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住宅瑕疵担保履行制度の新展開
― 住宅を巡るリスク変化や保険契約者保護の仕組み ―

国土交通省住宅局住宅生産課長 眞　鍋　　　純

１.はじめに

(１)住宅瑕疵担保履行法について
新築住宅の瑕疵担保責任については、

平成 12 年４月に施行された住宅の品質
確保の促進等に関する法律（以下、「住
宅品質確保法」という。）に基づき、10
年間の瑕疵担保責任を負うことが、売主
または請負人に対し義務付けられた（図
－１）。
ところが、その後の構造計算書偽装問

題の発生によって、新築住宅の売主等の
財務状況等によって瑕疵担保責任が十分
に履行されない場合、住宅取得者が極め
て不安定な状態に置かれることが明らか
となった。
このため、平成 19 年５月に特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
律（以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。）

が制定され、新築住宅の売主等が瑕疵担
保責任を履行するための資力確保措置の
義務付け、住宅瑕疵担保責任保険の引受
主体の整備および紛争処理体制の整備を
行うことにより、住宅取得者の利益の保
護を図ることとされた。住宅瑕疵担保履
行法は、平成 21年 10 月に全面施行され、
これ以降、同法に基づき、住宅瑕疵担保
保証金の供託、または住宅瑕疵担保責任
保険法人（以下、「保険法人」という。）
との保険契約による新築住宅の売主等の
資力確保、保険加入住宅に対する紛争処
理等が実施されているところである。
この住宅瑕疵担保履行制度は、宅地建

物取引業者や建設業者がその瑕疵担保責
任を履行するための資力を確保すること
に加えて、保険加入の際に行われる検査
による住宅の品質の確保や、住宅紛争処
理制度による紛争の簡易・迅速な解決、

および保険加入の際の設計施工基準の遵
守による事業者の技術水準の保持等の意
義を持つものである。

(２)資力確保措置（供託または保険
の選択制）の義務付け

住宅瑕疵担保履行法の一部施行（平成
20 年４月）後、全面施行（平成 21 年
10 月）までの間には、保険法人の指定、
検査員の確保や窓口の設置等の住宅瑕疵
担保責任保険引受体制の整備、住宅保証
基金等の保証体制の整備等を行うととも
に、供託制度の整備が行われた（図－２）。
また、円滑な制度の立ち上げが行われる
よう、資力確保措置の義務付けの対象と
なる宅地建物取引業者や建設業者を対象
とした講習会や調査、消費者向けの周知
や普及活動が行われた。

図－１　住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任の特例
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同法の施行後に、資力確保措置が講じ
られた新築住宅は累計約 545 万戸であ
り、供託・保険の選択割合はおおむね半々
となっている（平成 28年３月 31日基準
日現在）。また、事業者でみると、約
99％の事業者が保険を選択しているが、
一方で供託・保険を併用している事業者
もある（図－３）。さらに、新築住宅の
年間供給戸数が 1,000 戸以下の場合は
保険を、1,000 戸超の場合は供託を選択
する事業者が多く、注文住宅は供託、分
譲住宅は保険といった保険と供託を併用
している事業者や、発注者の意向を受け
て保険を選択している事業者の例もある。
このように、各事業者は、住宅供給の戸

数や形態等を勘案し、それぞれの仕組み
の長所等を比較し、総合的に判断して供
託か保険かを選択していると考えられる。
保険においては、保険金が支払われた

件数は約 2,900 件（平成 28 年８月末現
在）となっており、保険金の支払状況を
みると、事業者の倒産等による住宅取得
者からの直接請求も一定数発生している。
また、１戸あたりの支払保険金が 1,000
万円を超える高額な瑕疵修補事案にも対
応しており、消費者保護に寄与している
と言える。
前述のとおり、各事業者が総合的に判

断して供託か保険を選択している現状が
あり、現時点において、いずれの制度に

も抜本的な見直しが必要となる状況は生
じていないことから、供託・保険の選択
制を含む資力確保措置については現状を
維持することが妥当と考えられる。
さらに、資力確保措置が確実に講じら

れるよう、その実施状況については、引
き続き適切に把握することが必要であり、
仮に資力確保措置を講じていない事業者
を確認した場合には、消費者保護の観点
から必要な指導等が行われることが重要
と考える。

２.既存住宅・リフォーム市場
の活性化と住宅瑕疵担保
責任保険の開発について

近年、住宅の一次取得者層である 30
歳代の平均年収は減少傾向にあり、住宅
流通量に占める既存住宅の流通量は増加
傾向にある。また、既存住宅購入やリ
フォームに係る消費者のニーズとしては、
「何か問題があったときの保証」、「安心
できる物件か判断するための検査・診
断」、「住宅の履歴情報が分かること」、「信
頼できる事業者を選択するための情報」、
「信頼できる相談窓口」等が挙げられて
いる。
消費者のニーズを踏まえ、国土交通省

では保険法人とともに既存住宅の売買や
リフォーム等に係る保証の拡大に向け任
意保険（２号保険）の開発を実施してい

図－２　資力確保措置義務付けの概要

図－３　資力確保措置の選択状況
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る。住宅瑕疵担保履行法の全面施行後、
新たな保険商品の開発が行われ、平成
21 年には大規模修繕瑕疵保険および既
存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売買タイ
プ）が、平成 22 年には既存住宅売買瑕
疵保険（個人間売買タイプ）およびリ
フォーム瑕疵保険が開発された。
住生活基本計画において、既存住宅流
通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加
入した住宅の割合を平成 37 年度までに
20％とするなどとしており、補助事業等
を通じて、保険加入そのものに対する支
援や保険加入を要件とした事業の実施、
さらには、保険期間が短く、保険金額も
小さい保険商品の開発等で、普及促進が
図られているところである。これまでに
開発された主な商品には以下のようなも
のがある。

(１)延長保証保険
新築住宅にかかる義務保険等の保証期
間終了後に、現況検査を行うとともに、
必要に応じて修繕を行うこと等を条件と
して、その後の一定期間に生じた瑕疵を
保証する保険商品（延長保証保険）の開
発がなされた（図－４）。

(２)既存住宅個人間売買瑕疵保険
（仲介事業者コース）
これまでの既存住宅売買瑕疵保険のス
キームは、①売主が宅建業者の場合は被
保険者を売主である宅建業者として保険
契約を締結するパターン、②個人間売買
の場合は当該既存住宅の検査を行う検査
会社を被保険者として保険契約を締結す
るパターンの２パターンがある。ただ、
個人間売買瑕疵保険のスキームでは売主

や仲介事業者ではなく、検査を行う検査
会社が被保険者になるという複雑なス
キームであるため契約件数が伸び悩んで
いる。
そこで、宅建業者などの仲介事業者を
介して既存住宅の個人間売買が行われる
際、仲介事業者である宅建業者などを被
保険者として保険契約を締結させるス
キームの開発がなされた（図－５）。

図－４　延長保証によるストック型住宅市場への転換の促進

図－５　既存住宅売買瑕疵保険（個人間売買タイプ、仲介事業者コース）
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３.宅地建物取引業法の一部
改正の概要

わが国の既存住宅流通シェアは、欧米
諸国と比較して極めて低く 14.7％であ
る（アメリカは約 83％、イギリスは約
88％、フランスは約 68％）。既存住宅の
流通促進は、既存住宅市場の拡大による
経済効果、ライフステージに応じた住替
え等による豊かな住生活の実現等、大き
な意義があるため、日本再興戦略におい
ても宅地建物取引業法改正による流通環
境の整備が位置付けられた。そこで、既
存の建物の流通を促進するとともに、宅
地または建物の買主等の利益の保護を図
るため、宅地建物取引業者に対し、建物
の構造耐力上主要な部分等の状況の調査
を実施する者のあっせんに関する事項の
媒介契約書への記載、当該調査結果概要
の買主等への説明等を義務付けるよう宅
地建物取引業法が改正された（平成 28
年６月公布、２年以内に施行）（図－６）。
前述の通り、既存住宅購入およびリ

フォームに係る保証の仕組みについて消
費者から高いニーズが見られるものの、
現状では、既存住宅流通量やリフォーム
工事契約数に対して保険への加入率は低
く、制度のより一層の周知と普及が課題

となっていたが、本改正に伴い、建物状
況調査（インスペクション）や既存住宅
瑕疵保険等の制度の周知が促進されるも
のと考える。

４.事故情報等の活用について

現在、住宅瑕疵担保責任保険の事故情
報の取り扱いは、各保険法人で保険金の
査定等に用いる他は、簡単な集計や事例
集が作成されているのみである。これら
の事故情報は、収集・分析することによっ
て、事故の予防に向けた設計・施工に係
る技術情報として活用することが可能と
なり、中小事業者の技術力の向上に資す
ることが期待されるとともに、保険加入
時の検査方法の改善や保険料率設定の合
理化の検討等、保険制度そのものの見直
しの検討にも活用できるものである。
例えば、フランスでは、建設事業者、

保険会社、行政等からなる非営利の団体
（AQC ＝ Agence Qualité Construction）
によって、住宅の欠陥に関するデータの
蓄積と分析、予防活動への活用等が行わ
れている。また、わが国では、産科医療
補償制度において、分娩に関連して発症
した重度の脳性麻痺児とその家族に対す
る補償を行うとともに、発症の原因分析
によって事故の再発防止に取り組んでい

る。
そこで、平成 27 年度に有識者を交え

て、住宅事故情報の収集・分析・活用に
ついて議論の場を設けた（保険事故情報
等の収集・分析・活用ワーキンググルー
プとして５回開催）。そこでは、住宅事
故情報を収集・分析・活用するために必
要となる体制整備をどのように行ってい
くべきかなどについて一定の方向性を示
すことができた（図－７）。具体的な体
制整備については平成 28 年度から検討
予定である。

５.住宅リフォーム・紛争処
理支援センターの取り組
み概要

(１)住宅紛争処理制度
紛争の簡易・迅速な解決を図るため、

住宅品質確保法に基づき、評価住宅（建
設住宅性能評価を受けた住宅）を対象と
した裁判外紛争処理制度が整備されてお
り、平成 20 年度以降は、住宅瑕疵担保
履行法に基づき、保険付き住宅（住宅瑕
疵担保責任保険契約が付された住宅）も
対象に追加されている。具体的には、全
国の弁護士会に設置されている住宅紛争
審査会において、専門家によるあっせん、
調停、仲裁による解決が図られている。

図－６　「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」（平成28年６月３日公布）概要
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また、住宅品質確保法に基づき、評価
住宅の係る紛争処理を支援する機関とし
て　住宅リフォーム・紛争処理支援セ
ンターが指定されている。同センターは、
住宅瑕疵担保履行法に基づき、保険付き
住宅に係る紛争処理の支援も行っている。
具体的には、ア )紛争処理に必要な費用
の助成、イ )紛争処理委員に対する研修、
ウ )住宅相談、エ )負担金の徴収、オ )
関連法令や技術情報の提供、カ )住宅紛
争処理支援業務運営協議会の開催等を実
施している。
保険付き住宅に係る紛争処理の申請件

数は、平成 21 年度は７件（うち、評価
住宅かつ保険付き住宅は３件。以下、本
段落中の括弧内は評価住宅かつ保険付き
住宅の件数。）、平成 22年度は 49件（３
件）、平成 23年度は 74件（５件）、平成
24年度は 99件（７件）、平成 25年度は
99件（５件）、平成 26年度は 137 件（７
件）、平成 27 年度は 127 件（４件）で
あり、法施行後、増加傾向にある。平均
審理回数は 4.7 回、平均処理期間は 6.7
か月であり、約９割が１年未満で処理さ
れているなど、平均審理期間が 17.8 か
月と長期化している建築関係訴訟に比べ、
迅速に解決されている。

(２)専門家相談
　住宅リフォーム・紛争処理支援セ

ンターとの連携により、全国の住宅紛争
審査会（弁護士会）において、弁護士と
建築士による対面相談を実施している。
当該相談は、評価住宅の取得者・供給者、
保険付き住宅の取得者・供給者、住宅リ
フォーム工事の発注者・発注予定者が利
用可能である。
専門家相談を開始した平成 22 年度の

相談実施件数は 631 件（うち、リフォー
ム工事に関する相談は 340 件。以下、本
段落中の括弧内はリフォーム工事に関す
る件数。）、平成 23年度は 909件（445件）、
平成 24 年度は 1,117 件（611 件）、平
成 25 年度は 1,319 件（671 件）、平成
26 年度は 1,806 件（884 件）、平成 27
年度は 1,848 件（899 件）で、相談件
数は増加傾向にあり、リフォーム工事に
関する相談が全体の約半数を占めている。

(３)住まいるダイヤル
　住宅リフォーム・紛争処理支援セ

ンターにおいて、住宅に関するあらゆる
相談について、一級建築士の資格を有す
る相談員による電話相談を実施している。
また、電話相談の一環として、住宅リ

フォーム工事の見積チェックサービスも
実施している。
平成 16 年度における新規相談件数は

10,670 件であったが、平成 23 年度に
は 20,483 件、平成 25年度は 24,216 件、
平成27年度は28,638件に増加している。
また、平成 22 年度から開始したリ

フォーム見積チェックサービスの受付件
数は平成22年度においては351件となっ
ており、平成 23年度は 402 件、平成 24
年度は 535 件、平成 25 年度は 911 件、
平成 26 年度は 808 件、平成 27 年度は
820 件となっている。

 
　
 

 

図－７　住宅瑕疵に係る事故事例の収集・分析・活用体制イメージ
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