
西区における防災器具設置等に係る補助事業の御案内 

 

 西区では、木造住宅密集地域における減災対策のための器具の設置等に際し、補助事業

を実施してきました。平成 30 年度も引き続き実施しますので、地域における防災力の強

化のために是非御活用ください。 

 

１ 西区感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業補助金 

(1) 補助対象団体 

 「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」における西区内の重点対策地域

及び対策地域に該当する自治会・町内会 

(2) 補助対象となる条件 

 自治会・町内会単位で、対象となる感震ブレーカー簡易タイプを購入すること。 

 ※個人での購入や、交付決定前に購入いただいた場合は対象となりません。 

(3) 補助対象となる感震ブレーカー簡易タイプ 

 全６製品（おもり玉式１種類、バネ式２種類、電池式１種類、コンセント式２種類） 

(4) 補助経費 

 感震ブレーカー簡易タイプの購入に要する経費の２／３に相当する額 

 （補助交付金額の上限は製品１個あたり 2,600 円） 

 

２ 西区初期消火器具等整備補助金 

(1) 補助対象団体 

 初期消火箱を設置している自治会・町内会 

(2) 補助対象となる条件 

 西消防署員立ち合いのもと、初期消火訓練及び初期消火箱の点検を行うこと。 

(3)  補助対象となる資機材 

 消防用ホース、筒先、可変ノズル、媒介金具、消火栓蓋開閉キー、スタンドパイプ、

消火箱 

 ※これら以外の資機材は、補助対象になりませんので御注意ください。 

 (4) 補助経費 

    初期消火器具の設置及び更新に要する経費の２／３に相当する額 

    （補助交付金額の上限は８万円） 

 (5) 申請期間 

    平成 30 年５月１日（火）から平成 30 年 12 月 28 日（金）まで 

 (6) 注意点 

    初期消火箱一式、スタンドパイプ式初期消火器具一式を購入される場合は、 

従来から消防局が実施している初期消火器具等整備費補助制度をご活用ください。 
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地震による火災を 

感震ブレーカーが防ぎます！

 

１ 地震による火災の過半数は電気が原因！ 

阪神・淡路大震災（平成７年）は約 61%、東日本大震災（平成 23 年）は 

約 71%が、電気が原因の火災でした（出火原因不明分を除く）。 

  地震の揺れによる電気機器からの出火や、停電復旧後に発生する 

 火災に注意する必要があります。 

 

２ 電気火災対策には、感震ブレーカー！ 

「感震ブレーカー」は、地震発生時の揺れを感知し、ブレーカーの電気を自動的 

に止める器具です。電気火災防止に効果的な感震ブレーカーを設置しましょう！ 

※「漏電ブレーカー」とは別の器具です。ご注意ください。 

 

３ 西区は区域の４割が地震火災対策対象地域！ 

区内の補助実施率はわずか７％程度。 

（対象約 22,000 世帯のうち約 1,650 世帯） 

ご自身の家からの出火が隣家へ燃え移り、町全体が炎に 

包まれるかもしれません。決して他人事ではないのです。 

より多くの世帯へ、「面」で設置することが重要です！ 

ぜひ、地域でお声かけください！！ 

 

４ 今なら、わずか１，５００円程度！ 

  西区では感震ブレーカーの普及促進のため、市危機管理室が実施する補助事業にさら

に上乗せし、対象となる「感震ブレーカー簡易タイプ」の購入経費の３分の２（最大

2,600 円）の補助を実施しています。 

 ■例えば・・・約 4,000 円の感震ブレーカーなら、自己負担 1,500 円程度で設置可能！ 

※購入の前に補助金を交付できます。 

※自治会・町内会でとりまとめて申請をいただいています。自治会・町内会は地域の

方々の生活を支えています。未加入の方はこの機会にぜひご参加ください。 

西区感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業の御案内 



５ 補助対象となる自治会・町内会

 
 ※第五地区には、該当の自治会・町内会はありません。 

６ 補助対象となる製品 

機器形式・名称 企業名 参考価格（※） 

【おもり玉式】 

スイッチ断ボールⅢA001J 

（株）エヌ・アイ・ピー メーカー価格 3,240 円 

（消費税込） 

【バネ式】 

① 感震ブレーカーアダプターヤモリ GV-SB1 

② ヤモリ・デ・セット GV-SET1 

（株）リンテック 21 オープン価格 

約４千円 

【バネ式】 

① まもれーる・感震くん RDJ10000W 

② まもれーる・感震くんとフタしまーるくんセット 

RDJ12000W 

（株）寺田電機製作所 オープン価格 

約４千円 

【電池式】 

ピオマ感震ブレーカー UGU6 

（株）生方製作所 メーカー価格 10,584 円 

（消費税込） 

【コンセント差込み式】★NEW!!! 

震太郎 X5029 

大和電器（株） オープン価格 

約１万３千円 

【コンセント差込み式】★NEW!!! 

地震みはりロボ MT-EQS2 

デスモインターナショナル（株） オープン価格 

約２万円～２万５千円 

 ※御案内した製品は、分電盤の種類によっては設置できないことがあります。各製品の詳細仕様や設置可否

等は、各メーカーへお問い合わせください。 

※価格は販売店により異なりますので、各販売店へ御確認ください。 

対象自治会・町内会

第一地区 石崎自治会、天神町町内会、紅梅二町内会、紅梅町自治会、御所山町会

第２地区
西戸部町三丁目自治会、伊勢町三丁目睦会、伊勢四自治会、西杉町内会、扇田杉山自治会、中央一丁
目親和会、杉山町四丁目町内会、西前三丁目町内会、西前町四丁目自治会、藤棚町一丁目東部町内会

その他 アトラス野毛山自治会、境之谷西部町内会

第３地区

浜松町町内会、藤棚町1丁目自治会、浜松町東部自治会、藤棚町２丁目東部自治会、藤棚２丁目西部自
治会、県営藤棚アパート自治会、元久保町自治会、久保町第一親和会、久保町第二自治会、久保町第三
自治会、久保町第四自治会、久保町第五町内会、東久保町東朋会、東久保町東台会、東久保町東睦
会、東久保町東風会

第４地区

伊勢町一丁目町内会、伊勢町二丁目町会、伊勢町2・3丁目親和会、老松町内会、羽沢東部自治会、羽
沢西部自治会、西戸部二丁目第一自治会、パレステージ横濱自治会、上原東部運営会、西戸部二丁目
第四町内会、東ケ丘町内会、東ケ丘西部町内会、赤門町二丁目自治会、霞ヶ丘丘友会、境之谷東部自
治会

第六地区
浅間台自治会、浅間町２丁目自治会、浅間町三丁目自治会、浅間町四丁目東睦会、浅間町上四丁目自
治会、浅間町五丁目町内会

今年度から、対象製品が追加になりました！！ 

【お問合せ・申込】 

西区総務課地域防災担当 

電話：０４５（３２０）８３１０ 



西区初期消火器具等整備補助金の 

募集を開始します！ 

 

 

 

 

西区では、木造住宅密集地域等における減災対策として、自治会・町内会に設置されて

いる消防用ホースの更新や初期消火に有効なスタンドパイプ単品等の購入費用の補助（初

期消火器具等）を実施しています。 

この機会に、初期消火訓練や初期消火箱の点検を行っていただき、更新等が必要な場合

は、ぜひこの補助制度をご活用ください。 

 

 

１ 概 要 

 (1) 補助対象団体 

   初期消火箱を設置している自治会・町内会 

 (2) 補助対象となる条件 

   西消防署員立ち会いのもと、初期消火訓練及び初期消火箱の点検を行うこと 

  (3) 補助対象となる資機材（※詳細の仕様は、裏面をご参照ください。） 

   消防用ホース、筒先、可変ノズル、媒介金具、消火栓蓋開閉キー、スタンドパイプ、 

  消火箱 

   ※上記以外の資機材は、補助対象になりませんのでご注意ください。 

 (4) 補助経費 

   初期消火器具の設置及び更新に要する経費の２／３に相当する額 

（補助交付金額の上限は８万円） 

※ 補助を希望される場合は、まずは西区総務課庶務係にご相談ください。 

 

 

２ 申請について 

 (1) 申請窓口 

      西区役所総務課庶務係 

(2) 申請期間（平成 30年度分） 予算がなくなり次第、受付を終了します。 

  平成 30 年５月 1 日（火）から平成 30 年 12 月 28 日（金）まで   

  

 

 

 

                         【お問い合わせ先】 

西区役所総務課 今野、上本 

電 話  320-8310 

  FAX  322-9847 

裏面あり 

【ご注意ください！】 

初期消火箱一式、スタンドパイプ式初期消火器具一式を購入される場合は、従来から消防局が実

施している初期消火器具等整備費補助制度をご活用ください。 



【参考】初期消火器具等一覧 

品名 規格・材質等 参考価格

（税抜） 

備考 写真（参考） 

消火用

ホース 

・40ｍｍ×20ｍ 

・40ｍｍ×15ｍ 

・50ｍｍ×20ｍ 

のいずれかとし、使用圧力

0.9Ｍ㎩以上の消防用ゴム

引きホース 

25,000 円 消防用ホースの

技術上の規格を

定める省令に適

合するもの 

 

筒先 40Ａ差込式、又は50Ａ差

込式 

 

6,000 円 50Ａの場合は、

取っ手付とする 

 

可変 

ノズル 

直状、噴霧（約120°噴霧

までの展開角度）、シャッ

トが可能なもの 

5,600 円 筒先に取付可能

なものとする 

 

媒介 

金具 

差込異径媒介 

・受け口 65ｍｍ、 

差し口40ｍｍ又は50ｍｍ 

・受け口 50ｍｍ、 

差し口 40ｍｍ 

7,000 円   

消火栓

蓋開閉

キー 

・材質がクロムモリブデン

鋼又は同等の強度を有する

鉄鋼 

18,000 円 消火栓にスタン

ドパイプを接続し

た状態で、消火栓

開閉操作に支障

のない長さのもの 

 

スタン

ドパイ

プ 

単口引き上げ式（レバー付

きも可）、口径 65ｍｍ 

 

35,000 円 消火栓接続時、消

火栓蓋開閉鍵の

操作に支障のな

い高さのもの 

 

消火箱 ・片開き、鍵がかけられる

もの 

・消防用ホース３本又は４

本、筒先、可変ノズル、媒

介金具、消火栓蓋開閉キー

が収納できる大きさ 

・本体の塗装は赤色、正面

に白文字で初期消火箱とわ

かる表示をしたもの 

32,000 円 設置の際に工事

費が必要となる

場合あり（工事費

も補助対象） 

 

※仕様及びメーカーによって、各器具の価格は変わります（参考価格）。 


	【区連会資料】初期消火・感ブレ補助金について
	【添付チラシ①】初期消火
	【添付チラシ②】感ブレ

