る。そのようななか、SDGsやカーボ
い。新型コロナに伴う景気悪化を受け

ンニュートラルなど、持続可能な社会
て落ち込んだ新設住宅着工は今年、回

と気候危機回避を実現するための取
復に転じた。リフォーム市場もまた、

組みが世界中で強まっており、日本も
巣ごもり需要や移住・住みかえ需要を

2030年温室効果ガス 46％削減、2050
受けて回復基調にある。一方で、新型

年カーボンニュートラルに向けた動き
コロナによる木材や設備機器の出荷

が加速。家庭のエネルギー消費量を左
停止、半導体不足の影響は大きく、資

右する住宅業界はいま、大きな変革期
材調達がままならないことに加え、製

に来ている。

新設住宅着工

る︒３月は全体で前年
した︒持家は前年同月
比 ・６％増の２万６

費増税以降︑苦戦を強
いられてきたリフォー

第 ２ 四 半 期︵ ４ 〜 ６

月︶は同 ・４％増の

脱炭素あり方検討会

月︑さらなる上位等級

として︑ＺＥＨレベル

８４０戸で︑ カ月連

新設する考えを示した︒

同月比１・５％の微増
続での増加︒２ケタ増

〜６月︶は同 ・８％

今年はカーボンニュー

水準は︑暖冷房の一

を上回るＨＥＡＴ Ｇ

に︒４月は同７・１％

は６カ月連続となった︒ 移住・住みかえ需要な

増の３兆３４９６億円

トラルに向けた動きが

２０３０年までに

増︑５月は同９・９％

どにより︑昨年の秋以

と推計した︵市場規模

ナによる巣ごもり需要︑ 調に推移︒上半期︵１

１兆８４２２億円と好

増︑６月は同７・３％
２０２１年度の上半

降ようやく明るい兆し

加速した１年となった︒ 次エネルギー消費量の

ム市場だが︑新型コロ

増︑７月は同９・９％

期︵４〜９月︶は︑全

はいずれも速報値︶
︒

２・Ｇ３相当の﹁断熱

年６月と９月に発表し

矢野経済研究所が今

持﹂分野が同 ・７％

占める﹁設備修繕・維

特に︑市場の大半を

る﹁ 脱 炭 素 社 会 に向

環境省の３省合同によ

交通省・経済産業省・

８月に開催された国土

対しおおむね ％削減

級４︵省エネ基準︶に

削減率を目安とし︑等

等性能等級６・７﹂を

た住宅リフォーム市場

増と大幅に伸長︒２０

けた住宅・建築物の省

実質義務化へ

ＺＥＨ水準

２０２０年の新設住宅
増︑８月は同７・５％

が見え始めている︒

戸︒持家は ・３％増
の 万８７４５戸だっ
た︒

の短期的な市場トレン

22

新 型 コロ ナ により︑
着工戸数は全体で前年

体 で 前 年 同 期 比 ７・

家は同▲９・６％で２
で同 ・４％増の７万
８００４戸で︑８カ月

０１９年の増加から再
びの減少︒地域別では

連続の増加を記録︒季

２０年春のような営業

％削減できる性能を

できる性 能 を等 級 ６︑

30

等級 とする考え︒

プが示された︒

方︵案︶
﹂とロードマッ

対策等のあり方・進め

建築物における省エネ

﹁脱炭素に向けた住宅・

るとしてＧ２・Ｇ３が

減率の目安が達成でき

準でほぼエネルギー削

２・Ｇ３のＵＡ値の水

よると︑ＨＥＡＴ Ｇ

そのなかでは︑２０

２５年度までに省エネ

指標として採用される

こととなった︒

宅の省エネ基準をＺＥ

３０年度までに新築住

を創設した︒新型コロ

ン住宅ポイント制度﹂

２０２１ 年︑
﹁ グリー

一方︑国土交通省は

Ｈレベルに引き上げる

フォームをした人にポ

ナの影響で落ち込んだ

イントを付与︒新築持

住 宅 需 要 の喚 起 と 脱

またロードマップに

ち家は︑認定長期優良

とし︑同じく２０３０

は︑２０３０年度まで

住宅・認定低炭素建築

年度までに新築戸建て

に住宅性能表示制度に

物・性能向上計画認定

炭素化をねらい︑一定

おける断熱等性能等級

住 宅・ Ｚ Ｅ Ｈ または︑

住宅の６割に太陽光発

に﹁上位等級﹂を創設

省エネ基準に適合する

の省エネ性能を満たす

すると明記︒すでにＺ

住宅︵断熱等性能等級

電設備を導入すること

ＥＨの強化外皮基準に

４かつ一次エネ消費量

住宅を購入した人やリ

相当する﹁断熱等性能

等級４以上︶が対象と

なった︒

等級５﹂の創設は具体

が︑３省合同会議は

化に向けて動いている

を盛り込んだ﹇表﹈
︒

基準適合義務化︑２０

20

中部圏の同▲ ・８％

ド調査によると︑２０

40

国土交通省の試算に

7

住宅リフォーム需要

自 粛 などがない限 り︑ エネ対策等のあり方検

◎新築戸建て住宅の６割に太陽光発電導入

が目立った︒

２１年第１四半期︵１

◎省エネ基準適合義務化

討会 ﹂
︵第６回︶では︑

この勢いはまだ続くと

2025 年度までに

節調整済年率換算値は

20

〜３月︶の市場規模は

◎住宅トップランナー制度に分譲マンション追加

巣ごもりで好調

2023 年度

14

18

みられる︒

◎省エネ基準を ZEH レベルに引き上げ

前年同期比 ・４％増

◎低炭素建築物、長期優良住宅の認定基準を
ZEH レベルに引き上げ
2022 年度

44

13

10

最新の 月は︑全体

増︑９月は４・３％増

12

比▲９・９％で４年連

16

６％増の 万５６７４

24

◎住宅性能表示制度における断熱等性能等級および
エネルギー消費量等級についてそれぞれ
ZEH レベルに相当する上位等級を設定

2030 年度までに

12

の１兆 ５０７４億 円︑

◎誘導基準を ZEH レベルに引き上げ

前月比５・６％増の

0.0

２０１９年 月の消

◎省エネ性能の説明義務制度開始
2021 年度

２０２１年に入ると

60,000

上半期は ％増

-40.0

万２０００戸で︑こち

20,000

持 家 が 少 し ずつ増 え

-20.0

らは３カ月ぶりに増加

20.0

前年同月比︵％︶

40,000

始め︑回復基調に転じ

戸数

19

「脱炭素に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方（案）」で
表2
示した住宅関連項目のうち主なものを抜粋

10

80,000

戸数︵戸︶

11

60.0
120,000

-60.0
10月
8月
6月
4月

89

13

40.0
前年同月比

100,000

3年2月
12月
2年10月

0

10

と増やした﹇図﹈
︒

ヵ月連続増加

上半期は持家 ％増
13

続の減少となった︒持

12

新設住宅（戸数・前年同月比）
図1

くつか挙げて、この１年を振り返りた

2021年12月25日
（毎月1回25日発行）
定価100円
（税別）

品価格・輸送費の高騰も懸念されてい
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1

2021年の 2 0 2 1
住宅業界を振り返る

住宅あんしんニュースは、
「新建新聞社」
より情報提供を受け、
編集しています。

26

2

こどもみらい住宅支援事業

19

11

新築に最大１００万円補助

経済対策の内容を受け

３年度補正予算案に予

算額５４２億円を盛り

込んだもの︒

補助金の概要

歳 未 満 の子 ども

39

がいる子育て世帯また

はいずれかが 歳以下

の若者夫婦世帯が︑高

い省 エ ネ 性 能 を有 す

る 住 宅 の 新 築 ま たは

一定のリフォーム︵※

リフォームは全世帯対

象︶を行う場合に︑補

助金を交付する︒交付

申請は事業者が行う︒

補助金は対象者に還元

される必要があり︑申

請にあたっては還元方

法について対象者と同

意を行う︒

対象となる住宅およ

26

び補助金額は﹇表﹈の

11

通り︒なお住宅は︑２

31

０２１年 月 日から

２０２２年 月 日ま

でに契約を締結し︑事

務局に事業者登録を済

ませたうえで着工する

必要がある︒事業者登

録は２０２２年１月に

開始する予定︒

10

18

を交付する﹁こどもみ

※対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。

11

国土交通省は 月

60万円／戸

（断熱等級４かつ一次エネ等級４以上を満たす
住宅）

て︑子育て支援および

※子育て世帯・若者夫婦世
帯は、
上限45万円／戸
（既存住宅購入を伴う場
合は60万円／戸）
※安心R住宅の購入を伴う
場合は、
上限45万円／戸

住宅の子育て対応改修、
耐震改修、
バリアフリー改修、
空気清浄機能・換気機能付き
エアコン設置工事等

らい住宅支援事業﹂を

③省エネ基準に適合する住宅

②
（任意）

日︑子育て世帯・若者

80万円／戸

（認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能
向上計画認定住宅）

に閣議決定した新しい

②高い省エネ性能等を有する住宅

リフォーム工事内容
に応じて定める額
上限30万円／戸※

カーボンニュートラル

（強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネル
ギー消費量▲20％に適合するもの）

①
（必須）
住宅の省エネ改修

創設すると発表した︒

100万円／戸

補助額

夫婦世帯による省エネ

①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、
ZEH Oriented

対象工事

実現の観点から︑令和

補助額

対象住宅※

同事業は︑ 月 日

住宅のリフォーム

2021年12月25日

新築住宅の取得や省エ

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築

ネ改修に対して補助金

No.256

第三種郵便物認可

―住宅あんしん保証からのお知らせ―

ホームページをリニューアル！
〜リスクに備え 付加価値を高める〜

12 月７日、住宅あんしん保証はホームページを全面リニューアルしました。

今回のリニューアルにより帳票・パンフレット等をまとめて検索でき、ダウンロードが

スムーズに行えるようになった他、住宅事業者の皆様の日々の業務や発注者・住宅所
有者等への対応に役立つ情報を充実させています。

1 帳票・パンフレット

2 お役立ち情報

＼注目／ 帳票・パンフレット
申請に欠かせない様々な書類にすぐにアクセス、パンフレットも一緒に複数ファイ
ルを一括ダウンロード！ あんしん Web システムの入り口にも迷いません。

＼注目／ お役立ち情報
セミナー開催の情報や法改正の説明等、さまざまな情報を発信予定。毎月発行し
ている「住宅あんしんニュース」もスマートフォンで隙間時間にチェック！

＼注目／

よくある質問

「中古住宅売買向けかし保険について知りたいけど、まだ情報収集の段階だから電

3 よくある質問

話で問い合わせるのはちょっと…」そんな時は「よくある質問」
。皆様から多く寄せ

4 個人のお客様向け

られる質問を多数紹介しています。

＼注目／

住宅所有者様へ（個人のお客様向け）
かし保険の概要説明動画や新築の場合の保険期間中の住宅の
譲渡についてなど、住宅所有者等への対応に役立ちます！

皆様からのアクセスをお待ちしています！

12月
融資金利

1.21％
1.33％

※ご融資の場合の実質金利15.0％以下です。 ※金利は毎月見直され、融資実行時の金利が適用されます。

0.96％
1.08％

省エネ住宅に取組む住宅事業者に向けて
非住宅分野に新たに取組む事業者を後押し

オンライン説明会の参加者を募集中

非住宅木造向け瑕疵保証制度

しん保証はオンライン
準 適合義務化 ﹂
︑２０

５年度には﹁省エネ基

アップとして︑２０２

ているかどうかを簡易

省エネ基準を満たし

イドブック ﹂も紹介︒

戸建住宅の仕様基準ガ

住宅事業者にとって

も利用できる予定だ︒

る住宅の証明書として

照︶が︑この対象とな

律﹂の一部を改正する

利用の促進に関する法

築物等における木材の

今 年６月︑
﹁ 公共 建

中高層建築及び非住宅

るが︑４階建て以上の

宅の木造率は８割に上

１〜３階建ての低層住

で木材を利用できる環

高層分野や非住宅分野

開発が進んだことで︑中

部材等の製品・技術の

さらに︑新たな木 質

株式会社 住宅あんしん保証

で﹁脱炭素への対応策
３０年度には﹁省エネ
的 に確 認 できるため︑ は営業活動に取り入れ

建築の木造率はいずれ

一般社団法人 住宅あんしん検査

セミナー﹂を開催︒多
基準のＺＥＨレベルへ
法律が成立し︑ 月１

月 日︑住宅あん

数 の参 加 者 が視 聴 し
るのにも適しているの

た住宅・建築物の省エ

る﹁脱炭素社会に向け

土 交 通 省 等 ３ 省 によ

本セミナーでは︑国

の認定基準の引上げ﹂
︑ 策として︑かねてから

建築物︑長期優良住宅

に﹁誘導基準や低炭素

プとして２０２２年度

ではなく︑レベルアッ

定されていることだけ

ＢＥＬＳ評価書を提案

に関する施策への対応

同社では省エネ住宅

申請をサポートしてく

がしやすくなるように

い住宅事業者でも申請

書等の取得の経験がな

はじめとした各種評価

までＢＥＬＳ評価書を

なお︑同社ではこれ

ら民間建築物を含めた

の対象が公共建築物か

められ︑木材利用促進

進に関する法律﹂と改

おける木材の利用の促

等のための建築物等に

素社会の実現に資する

同法は名称も﹁脱炭

としている︒

余地があるといえる︒
﹂

については需要拡大の

中高層及び非住宅分野

て重要であるとともに︑

に国産材の需要にとっ

住宅が木材の需要︑特

にある︒このことから︑

も１割以下と低い状況

れる︒

化が進むことが期待さ

今後︑建築物の木造

境が整えられつつある︒

た︒

ネ 対 策 等 のあり方 検

している︒

れるサポートセンター

建築物一般に拡大され

日に施行された︒

討会﹂が公表した２０
おけるＺＥＨレベル以
その理由は︑基準に

の紹介も行っている︒

ではないだろうか︒

トラルの実現に向けた
上 の多 段 階 等 級 の設
適合しているかどうか

瑕疵保証制度

住宅あんしん保証の
また︑２０５０年ま

しん検査 東( 京都中央

般 社 団 法 人 住 宅 あん

グループ会社である一
でに温室効果ガスの排

宅木造建築物への取組

区 は) ︑事業者が非住
する﹁２０５０年カー

みを安心して行うこと

出を全体としてゼロと
ボンニュートラル ﹂を

ができるように 月よ

ＢＥＬＳ評価書の提案

ロードマップ等を参考
定﹂が予定されている
だけではなく︑基準に

非住宅木造向け

にしながら︑現在の建
ことに触れ︑今後は省
対してどれだけ性能が

林野庁は６月に発表

宣 言 した日 本 にとっ

り非住宅木造向けの瑕

需要拡大への期待

した﹁令和２年度森林

て︑森林資源を建築物

疵保証制度の提供を開

他社との差異化

れることが説明された︒ 削減できているのか等︑ は︑省エネ住宅へのい

及び林業の動向﹂の中

等に有効に活用してい

５０年カーボンニュー ﹁住宅性能表示制度に

築物・住宅の省エネ化
エネ基準に適合するだ
優れているか︑エネル

た︒

についての各種施策や
けではなく︑さらに高

ち早い取組みが今後を

で︑
﹁ 我 が国の建 築 着

始した︒

まで

問い合わせ先
一般社団法人住宅あんしん検査
（03-6824-9444）
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住宅事業者にとって

星の数やグラフを用い

左右するとも言える︒

くことはその実現に欠

先着
100名

げた︒
さらに︑これから省

ることで︑施主に対し

工床面積の現状を用途

申込方法：ＱＲコードより申込み

基準の引上げ

エネ住宅に取組む住宅

将来の更なる基準引

オンライン説明会

前 述 のロ ー ド マ ッ

事業者に対し︑設計し ﹁見た目﹂で性能が優

上げを見据え︑今から

非住宅木造向け瑕疵保証制度

回開催予定だ

ら申込みができる︒

上記のＱＲコードか

名まで︶
︒

︵いずれも先 着１００

月に

ライン説明会を来年１

の詳細を解説するオン

同社では︑この制度

満の住宅以外の木造︒

ない︶１︐０００㎡未

４層以下︵地階は含ま

対象となる建築物は︑

れていることをＰＲし

別・ 階 層 別 にみると︑ かせない︒

ている住宅が

り高い省エネ性能への

十分な実績を積み︑よ
２０２１年度より義

対応を進めることで継

やすいからだ︒

満たしている

務化となった︑省エネ

省エネ基準を
かどうか︑仕

情報に基づきます︶

︵２０２１年 月 日時点の

続的な受注に繋げたい︒

は令和３年度補正予算

第2回
第1回

性能の説明にも活用で

物省エネ法オ

案に﹁こどもみらい住

1７：00〜17：４０
1７：00〜17：４０
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様基準で確認

ンライン講座

宅支援事業﹂の創設が

2022年

2022年

きる︒

のホームペー

盛り込まれたことが発

１月21日

１月18日

1

セミナーで紹介した
「改正建築物省エネ法
オンライン講座」
は
こちらよりアクセス

する方法とし

ジで公開され

表された︵本紙 面参

さらに︑ 月 日に

ている﹁木造

て︑改正建築

26

2

2

11

プについては︑ボトム

早目の取組みで

今後の予定等を取り上

ギー消費量をどれだけ

10

い省エネ性能が求めら

極的に活用したい︒

プラン作成時等には積

14

の引き上げ﹂などが予

12

脱炭素への対応策セミナー開催
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漁船やボート等の船舶、
自動車のバンパー等様々な
場面で活躍している優れものです。今はもうないけど、
富士山山頂の気象レーダーのドームでは36年間風
雪に耐えたそうです。一般的なガラス繊維のほか、
カー
ボン繊維やアラミド繊維、
ボロン繊維などが使用され、
どんな強化繊維を使うかによって用途が分かれます。

第13回

バルコニ−まわりの雨漏り事故の

対策を教 えて！

その2

〜 手すり壁と外壁の取合いの施工について 〜

前回は、
バルコニーの手すり壁の天端の防水
について説明しましたが、
今回は手すり壁と
外壁の取り合い部の防水処理について確認
したいです。ここも雨漏り事故が多い所ですよね。

の両面防水テープに貼り付ける。開いた部分の長さ
は、
左右は200㎜以上、
上方は100㎜以上。③開いた
鞍掛けシートの上から外壁に沿って鞍掛けシートを
増し張りする。④手すり壁と外壁の接続部にできた
３面交点に伸張性防水テープをしっかり貼りつけ、
ピンホールを塞ぐ。⑤増し張りした鞍掛けシート周
辺の透湿防水シートを透湿防水シートB →透湿防水
シートC の順に張り込む。図解は前回紹介した国総
研の
「木造住宅外壁の劣化対策重点部位の推奨納ま
り図
（案）
」
に収録されているので参考にしてほしい。

［写真］
FRP 防水の施工

柱
両面防水テープ

成型材

次の勉強会はその FRP 防水のサッシ回りの
処理の説明ですね。

成型材
先張り防水紙
下地合板

両面粘着
防水テープ

先張り防水紙
150㎜ 150㎜
以上 以上

2
片面防水テープ

［図 2］鞍掛けシートの外壁取合い部施工手順例
（出典：国総研資料 第975号11章を加工して作成）

質問コーナー

成型材を利用する納まりも、
利用しない納ま
りも、
3面交点にできるピンホールの処理と、
増し張りした鞍掛けシートと周囲の透湿防水シート
の張る順序
（上側のシートは外側に重ね、
下側のシー
トは内側に入れ込む）
と、
それぞれの重ね代を十分に
確保するなど基本をしっかり守って施工することが
大切ですね。

前回の手すり壁天端の防水納まりについて、現
?
Q
在「透湿防水シートを手すり壁の上面にぐるり

と張り回し、その上に鞍掛けシートをかぶせる方法」
で施工していますが、注意しなければいけないことを
教えてください。
透湿防水シートをぐるりと張る際に、両面粘着
A
! 防水テープを一層挟み込んでいたとしても、粘

着していない側に笠木金物取り付け時の穿孔加工で
ドリルの木屑が挟まりやすいため注意が必要です。
穿孔ドリルの木屑が防水シート間に挟まると空隙がで
きて水みちとなり漏水リスクが上がります。

さて、
ここまで、
バルコニーの手すり壁と屋根
のパラペットが似ている、
という話の流れで、
いきなり、
具体的な手すり壁の防水処理の話になっ
ていたけど、
もう少しバルコニー防水の基本的な部
分を確認しておこう。では、
バルコニーの防水でよく
使われている“FRP 防水 ”ってどんなものか知って
いるかい？

鞍掛けシート

［図 1］
手すり壁と外壁の
取合い下地の
施工手順

ポピュラーな推奨納まりの施工手順は、
［図2］
を見て欲しい。①まず、透湿防水シート Aを
手すり壁側面・外壁に張りまわす。②鞍掛けシートの
端から200㎜以上の切り込み
（幅は手すり壁の天端
の厚み）
を２本入れ、
その切れ込みを左右と上に逆 T
字型に開いた状態で鞍掛けシートを手すり壁天端

ハンドブックの内容に関するご質問または雨漏り対策に関する
ご意見をメールでお寄せください。各号で「質問コーナー」を
設けて、皆さまからの疑問にお答えしていきます！
専用 E-mail： amamori-taisaku@j-anshin.co.jp

FRP は Fiber（ 繊 維 ）Reinforced（ 強 化 ）
Plastics
（プラスチック）の頭文字ですよね。
繊維で強化したプラスチック。プラスチックの扱い
やすさと繊維の強度を兼ね備え、
軽くて強くて防水
性があり、
その上耐久性･耐候性に優れているので、
建物の防水処理をはじめ、
学校のプールやバスタブ、

ハンドブックの入手方法
ハンドブックをご希望の場合には、取次店また
は住宅あんしん保証へお問い合わせください。
（PDF 版もございます。
）

火災保険が

住宅購入者割引
住宅あんしん保証の瑕疵保険に加入している
物件であれば

火災保険料が
割引になります。
ご相談・お申込先

代理店・扱者

お得！

で

割引の適用条件

（①および②に該当する場合、この割引を適用します）

①住宅あんしん保証の各種瑕疵保険に加入している住宅建物
②保険期間が6年以上
（GKすまいの保険※）

・地震保険料に対しては、この割引が適用されません。
・お客さまのご了承のもと、住宅あんしん保証が瑕疵保険販売時に取り扱う｢お客さまのお名前・ご住
所・火災保険へご加入を希望されている物件情報等｣を損害保険代理店部門と連携することで、所定の
火災保険料に対して｢住宅購入者割引(業務提携に基づく電子データ連携方式)｣を適用いたします。

株式会社 住宅あんしん保証 あんとく・損害保険課

※引受保険会社：三井住友海上火災保険㈱

〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1 6階
TEL:03-3562-8123 FAX:03-3562-7717

ケンタ
︵建太︶
あるリフォーム工事会社の中堅現場担当者

そうなんだよ。特に手すり壁が外壁に突き当
たった箇所の鞍掛けシートの処理が難しい。
［図1］
は雨漏り対策ハンドブックに掲載され
ている推奨納まりで、
防水性能を高めるために市販
の成型材を利用したものを紹介している。
1

スミレ
︵住美玲︶
ケンタと同じ部署に配属されたばかりの新入社員

もう年の瀬ですね。読者の皆さんがおだやかに新
年を迎えられますように、と心からお祈りしています。
さて、今回はバルコニーの防水処理の解説の続き
です。

いつもながらよく調べてるね！
FRP防水の施工手順を簡単に説明すると、
①
構造用合板などの下地を調整した後、
②まずプライ
マー
（接着剤）
を塗布し、
③その上にプラスチック樹
脂を塗布する。④次に、
その上にガラス繊維シートを
敷き、
⑤そのガラス繊維シートに③と同じ樹脂を塗
布し含侵させる。⑥その上からローラーで押さえガ
ラス繊維シートの気泡を抜く。気泡をしっかり抜か
ないと、防水性能を発揮してくれない。⑦強度が求
められる場所には④⑤⑥を繰り返す。⑧最後に表面
を研磨処理してから、
⑨ FRP 層を紫外線などから守
るためにトップコートを塗布する。雨漏り対策ハン
ドブックに施工中の写真があるよ。

﹇人物紹介﹈
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