
 

 

 

  ～住宅相談事例から～ 

    消費者保護のための提言 

  福島県耐震化・リフォーム等推進協議会 
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年度 相談件数 調査依頼件数 

H19年度(H19/8/29~H20/3/31) 118件 26件 

H20年度 172件 32件 

H21年度 201件 38件 

H22年度 309件 42件 

H23年度 1,658件 731件 

H24年度 
★居住支援協議会設立 

512件 
(312件) 31件 

H25年度 519件 
(343件) 15件 

H26年度 638件 
(463件) 11件 

H27年度 
469件 

(344件) 15件 

合  計 4,596件 
(1,462件) 941件 

※( )内の数字は、居住支援関係の相談件数 



 3.11震災以降の相談区分については情報
提供（耐震診断・復興住宅・助成金に関す
るもののほか、契約や施工についての問
い合わせを含む。）、施工不良等の苦情が
増加している。 

 

 

 

 

 



■相談事例として 

○確認表示板に記載の業者名が契約業者と異なるため問い質したところ「許可業者 

 でないと保険加入ができないので名義を借りた。」と言われたが、瑕疵が発生し 

 たときは保険適用になるか。  

○工事業者から「無許可なので、知人の許可業者と契約して貰いたい。」と言われ 

 契約したが、契約業者に保険加入を問うと「名義を貸しただけなので、保険には 

 入らない。」と言われた。 

○保険の加入を求めたところ、「許可が無いので入らなくてよい。」と言われた。 

 当協議会から、任意の「２号保険」加入が可能であることを伝えたが、業者に拒 

 否された。 

○業者が何度も修補するも雨漏りが止まらない。保険適用をお願いしたが、業者は 

 応えてくれない。保険取扱機関に照会したところ、「事業者からの申告が無いと 

 保険手続きはできない。」との回答であった。 

○当初契約の業者とトラブルがあり契約解除した。別の業者は保険に入れない。 

 

近年、業者の名義貸しと瑕疵保険に係る相談が増加！！！   
        （名義貸しは業界では常態化？） 



 では、クイズにお答えください！（住宅相談を基に作成） 

Q1 木造住宅工事で150㎡未満であれば、１億円の工事請負契約でも建設業許可は不要である。 

Q2 この工事の下請けとして、専門工事である木工事と内装工事を１千万円で請け負う場合は 

      建設業許可が必要である。 

Q3 リフォーム工事で500万円以上の請負契約をする場合は、建設業許可が必要である。 

Q4 雨漏りがして家が傾いていても、瑕疵担保責任保険で修補するには、事業者が申告（瑕疵を 

      認めて請求）しないと適用にならない。 

Q5 建設業許可業者の名義貸しは違法ではない。 

Q6 しかし、名義貸し事業者による住宅瑕疵担保責任保険は、適用にならない。 

Q7 建設業許可不要業者は、住宅瑕疵担保責任保険加入(資力確保)の義務はない。 

Q8 住宅瑕疵担保責任保険は事業者が加入するので、住宅所得者は保険料を払わなくてもよい。 

Q9 施工不良による瑕疵は、住宅瑕疵担保責任保険は適用にならない。 

Q10建築士を使用しないで木造住宅の２階建て以下、かつ100㎡以下のみの設計を業とする 

    場合は、建築士事務所登録は不要である。 

Q11 建築士事務所登録をしていない事業者、建設業許可を有しない事業者は、法令違反の疑い 

        があっても指導（処分）されない。 
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答は・・・？  なんと！ 全部正解・・・○ 
 些か誇張や補足説明が必要な設問もあるが、答は全て○である。 

 ■深刻な相談事例 

工事業者Kが、工事未了のまま確認検
査機関の完了検査を受けて、検査済み
証及びフラット35適合証明書の交付を
理由に引渡しと追加金を要求された。
外壁や窓回りのシーリングが未施工で
雨漏りがするため、名義貸しの契約業
者T（瑕疵保険加入事業者）に連絡した
ところ、「名義を貸しただけなので修
補の義務を負わない。」と言われた。
設計事務所Aが橋渡しをしている。 
紛争になって２年近くになるが、未だ
入居できず借家住まいをしている。未
了工事及び修補工事の見積もりを別業
者に依頼したら800万円の提示があっ
た。 

          （法テラスからの紹介） 

 

 

6 



【国土交通省住宅瑕疵担保対策室】 

 ①名義貸し保険の有効性 

  名義貸しであっても保険契約は有効であり、 

  業者は瑕疵担保責任を免れることはできない。 

  しかし、業者が瑕疵担保責任を否定すれば保険金は支払われない。 

 ②住宅取得者の直接請求の可否 

  業者が営業中であれば、修補に応じないことを理由に直接請求はできない。  

  業者からの請求が必要。 

 ③保険適用となる瑕疵の認否 

  保険法人の現地確認、瑕疵の認否が必要であり、業者からの事故報告がない 

  状態で住宅取得者が修補を行うと、自らのリフォーム扱いとなり、保険適用 

  外となる。 
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ってことは、「保険料はいただきますけど、
保険は適用になりませんよ。」ってこと？ 

名義貸しと瑕疵担保保険に係る関係機関との協議結果 



【建設業法所管機関】 

   ①工事業者Kは許可不要業者であり、指導は困難。 

 ②国との協議結果では、「名義貸し業者Tは、建設業法の一括下請けには当た 

  らず、名義貸しの禁止規定が無いので違反は問えない。業法は、消費者保護 

  の法体系にはなっていない。」とのこと。 

【建築士法所管機関】 

  ①工事業者Kは、建築士でもなく建築士事務所登録もしていないので指導は 

   困難。 

  ②名義貸し業者Tは建築士事務所登録をしていないが、設計監理業務の実態が 

  ないので指導は困難。   

  ③実設計者Aの立ち入り調査を行った結果、違反態様があったため国と協議 

 したが、「違反態様は軽微であり、違反している建築士もまだまだ多い現  

 状で、重大な建築基準法違反でもないため処分には至らない。」とのこと。  

【警察】 

相談者の被害立証の根拠資料が少なく、工事施工業者Kが表面に出てこない
ため立件が困難。 

はてさて、被害者はどんどん増えているのに、どうしたら救済できるのか・・・ 
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～相談事例から～ 
 
   無資格者のＣＭｒ（コンストラクションマネージャー※） 
   「Ａ」との契約による被害について 
  
 

  

※CM（コンストラクションマネジメント）とは？ 
 ○企画構想段階から実施設計、工事施工、引き渡しまで総合的に管理する   

  業務で、施主の委任を受けて行う者をCMｒ（コンストラクションマネー 

  ジャー）という。一般的に、建設会社 （工務店）を介さずCMｒが専門 

  業者の比較選定を行い、施主と各専門業者が契約する。 

 

 ○品質を維持しつつコストの透明化と縮減を図ることができる。 

 

 ○一括請負方式と分離分割契約方式があり、例えば、設計（請負）額２千 

  万円で工事完成後の 精算により1500万円になった場合にCM基本料と 

  して100万円、成果報酬として縮減額の 20％、100万円を加えて計 

  200万円を受領する。施主は当初設計より300万円のコスト縮減になる。 

 

○原則として、施主の希望による変更工事が無い限り、設計金額または契 

 約金額を超えることはない。 

  
 





■被害態様の共通事項 
○Ａは建築士とCMｒの資格を詐称しており、同一市内の住所を転々とし会社名を変えて 

 営業しているが、会社所在地に住民登録の形跡は無く看板等の表示も無い。 

○消費者は、建築士とCMｒを名乗るＡのＣＭによる工事メリットの説明を信用して契約 

 している。 
○ＣＭコンサルタント料として200～500万円、設計外注費として50～200万円、諸経 

 費等100～200万円のほかにも火災保険料等で60～150万円等々不明かつ法外な費用 

 請求がある。 
○設計は外注しており、自らは全く行っていない。ＣＭ見積書はあるが契約書が無い。 

 あっても内容不明であり、実施段階においてもＣＭの業務実態は無く、業務報告、精算 

 書も無い。 
○工事費精算書が無く、領収書も無い。（提出されない。）このため、施主は支払総額が 

 分かりにくく、気付いたときには予算額を大きく超過している。  

○住宅ローン及び瑕疵保険加入のため建設業許可業者との契約が必要として、虚偽の契約 

 を締結している。  
○Ａは専門業者の比較選定や見積もりチェック等CMｒとしての契約業務を全く行ってい 

 ない。このため、当初契約の予算に収まらず、五月雨的に多数の追加工事費の請求があ 

 る。これに伴ってコンサルタント料も追加請求されており、総額では大幅な増額となり 

 ＣＭ本来の目的が達成されない。 
○Ａの専門業者に対する支払いが悪く、専門業者から施主に直接請求があり支払う場合も 

 ある。 
○工事費支払先にはＡの会社名で内訳の分からない数百万円がある。 
 
 
  



Aの関係法令違反が疑われる事項 
 

■建築士法違反 
 ・Aは、建築士法に基づく建築士の資格を有しておらず、建築士事務所の登録もしていないが、建 
  築士及び一級建築士事務所を名乗り、名刺も作成手渡ししている。（建築士法第２３条） 
 ・コンサルタント契約書には、報酬支払いとして設計・監理業務が記載されているが、建築士法に基 

づく建築士事務所の開設者及び管理建築士が行うべき業務も履行されていない。 
 ・当該住宅は、建築士法に基づく建築士でなければ設計監理を行うことができない規模であるが、  

工事契約書の図面には、大工工務店設計事務所の設計・承認・CM欄に無資格者である「A」の記載 
がある。（建築士法第３条の３） 

 

■建設業法違反  
 Aが経営するK事務所名で複数工事を分割して受注しているが、総額が500万円を越える疑いがある。 
 実質的に元請けとして采配しているケースもある。（建設業法第３条） 
 

■廃掃法違反 
 工事が完成したとして法定検査受検後、検査済み証の交付を受けて引き渡しを迫っている。しかし、   
 工事で発生した残材及び職人の飲食容器等残骸が現場に放置されているケースがある。 
   (廃掃法第11条、同第12条) 

  
★資格を詐称して施主を信用させ、実質的な請負業者として采配している。契約当初は施主の工事予算内
で収まる約束をしていながら最終工事費額は大きく超過しており、業務経費の二重計上や架空（虚偽） 

 計上が多額かつ法令違反が明らかであり、単なる契約違反、契約不履行を超えている。 
  
 



関係者の法令違反が疑われる事項 

 
■設計者 

    １）設計及び工事監理（建築士法第１８条第２項・同第３項） 

 ２）業務に必要な表示行為（建築士法第２０条第１項・同第３項） 

 ３）非建築士等に対する名義貸しの禁止（建築士法第２１条の２） 

 ４）再委託の制限（建築士法第２４条の３） 

 ５）重要事項説明（建築士法第２４条の７第１項） 

 ６）重要事項説明時の免許証提示（建築士法第２４条の７第２項） 

 ７）書面の交付（建築士法第２４条の８） 

  

■請負業者 

  １）建築士事務所無登録（建築士法第２３条） 

 ２）建設業許可（建設業法第３条） 

   ３）一括下請負の禁止（建設業法第２２条）⇒名義貸しは適用外！ 

 ４）廃棄物に係る事業者の処理（廃掃法第１１条、同第１２条） 

 

 



税率間違い！ 

 

60cm*3mのウレタン

貼り鋼板の手間賃が
なんとこの値段！ 

500万円未満

が多い⇒許可
不要だから？ 

60cm*3mのウレタン貼り

鋼板カバー工法の材料費、
下地の額は妥当？ 

塗装範囲が不明
だが、部分に比較
して高額では？ 

  こんな 

見積書が！！！ 

見積もりが１９日、着工が２０日、
契約日は２７日？？？ 

リフォーム見積もり事例 



工業化認定住宅の事例 

○震災前から揺れがひどく、壁にひび割れがあった。業者に床の撓みを伝えたところ、点検後に直っ 

 たが知らぬ間に鋼製大引き中間に鋼製束が設置された。 

○震災後、瓦が崩れたりゆがみが酷くなったため再度業者に修理を依頼した。 

 点検で天井裏に入ったが、天井を踏み抜かれた。 

 業者に苦情を言ったら「知らぬ存ぜぬ。」で対応してくれない。 

○小屋登り梁と桁梁接合部のアングルピースがいつの間にか別の部材に取り替えられたが、説明は無い。 

○前記内容について構造関係の図面照合確認が必要なため、メーカーに認定図書の交付を求めたところ、 

 代理人弁護士を通じて「工業化認定住宅については、確認申請の添付図書の省略が認められており、 

 交付する法的義務は無い。」との回答あり。 

○当該住宅の認定機関に開示請求の可否を問い合わせたところ、「建築基準法第７７条の４３の規定に 

 より機密保持義務があるため応じられない。」との回答があった。 

 
無許可業者の事例 
 （近年、建設業許可業者の名義貸しと、依頼主との接触が無い代願設計事務所のトラブル相談が増加） 
○H23.11  O建築と2,360万円の契約で１千万円を支払う。 
○施工はO建築ではなく T工務店なので問いただしたら、O建築は建設業の許可がないためT工務 
 店の名義を借りたと分かった。県に建設業法違反を訴えたが、対応不明。 
○H25.5 着工 ８月に800万円支払う。 
 同10月完成するも設計と現場が違うので残金支払いを留保 
○設計事務所は、設計監理料として100万円余を受領しているが、相談者は当初、設計事務所とは 
 面識が無くトラブルになってから数度会った。 
○設計事務所に建築士法に基づく監理業務を行ったか問い質したが、現場確認や設計変更対応は 
 O建築を介して行っており、建築士法違反の疑い有り。 
 

※雨漏り等瑕疵が生じた場合に、事業者が対応しない可能性がある。 



設計施工住宅の事例 

○住宅が完成し引渡を受けるに当たり、初めて確認済み証等の書類を見た。 

○確認済み証、検査済み証のコピーのみで、本証を渡されない。 

○契約書に図面が無い。 

○身に覚えがない委任状や自分のものではない三文判による押印があるので問い 

 質すと、「この業界では日常的に行われることであり、問題無い。」との回答 

 だが納得できない。 

○長期優良住宅の仕様でお願いしたのに、認定手続きがされていない。 

○高気密高断熱住宅なのに寒い。ほかにも不具合が多い。 

  

依頼主との接触が無い代願設計事務所のトラブル相談 

○工務店に住宅の設計・施工を依頼したので、建築士事務所は分からない。 
○確認申請書には面識のない設計事務所の名前があり、委任状まで付いている。 
○設計内容と現場が違う。そもそも依頼内容と違う。 
○工事見積書に設計料が入っているが、妥当か。 
○工務店が設計内容を勝手に変える。設計者に連絡しても「確認申請図面を書い 
 ただけ。」と対応して貰えない。 



３．１１震災後の相談事例 

■地盤関係 

○H22築、ベタ基礎だが家が傾いた。 

  ハウスメーカーは地震免責だと言う。専門家に調査依頼したら 杭基礎にす
べき土質だと言われた。 

○高さ10数メートルの擁壁が孕んで、住宅が傾いた。業者は地震免責という。 

○地盤改良をしたが、家の位置がずれていて家が傾いてしまった 

○町が開発した団地を購入したが、盛り土部分が崩壊して家が傾いた。   
地盤調査はしていない。 

○盛り土だが地盤調査は行わずに布基礎で施工、大規模半壊となった。 

○家が傾いたので、基礎の検討は適切かハウスメーカーに地盤の資料を求め
たところ、「地盤調査はサービスなので渡す義務はない。」と言われた。 

○法面の勾配が急で保護もされていないため崩落し、家が半壊した。     
ハウスメーカーは地震被害によるものなので責任は無いと言う。 

○建売業者は切り土地盤だと言ったが、                       
実態は盛り土地盤で地割れし、家も傾いた。 

 

 

 

 



３．１１震災後の相談事例 

■家屋（新築・リフォーム）関係 

○H3築のマンション、大規模半壊だが管理組合が説明もなく修理。              
耐震性能が不安である。（もともと耐震性能が疑問） 

○新築工事中で傾いた。業者は「契約書で地震被害は免責なので、             
建て直しは有料」と言われた。 

○築１年、壊れ方が異常だがハウスメーカーは「地震は免責です。               
うちは供託なので保険は下りません。」と言い、対応してくれない。             
⇒震度５程度で「免責」と言えるのだろうか？ 

○引き渡しを受けて引っ越し前の住宅が半壊した。                          
住宅瑕疵担保保険は適用にならないと言われた。 

○H5ハウスメーカーの建て売り住宅購入。メーカーのリフォーム管理会社が地震後床下点
検をしたところ、大引きが入っていないことが分かった。リフォーム管理部門では建築時
の問題は引き継がないと言われた。 

○住宅工事の契約済みだが、放射能が心配なので解約か                    
工事延期を希望したら、違約金として契約金額の20％、                      
工期延期は月額10万円と言われた。 

○壁のヒビ割れや雨漏りがする。業者に修理を依頼しても、調査には             
来るものの解決には至らない。瑕疵担保を請求できるか保険会社に           
問い合わせたら、事業者に話をするようにとの一点張りで対応してくれない。 

 

 

 

 

 

 



○アパートが半壊し、地震保険が下りた。                             
この損保代理店経営者が保険金額に合わせた工事見積書を作ってくる。       
契約書は施工者だが、工事代金支払い先は代理店経営者である。          
契約書には、建築士法に基づく設計監理者になっているが、          建築士
資格は有していない。工事費は適正価格なのか疑問。 

○H20築、知人の紹介で１級建築士事務所CMrを名乗るAに150㎡の住宅設計を依頼。
当初２千万円の予定が３千万円を超え、仕様も普通でありローコストになっていない。
Aは建築士資格を有しておらず、建築士事務所登録もしていない。 コンサルタント料
、CMr料、設計監理料等で500万円ほど支払っているが、 設計は工務店が作成した
もののコピー加工であり、専門工事は殆どを工務店に発注している。  

○  見積書にエコポイント申請料２０万円とあるがどうなのか。                 
（ネットではこの相談が多く、45万円の相談有り） 

○ 確認表示板に知らない工事業者の名前が書いてある。                  
頼んだ工務店に聞いたら「資格がないから名前を借りた。                 
瑕疵担保保険は許可業者じゃないから入ってない。」と言われた。 

○Ｈ１６築、２×６工法、オーニングテント取り付けのため下地確認したら、         
梁の位置が変更になっており、エアコン、換気扇のダクトが貫通していることが判明。
梁強度が心配である。相談の経過で評価住宅を依頼したのに評価書を取得できない
ことも判明。（評価書申請料の「３万円を返すので許して。」と言われた。 
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３．１１震災後の相談事例 

○基礎修理を依頼したら、入院中に隣家の基礎を直され請求がきた。 

○「東日本大震災登録業者」と名乗りリフォームの営業に来た。     

○H11築、基礎にクラックが発生し、修理を依頼した。                        
Ｖカット樹脂モルタルの見積もりなのに、モルタルスプレーで終わった。 

○  40坪の2階建て、瓦が落ちたので業者に依頼したらトタン葺きを勧められた。  

   最近開発されたガリバリウム鋼板で800万円と言われたが相場か。 

○ 棟瓦の補修を８０万円で依頼したが雨漏りする。                     

      隣人から「２階から見えるけど何も直してないよ。」と言われた。 

○ リフォーム業者が訪れ「外壁に耐震塗料を塗ると丈夫になる。」と言われた。 

○ 壁の修理を依頼したら、工事後に見積りの４倍の請求がきた。 

○ 飛び込みの屋根修理業者に                                     
「前金なら明日から工事に入る」と言われたが・・・ 

○ マンションの床をカーペットからフローリングにリフォーム。                  
床板の縦横継ぎ目が隙間だらけで、苦情を言ったら 「マンションではこうなる！」 と  
言われ、コーキング処理された。 ６３㎡で130万円、カーペットは自分で剥がした。 

○10畳間をリフォームしたら傾いているので業者に苦情を言ったら５㎝までは許容範囲と 

  言われた。実測したら最大で８㎝の傾きがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○瓦屋根修理を飛び込み 

 営業に来た埼玉の業者 

 に依頼した。瓦を再利用 

 でお願いしたが、雨漏り 

 がひどくなった。その後 

 何の対応もしてくれない。 

 見積もりの棟の長さも 

 長すぎる気がする。 
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 新築相談事例 

地震で大規模半壊の判定を受けた相談者 

  ・大手ハウスメーカー３社が営業にきた。 

  ・24坪で2千万円と言われ、収納を２坪追加要望したら300  

   万円の追加見積もりがあった。 

  ・オーダー設計になるので、設計料として200万円が別途掛 

   かると言われた。 

  ・今月中（H23/8月）に契約すれば５０万円値引きするという。 

  ・現在の家屋は、「放射線量が高く危険」という差出人不明の 

   チラシが入った。 

  ・来年（H24）から、震災被災地は地域割り増しを 

   いただくと言われた。 

 



最近の酷い相談事例 
■震災被災による建て替え 
  30万円／坪の広告の会社にお願いしたが、図面を渡されない。仕上げ 材 

   が打ち合わせ図面と違う。柱・鴨居が傷だらけなので文句を言ったら  

    「職人が何人も入るのだから当たり前だ！」と言われた。古材や丸鋸の鋸目が 

  入 った仮設材を使用しており「安いので当然、当社はこれが普通だ！」と言う。 

 

■震災被害のリフォーム 
 ①手付け100万円支払う。図面も何もないまま突然大工さんが来て「会社から 

   行けと言われてきたけど奥さん、何やんの？」と言われた。 

   窓に格子を付けたが、落としたので曲がり傷もあるがやり直せないと言わ 

   れた。ユニットバスを入れるのに柱を抜かれたけど大丈夫か？ 

 ②H11に5,800万円で新築、H18に祖父母宅の屋根と外壁を1,600万円でリフ 

       ォームした。今回、２部屋の内装とサッシ２カ所、合併浄化槽切り替え等で 

         700万円の請求がきたが、高いのでリ推協と相談し、書面で質問したら 

         460万円まで下がった。全て、見積書、契約書無しで請求書のみ。 

 ③１階と２階の内装リフォームをしたら、２階の床が傾いて気持ちが悪い。 

   業者は５㎝までは大丈夫と言うので測ったら、最大９㎝傾いている。 

   



 相談内容から見えること 
○設計施工の住宅メーカー及び設計を外注する工務店、                 
大工施工のクレームが多い。大手といえども信用は禁物！ 

○モデルハウスを見て、オマケに釣られその日に契約 

○リフォームの飛び込み営業で、その日に契約 

○見積書無しで口約束。合い見積りもしない。完成後に法外な請求！ 

○工事代金を全額前払い条件で契約施工、工事がなかなか進まない。 

○契約書の内容が稚拙 

  ・設計図、仕様書が無い。契約書が無い、なんと図面が無いケースも！ 

  ・内訳は「一式」いくらで品質、仕様、数量、単価等が不明確 

○無許可業者のクレームが増加（建設業法逃れ？総額が分かりづらい） 

  エコキュートや厨房設備、エクステリアなどを「直接値引きがあるから・・・」などと 
言って分離契約や時期をずらして別契約とする。 

○業者に任せきり（設計者・監理者の業務実態が無い）状況 

  ・建て主は、設計者・監理者の顔を知らない。 

  ・設計施工の監理報告書の提出は皆無に近い。  

  ・確認済み証・検査済み証を受領していない。（渡されない？） 

  ・クレーム相手が技術者ではなく営業マンであったり、 

   相手が異動などでめまぐるしく変わり、苦情解決にならない。 

 

 

 

 



      
 消費者保護の法制度が不十分では！！！ 

 ■住宅瑕疵担保履行法（H21/10以降引き渡しの住宅に適用） 

 法により事業者に資力確保の義務付け（供託または保険） 

 供託 ⇒現場検査無し   ・紛争処理：都道府県紛争審査会または民事調停 

 保険 ⇒保険会社の現場検査有り ・建設業許可業者のみ加入可能（保険料は実質消費者負担）                

      紛争処理：供託の例のほか指定機関として「住宅リフォーム紛争処理支援センター・                   

      住宅紛争審査会（各県弁護士会）」（評価住宅及び保険付き住宅のみ扱う。）      

 ※事業者が瑕疵を認めないと発効しない。また、設計・施工に重大な過失がある場合は、保険金が支払われないケ
ースもある。無許可業者の場合は、瑕疵担保責任を負うが資力確保義務は無い。「加入しなくていいから。」とうそ

ぶく事業者もいる。結果、無担保の住宅引渡しが行われる。さらに、施主、事業者共に「瑕疵」の範囲が限定的で

あることを理解しておらずトラブルの原因となっている。なお、法以前の住宅所有者には何の救済も無い。   

■建設業法                                                 
無許可業者施工の苦情は多いが、指導は事後的限定的で弱い。                           

（1,500万円未満または150㎡未満の工事を「軽微な工事」と呼ぶ不思議？良心的(？)な業者は名義を借りる。）                         

建設工事紛争審査会も敷居が高い。事業者が大臣許可業者だと、東京（国土交通省）まで出向くことになる。 

■建築士法                                                       
設計施工の住宅においては、設計監理者・施工者が同一人（会社）のため、責任の所在が不明確。無登録事業者、

建築士を使用しない事業者及び建築士ではない者への指導はできない。（社）建築士事務所協会が行う苦情解決

業務も、前記の者に対しては対応できない。また、非会員は苦情解決に係る照会等に対し、応答の義務は無い。 

■特定商取引法・消費者契約法                                              
訪問や電話勧誘などで特定商取引法に基づく書面表示をしていない。また、消費者がクーリングオフ制度を知らな

いために解約・違約金等を取られるケースがあるが、被害は高齢者が多く被害認識も希薄なため表面化しにくい。

簡単にクレジットローンの引き落としを受諾する金融機関の責任は如何に。不当行為の立証責任は消費者にある。 

■任意の工事保証制度                                              
事業者が登録している保証機関で有償（消費者負担）保証するが、事業者が瑕疵を認めないと発効しない。 

   

     

 誰に相談したら？ 



国のリフォーム市場活性化の方向性と現在の取り組み 

Ⅰ理念  

  「消費者・生活者視点に立った中古住宅・リフォーム市場」へ
の再編。消費者に安心と魅力を提供する中古・リフォーム産
業。これにより、住宅の質の向上、環境負荷の軽減、国民の
住生活の向上を図り、市場の拡大を図る。 

Ⅱ住宅市場の現状と将来推計 

  １．新築住宅：ピーク時は160万戸以上であったがH21は７８万戸 

   ２．リフォーム：ピーク時は９兆円であったが、現在は約６兆円。新成長戦 

           略において2020までに倍増（12兆円）を目標。 

   ３．中古住宅販売：ここ数年は平均17万戸前後。新成長戦略において 

    2020までに倍増（8兆円）を目標。 

 ★合計２０兆円の市場規模を目指す！！！ 
 

■国交省「中古住宅・リフォームトータルプラン検討会」資料抜粋 



 

アウトロー 

※国交省 
「中古住宅・リフォームトータルプラン検討会」資料に加筆 



 リフォーム被害の予防と救済に関する意見書 
               （日本弁護士連合会 2011.4.15） 

①５００万円未満の工事のみを行うリフォーム業者に対する建設業許可 

  制度適用 

   

② リフォーム工事請負者に対し，工事内容・代金額等の重要な事項を記載
した契約書の作成・交付義務及びその義務の担保的制度（例えば，書
面交付義務違反時の無条件解除権等の民事効規定） 

   

③ リフォーム工事についても建築士による設計・監理及び建築確認・検査
制度の導入 

 

④ リフォーム被害の救済を図るため、リフォーム業者に営業実態に応じた
営業保証金の供託制度、または被害発生時に備えた強制加入の賠償
責任保険制度の導入 

 

⑤リフォーム被害防止のための不招請勧誘の禁止や特定商取引法上のク
ーリング・オフの期間長期化など消費者保護の観点から法制度の強化 

 

   



加えて･･･相談事例からの提言 

 国は、リフォーム・中古住宅市場の倍増計画を図っており、この達成には異業種からの
参入を奨励している。しかし、リフォーム工事等の受注者は、契約事務、消費者保護、建築
リフォームの基礎知識などの習熟が必要不可欠にも関わらず、現状では無資格どころかリ
フォーム（建築）の知識が無い者や倫理観が欠如している者が従事している事業者があり、
放置すればその被害は、規模、範囲及び額において、平成１７年の耐震偽装の比ではな
い甚大なものとなることが懸念される。特に、本県は震災による住家被害が26万棟に上り、
このうち一部損壊は166千棟もあり、耐震化リフォームの需要は高く、悪質事業者による被

害リスクも高いものと思料される。よって、消費者保護対策として日本弁護士会連合会の
意見書の他に・・・ 
 

 

 
■工事の受注者は、契約事務、消費者保護、建築リフォームの基礎知識などの 

  習熟が必要不可欠 

■行政指導は、欠陥住宅及びリフォーム被害防止に大きな抑止力 

■リフォーム被害等の未然防止のため、消費者相談窓口である協議会の認知度 

  を高めるには、市町村の広報紙掲載及びHPへのリンクが有効 

◇住宅・建築リフォーム事業者の登録 
◇施工技術者講習の制度化・行政指導の強化 
◇県民消費者の相談窓口の整備 
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