
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．感震ブレーカー等の設置による減災効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30％ 

大地震発生時の電気による火災

 

地震による電気火災を防ぐ 

感震ブレーカーとは・・・ 

本市の最新の被害想定（２４年度）では、火災による死者が 1,548 人

となっており、全死者数（3,260 人）の約４７％を占めています。 

 東日本大震災や阪神・淡路大震災で発生した火災（出火原因が確認さ

れたもの）の６割以上が電気に起因する火災と言われています。 

 大地震時の電気火災を防ぐには、揺れを感知して自動的に電気を止め

る「感震ブレーカー」の設置が有効です。 

価　格 ５千円程度（１か所）
購入方法 インターネットなど

費　用 ３～４万円程度（工事費含む）
購入方法 電気工事店に工事依頼

費　用 ７～８万円程度（工事費含む）
購入方法 電気工事店に工事依頼

価　格 ２～４千円程度
購入方法 インターネット・ホームセンター・家電量販店など

「感震ブレーカー」は、設定値以上の揺れを感知したときに、 

ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。 

分電盤タイプ 

簡易タイプ コンセントタイプ 

分電盤に内蔵・接続した感震センサーが揺れを感知し、住宅内の電気を止めます。 

基本型（感震センサー内蔵型） 増設型（感震センサー接続型） 

揺れによる重りの落下や感震センサーと連動したバネの作用により、 

分電盤のノブ（スイッチ）を操作し、住宅内の全ての電気を止めます。 

コンセントに内蔵した感震センサー

が揺れを感知し、そのコンセントか

らの電気を止めます。 

※分電盤の種類によっては取付ができない場合があります。 

おもり玉式 バネ式 

分電盤タイプの設置費用の補助

制度の内容、申込書は裏面をご覧

ください。 



 
 

 

 

泉区 白幡東町 篠原西町 東寺尾東台 本牧荒井 戸部本町

白百合1～3丁目 白幡南町 篠原東1～3丁目 本町通1～3丁目 本牧大里町 西戸部町1～3丁目

中田北2、3丁目 白幡向町 新吉田東5、6丁目 向井町1、2丁目 本牧三之谷 西前町2、3丁目

中田西2～4丁目 立町 高田東1、4丁目 戸塚区 本牧町1、2丁目 浜松町

中田東1～4丁目 中丸 綱島西5丁目 汲沢1、3～8丁目 本牧原 東久保町

中田南1～5丁目 七島町 仲手原2丁目 戸塚町 本牧満坂 藤棚町1、2丁目

磯子区 西大口 錦が丘 中区 本牧緑ケ丘 元久保町

磯子1、2、8丁目 西神奈川2、3丁目 日吉本町4丁目 赤門町1丁目 本牧元町 保土ケ谷区

岡村1～7丁目 二本榎 富士塚1、2丁目 池袋 豆口台 岩崎町

滝頭1～3丁目 白楽 鶴見区 石川町1～5丁目 簑沢 岡沢町

中浜町 平川町 市場上町 上野町1～4丁目 妙香寺台 霞台

久木町 広台太田町 市場西中町 打越 麦田町1～4丁目 帷子町1、2丁目

広地町 松本町1～5丁目 市場東中町 大芝台 元町1～5丁目 鎌谷町

丸山1、2丁目 三ツ沢上町 潮田町1、2丁目 大平町 矢口台 神戸町

神奈川区 三ツ沢下町 小野町 柏葉 山下町 桜ケ丘1、2丁目

旭ケ丘 三ツ沢中町 岸谷1～4丁目 北方町1、2丁目 山手町 月見台

入江2丁目 六角橋1～6丁目 北寺尾1、2、5～7丁目 鷺山 大和町1、2丁目 初音ケ丘

浦島丘 金沢区 汐入町1丁目 諏訪町 山元町1～4丁目 星川1丁目

浦島町 金沢町 下野谷町1～4丁目 滝之上 西区 峰岡町1～3丁目

大口通 洲崎町 下末吉1、4丁目 竹之丸 赤門町2丁目 宮田町1～3丁目

大口仲町 泥亀2丁目 諏訪坂 立野 東ケ丘 和田2丁目

神之木台 寺前1、2丁目 佃野町 千代崎町1～4丁目 伊勢町1～3丁目 南区

神大寺1、4丁目 西柴3丁目 鶴見1、2丁目 寺久保 老松町 井土ケ谷上町

栗田谷 平潟町 寺谷1、2丁目 仲尾台 霞ケ丘 浦舟町1丁目

子安通1丁目 町屋町 豊岡町 西竹之丸 久保町 永楽町1丁目

斎藤分町 谷津町 仲通1丁目 西之谷町 御所山町 榎町1、2丁目

白幡上町 港北区 馬場1～7丁目 初音町1～3丁目 境之谷 大岡1～5丁目

白幡町 菊名1丁目 東寺尾3、6丁目 英町 浅間台 庚台

白幡仲町 篠原台町 東寺尾北台 日ノ出町2丁目 浅間町2～5丁目 唐沢

白幡西町 篠原町 東寺尾中台 本郷町1～3丁目 中央1、2丁目 共進町1～3丁目

六ツ川1、2丁目

睦町1、2丁目

若宮町1～4丁目

※丁目の漢数字を算用数字で記載

しています

堀ノ内町1、2丁目

蒔田町

真金町1、2丁目

南太田1丁目

三春台

宮元町3丁目

八幡町

東蒔田町

伏見町

平楽

別所2～5丁目

別所中里台

永田北1～3丁目

永田山王台

永田東1、2丁目

永田南1、2丁目

中村町1～3丁目

西中町4丁目

山谷

清水ケ丘

白妙町1、2丁目

高根町1丁目

通町4丁目

中里1～4丁目

１ 対象確認 

 補助対象者であることを確認してください。 

２ 設置器具・費用決定 

 電気工事店への相談・見積依頼などにより、設置する感震ブレーカーとその費用を決めてください。 

 （電気工事店をお探しの場合は、お近くの住宅電気工事センターへ問合せください） 

３ 申込み（２８年５月１６日から２８年６月１５日まで） 

 申込書に記入し、総務局危機管理課へ提出（ハガキ貼付けで郵送可）してください。 

 ※２８年５月１５日以前に届いたものは受付けできないため、ご注意ください。 

４ 設置工事 

 ※設置前（新築時設置は不要）・設置後の写真を撮影してください 

 ※設置費用の領収書（新築時設置は不要）を受領してください 

５ 申請・報告 

 申請書と報告書（領収書原本・写真を貼付け）に記入し、総務局危機管理課へ提出（郵送可）してください。 

６ 請求 

 請求書に記入し、総務局危機管理課へ提出（郵送可）してください。 

総務局危機管理課 

総務局危機管理課 

総務局危機管理課 
先着順に受付け、補助対象であることを確認できた人に、申請書と報告書を郵送します。 

提出書類を審査し、補助が決定した人に、交付決定通知書と請求書を郵送します。 

請求書の受理後、概ね２か月以内に請求書の指定口座に補助金を振り込みます。 

住宅電気工事

センター
電話番号 住　所

鶴見 ０４５－５０２－０２７２ 鶴見区鶴見中央３－２６－４

高島 ０４５－２６１－０６６７ 西区御所山町１８－２

中 ０４５－２５２－６８７９ 中区三吉町４－１

金沢 ０４５－７８５－５５１３ 金沢区洲崎町２－４

戸塚 ０４５－８６４－８８３４ 戸塚区戸塚町２８８５

住　　　所

フリガナ

氏　　　名

電話番号

設置器具

設置費用（工事費含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　※新築住宅へ設置する場合は記入不要

□既存住宅へ設置

□新築住宅へ設置

↑該当欄にチェックして

ください

横浜市感震ブレーカー等設置推進事業
補助申込書（２８年度）

〒　　　　　　－　　　　　　　　横浜市　　　　　　　　　　区

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

（メーカー/品番）

感震ブレーカー設置費用の補助制度（分電盤タイプ） 

木造住宅密集市街地などにある住宅（新築含む）への感震ブレーカー※設置費用を一部補助します。 

※設置後 10 年以上の使用が必要です（住宅解体時除く） 

「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」対象地域 

対象地域 対象者 対象製品 補助率・額 補助件数

対象地域内の住宅を
所有する個人

設置費用の２分の１
（上限４万円）

先着３５０件

対象地域内で住宅を
新築しようとする個人

１万円 先着５０件

「横浜市地震防災戦略に
おける地震火災対策方針」
対象地域

分電盤タイプ
（感震機能付住宅用分電盤

JWDS0007付2（（一社）日本

配線システム工業会）で定め

る構造・機能を有するもの）

手 続 き 

問合せ・申込：総務局危機管理課 〒２３１－００１７横浜市中区港町１－１ 
TEL：０４５－６７１－２０１１ FAX：０４５－６４１－１６７７ 

www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kanshin/ 

28年5月16日（月）受付スタート！ 


