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既存木造戸建住宅既存木造戸建住宅既存木造戸建住宅

国土交通省策定の既存住宅状況調査方法基準に基づき、
所 定の 資 格を持った 木 耐 協 組 合 員 が 現 地を診 断し 、
報告書を提出します。
※2018年4月より中古住宅売買時にインスペクションのあっせんが義務化されました。



既存木造戸建住宅
                   売買時のご提案

インスペクションとは？
「インスペクション（建物状況調査）」とは、売買しようとする中古住宅について、蟻害や腐朽・腐食等の経年劣化
により構造安全性や雨漏り等に対する防水性が損なわれていないか、現況調査を行うものです。
また、調査結果は、将来的な維持管理の為の情報としてもご活用いただけます。

2018年4月
中古住宅売買時に
インスペクションの
説明が義務化に！
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2018年4月より中古住宅の契約時に建物状況
調査のあっせんや説明が義務化になりました。
背景としては、中古住宅の売買時に不動産
取引のプロである宅建業者が、専門家による
インスペクションの活用を促すことで、物件
の不透明性を解消し、消費者に安心感を与え、
中古住宅売買の活性化を図ることを目的とし
ています。

義務化の背景

②重要事項説明時

③売買契約締結時

①媒介契約締結時 宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、
媒介依頼者の意向に応じてあっせんします。

基礎、外壁等の状況を売主・買主が相互に確認し、その内容を
宅建業者から売主・買主に書面で交付します。

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明します。

インスペクションのメリット

売主様が依頼する場合
●売りたい住宅について詳細なチェックを受けることで、 
   建物の状態を正しく把握できます。
●引渡し後の買主様とのトラブルや不慮の出費を未然に防ぐ
　ことができます。
●買主様の不安が軽減されるので、売却しやすくなります。
●調査で見つかった不具合を補修してから売ることで、
   売却後の安心につながります。

●専門家がチェックすることで、購入予定の住宅への安心感 
   が増します。
●修繕の必要な箇所が分かるので、購入後の適切なメンテ 
   ナンスの見通しが立ちます。
●診断結果（報告書）は資産価値を保つための記録として
   残ります。

買主様が依頼する場合

インスペクションを行うタイミング例

調査費用の
お支払い

お引き受けの
可否等、木耐協
事務局までお気
軽にお問い合わ
せください。

当 組 合 ホ ー ム
ページ内の「調査
申込書」に必要事
項をご記入の上、
FAX、又はメールに
てお送りください。

木 耐 協 事務局
より調査費用等
のお見積りを
お送りします。

現地調査の前日
までに、費用を
お振込ください。

調査後、７営業日
以内に報告書を
メールと郵送で
お送りします。



木耐協とは？

http://www.mokutaikyo.com

全国約１１００社の設計事務所・工務店・リフォーム会社等で構成される協同組合です。
平成27年3月には国土交通省創設の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体となり、
組合員とともに、耐震診断・補強の研鑽はもちろん、耐震技術の研究と開発を進め、
それらの普及・啓蒙活動を行っております。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（木耐協）とは？

もくたいきょうもしくは詳しくはWEBでご確認ください。

既存住宅状況調査方法基準（国土交通省・平成29年告示第82号）に基づき、所定の資格を持った木耐協組合員が
現地を診断し、「既存住宅状況調査結果報告書」を提出いたします。

【木耐協インスペクション標準費用】 165㎡まで・・・50,000円（税別）

調査部位 原則、既存木造戸建住宅に限ります

   

※165㎡超えの場合は物件毎にお見積りします。

木耐協インスペクション フロー図

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
（木耐協事務局）

※調査可能な組合員の配置状況によっては、インスペクションをお引き受けできない場合がございますので、お申込・ご依頼前に木耐協事務局へお問い合わせください。

【インスペクションの主なニーズ】

戸建住宅における購入予定者が重視する項目

耐震性の有無・・・85.2％
雨漏り・・・74.7％
給排水菅の漏れ、
つまりや錆の発生など・・・71.3％
シロアリの食害・・・69.6％

木耐協では約20年にわたる160,000棟の耐震診断と50,000棟の耐震補強の実績があります。

全国に広がる耐震の豊富な経験や実績による確かな安心

木耐協インスペクションの特徴

既存住宅状況調査技術者の
有資格者が現地を診断します。

資格保有者による
プロの診断

全国約１１００社の
組合員による診断
ネットワーク

さらに様々なオプションをご用意しております。（裏表紙参照）
※この調査は、既存住宅インスペクション・ガイドライン検討会における
　インスペクションに関する消費者アンケート調査より引用してます。

調査結果に基づき
その後の補修、修繕
メンテナンスにも素早く
対応できます。



日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-1 グランアクス麹町７階
TEL:03-6261-2040  FAX:03-6261-2041
http://www.mokutaikyo.com/
E-mail:jimukyoku@mokutaikyo.com

お問い合わせは

1805版

【各種オプション】
木耐協インスペクションでは、、インスペクションと同時に行う豊富なオプションを取り揃えております。

無料

標準費用／38,000円（税別・165㎡まで）

調査により発見された不具合箇所はもちろん、調査物件でのリフォーム全般に渡るご相談に、
経験豊富な組合員が丁寧かつスピーディーに対応致します。もちろん、ご相談は無料にて対応致します。

リフォーム相談

インスペクション時に、耐震診断（一般診断法）を同時に実施致します。
診断後、耐震診断結果報告書を発行致します。

耐震診断
※165㎡超えの場合は物件毎にお見積もりします。

耐震診断の結果報告時点で上部構造評点1．0以上の場合の費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円（税別）
木耐協組合員にて耐震改修工事を請け負わせていただいた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
※この場合は担当する組合員の所属する設計事務所名での発行となります。

フラット35適合証明検査・証明書発行

耐震基準適合証明書発行

中古住宅購入にあたりフラット35を利用する場合、住宅金融支援機構の適合証明技術者による物件検査を同時に行い、
適合証明書を発行致します。
※検査した物件が合格であれば上記費用にて適合証明書を発行いたしますが、不合格の場合は是正のため補修工事が必要となりますので、その際はご相談ください。

検査費用／10,000円（税別）証明書発行費用／20,000円（税別）

告示にて定められた調査必須項目に加えて、以下の項目を調査します。
●設備配管（給水・給湯管、排水管、換気ダクト）　●給排水設備・電気設備・ガス設備の作動不良等の調査

調査費用／8,000円（税別・165㎡まで）インスペクション（調査）項目の追加

【インスペクションの様子と調査結果の報告書】
インスペクション（建物状況調査）は、国土交通省の定める基準に従い、原則として目視・非破壊による検査を実施します。

天井点検口から天井裏を調査

基礎のひび割れを測定

鉄筋探知機を用いて配筋調査

調査結果は国土交通省
の告示に基づいた「建物
状況調査の結果の概要」
に劣化状況などを記載し
てお渡しします。



木耐協インスペクション【オプション】

木耐協既存住宅
瑕疵保証【個人間売買】

中古住宅を売買する際に利用できる建物の保証サービスです（要審査）。
住宅瑕疵担保責任保険法人の既存住宅かし保険が付いている保証で、木耐協インスペクションの
オプションとして保証を付加することができ、さらに住宅ローン減税等にも活用できます。

木耐協既存住宅瑕疵保証のポイント
・基本構造部分について保証が付くので売買の際に安心できる。
・築20年超の住宅でも税金の優遇措置を受けられる（木造）。
　（住宅ローン減税・登録免許税・不動産取得税・贈与税非課税措置等・長期譲渡所得課税）

インスペクションと同時の現場検査で

「もしも」に備える。「リスク」に備える。

そんな売主・買主様のリスクに対応します。

木造（木とRCの
混構造も一部可）

原則、建築確認日
が昭和56年6月
1日以降

3階建以下、
建物面積500㎡
以下

既に誰かが居住し
たことのある住宅
または完成後1年
を経過した住宅

売主が不動産会
社ではない中古
物件

建物の用途が住
宅であること
（一部でもオフィス・
店舗等なら不可）

床下および屋根裏に
点検口がある住宅

住宅瑕疵担保責任
保険法人の定める
基準に適合する物件

木耐協既存住宅瑕疵保証の対象物件

構造は？ 建築確認日は？ 建築面積は？ 新築ではない？

売主は？ 建物の用途は？ 点検口は？ 基準に適合する？

1つでも該当しない項目が
ある場合は、既存住宅建物
瑕疵保証を引受けることは
できません。

ご安心ください！
検査により建物に瑕疵がある可能性を事前に把握できます。

建物について1000万円まで、最長5年間の保証が受けられます。

「保険付保証明書」が中古住宅取得に係る減税等の適用に必要な証明書類として使えます。

検査事業者が倒産しても、直接保険法人に保険金の請求ができます。

・・・・・

ローン

瑕疵

税金

既存住宅でも大丈夫！
安心でお得！

さらに
こんな

メリットが

引き渡し後に瑕疵が
発見された場合、費用
負担が問題になる？

？？

？？

1,000保証料
上限 万円5保証期間

最大 年間

？？

？ 売買した建物に瑕疵があったら
その責任は誰にあるの？？

もしも リスク



日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-1 グランアクス麹町７階
TEL:03-6261-2040  FAX:03-6261-2041
http://www.mokutaikyo.com/
E-mail:jimukyoku@mokutaikyo.comもくたいきょう

●この保証は、保証者である木耐協にお申し込み　
　いただく、中古住宅売買専用の保証制度です。
●木耐協（以下「保証者」といいます）は検査
   終了後に保険を申し込み、保険法人は保険の
   引受けにあたり検査または書類審査をします。
●保険対象部分の修補等にかかった費用を保険
   法人が保険金として保証者にお支払いします。
●保証者が倒産等により保険対象部分の
   修補等ができない場合は、買主様が保険法人へ 
   直接保険金を請求することができます。
●保証期間は1年または5年です。

木耐協既存住宅瑕疵保証の仕組み

木耐協既存住宅瑕疵保証の対象となるのは、建物の基本構造部分です。これは既存住宅かし保険と同じ範囲です。
かし保険の対象となる基本構造部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律および同法施行令で定められた柱、基礎等の構造
耐力上主要な部分および外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分を指します。
※また、管路・設備担保特約を付けることで、給排水管および電気・給排水・ガス設備を保証する特約を選択することができます。

保証期間および保証金額は以下の２パターンから選択できます。

全ての条件に適合すれば、標準保証書が発行されます。
申込および検査は売買契約の前後いずれも可能です。
保証期間は引渡し日から開始します。
（引渡し前に全ての手続きを完了すること）
不適合となった場合でも検査・審査料はかかります。

●特約の有無に関係なく、必ず必要なこと
　・床下および屋根裏の点検口（床下収納庫など）が必要です。
　・シロアリ被害は駆除と補修が必須です。
　・雨漏り跡（らしきものを含む）は原因箇所等の補修が必須になります。
●管路・設備担保特約を希望する場合
　・水道や電気が使用できないと検査できません。
　・ガスが開栓していない場合、ガスメーターにガス会社の検査結果書類があれば、
　  その書類確認で判断致しますが、検査結果書類が無い場合は開栓が必要です。

※基準に不適合のときは保証対象とならないため、上記のうち保証料はかかりません。
※基準に不適合の場合、補修後に再検査で合格させることも可能です。再検査料は、必要な補修工事の内容によりますが、20,000円（税別）～となります。

建築確認日が昭和56年6月1日以降と確認できる書類
（確認済証・検査済証・建築確認記載事項証明などのいずれか）
※必要に応じて書類を追加して頂くことがあります。

木耐協既存住宅瑕疵保証の保証範囲

保証期間と保証金額

住宅瑕疵担保責任保険法人

木耐協（保証者）

買主 売主
売買契約

●株式会社日本住宅保証検査機構 　　  ●株式会社住宅あんしん保証       ●株式会社ハウスジーメン

木耐協が保証主体となりますが、その資力確保として住宅瑕疵担保責任法人の既存住宅瑕疵保険を利用します。

検査・保証の依頼
※依頼は買主からでも
　売主からでも可能

保険加入手続き
保険金の支払い

支払い

直接請求

木耐協が
解散した場合など

保証 検査

木耐協が
解散した場合など

組合員（既存住宅状況調査
技術者）による現場検査

検査・審査料

保 証 料

～100㎡未満 100～125㎡未満 125～150㎡未満 150～200㎡未満延 床 面 積
18,000円
40,000円
58,000円合    計

18,000円
43,000円
61,000円

18,000円
48,000円
66,000円

18,000円
57,000円
75,000円

■保証期間：1年　保証金額：1,000万円

検査・審査料
保 証 料

～100㎡未満 100～125㎡未満 125～150㎡未満 150～200㎡未満延 床 面 積
18,000円
66,000円
84,000円合    計

18,000円
72,000円
90,000円

18,000円
88,000円
106,000円

18,000円
110,000円
128,000円

■保証期間：５年　保証金額：1,000万円

必要書類と確認事項

申し込み前に確認をお奨めする事項

必要
書類

確認
事項

ご利用の流れ（事前インスペクションの場合）

（税別）

（税別）

詳細につきましては下記までお気軽にお問い合わせください。

給排水・管路
特約

＋15,000円

依頼主
（売主様・買主様・仲介会社）

保証者
（木耐協）

保険法人

検査・審査申込
必要書類の提出
検査・審査料の
支払い

検査・審査実施
保険申込 基準適合確認※STEP1

検査・審査及び基準適合確認で合格

保証料の
　お支払い

STEP2 売主様×買主様（売買契約成立）

STEP3

※基準適合確認が不合格の場合でも、検査・審査費用はかかります。

買主様への
重要事項説明

木耐協既存住宅瑕疵保証の手続き終了

STEP4
契約内容確認
シート提出

保険証券
発行依頼 保険証券発行

付保証明書発行標準保証書送付
付保証明書送付

 付保証明書
標準保証書受取

STEP5 物件のお引渡し（引渡し前に全ての手続きを完了すること）

検査を実施した日
からお引渡日までの
期間が、1年を過ぎ
ると再検査・審査
が必要になります。
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ご存知ですか？

木造住宅を老化・劣化させる原因は
腐れと、害虫被害によるものです。
この腐れと害虫被害を予防することで
住宅は長持ちします。

【木耐協インスペクションオプション】

しろあり
検査・保証

保証主体／日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合 ht tp://www.house-maintenance.org

木耐協インスペクション時に、しろあり検査と保証で、住まいを長持ちに！
  不動産仲介時
  引渡し後１年間

 しろあり検査を実施！
しろあり被害に関する保証を行います。（しろあり検査適合時）

床下の検査が可能な戸建住宅
※点検口がない、床下が狭小、基礎断熱施工などの理由で床下検査ができない建物は対象外となります。
【ご注意】在来浴室（タイルのお風呂）の建物は対象外となります。

しろあり被害・過去の被害痕が確認された場合。また雨水の侵入や漏水等、周囲の状況からしろありリスクが高いと判断される場合。
ヤマトシロアリ・イエシロアリ
引き渡し後、1年間。 ※検査後6ヶ月以上経過した場合は、再検査が必要になります。

保証対象の建物よりしろありが発生した場合は、当該部位防除施工を無料にて行います。
しろありが発生して建物に被害があった場合、50万円を限度として、現状復帰のための補修費用を補償します。

引き渡し1年後（保証満了前）に点検を実施。

【しろあり1年保証】

30,000円（税別）
※九州地方のみ45,000円（税別）になります。　
※検査により保証不適合になった場合でも費用は30,000円（税別）となりますのでご了承ください。
※検査実施から６ヶ月を経過した後に保証を開始する場合、再検査が必要になります。　
※再検査費用／20,000円（税別）

【検査・保証料】 検査・保証料　一式

しろありによる
木造劣化被害

※オプションで、シロアリ5年保証もございますので、詳しくはお問い合わせください。

【保証サービスの流れ】

調査のご依頼 しろあり検査

しろあり検査後、
検査報告書を提
出します。

適合判定

適合の場合、
1年保証をご利用
いただけます。

保証書発行依頼

引渡し日が決まり
ましたら保証書
発行をご依頼く
ださい。

１年後保証満了
しろあり点検

しろあり被害が
ないことを確認し
た上で、保証満了
になります。

Point1

Point2

Point3

Point4

Point5

対 象 物 件

保 証 不 適 合

保証対象しろあり

保 証 期 間

保 証 内 容

点 検

保証開始

保証書を提出します。
買主様から保証
申込を頂きます。

売主様も買主様も安心！
床下進入による、しろあり検査を実施します。
しろあり被害の確認はもちろん、給排水からの漏水等確認を行います。

無料で駆除、被害部位の修復を50万円まで補償！（しろあり検査適合時）
保証期間内にしろあり被害が発生した場合に限ります。

安心してお売りいただける！ 購入していただけるポイントになる！
しろあり検査済物件、保証付き物件として売主様・買主様・不動産業者様に安心してお取引きいただけます。

万一、しろあり被害が見つかっても安心！
検査の結果、しろありの被害が見つかるなど、しろあり発生のリスクが高いと判断された場合は、
しろあり防除施工を提案します。5年間のしろあり被害に関する保証を行います。

アフター点検で買主様はさらに安心！
引き渡し1年後（保証満了前）に点検を実施します。



日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-1 グランアクス麹町７階
TEL:03-6261-2040  FAX:03-6261-2041
http://www.mokutaikyo.com/
E-mail:jimukyoku@mokutaikyo.comもくたいきょう

「U’s-House10」

お問い合わせは

対象建物の検査・確認を行い、さらに第三者が確認・審査します
万が一、不同沈下が発生した場合、修復費用が保険で補償されます。

Case1

これから購入する予定の中古の戸建住宅が、
万が一、傾いてしまった場合、修復費用はどうなる？

中古の戸建住宅を購入したいけど、建物が傾いていたり、
これから傾くようなことはないだろうか？

Case2

ご存知ですか？

【木耐協インスペクションオプション】

既存住宅地盤保険
生産物賠償責任保険 -「既存住宅検査等に関する特約」セット

不同沈下とは…
建物が不揃いに沈下を起こし、傾くこと
です。家全体が均等に沈下せず、斜めに
傾くような状態ですので、建物に大きな
ダメージを与えます。

「既存（中古）住宅」にも不同沈下のキケンがあります。
こんな心配はありませんか？
「既存（中古）住宅」の売買時

詳しくはこちらのサイトでご確認ください。   既存住宅地盤保険「U’s-House10」 http://shinsa-hosho.jp株式会社地盤審査補償事業との提携

しっかりとした建物検査や地盤調査を行い、
さらに万が一にそなえることが安心につながります！

被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害のうち
下記の金額を限度に保険金をお支払いします。

対象建物の修復費用
（1事故につき）

5,000万円
１ 2 3対象地盤の修復費用

（1事故につき）

5,000万円
仮住居費用
（1戸につき）

200万円 5,000万円限度
１ 2 3＋ ＋ 合計で

※保険期間中の支払い限度額は10億円となります。

財物が損壊した場合において、
被保険者が支出する下記の
金額を限度にお支払いします。

しかも安心の

１１年間
既 存 住 宅 検 査 審 査
完了の日に始まり
その日から11年を
経過した日まで

事故現場保存費用及び
事故原因究明費用

訴訟対応費用

200万円
1,000万円

この家大丈夫かな？

木耐協インスペクション時に、上記地盤保険の現場検査を同時に行い、検査合格の
場合は当該建物に対して、不同沈下等の発生による損害賠償が生じた場合に補償します。

最大
5,000
万円限度

◯検査・審査料　　　　　　一式  10,000円（税別）
◯物件登録料（保険料等）　一式  50,000円（税別）

費用合計  
一式  60,000円（税別）費用

検査・審査の結果、不適合
の場合でも検査・審査料
はかかります。
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