が本当に破損してしまわ
ないためにそういったことをやっていこうとする能力が優れているのは墨田区の行政の方々、事業者の方々、市
民の方々です。そんな事例を是非、本当に、墨田で作っていただきたいと思います。期待をしております。あり
がとうございました。 
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⑩閉 会 

 
すみだ耐震補強フォーラム 2007 準備委員会 

委員長 稲場 稔 
  

 本日は大変お忙しい中、すみだ耐震補強フォーラム2007にご出席いただきまして大変ありがとうございました。

本日までご協力いただきました参加団体の皆様、町会自治会の皆様、学校関係の皆様、その他多くの関係者の皆

様、遠く神戸よりお越しいただきました神戸の絆ネットワークの太田敏子様、大勢の皆様のご協力をいただきま

して盛大に終了することができました。大変ありがとうございました。 

 今後、地元に根付いた墨田区耐震補強推進協議会として、建物を通して、皆様のお役に立つ団体として努力し

てまいりたいと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。本日は長時間ご出席いただきましてありがとう

ございました。これにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 
220名を越える来場者
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（３）耐震補強のいろいろ展示会 12：30～17：30 
 

出展団体 （敬称略・順不同五十音順）： 
・ 株式会社 アンデン東京         ・有限会社 インサイド・システム 
・ 江戸川木材工業 株式会社        ・株式会社 キーテック 
・ 株式会社 構造システム         ・構造品質保証研究所 株式会社 
・ 新東京タワー 株式会社（資料提供）   ・株式会社 住宅構造研究所         
・ 野島木材 株式会社           ・大建工業 株式会社            
・ 高橋本社 株式会社           ・福井コンピュータ 株式会社 
・協同組合すみだ建築センター         

―御協賛ありがとうございました。― 
 
・財団法人墨田まちづくり公社         ・全連総連東京土建一般労働組合墨田支部 
・社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部   ・墨田区耐震補強推進協議会 

   
 

   
 

   
展示コーナーの様子 
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３．アンケート集計結果 
 フォーラム当日に来場された方へのアンケート集計結果（平成19年2月24日現在）です。 

Ｑ１．今までに耐震診断を受診したことがありますか、また受診したいと思いますか。（該当するものに○
をつけてください） 
１．すでに受診した  
２．受診したいと思っている          
３．受診したいと思わない 

!"#

$%&'

(()

$%&'*+,

-./*

(()

$%&'*+

-01*2

(()

 
Ｑ１－１．（Ｑ１で１，２と答えた方）簡易耐震補強工事を行う場合、どの程度なら費用を自己負担して

もよいと思われますか。 
１．20万円以下 
２．20～30万円 
３．30～40万円 
４．40～50万円 

!"#$%&

'()

*"#$%+

,,)

 
Ｑ１－２．（Ｑ１で３と答えた方）なぜ、耐震診断を受診したくないと思われますか。次の中から最も近

いものを２つまで挙げて下さい。 
１．自分の家は大丈夫だと思っているから 
２．補強工事にお金がかかるから 
３．手続きが面倒だから 
４．どこへどのように頼んだらいいかわからない 
５．耐震診断が信用できないから 
６．その他  

 

その他の理由 
・新築マンションだから。 
・平家だから。 
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Ｑ２．耐震診断の結果、「倒壊の恐れがある」と判定されたら補強工事を行いますか。 
１． はい 
２． いいえ 

 
 Ｑ２－１．（Ｑ２で１と答えた方）耐震補強工事を実施する理由は何ですか。次の中から最も近いものを

２つまで挙げて下さい。 
１．家族の命が大事だから 
２．地震後、家が倒壊したら、避難所生活や住宅再建が大変そうだから 
３．ちょうど自宅の改修工事を検討していたから 
４．建築士による耐震診断の結果説明を聞いて 
５．その他（                              ）  
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 Ｑ２－２．（Ｑ２で２と答えた方）耐震補強工事を実施しない理由は何ですか。次の中から最も近いもの

を２つまで挙げて下さい。 
１． 自分の家は大丈夫だと思っているから 
２． 大地震は来ないと思っているから 
３． 補強工事にお金がかかるから 
４． 補強工事に対する補助金が少ないから 
５． 建て替えようと思っているから 
６． 面倒臭いから 
７． その他（                             ）  
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その他の理由 
・家が倒壊すると、自分だけでなく

人にも迷惑を掛けるから。 
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Ｑ３．今後、墨田区が住宅の耐震化を進める上で、最も力に入れてもらいたいと思うことは何ですか。次の
中からいくつでも挙げて下さい。 
１． 耐震診断制度の無料化 2.耐震補強工事費補助金の増額 3.無料相談会などの相談会窓口の

拡充 4.専門家・工事業者の育成 5.その他（         ）6.特になし・わからない 
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Ｑ４．ご家庭内で地震や災害のための対策は何かされていますか。 
・家具の転倒防止。 
・ 防災用品の備え。 
・ マンションなので、一個人が耐震と言ってもダメなので、会合などで話し合っていきたいと思います。 
・ テーブル等の下に身を隠すこと。 
・ できるだけ早くガスなどの火を消すこと。 
・ 特にしていない。 

Ｑ５．全国的に耐震補強が進んでいないと言われていますが、その原因は何だと思われますか。 
  ・日々平和の為、緊迫感がない。 
  ・費用が多くかかるのではないかという心配。 
  ・自分の家は大丈夫であろうという過信。 
  ・国・自治体の補助施策が不充分だから。 
  ・補助費用が多額になると思っているから。 
 
Ｑ６．耐震補強を推進するために、自分ができることは何だと思いますか。 

       ・耐震性に不安のある住民の方に、助成制度のあることを知らせていくこと。 
  ・自己判断できるマニュアルを各家庭に配布する。 
   
Ｑ７．耐震補強に関する説明会があったら、参加したいと思いますか。  

１．参加したい（理由など：                       ） 
２．内容によっては参加したい  
３．参加したくない  
４．わからない 
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Ｑ８．本日のフォーラムに参加した理由をお聞かせ下さい。  
・ 生命に関わることなので。 
・ 興味があったから。 
・京島に住んでいたから。 
・墨田区の耐震の取り組みに興味があったから。 
・町会に知らせるため。 
・最近特に小さな地震が多いので。 
・建設関係の仕事をしているので。 

   
 
Ｑ９．当協議会に期待することなどをお聞かせ下さい。  
  ・一般に無関心な面が多いので、もっと活力に、具体的に努めて下さい。 
  ・こうしたフォーラムなどの活動を通じて、情報発信を続けてほしい。 
  ・耐震相談は難しいと思わせない対処法を考えてほしい。 
  ・講義だけでなく、一定期間展示場を設けてほしい。 
  ・各町会等に出向いて、よく説明してほしい。 
 
Ｑ10．耐震補強についてもっと知りたいと思ったことはありますか。また疑問に思ったことがあれば、具体

的にご記入ください。  
  ・自己判断できるようになれば、気軽に問い合わせがあるようになるのではないか。 
  ・マンションなどの耐震について知りたい。 

・30年くらい経っている建物の耐震について知りたい。 
・補強しても、どの程度地震に耐えられるのか不明。 

 
Ｑ11．アンケート回答者の属性 
  性別          住まい        住まいの構造種目     年齢 
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４．すみだ耐震補強フォーラム2007関連新聞記事 
 （１）建通新聞社  
   平成19年2月20日の建通新聞にすみだ耐震フォーラム２００７の記事が掲載されました。 
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（２）建設通信新聞社 
    平成19年2月20日の建設通信新聞にすみだ耐震フォーラム２００７の記事が掲載されました。 
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ご賛同、ご協賛ありがとうございました。 

来年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 


