名古屋市耐震診断事業 質問・回答集
R2.04

『県マニュアル』；改訂 愛知県木造住宅耐震診断マニュアル（一般診断法による診断）
『市マニュアル』；名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル
『建防協マニュアル』；2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法（日本建築防災協会発行)
『Ｗee』；木造住宅耐震診断プログラム（一般診断法 2012）

診断業務
Ｑ１ 写真や平面図はデジタルデータで提出する必
要ないのか。

Ａ 報告書一式をスキャナで取り込むので提出の必要は
ありませんが、作成したものは個人データのため、審
査時にお持ち頂いたＵＳＢ対応のメモリ媒体等から名
古屋市が削除します。

Ｑ２ 報告書の印刷はカラーが必要か。

Ａ 報告書作成シートの印刷部分、平面図、診断プログラ
ムについては白黒印刷とし、写真についてはカラーで
提出してください。

Ｑ３ 報告書の印刷は両面印刷してよいか。

Ａ 報告書は片面印刷にしてください。

Ｑ４ 勤務先やメールアドレスを変更した場合どうした

Ａ 住所など診断員の登録情報に変更があるときは、愛

らよいか。

知県に『登録事項変更届』を提出し、名古屋市にも変
更事項をお知らせください。また、メールアドレスや携
帯電話番号に変更があった時も名古屋市にお知らせく
ださい。

Ｑ５ 事務協へ事務委託しているそうですが事務協に
加入していないと診断依頼されないのか。
Ｑ６ 特殊な事例やＷee の入力方法についてはどこ
に相談したらいいのか。

Ａ 事務協への加入の有無と診断依頼とは関係ありませ
ん。診断員は名古屋市の登録になります。
Ａ 特殊な事例については、名古屋市に直接問い合わせ
てください。その他、入力方法などの一般的な内容は
事務協地区担当者に直接相談するか、審査予定日以
前に開催している審査会の会場にてご相談ください。

Ｑ７ 『地震ハザードマップ』はどこで見られるか。

Ａ 『地震ハザードマップ』は名古屋市のＨＰから閲覧でき
ます。また、印刷された物は各区役所で該当区版を閲
覧しており、市役所市民情報センターでは全１６区セッ
トにしたものを販売しております。

Ｑ８ ２回目の診断を受けることは可能か。

Ａ １回目が平成 25 年以前の診断であれば受けられま
す。ただし申込書と一緒に『確認書』(ＨＰにデータなし)
が必要です。２回目を受ける場合『確認書』を市から所
有者へ郵送します。

Ｑ９ 耐震改修を行った建物は診断できるか。

Ａ 名古屋市の耐震改修助成制度を利用し耐震改修を
行ったものは、耐震診断はできません。
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Ｑ１０ 耐震診断員の指定はできるのか。

Ａ 原則できません。ただし、所有者の強い希望がある場
合、名古屋市から所有者に『指定届』(ＨＰにデータな
し)を郵送し、そちらを申込書と一緒に提出してもらえば
可能です。

現地調査
Ｑ１ 図面がない場合、筋交いのある・なしを聞き取り
によって判断してよいか。

Ａ 基本的に図面がない場合は、施工中の写真及び現
地調査で確認できた部分のみ評価してください。ないこ
とが確認できれば『なし』とし、ある・なしが確認できな
ければ『不明』としてください。ただし、診断後に改修助
成制度を利用する時（改修時）は不明を見直して頂く
必要があります。また、申込者が強く筋交いの存在を
主張した場合などは、報告書のその他注意事項に記
入の上、反映させてください

Ｑ２ 図面と現地調査とに大きな違いがある場合、ど
うすればよいか。

Ａ 図面と現場にかなりの相違があり、信用できないと判
断されれば目視確認できた部分のみ評価してくださ
い。

Ｑ３ 共同住宅や長屋の場合で各部屋の間取りが明

Ａ 図面等で間取りが明らかな場合は、適宜判断し調査

らかな場合、すべての部屋を確認する必要があ

を行ってください。新たに入居された場合も日程調整

るか。また、申込時には空家で調査時に入居され

時に調査の同意が得られていれば支障ありません。

ている場合はどうすればいいか。
Ｑ４ 特殊な形状、構造等で調査の中止が考えられ
るが判断が困難な場合は、どうしたらいいか。

Ａ 特殊なものでないかぎり、診断は行う方向で調査して
ください。どうしても判断がつかない場合は現地から名
古屋市に電話連絡してください。休庁日は後日連絡し
てください。

Ｑ５ 診断時の交通手段として車を使用することが多

Ａ 自己責任において行ってください。

いと思うが問題はないか？
Ｑ６ 報告書に記入する診断地の住所は住居表示と

Ａ 診断時は、明らかにおかしいとき以外は、申込書の住

地名地番が違うときがあるが、申込書のものを

所でかまいません。ただし、診断後に改修助成制度を

記入してよいか。

利用するときの所在地は地名地番となります。

Ｑ７ 対象建築物の着工日は確認しなくてよいのか。

Ａ 確認申請書があれば建築確認の日付を確認してくだ
さい。昭和 56 年 5 月末以降の着工の場合、対象外なり
ます。ただし、状態が新しく明らかに昭和 56 年 5 月末
以降の着工のであるような場合を除き、書面等による
確認は必要ありません。また、診断後に改修助成制度
を利用するときは固定資産税・都市計画税の課税明
細書にて建築年度を確認します。
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Ｑ８ 一部が非木造であった場合はどうすればいい
か。

Ａ

原則、梁、柱が非木造（鉄骨造等）の架構があれば
診断対象外ですが、下屋等一部の柱や梁のみであれ
ば程度に応じ木造とみなし対象としますので、報告書
作成シートの特記事項欄に明記してください。判断に
迷う場合は、名古屋市か事務協地区担当者か審査会
の会場にてご相談ください。

Ｑ９ 筋交いの端部金物ありは釘打ちでもよいか。

Ａ 筋交いの端部金物は(財)日本住宅・木材技術センタ
ーのＺ金物 BP、BP2 及び同等品の金物が相当します。
釘打ちの場合は端部金物なしで入力してください。

Ｑ１０ 小屋裏物置がある場合、どうすればよいか。

Ａ 建築基準法上の階扱いしない場合は、小屋裏を階と
しないで診断してください。ただし、改修時に小屋裏の
大きさにより床面積に加える場合があります。なお、３
階建てとなるときは診断対象外となります。

Ｑ１１ 建物が複数棟あった場合、どうすればよい
か。

Ａ 診断申込は、原則 1 敷地 1 建物になりますので、離れ
等は 1 つの報告書内に棟ごとの結果を作成します(診
断依頼は 1 件分です)。『市マニュアル（事務要領編）』
P9「増築の取扱い」を参考にしてください。
また、それぞれの建物が別敷地として扱えるようでした
ら、診断依頼は複数となるので、現地から名古屋市に
電話連絡したのち調査してください。申込者には追加
分の申込書を提出してもらい、新たに受付番号を発行
し診断員あて追加依頼することになります。

Ｑ１２ スキップフロアの場合、どうすればよいか。

Ａ 傾斜地などでスキップフロアとなる場合は状況により
ますが、原則は 3 層にならず、１ｍ程度の段差であれ
ば診断を行ってください。判断に困る時は、名古屋市と
協議してください。

Ｑ１３ 半地下駐車場の上に木造がある場合、どうす
ればよいか。
Ｑ１４ 現地調査時に診断対象外であることが判明し
た場合、どのように手続きをしたらよいか。

Ａ 『市マニュアル』(木造住宅がＲＣ造の車庫等の上にあ
る場合の診断の取扱いについて)をご覧ください。
Ａ その場で判断がつけば申込者に対象外であることと、
名古屋市から対象外の通知が郵送されることを伝えて
ください。その後『伝統工法などチェックシート』を名古
屋市へＦＡＸでお送りください。また、建築確認書・図面
のコピーなど対象外の根拠となる資料があれば一緒
にＦＡＸしてください。原本は審査会などの時にお持ちく
ださい。

Ｑ１５ 現地調査時に診断対象外であることが判明し
た場合、診断料はどうなるか。

Ａ 完了報告時に他の物件と一緒にご報告ください。現
地調査料をお支払します。
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Ｑ１６ 図面に高倍率仕様の構造材が記載してある
場合、評価してよいか。

Ａ 無料耐震診断では、壁耐力は『建防協マニュアル』P３
１の一般診断法での工法と壁基準耐力の表から選ん
でください。『その他(別添仕様)』は使用しないでくださ
い。

Ｑ１７ 診断員が診断場所でけが等をした場合はどう
なるか。
Ｑ１８ 調査中、建物等が破損した場合、補償はどう
なるか。

Ａ 事務協で保険に加入していますので、地区担当者と
名古屋市に連絡してください。
Ａ 診断員の過失で破損した場合は診断員の責任で誠
意ある対応をしてください。また、事務協で対物保険に
加入していますので、地区担当者と名古屋市に連絡し
てください。

Ｑ１９ 調査は休日や夜間に行なってもいいか。

Ａ 診断員と申込者の調整にて適宜行ってください。ただ
し、調査に支障をきたす夜間の調査は遠慮してくださ
い。

Ｑ２０ 申込者と連絡がつかない場合どうしたらよい
か。

Ａ 定期的に申込者に電話をして頂き、連絡がつかず審
査会に間に合わない程度になれば名古屋市に連絡し
てください。名古屋市からその旨を申込者に手紙でお
伝えします。その後、連絡がつけば、再度診断のお願
いをします。それでも連絡がつかない場合は、名古屋
市から診断員にその旨を連絡し、審査会などで依頼票
と地図を返却ください。

建物概要入力
≪建物仕様・重さ≫
Ｑ１ 外壁・内壁・屋根・基礎など建物概要の仕様が
部分的に異なる場合、どうすればよいか。

Ａ 【基礎形式の場合】
建物の倒壊に直結する可能性があるので、安全側
（評価が下がる側）の基礎形式を選択してください。
無料耐震診断では基礎・接合部は一律同じとし、壁ご
とに変更しません。
【外壁・内壁・屋根仕様の場合】
診断員の判断で実状にあった仕様を選択してくださ
い。
【例】外壁仕様

２階外壁；ラスモル土壁無
下屋外壁；ラスモル土壁有
※下屋部分は面積もそれほ
ど大きくないので実状を

２階
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下屋

考慮して２階外壁；ラスモ
ル土壁無で評価

Ｑ２ 建物仕様入力で、屋根・壁の仕様があてはまる
ものがない場合、どうすればよいか。

Ａ 診断報告書の平面図に実際の仕様を記入し、入力は
実状に近いものを選択するようにしてください。

≪地盤・軟弱地盤割増≫
Ｑ１ 地盤種別はどのように判断するか。

Ａ 各区の『地震ハザードマップ』の「過去の地震を考慮し
た最大クラス」から判断してください。

≪形状割増≫
Ｑ１ 形状割増に係る短辺幅はどこの部分で判断す
るか。

Ａ Ｗee を使った診断ではプログラムの対応
上、最大短辺で判断する事になります。改
修計画作成などでは実状にあった対応を
するようにしてください。

≪床仕様≫
Ｑ１ 床仕様入力でコンパネの場合は『Ⅰ：合板』を選
んでよいか。

Ａ 床仕様『Ⅰ：合板』は構造用合板の場合です。また、
厚さ、釘の種類、ピッチ等の基準があります。詳しくは
『建防協マニュアル』P98 解表 4．4 床倍率 1.0 以上の仕
様となります。それらが確認できた場合に『Ⅰ：合板』を
選択してください。

≪接合部≫
Ｑ１ 接合部仕様とはどの部分をいうのか。

Ａ 柱頭・柱脚とその横架材（梁・土台）とを接合している
部分をいいます。

Ｑ２ 接合部仕様が確認できない場合、どうすればよ
いか。

Ａ 確認できた部分から類推してください。判断がつかな
い場合は接合部仕様Ⅳとしてください。
※接合部仕様は建物全体の“壁の耐力算出”の計算に
使用され、診断結果に大きく影響する部分です。建物
全体で判断するようにしてください。

Ｑ３ 平屋建てで、接合部仕様が『ほぞ差し、釘打ち、

Ａ 接合部仕様Ⅳを選択してください。

かすがい等』の場合、接合部仕様（Ⅲ・Ⅳ）はど
ちらを選択すればよいか。
Ｑ４ 接合部仕様の選択で『ほぞ差し、釘打ち、かす

Ａ 接合部仕様Ⅳを選択してください。

がい等』の場合、2 階建ての通し柱が確認できな
い場合、どうすればよいか。
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Ｑ５ 接合部仕様Ⅰ・Ⅱとはどのような仕様か。

Ａ 接合部仕様Ⅰは『平成 12 建告 1460 号』で、接合金物
の種類や設置箇所など規定しているものです。詳しく
は告示を確認してください。
接合部仕様Ⅱは下記例のような、3.0ｋＮ以上の規定さ
れた金物が施工されている場合です。
いずれの場合も建物すべての壁の耐力の算出に影響
しますので、部分的に判断せず、建物全体で判断して
ください。

Ｑ６ 建物四隅全てが通し柱の総 2 階建ての建物の

Ａ 接合部仕様Ⅳを選択してください。改修時は通し柱に

接合部仕様が、『ほぞ差し、釘打ち、かすがい

挟まれた構面を接合部Ⅲと評価し、それ以外の壁は

等』の場合、接合部仕様（Ⅲ・Ⅳ）はどちらを選択

接合部Ⅳで評価します。木診断では建物全体で接合

すればよいか。

部を評価するため、安全側の接合部Ⅳで評価します。

外周入力
Ｑ１ バルコニーは外周入力に含めるか。

Ａ 軽微なアルミバルコニー等は考慮しなくてもよいです
が、相当な荷重が見込まれるのであれば考慮してくだ
さい。

Ｑ２ 共同住宅の鉄骨の外部階段は外周入力に含め
るか。
Ｑ３ 1 階のポーチ部分などの外周入力はどうすれば
よいか。

A 別紙『木診断Ｗｅｅの壁の入力方法について・資料２』
をご覧ください。
Ａ 小規模のものであれば考慮しなくてよいです。
相当な荷重が見込まれるのであれば考慮してくださ
い。

Ｑ４ ２階部分が２つの領域に分かれている場合、外
周入力をどのように入力すればよいか。

Ａ 左記のように外周入力が≪交差し
ない、一筆書き、始点と終点が閉じ
ている≫のであれば入力は可能で
す。ただし、壁の配置のバランス等
が正しく評価されませんので、その
旨を申込者に説明してください。
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壁仕様入力
Ｑ１ Ｗee の壁仕様入力で外面・芯・外面はどのよう
に入力すればよいか。

Ａ 名古屋市の耐震診断事業では以下のようなルールで
入力してください。
【基本ルール】
※土壁がある時は下段外面に土壁を入力
※芯へは筋交いがある時のみ筋交いを入力
※外壁の場合は上段外面に外壁外側の壁仕様を入力
※同じ耐力要素を重複して入力することはできません
（例 土壁を上下段へ入力 ×）
その他の詳細は別紙の『木診断Ｗｅｅの壁の入力の方法
について・資料２』をご覧ください。

Ｑ２ 外壁の仕上げが鉄板（トタン）・板張り（下見）の

Ａ それ自体では耐力要素として評価できません。

場合、どう評価すればよいか。
Ｑ３ 内壁でしっくい等の塗り壁の場合、どう評価す
ればよいか。
Ｑ４ 外壁でモルタル塗り仕上げの下地が不明の場
合はどのように入力すればよいか。

Ａ しっくいなど塗り壁仕上げ材の場合、それ自体では耐
力評価できません。下地を評価してください。
Ａ モルタル塗り壁で入力してください。この場合、下地の
木ずりを含めての評価となります。下地が明らかな場
合は下地を入力してください。

Ｑ５ 900 未満の壁の評価・入力はどうすればよい
か。

Ａ 別紙の『木診断Ｗｅｅの壁の入力の方法について・資
料２』をご覧ください。

Ｑ６ 増築された建物を一棟として診断する際、重複

Ａ 重複している壁それぞれに基礎・軸組等耐力壁として

した部分の壁はどのように評価・入力すればよ

の要素があり、双方が耐力評価できると判断されれ

いか。

ば、主要な片方の壁仕様を入力してください。Ｗee の
性質上、二つの耐力壁を重複して入力することは出来
ません。また、壁基準耐力の上限は一般診断法では
“10.0”と規定されています。
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Ｑ７ 2 階の外壁仕様入力で、1 階下屋の屋根裏部分
まで、外壁仕上げが施工されていない場合、ど

Ａ 明らかに耐力要素としてみられないものは評価しない
でください。

う評価すればよいか。
（例）
２階土壁
外壁：モルタル塗

２階管柱

外壁のモルタル塗が
施工されていない

１階天井

２ＦＬ

２階梁

１階土壁

１階管柱

Ｑ８ 耐力 0 の壁の掃き出しを、掃き出し型開口壁と
して 0.3 で耐力をみられるのか。

Ａ みられません。開口壁としてみるには、壁基準耐力が
Fw=2.0ｋN/ｍ程度必要です。（『建防協マニュアル』
P42）

Ｑ９ 斜めの壁はどのように入力するのか。

Ａ グリッドをとり、斜めで入力するか、ジグザグに入力し
てください。また、斜めに入力すると耐力壁がとれない
場合や、ジグザグに入力すると面積が合わない場合
があるので、実際に近い形で安全側となるように入力
してください。建物の外周入力と壁の線が異なっても問
題ありません。

Ｑ１０ X 方向が 800mm グリッド、Y 方向が 900 mm グ
リッドである。どのように耐力を入力するのか。

Ａ Wee では X 方向と Y 方向は同じグリッドでないと作成
できません。また無料耐震診断の最低グリッドは 900
mm です。そのため、900 mm グリッドで作成して、X 方
向は 900 mm 以下の為、耐力としては入力できませ
ん。

Ｑ１１ 片面に化粧合板 2 枚ばり。耐力は両方みてよ
いか。
Ｑ１２ 掃き出し型開口の垂れ壁の高さ 360ｍｍ以上

Ａ 合板は柱に直接打ち付けないと意味がないため 1 枚
分の耐力しかみません。
Ａ 天井からの高さとなります。

とは梁下からの高さか、天井下からの高さか。
Ｑ１３ 地袋がある場合の耐力は。

Ａ 垂れ壁があれば、掃き出し型開口でみてください。

Ｑ１４ 窓型開口壁の窓はどの位置についていてもよ

Ａ 窓型開口壁には、垂れ壁と腰壁が必要です。（『建防

いのか。

協マニュアル』Ｐ35)また、垂れ壁は、掃き出し型開口と
同様に、高さ 360ｍｍ以上必要です。
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報告書
Ｑ１ 耐力が０のため、edQu/Qr(上部構造評点)が０

Ａ 報告書作成シートは小数点第三位を切り捨てており

である。報告書作成シートに０を転記すると、印

ます。０．００１と入力すると、印刷画面の評点の数値

刷画面の評点の数値が空白になる。

が０で入力されます。

Ｑ２ 申込者の名前が長くて、Ｗee に入りきらない。

Ａ Ｗee では名前の入力に文字制限があります。そのた

(例：株式会社○○代表取締役△△△△)。

め、なるべく会社名と個人名が入るように短縮してくだ
さい。(例：㈱〇〇〇〇〇△△△△)

Ｑ３ 建物が大きすぎてＡ４に図面が入りきらない場

Ａ 図面は原則Ａ４で作成してください。ただし、Ａ４に入り

合どうしたらよいか。

きらず、見にくい場合などは、Ａ３でもかまいません。ま
た、Ｗｅｅは縮尺の変更ができないため、大きい建物の
場合、壁評価が重なり見えにくくなってしまいます。そ
の場合、審査員がチェックしやすいように、手書きや他
の図面などで別途壁ごとの評価がわかるようにしてく
ださい。

審査会
Ｑ１ 報告書の提出は代理人でもよいか。

Ａ 同じ会社や家族で診断員登録者が審査時の質疑に
対応できればやむをえませんが、原則は依頼を受けた
診断員本人が持参してください。

Ｑ２ 申込者の都合で審査会までに報告書作成が間

Ａ 事務協地区担当者に連絡し、審査会予定日を変更し

に合わない場合、どうしたらよいか。

てください。

診断完了後
Ｑ１ この耐震診断の改修計画を作成するにはどう
すればよいか。
Ｑ２ 耐震診断報酬の所得の取扱いはどうすればい
いか。
Ｑ３ 町内会の活動で診断制度の業務のアピールを
してもよいか。

Ａ

（一財）日本建築防災協会が評価したプログラムで
補強計画を作成してください。

Ａ 源泉徴収されますが確定申告等は各個人で行なって
ください。
Ａ 診断制度の一般的な概要説明等を無報酬で個人的
な活動として行うことは支障ありません。

一般診断法の考え方と注意点

一般診断法による木造住宅の耐震診断プログラム≪Ｗee≫は一般的な木造住宅を対象としており、想定してい
る建物以外は対応できない部分があります。手計算・精密診断の考え方を用いれば対応も可能ですが、名古屋市
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の無料耐震診断事業では、原則プログラムの対応範囲内で行っていきます。
実際の診断業務で、プログラムの対応範囲外のことがあった場合は、各診断員の判断で実状にあった対応（安
全側）をするようにしてください。
また、日本建築防災協会が耐震診断法に関してポイントとなる質問・回答集を同協会のホームページにて公開し
ていますので参考にしてください。
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