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令和5年3月22日（水）①・②、24日（金）③・④

東照ビル 1階大会議室

名古屋市 耐震化支援室・名古屋支部 耐震診断事業部



本日の勉強会資料
※診断員印刷持参

・令和５年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）及び（資料編）

※会場配布資料

・耐震診断業務勉強会 次第

・耐震診断（審査）業務における注意事項について

・耐震診断（審査）業務における注意事項の承諾書

・木造住宅無料耐震診断業務における「新型コロナウイルス感染症」予防対策について

・名古屋市民間木造住宅耐震診断業務 令和５年度に向けての勉強会パワーポイント資料

・名古屋市 伝統構法及び対象外住宅報告書 様式

・出力チェック表（注意事項）

・耐震診断現地チェック表（注意事項）

・耐震診断審査チェック表（注意事項）

・耐震診断業務完了報告書（注意事項）

・耐震診断員経費の納入先 届出用紙

・勉強会質問用紙
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本日の流れ
司会進行：耐震診断事業部 審査員 青木隆明

０９：３０～（１３：３０～） 開会のあいさつ

・公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 名古屋支部 支部長

・名古屋市住宅都市局 耐震化支援室

０９：５０～（１３：５０～） 診断業務の変更点、診断事業に関する注意事項、助成制度、アンケート集計結果など

名古屋市住宅都市局 耐震化支援室 技師

１０：２０～（１４：２０～） 休憩（10分間）

１０：３０～（１４：３０～） ①診断業務：報告書作成に伴う作成方法と注意点など

愛知建築士会 審査員 小池公一

②診断業務：依頼票受け取りから現地調査時の注意点

審査予約・審査時・耐震診断業務完了報告書までの注意点など

耐震診断事業部 審査員 佐藤泰久

③耐震診断業務に伴う損害賠償保険についての説明と注意事項など

耐震診断事業部 審査員 青木美幸

１１：５０～（１５：５０～） 閉会のあいさつ

・公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 名古屋支部 耐震診断事業部 部長
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①愛知建築士会 審査員 小池 公一

診断業務

耐震診断報告書作成に伴う作成方法と注意点など
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令和５年度 耐震診断業務における確認事項

①報告書作成シートのバージョンの確認

最新バージョンは「名古屋市Ver.12.3.2（県Ver.4.1.3）」となりますのでご注意ください。

※エクセルデータは、耐震化支援室より診断員へメール送信されますので必ず確認し保存する

こと。なお、エクセルデータは不備等が発生した場合等に更新されますので耐震化支援室か

らのメールにはご注意ください。

※パスワードは「NaGoYa2921」となります。
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②地盤調査についての確認
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P7参照】
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②地盤調査についての確認
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P8参照】
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③エクセル「診断報告書作成シート」内の診断員情報の入力について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P8参照】

11

※エクセルの上記の「診断員データ入力」は全項目を記入すること。
但し、WEEの診断員情報入力とは相違しますのでご注意ください。



④エクセル「診断報告書作成シート」内の申込者の情報入力について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P9参照】

12

※現地調査（診断）の前に依頼票に記載されている申込者の情報を入力し
「名古屋市無料耐震診断調査通知書」を印刷し調査当日に持参する。



名前の漢字が入力できない場合
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画面右下のここを右クリック

この部分に
右下の画面
が表示される。

難しい斎を入力したい。

ここのIMEパットクリックを左クイック

画面に右上の画面が現れる。

ここの手書きが現れ
ない場合ここをクリッ
ク

ここのスペースにマウスで
書き込む

ここに難しい斎が現れるので
ここをクリック



④エクセル「診断報告書作成シート」内の診断調査通知書について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P9参照】
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診断員の自署記入（厳守）



④各階平面図作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P12参照】

・平面図は原則として、A4サイズにおさまる様に作

成すること。（縮尺は原則1/100） 但し、診断対象

建物の規模によりやむを得ずA3サイズで平面図を

作成した場合はA4サイズに縮小した平面図を報告

書に添付すること。（平面図にはその旨の注意書を

記載する。）

・平面図の記載内容については、マニュアル事務編

P12の【5.各階平面図作成】に記載せらている内容

は最低限記載すること。

表現方法は診断員各自の表現で良い。但し、申込

者が容易に理解しやすい表現方法でお願い致しま

す。
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平面図作成例
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方位
有効開口部評価できる開口部

１／４領域線

有効開口部評価できない開口部

有効開口部評価できない開口部

有効開口部評価できる開口部

１／４領域線

１／４領域線

１／４領域線

Ｘ・Ｙ方向

建築年度（増築年度）

調査（診断）年月日
受付番号

写真撮影方向



凡例の記入例
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④「名古屋市耐震診断報告書作成シート」（エクセル）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P13参照】
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④「名古屋市耐震診断報告書作成シート」（エクセル）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P14参照】
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【令和5年度名古屋市民間
木造住宅耐震診断マニュアル
（資料編）P4参照】



④「名古屋市耐震診断報告書作成シート」（エクセル）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P16参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅耐震診断プログラム“WEE2012”（一般診断法）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P18～参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅耐震診断プログラム“WEE2012”（一般診断法）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P19参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅耐震診断プログラ
ム“WEE2012”（一般診断法）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マ

ニュアル（事務編）P23、24参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅耐震診断プログラム“WEE2012”（一般診断法）の作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P25～参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅耐震診断プ
ログラム“WEE2012”（一般診断法）の作
成について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断

マニュアル（事務編）P27参照】
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⑥「２０１２年改正版 木造住宅
耐震診断プログラム
“WEE2012”（一般診断法）の
作成について
【令和5年度名古屋市民間木造住

宅耐震診断マニュアル（事務編）
P28参照】
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⑦「WEE2012」計算結果を「診断報告書作成
シート」に転記入力
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断

マニュアル（事務編）P29参照】
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⑦「WEE2012」計算結果を「診断報告書作成シート」に転記入力
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P30参照】
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⑦「WEE2012」計算結果を「診断報告書作成シート」に転記入力
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P30参照】



⑧「診断報告書作成
シート」の出力、印
刷・診断報告書の構成
【令和5年度名古屋市

民間木造住宅耐震診断
マニュアル（事務編）
P31参照】
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⑧「診断報告書作成シート」の出力、印刷・診断報告書の構成
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P31参照】
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【注意】USBには、診断員名または診断員番号を必ず記載すること。



⑨「出力チェック表」で内容を確認
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P32参照】
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⑨「出力チェック表」で内容
を確認
【令和5年度名古屋市民間

木造住宅耐震診断マニュアル
（事務編）P32参照】
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⑩基礎の鉄筋の有無に関する判断について

耐震診断がスタートした当初の講習会等で基礎の鉄筋の有無に関しては、1971年

（昭和46年）以前の建物は無筋コンクリート造基礎が多いとの事でしたが、名古屋市

木造住宅基礎有筋化指導方針（昭和６１年９月１日から）が実施され、重点指導区域

と指導区域が定められ、重点指導区域の地域は基礎の有筋化を特に指導する必要のあ

る区域となっています。名古屋市の西部の地域はこの旨を考慮し鉄筋の有無を判断し

て頂きたい。

耐震診断の場合は、判断に困難な場合は不利側で考えるのが原則とされています。

診断員は現況状態の目視確認にて判断して下さい。なお、審査員は、診断員の責任の

もとに診断員が判断した有無に対して診断員の判断を優先することを原則に審査する。
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⑪ WEEの外周入力の考え方について
【令和5年度名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（資料編）P5参照】

屋根の水平力荷重は支える２階の壁

が負担し、２階の水平力荷重を１階の

壁が負担しているとの考え方で「基準

法の壁量計算」と同じ考え方です。建

物にかかる水平力の負担面積を決めて

いるのが外周入力です。

例えば、アパート等の廊下部分の水

平力は木造部分が負担しているものと

みなして入力をすることとしています

が、完全に独立（軽量な床製なアルミ

既製品ベランダなど）していて木造部

分に水平力の負担が無ければ別構造と

考え、入力は不要としています。

※見上げ図で入力する。
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写真の劣化箇所や確認事項の記入漏れ
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WEEと図面の整合性について

• WEEと図面の作成後、再チェックのお願いします。

• 図面には掃出し・窓・欄間・非耐力壁の記載お願いします。

• 外壁材が複数な場合は範囲の記載をお願いします。

• 増築範囲と増築年代の記載お願いします。

• 玄関と土台のない勝手口は耐力上有効な開口部ではない掃き出しとなる。

・耐力壁と隣接し横架材と柱に囲まれ、下がり壁がある場合は耐力上有効な開口部となる。

その他

• 外枠は不要です。
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診断書作成時に迷ったら、

危険側となるように作成お願いします。
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②耐震事業部 審査員 佐藤 泰久

診断業務

依頼票受け取りから現地調査時の注意点
審査予約、審査時、耐震診断業務完了報告書までの注意点
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47

診断依頼票を受け取る時は必ずカバン等保管
できる状態で受け取ること。

必ず耐震化支援室まで「診断日報告」を
行ってください。



48

現地調査（診断）を依頼分を終えてから審査予約を
すること。審査物件数のみ予約すること。取下げ及
び対象外物件は予約しないこと。

別紙の耐震診断業務完了報告書は記入漏れ、記載
ミスが多々ありますのでご注意下さい。使いまわし
禁止とします。下段の「ㇾ」チェック漏れが非常に多
いです。
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「新型コロナウイルス感染症」予
防対策に関することもお伝えし
対応することは厳守事項
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④「耐震診断現地チェック表」について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル

（事務編）P10参照】
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④「伝統構法の要素を含む場合」について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P11参照】
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④「診断対象外の場合」について
【令和5年度 名古屋市民間木造住宅耐震診断マニュアル（事務編）P12参照】
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壁入力と有効開口壁評価入力について
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66

▲審査日予約の入力画面
名古屋支部HPにて入力して
ください。



よくある記入漏れ・記載ミスなどについて

①WEE計算書の内容と最終頁の記入漏れなど
②耐震診断業務完了報告書の内容
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69

市の確認印
を確認

報告年月日
の記入漏れ
が多々ある。

※この診断業務は耐震診断員の最後まで「責任」
に於いて実施するものであること。



その他書類関係
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③耐震事業部 審査員 青木美幸

耐震診断業務に伴う損害賠償保険についての
説明と注意事項
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終わりです。
ありがとうございました。

令和5年度の
名古屋市民間木造住宅無料耐震診断業務

にご協力お願い致します。
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