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アフターコロナ時代の大家さんの必要知識２
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本日の内容
◼よくあるリフォームトラブル
⚫工事内容自体のトラブル

⚫工事内容以外のトラブル

◼リフォーム工事の基本的な流れ
⚫リフォーム内容の決定

⚫リフォーム業者の決定

⚫契約締結

⚫工事着工・完了

⚫料金の支払い

◼トラブル防止対策
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よくあるリフォームトラブル ①

◼工事内容自体のトラブル

A)工事内容の相違

✓ イメージが違う

✓ 仕様（材料）が違う

✓ 工事範囲が違う

B)予定外の費用の発生

✓ 追加工事

✓ 仕様変更
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よくあるリフォームトラブル ②

◼工事内容以外のトラブル

A)入居者トラブル

✓ 音の問題

✓ 臭いの問題

✓ 汚損の問題

✓ 物干しの問題

✓ 人の出入りの問題
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よくあるリフォームトラブル ③

◼工事内容以外のトラブル

B)近隣トラブル

✓ 足場に関するトラブル（越境・日照）

✓ 音の問題

✓ 臭いの問題

✓ 汚損の問題

✓ 人や工事車両の出入りの問題

※職人さんの喫煙や休憩時の態度などにも注意が必要
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① リフォーム内容の決定

② リフォーム業者の決定

③ 契約の締結

④ 着工

⑤ 完工⇒引渡し

⑥ 工事費用の支払い

リフォームの基本的な流れ Ⅰ
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①リフォーム内容の決定
どこをどのようにリフォームしたいか…

イメージの具体化
⚫ 雑誌やNET情報から映像を切り取る
⇒ハウスメーカーHPや新築分譲マンション広告なども参考

⚫ イメージに近い物件写真を撮影する
⇒近隣やお出かけした際に撮影

リフォームの基本的な流れ Ⅱ

イメージ共有ツールとして活用
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②リフォーム業者の決定
候補業者を決めるまで…

a.建築した工務店に相談

b.物件の管理会社に相談

c. ネットの業者探しサイト

d. リフォーム会社のホームページ

e.相談会

f. 雑誌・新聞広告

g.近隣で施工している業者チェック

h.地元の工務店に相談

リフォームの基本的な流れ Ⅲ

8



②リフォーム業者の決定

候補業者が決まったら…

a.建築業許可の登録状況(加盟団体)の確認

b.業者の得意分野の確認

c. リフォーム実績の確認

d.緊急時等の対応力の確認
※アフターサービスの内容も含む

リフォームの基本的な流れ Ⅳ

２～3社に見積依頼
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国土交通省のホームページで確認可能

建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

Google などの検索エンジンに

建設業者検索 と入力

建設業許可免許の確認方法 ①
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建設業許可免許の確認方法②
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ここに会社名を入力

建設業許可免許の確認方法③
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候補業者様の比較
お願いしたい工事内容の免許を保持しているか？

一般建設業と特定建設業の違いは？

直接請負う工事の金額のうち、4,000万円以上の
部分を下請けに出すか否かで区分されます
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② リフォーム業者の決定

最終決定までのチェックポイント
a. 建物の現在の状況の説明が適格

b. 施工箇所と方法、使用する材料が明確
※その材料の特徴や使用する理由など

c. 工事の進め方が適格（安心感）
※入居者や近隣への告知、施主への報告

d. 工事後の保証内容が明確

e. 担当者との相性
※説明のわかりやすさ・立ち居振る舞い

リフォームの基本的な流れ Ⅴ
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現物をチェック！

調査報告書・告知文・工事しおり他
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調査報告書・告知文・工事しおり他

現物をチェック！
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見積書のチェック箇所
チェックポイント！
施工箇所や使用する材料、数量、単価、計算根拠などが

明確に記載されている事が重要
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見積内容の比較

A社 B社 C社

各社、並列に並べて見ると・・・

数量の取り方に大きな差が！
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③契約の締結
工事請負契約書(約款)記載事項
a. 工事期間

b. 請負金額

c. 工事内容

d. 支払方法

e. 工事期間中の保証内容

f. 発注者、受注者による工事の追加・変更

g. 発注者、受注者の権限

h. 工事遅延時の違約金

i. クーリングオフについての説明

リフォームの基本的な流れ Ⅵ
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④着工してからの注意事項
✓ 定期的な進捗報告を受けましょう。

a. 足場設置後の建物検査結果の確認

• 見積時想定面積(数量)の相違

b. 各重要工程ごとに進捗確認

a. 見積書記載内容に変更が生じる場合

• 想定外の毀損箇所の発見

• 補修方法と費用の確認（変更合意書）

リフォームの基本的な流れ Ⅶ
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打合せのタイミングを決めておく
工事工程表を見ながら決める
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建物検査結果報告 打合せ記録

実際の報告書・打合せ記録事例
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⑤ 完工から引渡し迄の注意事項

✓ 完工前検査の実施

a. 見積書通りの工事が完了しているか
※足場をばらす前に実施

b. 施工内容に不備がないか
※キズや汚れ

リフォームの基本的な流れ Ⅷ
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⑤ 完工から引渡し迄の注意事項

最終引渡し検査の実施

完工前検査時の指摘事項の完工確認

引渡し

a. 工事竣工図

b. 工事工程報告書（工事写真添付）

c. 見積内容変更の精算書

d. 工事保証書

e. アフター点検約定書（計画書）

リフォームの基本的な流れ Ⅸ
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リフォームの基本的な流れ Ⅹ

⑥ 工事費用の支払いまでの注意事項

契約時に確認した書面が揃っているか？

a. 工事竣工図

b. 工事工程報告書（工事写真添付）

c. 見積内容変更の精算書

d. 工事保証書

e. アフター点検約定書（計画書）
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工事保証内容一覧 アフター点検実施誓約書

契約書抜粋

実際の書面事例
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工事内容をしっかりと決める

適正な工事業者様を決める

公正な契約を締結する

工事着工前の準備を怠らない

工事中のチェックも欠かさない

重要なポイントで報告を受ける

完工前のチェックをする

引渡し前のチェックをする

最終的な工事費用の確認をする

トラブル回避の為の注意事項まとめ
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いきなり大規模な修繕工事を
自らチェックする事は困難です。

日頃の比較的小規模な工事等の内容を見るように心がけ、
工事の内容や流れを把握できるようにしましょう。

大掛かりなチェック項目の中には、

専門的な知識が必要な場合があります。

失敗しない為に専門家に依頼することも必要です。

～トラブル回避の為の注意事項まとめ～
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本日は、修繕工事を行う際の
準備から契約・工事引渡しまでの流れ

の中で重要な注意ポイントをお話ししました。

この内容が、
修繕工事におけるトラブルの防止

につながれば幸いです。

最後までご視聴いただき
誠にありがとうございました。
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