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　耐震改修工事の体験者の声

面市のＫさん夫妻は、建築基
準法改正前に建てた築39年
の一軒家に住む。「震災が多く

なり、家内が自宅の耐震性に不安を抱くよ
うになった」と主人のＫさんは話す。知人か
ら「耐震化の補助制度」について聞いたこ
とがあったＫさんは、まず箕面市に電話で
問い合わせたところ、耐震診断をするため
箕面市の建築事業者登録リストを提供さ
れた。そこにたまたま登録していた知り合
いの事業者に依頼した。診断では住居の
南側が弱く倒壊の危険性が高い0.5以下
という評価だった。南側には大きな窓があ
ったが、「窓からの景色より耐震」と割り切
り、「一応倒壊しない」目安の評点1.0近くま
で強度をあげるため窓から壁にリフォーム
することにした。工事までの工程は3回。費

　南海トラフ巨大地震や
　有馬高槻断層帯地震に備える

震は、いつどこで発生するかわ
からないもの。特に南海トラフ巨
大地震は今後30年間の発生確

率が60～70%と言われている。また北摂の
各市町に断層があると想定されている有馬
高槻断層帯や上町断層帯による地震では
約6万戸の住宅が全壊する危険性がある。
　平成7年1月に発生した阪神・淡路大震
災では住宅の倒壊や家具の転倒により亡
くなった方が、全体の約9割を占めた。大地
震で命を落とさないためには、何よりもまず
住まいを強くすることが必要と言える。
　しかし、耐震基準が強化された昭和56
年以前に建てられた住宅は現在の耐震
基準を満たしていないため、地震に対して
弱い住宅が多い。もし、あなたの家が該当
するならば、専門家による耐震診断を受
け、倒壊しないよう補強（耐震改修工事）し
ておきたいところだ。

　昭和56年6月に
　建築基準法が改正

在の耐震基準では、建物に「震
度5の地震でほとんど損傷しな
い」「震度6～7の大地震でも倒

壊しない」ことが求められている。しかし、昭
和56年以前は「震度5で倒壊しない」こと
が基準となっており、震度6以上の大地震
には対応していない。茨木土木事務所の
若間さんは「阪神・淡路大震災で建物がダ
メージを受けていれば、次の地震で倒壊す
る危険性もあります」と注意を促している。

　まずは耐震診断を受ける

震診断では、大地震で建物が
どの程度耐えられるかが分か
る。専門家が地盤や基礎、屋

根裏、床下などを調査し、建物の安全性を
点数化。総合評価点が1.5以上であれば
安心だが、1.0未満では屋根の重みで地
震力が増大したり、壁がゆがんだり、基礎
が崩壊するなどして、大地震で倒壊する
恐れがあるという。0.7未満の場合は危険
性がさらに高く、耐震補強が推奨される。

　耐震補強に取り組むポイント

ずは設計者と相談しながら、改
修後の建物の強さ（目標評点
は1.0以上）や補強方法を決

定。予算に合わせて耐震改修設計書と見
積書を作成してもらい、工事前には必ず
契約書に含まれる仕様書・図面・工事見
積書の確認を。改修後は工事監理者の
立ち会いのもと、完了検査を行う。なお、補

耐力壁増設 筋かいでの補強

※対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅で、現在住んでいるか、耐震改修後に住む予定のもの。住宅を所有もしくは居
住する個人で、その者の世帯全員の市町村民税所得割額を合算した額が30万4,200円未満（年収目安910万円以下）。　
※詳しくは各市町村の担当課まで相談ください。

全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

住宅の耐震化に
各市町の補助制度を活用

強い壁がいくつあるか？ バランスは？
柱、はりは、しっかり接合されているか？
屋根が重くないか？
外壁、基礎にひび割れはないか？

北摂各市町の耐震診断・耐震設計・耐震改修工事の補助金額

シティライフNEWS　で検索

地

現

耐

［ 耐震診断のチェックポイント ］

ま

箕

　日本は海洋プレートと大陸プレートの境界上にあるため、地震が多い。南海トラフ巨大地震発生の
可能性がある今、住宅の耐震化は急務だ。とくに築35年以上の木造住宅は耐震基準を満たしていな
いため、まずは耐震診断を行い、わが家の実情を知ることが大切。住宅における耐震の診断、設計、改
修工事には補助制度があり、費用面も抑えられる。上手に利用して地震に強い住まいにしておこう。

［ 阪神・淡路大震災時の家屋倒壊率 ］

～昭和25年

地震被害での死亡者の多くは
家屋倒壊による圧死

豊中市
（建築審査課 06-6858-2417）

池田市
（審査指導課 072-754-6339）

箕面市
（建築指導室 072-724-6972）

豊能町
（建設課 072-739-3423）

能勢町
（地域整備課 072-734-1726）

吹田市
（開発審査室 06-6384-1910）

高槻市
（審査指導課 072-674-7567）

摂津市
（建築課 06-6383-1407）

島本町
（都市計画課 075-961-5151）

市町名
（担当課、連絡先）

耐震診断
費用目安 約5万円

費用の7割
（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）
費用の7割

（上限10万円）

（改修補助に含む）

費用の9割
（上限4.5万円）

5万円（上限）

5万円（上限）

費用の9割
（上限4.5万円）

費用の9割
（上限4.5万円）
費用の9割

（上限4.5万円）
費用の9割

（上限4.5万円）
費用の9割

（上限4.5万円）
費用の9割

（上限4.5万円）

耐震設計
費用目安 約15～25万円

耐震改修工事
費用目安 約100～300万円

窒息 圧死

焼死・熱傷

【阪神・淡路大震災のデータ】
その他

88%

10%
2%

番号で現在地を特定  大阪府警「現在地認知システム」協力：大阪府警察

70%

昭和25年
　～34年

60%

昭和34年
　～56年

40%

昭和56年
　      ～

10%

［取材協力及び協賛］  大阪建築物震災対策推進協議会　北大阪ブロック （豊中市、池田市、
箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、高槻市、摂津市、島本町、大阪府池田土木事務所、大阪府茨木土木事務所）

1.5以上
1.0～1.5
0.7～1.0
0.7未満

倒壊しない
一応倒壊しない
倒壊する可能性がある
倒壊する可能性が高い

［ 評価の基準（評点） ］

　携帯電話からの110番通報が年々増加しているが、見知らぬ場所であったり、夜間で景色が
見えないために通報者が自分の居る場所がどこなのか分からないケースも少なくない。 
　大阪府警察では、大阪府下全域で道路標識に番号シールを貼付し、通報場所を検索する
「現在地認知システム」を運用している。 

　このシステムは、道路標識の柱に貼付されたシールの番号（上3桁、下5桁）を
110番通報時に伝え、通信指令室の係員が入力すると地図画面に通報場所が
ピンポイントで表示されるというもの。正確で、かつ迅速に通報場所を特定でき、
早期の被害者救援が期待できる。
　110番をする際に自分がどこにいるかわからない場合は、近くの道路標識を探
して番号を伝え、正確な現在地を知らせよう。

〔 110番をかける際の注意事項 〕
●110番通報は着信順に接続されています。「すぐ出ない」と判断され、か
け直されますと、さらに時間がかかることになりますので、切らずにそのまま
お待ちください。

●事件・事故の内容、自分のいる場所(わからない場合は上記の道路標識
の番号)、目標となる建物等を落ち着いて言ってください。

●いたずらの110番通報は、犯罪です。緊急な事件・事故の対応に支障を
来しますので、絶対にしないでください。

●緊急でない相談・要望等については、警察相談電話「＃9110」や最寄り
の警察署・交番へお願いします。

●自動車運転中の携帯電話の使用は､道路交通法によって禁止され､事
故の原因ともなりますので、安全な場所に停車してから通報してください。

●通報場所や電波状態によっては､隣接する他府県警察本部に接続され
ることがあります。この場合、110番通報を受理した警察本部から管轄警
察本部へ転送しますので、係員の指示に従ってください。

●110番通報をしていただいた後に警察官から通報内容について、再度
お尋ねすることもありますのでしばらく電源を切らないでください。

通信指令室からのお願い

助金は診断や設計、工事をする前に申請
し、必ず補助金交付決定通知書を受け取
ってから着手するようにしたい。

用は、診断に約5万円、耐震設計に約15万
円、工事に約64万円の計約84万円。その
うち補助金が75万円であったため負担は
約9万円だった。「耐震診断をして、弱いと
ころや劣化した部分などが明確になり、補
強する部分がわかったことが大きな一歩。
さらに耐震の改修工事をしてもらい、漠然
と持つ地震に対する恐怖心がなくなった」
と、Ｋさん夫妻は語ってくれた。「改修工事
に伴う、仮住まいの煩わしさや費用面の負
担などを考えるとつい億劫になりがちだ
が、大切な家族を守るためにも、一度市町

の耐震担当窓口に
相談してほしい」と
大阪府池田土木
事務所の井本さ
ん、太田さんは呼
びかける。

地震被害想定の概要（平成18年10月）
参考：大阪府危機管理室防災企画課ホームページより抜粋

上町断層帯（A）

マグニチュード（M）
7.5～7.8

計測震度
4～7

全壊　363千棟
半壊　329千棟

538件

死　者 13千人
負傷者 149千人

2,663千人

814千人

200万軒

545万人

地震の規模

建物全半壊棟数

出火件数
（炎上1日夕刻）

死傷者数

罹災者数

避難所生活者数

ラ
イ
フ
ラ
イ
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停電

ガス供給停止

電話不通

水道断水

有馬高槻断層帯

マグニチュード（M）
7.3～7.7

計測震度
3～7

全壊　86千棟
半壊　93千棟

107件

死　者 3千人
負傷者 46千人

743千人

217千人

41万軒

64万戸

17万加入者

293万戸

91万加入者

230万人

基礎補強

費用の5割（上限70万円）
（所得により90万円になる場合あり）

費用の5割（上限70万円）

定額40万円
（所得により60万円になる場合あり）

定額40万円

定額40万円

定額70万円
（所得により90万円になる場合あり）

定額55万円
（所得により75万円になる場合あり）

定額70万円
（所得により90万円になる場合あり）

定額70万円
（所得により90万円になる場合あり）

の甲子園を沸かせた高校生の
大型左腕が2016年プロ野球ド
ラフト会議で1位指名を受けた。

豊中にある履正社高校のエース・寺島成
輝（なるき）選手だ。指名した球団は同校野
球部の先輩である山田哲人選手と同じ東
京ヤクルトスワローズ。大きな期待を背負っ
てプロの道へ飛び込む18歳に話を聞いた。

　甲子園でも魅せた奪三振
　理想は型にはまらない投手

　寺島選手のストレートは最速150km。伸
びのあるストレートゆえにバッターの体感速
度はさらに上回るという。制球にも優れ、夏
の甲子園大会1回戦の高川学園戦で大会
は11三振を奪った。2回戦では優勝候補の
一つ横浜高校を完投で破り、3回戦で常総
学院に敗れはしたが、この試合でも5者連
続三振を見せた。「あの試合は負けている

状況だったので、キャッチャーと『ここからは、
楽しむしか無いで』と話していて。ひたすら
自分のやりたいように投げて、気持ちもラク
だったので、あの結果が出たと思います」。
　自身のピッチングスタイルを尋ねると「基
本的にはストレートで押していくんですけど、
どんなスタイルでもいけるというか。変化球
ピッチャーと言われてもいいし、スピードピッ
チャーと言われてもいい。僕は変則投手で
はないのですが、そう言われても全然構わ
ない。型にはまらない、なんでもできる投手
をイメージしています」と語る。

　野球少年たちにメッセージ
　小・中学時代は技術を磨け!

　高槻で生まれた寺島選手が野球を始
めたのは小学1年生の時。当時住んでい
た東京・国分寺の少年野球チームがスタ
ートだった。小学4年の時に大阪に戻り、茨

木東中の３年夏に「箕面ボーイズ」で世界
少年野球大会に出場して優勝。高校は自
宅から通える強豪の履正社を選んだ。
　北摂の野球少年へのアドバイスを尋ね
ると「小学生、中学生の間は、打つ、投げ
るを高めることを意識してほしい。走り込み
は高校に入ってからでもなんぼでもできる
と思うので。小中の間は、とにかく思いっき
り投げて、思いっきり飛ばして、思いっきり
走って、チームの中でどれも一番になるよ
うに、必死でやってほしいですね」。

　球団から与えられる背番号は将来への
期待が込められたエースナンバー「18」。
高卒ながら即戦力として期待されている
のがわかる。「自分に自信を持つことは絶
対に必要。プロに入ってすぐに通用するか
どうかは、やってみないとわからないです
が、野球をやっている以上は“楽しむ”とい
う気持ちを忘れずにやりたい。まあ、最初
は苦しむと思いますが…。それも含めて楽
しみです」と寺島選手。プロのバッターから
三振を奪う姿を早く見たいものだ。

夏
同校の建学の精神である校訓「履正不畏・勤労愛好・報本反始」の碑の前でピッチングフォームを披露してもらっ
た。Ｕ１８（１８歳以下）日本代表としてアジア選手権優勝にも貢献。１８３センチ、８８キロ。左投げ左打ち。

履正社高校の寺島成輝投手が
ドラフト1位指名でプロの道へ

　初のGFで4位
　希少な大技が持ち味

Fは世界のトップ6選手のみが
出場でき、今回はうち3名が日
本選手で、紀平選手のほか坂

本花織選手（16歳）、本田真凛選手（15
歳）とも関西出身だ。同世代ということもあ
り、ライバルとしてメディアに取り上げられる
ことが多いが、「二人とも友達。ライバルと
は少し違う。みんなレベルは高いし、すごく
刺激になるけど、あくまでも自分に勝つこと
が目標」と話す。紀平選手は2016年のチ
ェコ大会で2位入賞、さらにスロベニア大
会でトリプルアクセルを決めて優勝し、今

回のグランプリファイナル進出につながっ
た。これまで公式試合でトリプルアクセルを
成功させた女子選手は世界で他に6人し
かいない。紀平選手は中学1年生で取り
組み始め、わずか2、3カ月で飛べるように
なったという。

　幼少期に源流あり
　類まれなる運動神経

材時に同じリンクで練習してい
た10人ほどのシニア・ジュニア
の選手達と比べてみても、紀平

選手は身長149㎝と小柄で体の線も細い。
しかし、繰り出すジャンプの迫力はシニア

にも劣らない。その体力はどこから来るの
か。紀平選手の母親によると、幼少期から
身体能力は高く、通っていた幼稚園の運
動会では男児らを抜いて常に1位だったと
か。並外れた才能を見出した両親は、バレ
エやダンス、体操、スイミングなど様々な習
い事をさせ、フィギュアスケートもそのひと
つだった。
　3歳のときに家族で神戸のアイスリンクに
遊びに行ったことがきっかけで、フィギュア
スケートに興味を持ち、5歳より難波の教室
に通い始める。その後、更なる技術向上を
目指して、小学校5年生から日本のトップ選
手、宮原知子選手らを指導する濱田美栄
コーチに師事するようになる。

　紀平選手の母親は「小さい頃に運動を
させて筋力を身に付けたのが良かったの
かも。無理強いせずいろいろやってみた
が、フィギュアだけが長続きした。本人はフ
ィギュアが大好き。本人のやる気、意志が
一番大切」と話す。
　今回の試合では惜しくも着地に失敗し
たが、FP直前の公式練習では、前人未到
のトリプルアクセル+トリプルトーループを成
功。2018年の平昌五輪には年齢が1カ月
足りず、出場資格がないが、「その次の北
京五輪までに、ジャンプも表現力ももっと磨
いて、万全の準備をして挑みたい」と意欲
的に語った。
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ジュニアフィギュアスケート
グランプリファイナルに出場
14歳 紀平梨花選手が4位 バレエとダンスの個

人レッスンを数カ月
前からスタート。ジャ
ンプだけではなく、表
現力も磨いて、「シニ
アにあがったときに
観客を魅了する選手
になりたい」。

ほぼ毎日4～6時間のリンク練習にバレエ
などのレッスン、そして塾や家庭での学習
と大忙し。友達とのおしゃべりが息抜きだ。

12月8日～9日にフランスのマルセイユで行われたフィギュアスケートのジュニアグランプリファイナル選手権（GF）
に、西宮市出身の中学3年生、紀平梨花選手が出場。ショートプログラム5位から巻き返しフリープログラム（FP）で
は3位、総合4位と健闘した。それに先立って11月中旬、練習拠点である関大たかつきアイスアリーナで話を聞いた。

（平成28年度時点）


