
わが家につくる生存空間。
山梨県耐震シェルター設置支援事業

短期・低コストで安心な

耐震シェルターを設置しませんか？

最大で24万円の補助金が出ます。

木造住宅居住安心支援事業

【耐震シェルターとは】
居間や寝室などに設置することにより、地震により住宅本体が倒壊
しても、生命を守るための安全な空間を確保するための装置をいい
ます。



わたしの家は補助金が出ますか？

補助金はどのくらい出るのですか？

24万円を限度として、耐震シェルターの設置に要する経費の2/3に対し補助金が交付されます。

補助金（2/3、限度額24万円） 自己負担

耐震シェルター設置に要する経費

耐震シェルターはこんな場合におすすめです

耐震改修工事は高すぎる・・・
建替え工事？そんなのムリムリ・・・

工事に時間がかかるのはちょっと・・・

一人暮らしだし、古い家にお金はかけたくないなぁ・・・

そんなあなたには「耐震シェルター」がおすすめです。
低コスト・短期間の工事で設置することができます。

でもやっぱり地震はこわい・・・

昭和56年5月以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、
総合評点が0.7未満のものが対象となります。

このパンフレットに掲載されている耐震シェルターは、全て
補助対象となります。
掲載されていないものでも、他の都道府県で補助実績が確認
できるものについては補助対象となる場合もあります。

詳細な仕様・設置方法・価格等は、各製造メーカーにお問い
合わせください。

※施工業者の工事内容に関して県が保証するものではありません。



補助対象となる耐震シェルター

木質耐震シェルター

●➊
工事費用：250,000円（税別）

設置期間：約2日

仕 様：本体重量1050kg(約1t)・蛍光灯・
コンセント(2口)内蔵

外 寸：A・2,492×2,390×2,310
（間口×奥行×高さ）（mm）B・2,492×2,390×2,110
出 入 口：（間口832mm×高さ1753mm）
障 子 窓：（正面381mm×1454mm）
内装仕上：床・クッションフロアーシート

壁・クロス貼り
天井・クロス貼り

株式会社一条工務店
TEL：0120-422-231 URL：https://www.ichijo.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

シェル太くん工法

工事費用：詳しくはお問い合わせください

設置期間：詳しくはお問い合わせください

仕 様：施工床下収納庫（非常用品等備蓄用）を標
準装備

株式会社ヤマヒサ
TEL：0120-36-1374 URL：https://www.yamahisa.co.jp

●❷



補助対象となる耐震シェルター

シェルキューブ

●❸
工事費用：3,500,000円（税別）

設置期間：約60日
（発注～完成）

仕 様：解体工事：床・天井解体、電工撤去、廃材
処理
本体工事：シェルキューブ本体組立・設置
内装工事：天井・壁・床
電気工事：コンセント・スイッチ・照明

耐 荷 重：100トン以上（真上からの荷重）
サ イ ズ：6帖

株式会社デリス建築研究所
TEL：0800-100-1113 URL：https://www.delis-archi.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

耐震シェルター「レスキュールーム」

●➍
工事費用：2,760,000円床下補強込み（6帖、税別）

設置期間：約14日
（解体～完成）

耐 荷 重：8.53トン以上（一番弱い場所でも）

仕 様：床下・・・鉄筋コンクリート構造
柱 ・・・既存の柱と鉄骨を金物接続
壁 ・・・家具などの転倒防止壁を設置
器具・・・別途必要

有限会社ヤマニヤマショウ
TEL：0120-88-2420  URL：https://shelter-rescueroom.com



補助対象となる耐震シェルター

シェルターユニットバス

●❺
工事費用：450,000円（税別、ユニットバス費除く）

設置期間：約7日
（発注～完成）

仕 様：ユニットバスの交換と併せ浴室をシェル
ター化
天井、壁の防災備品庫を装備
※備品・器具は含まれていません

耐 荷 重：木造2階建ての大地震時の衝撃・落下荷重
を想定した実大実験にて安全性を確認

サ イ ズ：ユニットバスの大きさに対応
（0.75坪、1坪タイプ等）

J建築システム株式会社
TEL：011-573-7779 URL：http://j-kenchiku.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

耐震シェルター「耐震和空間」

●❻
工事費用：565,000円（税別）＋組立工事費100,000円

床補強別途
設置期間：約60～90日（地域により前後）
（発注～完成）
仕 様：鋼鉄製フレームの確かな強度

安心・安全な空間と心落ち着く和空間
鉄骨フレーム・クロス張り＋富士ヒノキ
木造住宅1階に設置
柱：STKR50×50×1.6
ラチス材：27.2×1.9（トラス形状）

耐 荷 重：真上方向の耐力10t
45度上方向の耐力4.5t

サ イ ズ：幅1,300mm×長さ2,400mm×高さ2,015mm
重 量：320kg

株式会社ニッケン鋼業静岡事業所
TEL：0544-58-8336 URL：https://ns-kougyo.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

木造軸組耐震シェルター「剛建」

●❼
工事費用：460,000円設置費込み

（内外装・送料・税別）
設置期間：1日（床補強工事を除く）
仕 様：ベッド2台が入る広さ

四方を出入口に、一箇所はバリアフリー
全て12mm両面構造用合板貼り
本体重量・約600kg

耐 荷 重：①上部に3tの荷重で水平荷重、②3tの砂袋
を3m上部から衝撃落下、③耐震シェル
ターを5mの高さから落下の3実験で安全性
を確認、実証済み

サ イ ズ：6畳 ・2,700×2,330×2,241
（間口×奥行×高さ） 4畳半・2,400×2,330×2,241 ※外形寸法
出入口（間口×高さ）：790mm×1807mm（1912mm）
有限会社 宮田鉄工
TEL：0587-37-1569 URL：https://taishin-shelter.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

耐震シェルター「鋼耐震」

●➑
工事費用：2,550,000円（税別、6帖タイプ）

解体・基礎・鉄骨・内装仕上げ費込み

設置期間：約2週間～3週間
（発注～完成）

仕 様：既存の天井・床を解体、ベタ基礎を打設
ビニールクロス仕上・床フローリング（標準）
和室仕上可（オプション）

サ イ ズ：4.5帖、6帖（標準）、8帖
耐 荷 重：100t（1畳真上から）
耐圧荷重：18t（天井梁1本）

株式会社東武防災建設
TEL：048-970-3530 URL：https://www.tobubousai.co.jp



補助対象となる耐震シェルター

ルームシェルター「ひのき庵」

●➒
工事費用：1,100,000円 ※シングルサイズ

（税別、搬入設置・諸経費別途）

設置期間：1日（発注～完成：約30日）

仕 様：100mm角の国産ひのき材（柱・梁）
3.2mm厚の特殊接続金具を上下16か所
本体重量・380kg
※製品と天井間に200mmのクリアランス要

耐 荷 重：15t以上
水平荷重・3t以上

サ イ ズ：幅2,680×長さ2,380×高さ2,200

新光産業株式会社（取扱代理店：株式会社コーケン）
TEL：0266-22-7565 URL：https://kohken-e.co.jp



どこに問い合わせれば良いのですか？

各市町村の窓口にお問い合わせください。

市町村の相談窓口

甲府市建築指導課 ☎055-237-5828

富士吉田市建築住宅課 ☎0555-22-1157

都留市建設課 ☎0554-43-1111

山梨市都市計画課 ☎0553-22-1111

大月市建設課 ☎0554-20-1853

韮崎市営繕住宅課 ☎0551-22-1111

南アルプス市管理住宅課 ☎055-282-6397

北杜市住宅課 ☎0551-42-1362

甲斐市建設課 ☎055-278-1668

笛吹市まちづくり整備課 ☎055-261-3334

上野原市建設課 ☎0554-62-3123

甲州市建設課 ☎0553-32-5071

中央市建設課 ☎055-274-8553

市川三郷町まちづくり推進課 ☎055-272-1136

早川町振興課 ☎0556-45-2517

身延町建設課 ☎0556-42-4808

南部町交通防災課 ☎0556-66-3417

富士川町都市整備課 ☎0556-22-7214

昭和町都市整備課 ☎055-275-8413

道志村産業振興課 ☎0554-52-2114

西桂町建設水道課 ☎0555-25-2121

忍野村建設課 ☎0555-84-7793

山中湖村村土整備課 ☎0555-62-9975

鳴沢村振興課 ☎0555-85-3083

富士河口湖町都市整備課 ☎0555-72-1976

小菅村源流振興課 ☎0428-87-0111

丹波山村振興課 ☎0428-88-0211

山梨県 県土整備部 建築住宅課 建築防災担当
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