


5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

外観目視による点検 中性化抑制
（塗料の塗布　5～ 10 年毎）

基礎コンクリートがひび割れする。
表面が剥落する。

空気中の二酸化炭素によりコンクリートのアルカリ性が低下する。（中性化）
⇒コンクリートの、鉄筋を腐食から守る効果が少なくなる。
⇒鉄筋の腐食が進行する。
⇒鉄は腐食すると膨張する。
⇒基礎内部の鉄筋が膨張し、コンクリートにひび割れや剥落を生じる。　

状況に応じた補修が必要なので、住宅メーカーに相談してください。
①軽微なひび割れ
　ひび割れ部分からエポキシ樹脂等を注入し、空気・水分の侵入を防止する。
　その上で、中性化抑制塗料の塗布等を行う。
②大きいひび割れや、コンクリートの剥落が生じている場合
　浮きのある部分を除去し、補修を行う。

築20年程度

中性化が進む

築30年超

ひび割れ・
剥落

築30年程度

腐食が始まる
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

基礎構造体①



5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

点検・再防蟻工事の実施 防蟻処理の実施（5～ 10 年毎）

・シロアリの食害により床が
ブカブカする。

・床がたわむ。
・シロアリの羽蟻を見かけ
る。

新築時に行われている防蟻薬剤の効果が切れてしまった。

１）薬剤の効果がなくなり、白蟻が建物の特に木材部分に侵入し易くなる。
２）白蟻による食害が進む。
３）床下・柱などの食害が進むと、建物の構造に支障が生じる。
　　この状態で大地震による揺れを受けると、倒壊の恐れもある。

①白蟻の駆除を行い、被害部位を確認（調査）する。
②防蟻薬剤の散布など、再防蟻工事を行う。
③定期的な点検を行う。
　※白蟻駆除、防蟻工事に当たっては、住宅メーカーに相談してください。

①メンテナンスのタイミング
　防蟻処理の方法、薬剤の種類などにより効果のある期間が異なります。
　また、薬剤ではなくシートを敷き詰める方法もあります。
②日常的な注意点
　・基礎換気口を塞がない。（エアコン室外機・植木鉢などを置かない）
　・増築などで基礎換気口を塞がない。
　・床下に木材などを入れない。
　・建物外周部に物を立て掛けない。
　・建物外周部の換気をよくする。
　・基礎などに蟻道がないか気を付ける。

食害の例

蟻道の例
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

構造体② 防蟻処理



10年 15年 20年 25年 30年

点検 点検 葺き替え

①防水シートの破れ ②野地板への雨水浸入 ③野地板の腐食

事象①　経年による防水シートの収縮や、可塑剤の抜けで防水シートが硬化し、破れます。
事象②　地震、台風、強風などの影響で瓦が破損、ズレをおこし、野地板へ雨水が浸入します。
事象③　②の状態が長く続く事により、野地板が徐々に腐食します。

季節ごと、地震や台風の直後には次の点に注意して安全
な場所から目視で確認してください。
　・飛来物でキズ・割れがないか？
　・瓦が飛んだり、割れたりしていないか？
不具合があれば住宅メーカーに点検を依頼してくださ
い。

粘土瓦が劣化しても、瓦の下地には防水シートが張られ
ており、直ぐに雨漏りすることはありません。
しかし、放置すると防水シートの劣化で雨水浸入につな
がりますので、早めの補修をお勧めします。

漏水による野地板の腐食
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

粘土瓦屋根①



10年 15年 20年 25年 30年

塗装 葺き替え

（①⇒②⇒③の順に劣化が進行します） 
③基材破壊②表面汚れ・塗装の剥離①色あせ（チョーキング）

事象①　紫外線、風雨、寒冷等により、塗装が色あせします。
事象②　塗装劣化の進行により、基材表面も劣化して塗装の表面が剥がれます。
事象③　放置すると基材に水分がしみこみ、凍結融解を繰り返すうちに、基材破壊（凍害）へとつな

がっていきます。

事象①②　色あせや塗装の剥離には、再塗装をおすすめします。
事象③　　屋根葺き材の基材破壊、著しい反り、強度不足がある場合は、屋根の葺き替えが必要になり

ます。
※スレート瓦が劣化しても、瓦の下地には防水シートが張られており、すぐに雨漏りすることはありま
せん。しかし、放置すると防水シートの劣化につながります。不具合があれば、住宅メーカーに点検
を依頼してください。
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事象

原因

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

屋根② スレート瓦



5年 10年 15年 20年 30年

清掃 塗装 塗装・交換

事象①　藻やカビは、適度な水分と温度などの環境が整えば外壁の種類に限らずどこでも発生します。
黒い色は藻にカビが生えたもので、品質に問題はないことをご理解ください。

事象②　自然環境の変化や経年劣化により起こります。
事象③　外壁表面の塗装が薄くなり、表面から水分を吸い込み湿気を帯びます。湿潤と乾燥の
　　　　繰り返しにより外壁表面側から材料破壊が進みます。

やわらかいブラシを使って水洗いするこ
となどにより、表面の汚れ等は除去でき
ますが、カビに関しては数ヶ月で再発す
る可能性があります。塗装の下地処理と
して、除菌材を塗布後、植物性のバイオ
洗浄液で高圧洗浄するのが効果的です。

塗装が劣化すると外壁材に水が浸透して
凍結融解をおこし、やがて外壁材の表面
剥離へと進行していきます。このような
状態になると、面材の貼替えが必要にな
ります。

①カビ・藻による汚れ ②塗装の色あせ（チョーキング） ③塗装のヒビ割れ、素材の割れ
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応（カビ）

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

塗装外壁①



5年 10年 15年 20年 30年

清掃 塗装 塗装・交換

自然環境の変化や経年劣化により、色あせ（チョーキング）をおこします。
また土埃等が付着したり、軒天の釘抜けやボード破損の可能性があります。

樋や軒天井は、色あせや汚れが付着する程
度ですが、エアコンの配管カバーなどは劣
化が進行すれば破損します。樹脂は経年で
劣化し割れなどの症状が顕在化してきます
ので、まずは目視で確認し、触ってみて柔
軟性がなく樹脂が割れるようであれば交換
時期となります。

塗装が劣化すると化粧カバー材、軒天材に
水が浸透して凍結融解をおこし、やがて表
面剥離へと進行していきます。このような
状態になると、取替えが必要になります。

①化粧カバ－材の色あせ ②軒天色あせ、汚れ、釘抜け ③樋等の色あせ（チョーキング）
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

外壁② 化粧カバ－・軒天・樋



5年 10年 20年 30年

点検 点検
（打替え）

点検
（打替え）

点検
（打替え）

自然環境の変化や経年劣化により起こります。　

割れたり切れた目地から外壁内部に水が浸透する可能性があります。
長年の浸透により下地の腐食が発生する場合があります。

・目地の劣化は、日照条件などにより前後しますので、5年を目安に住宅メーカーによる点検をお勧め
します。

・10年目以降は、シーリング材を除去して目地の打替えを行います。劣化の状況によっては、既存の
目地の上から「増打ち」をする場合もあります。

・シーリング材は多くの材種がありますが、外壁メーカー指定材もありますので、各住宅メーカーに相
談の上、目地の打替えを行ってください。

①目地が痩せてきます ②③目地が硬化し、ひび割れや切れが発生します
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

外壁③ シーリング目地



10年 15年 20年 25年 30年

増張り 増張り・葺き替え

自然環境の変化や経年劣化により起こります。

定期的にシート上や排水口周りの堆積
物を取り除いて水洗いをしてくださ
い。
傷や剥がれなど確認した場合には、早
めに住宅メーカーへ修理を依頼してく
ださい。

シートの剥がれや切れから雨漏れにつながりま
す。
また、排水溝周りに土や木の葉が溜まると大雨の
時など雨水が溜まって室内に侵入する恐れもあり
ます。
定期的なお掃除と早めの補修をおすすめします。

①ジョイント部の剥がれ ②押さえ金物と取り合い部（他
部材）のシーリング剥がれ

③シートの浮き、膨れ、シワ

天井からの雨漏れ
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

シート防水バルコニー①



5年 10年 15年 20年

点検 トップ層塗り替え
部分再施工 点検 全面再施工

事象①　トップ層が紫外線により劣化したためです。
事象②　防水層が劣化したためです。
事象③　防水層の劣化が進んだためです（通常防水層の寿命は20年です）。

事象①
劣化したトップ層を除去し、
再塗装をします。

事象②
全面目粗し後、防水層が1
層の施工を行い、その後に
トップコート層の再塗布を
します。

事象③
防水層を完全撤去して全面に防水層が
2層の施工を行います。

この工事と同
時に、既存ド
レンの撤去と
新設をお勧め
します。

事象①②　適切なメンテナンスを行わないと、劣化が早まります。
事象③　　バルコニーから雨漏れが発生したり、バルコニー自体が腐食します。

①塗装が色あせ・白濁化します ②ひび割れ・亀裂が発生します ③ひび割れ・亀裂が拡大し、防
水機能がなくなります
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

防水層

防水層

プライマー

防水用ポリエステル
樹脂

亀裂の断面例亀甲状のひび割れ

防水層

防水層

亀裂の断面例

塗装の剥がれたカス

保護・仕上げのトップ
層が色あせ、白濁化

防水用ポリエステル
樹脂（トナー入り）

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

ＦＲＰ防水バルコニー②



5年 10年 15年 20年 25年 30年

点検・部品交換 点検・部品交換 点検・
部品交換

〈ドア本体〉
点検・本体交換

自然環境の変化や経年劣化により、錆、ほこり、異物侵入が発生します。
また繰り返し操作により、取付けねじの緩みが起こります。

事象① ドアのキーキー音、ドアクローザーの落下、油漏れによる破損に進行します。
事象② シリンダーの外れや落下、鍵が掛けられない（開けられない）ことにつながります。
事象③ 表面ざらつきや錆発生につながります。

ドアの各ネジの増し締めを行い、可動部分にシリコンスプレー等を塗布します。
ドアクローザーの調整ネジを回し、開閉速度を調整します。
鍵の差込不良には、鍵に鉛筆芯の粉やパウダースプレーを塗布します。
鍵穴の詰まりには、シリンダーを外して異物などを取り除くことが必要です。
ドア表面は流水しながら汚れを洗い流します。除去できない場合は中性洗剤を薄めた水でふき取り、柔
らかい布で丁寧に水拭き・乾拭きします。

①スムーズに開閉できなくなってきた ②鍵が硬くなってきた ③塗装が劣化してきた
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

外部建具① 玄関ドア・勝手口



5年 10年 15年 20年 25年 30年

点検・部品交換 〈サッシ・網戸本体〉
点検・本体交換

事象①　戸車の劣化によって発生します。
事象②　繰り返しの使用により、取り付けネジの緩みが起こります。
事象③　網に物がぶつかったり、経年劣化により糸が途中で切れます。

サッシ下枠にゴミや水・ホコリなどがたまっていたら掃除をして取り除きます。
建付け調整は、戸車の調節ネジで高さを調整します。
破損している場合には、戸車を交換します。
網戸の穴開きが小範囲の場合は補修します。大きくなってきたら網の交換が必要です。

事象①　戸車が磨耗していると、交換が必要になる。さらに進行するとサッシレールにキズを付けてし
まい、本体の交換が必要になる場合があります。

事象②　クレセント本体が破損して、鍵が掛からなくなります。
事象③　虫が入ってくるようになります。

①スムーズに開閉できなくなって
きた

②クレセントがガタついて
きた

③網が切れてきた

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

サッシ・網戸外部建具②



5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

作動点検 作動点検、修理／
消耗品交換 本体交換

①バネの寿命が考えられます。また、ブレーキユニットの消耗や他の部品なども傷んでいることが考え
られます。

②ガイドレールに砂やほこりがたまったままになると、開閉が重くなり、キーキーと音が発生します。
ドンドンという音はとくに電動シャッターの場合で途中で引っかかっていることが考えられます。

①バネシャフトの交換や全体の調整が必要です。手
動シャッターは10年程度で重くなり、開閉がス
ムーズにできなくなります。電動シャッターは電
動部品や消耗品の交換も必要です。10年目を目
処に作動調整、部品交換を行います。

②ガイドレールに潤滑剤を吹きかけます。とくにガ
イドレール内のモヘヤ部分には砂ぼこりがたまり
やすいので、そのホコリをよく取除き潤滑剤（シ
リコンスプレー）を塗布します。

①途中で止めることができず開けた状態から、少しずつ下がってきます。
②開閉ができなくなり、部品交換だけでなく、シャッターそのものの交換が必要になります。

①途中で止めても、ゆっくりと
下がってくる

②開閉時にキーキーと音が鳴る、
またはドンドンと音が鳴る

シャフトをグリス
アップする

ガードレー
ル内にある
古いモヘヤ
を外し、新
しいものと
交換する

レールの一番奥
に潤滑剤を塗布

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

シャッター外部建具③



5年 10年 15年 20年

お手入れ 部分補修／貼替え

①経年劣化により、壁紙が縮んだり、下地の木が湿気や乾燥で伸縮することで引張られて継目が開き、
隙間が生じてしまう。

②湿気による結露や結露から発生するカビによりクロスの端から剥れてくる。

①クロス継目に湿気や埃がたまりカビの発生
やクロスが剥れやすくなります。

②そのままにしておくとクロスのはがれた部
分にクセが残り補修剤が接着しにくくなり
ます。

①クロスの隙間を隙間シールにて充填しま
す。

②カビが発生してる場合はきれいに除去しま
す。また、剥れた部分は紙が硬くなってい
るのでドライヤーなどで柔らかくして、ク
ロス専用糊で貼り付けます。

①クロスの継目に隙間がでてきた ②クロスの端が剥れてきた

1

2

3

4
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事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

室内① クロス



10年 20年 30年

部分補修 部分補修・
張替

部分補修・
張替

①洗面所や台所などで、床が水に濡れた状態が長く続くと、木が水を吸って変色や膨れをおこします。
②窓のそばの直射日光が当たるようなところは、表面が劣化しやすく、表面にひび割れが発生します。

①長期間水に濡れていると表面の剥れや反りが発生します。このような状況になると取替えが必要にな
ります。

②表面の塗装面に細かいひび割れが発生し、それを放っておくと、フローリング本体のひび割れが進行
します。

①変色だけであれば、そのまま使用できますが、反りや表面の剥れが発生した場合張替えが必要です。
住宅メーカーのお手入れガイドなどを参照ください。

②部分的なささくれは補修可能ですが、全体的に日焼けやささくれが発生した場合、フローリングの張
替えが必要です。

①床の表面　変色・膨れ ②表面の日焼けによるささくれ

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

室内② フローリング



10年 20年 30年

畳の表替え 畳の表替え 畳の交換

日焼けによる色あせや、湿気によりカビが発生することがあります。

紫外線による劣化、畳のささくれを目視により確認した場合には、表替えもしくは新畳に交換します。

【お手入れ】
濡れた雑巾をきつく絞ってふいて下さい。
痛みを早めるためカーテンや障子で遮って下さい。
畳の上になるべくジュータンなどを敷かないで下さい。畳の呼吸を妨げカビ、虫などが発生する原因と
なります。
電気掃除機は畳の目に沿ってゆっくり軽く触れる感じで何度か同一部分を往復させてかけてください。
梅雨時期などの湿気の多い時期は、カビの発生防止のため除湿器の使用をおすすめします。
冬期の加湿器での加湿のしすぎに注意しましょう。カビの発生を招きます。

畳表面が傷み、ささくれ状に進行します。

畳の色あせ、ささくれ、カビ

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

畳室内③



10年 15年 20年 30年

点検・部品交換 〈開き戸本体〉
点検・本体交換

事象①　長期使用による丁番のネジの緩み、および日射や冷暖房などによる扉の反り・変形により発生
します。

事象②　部品固定のネジが緩んだまま開閉したり、無理なハンドル操作の開閉による衝撃で長期間使用
しているとラッチやハンドルが破損します。

事象①　扉が枠などにこすれるため、周囲の化粧材をキズつけてしまい、補修が簡単にできなくなりま
す。また扉が脱落する危険性もあります。

事象②　そのまま放置しておくと錠本体の破損や、ドアが開かなくなる可能性があります。

事象①　丁番による建付け調整を行います。調整方法については、住宅メーカーのお手入れガイドなど
を参照ください。

事象②　ドライバーで固定ネジを締め付けます。調整できない場合はハンドルおよびラッチの交換にな
ります。

①扉の傾き、先端の垂れ ②ラッチの破損、ハンドルの破損

固定ネジが緩んだ状態 ラッチ

ハンドル

正しい取り付け状態

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

内装建具① 開き戸



10年 15年 20年 30年

点検・部品交換 〈引戸本体〉
点検・本体交換

①経年で下レールの波打ちや扉の戸車へのゴミなどで動きが悪くなり回転不良がおこります。逆にソフ
トクローズ機構に潤滑剤などを塗布すると破損する恐れがあります。

②経年による温度や湿度の変化で扉に変形がおこります。また戸車にゴミが溜まったり、戸車の摩擦に
より動作不良をおこします。

①日頃は戸車のゴミなどの除去、清掃を行ってください。レールが波打っている場合は住宅メーカーに
相談してください。また、ソフトクローズ機構に潤滑剤はかけないでください。

②扉を枠から外し、戸車やレールの清掃をしてください。レールが変形している場合はレールの交換が
必要です。

①引戸が最後まで閉まらなくなる。引戸のブレーキが効かなくなる。以上の現象が調整しても直らなく
なる。

②そのまま放置しておくと戸車やレールの破損の可能性があります。

①引き込み力調整付ソフトクローズ機構の
破損

②戸車の破損、ずれ、扉の反りねじれ

最後まで閉まらない

ブレーキが効かない

※正常に機能している時
は、ゆっくりと最後まで
扉が閉まります。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

引戸内装建具②



5年 10年 15年 25年 30年 35年

点検・補修 交換

配管接合部またはヘッダー本体や配管が経年劣化により水漏れします。

水漏れが発生した結果、床が腐ったり、水がたまり床根太等を痛める可能性があります。

・漏水箇所の部品交換
・ヘッダー配管等のヘッダー本体や配管の交換
　このような場合は、ご使用は避けて住宅メーカーに依頼してください。

床下配管の水漏れ

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

住宅設備① 給水・給湯管



5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

点検・高圧洗浄 配管・枡交換

キッチンから流れ出た、油脂と石鹸の混ざったものが冷え、スポンジ状のカスや、洗面などから流れ出
た髪などが絡み、配管内部に付着する。

・週に一度くらい台所用中性洗剤をぬるま湯で薄めてシンクに溜め、一気に流すと配水管の詰まりの予
防になります。

・ゴミ収納器にたまったゴミは、こまめに処理が必要です。
・水が流れなくなってしまった場合は、専門業者による高圧洗浄機などによる洗浄が必要です。

排水不良、溢水を起こす。悪臭がする。

排水の流れが悪い、詰まる

排水ホース

排水ホース

排水枡

排水枡

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

排水管住宅設備②



5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

点検・部品交換 点検・部品交換 本体交換

不凍液は３年に１回程度交換

事象①　寒冷地では不凍液の粘性が高くなり、配管の詰まる恐れがあります。
事象②　自然環境の変化や経年劣化により、ボイラーの腐食・破損が発生する恐れがあります。

【不凍液の交換】
熱源機メーカーの指定に従って不凍液は３年に１回程度交換します。
ロングライフ品であれば10年に１回程度の交換となります。

床が温まらない

1

2

3

4

事象

原因

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

住宅設備③ 床暖房（温水タイプ）



10年 15年 20年 25年 30年 35年

周辺機器交換 周辺機器交換 モジュール交換

①パワーコンディショナーの腐食・破損、配線・電線管の腐食・破損

②太陽電池モジュール、架台の汚損・腐食・破損

③経年劣化により、パネル種類により異なるが、単結晶では発電効率が25～30年経過で８割程度に低
下します。

屋根防水（瓦・シート防水等）の更新時期の約30年との同時施工がコスト面からも望ましい。

発電量の低下、パワーコンディショナーの異常音発生

（一般社団法人　太陽光発電安全保安協会より）

（一般社団法人　太陽光発電安全保安協会より）

1

2

3

4

事象

原因

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

太陽光発電システム住宅設備④



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈キッチン一式〉
点検・交換

長期使用による劣化進行や取付けねじの緩み。

取り急ぎ、『キャビネット内の収納物の移動』『メッキや表面材の鋭利な所はガムテープ等の保護』ま
た『取り付けねじの締め増しや、取扱説明書にしたがった調整』を行い、直ぐに、住宅メーカーに修理
を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、未然防止のため【部品交換又は本体交換】のご検討をお願
いいたします。

事象①～④　落下して怪我をする場合があります。
事象⑤⑥　剥がれたメッキや表面材の鋭利な所で怪我をする場合があります。

①吊戸棚の変形やガタツキがあ
る

④扉裏・包丁差しのガタツキが
ある

②棚板の変形やガタツキがある

⑤取っ手のメッキ剥がれがある ⑥扉表面材の傷みがある

③扉の前後左右の位置がズレて
いる

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン① キャビネット



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈キッチン一式〉
点検・交換

事象①　パッキンの劣化、ナットの緩み。
事象②　硬いものの落下。

事象①　異臭の発生、床の変色・ふやけ・腐食が発生することがあります。
事象②　ひびの拡大によるキャビネット内への水浸入でシミや木部のふやけ・変形することがあります。

①直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
②取り急ぎ、『ひびの部分はガムテープ等で保護』『ナットの増し締めや取扱説明書にしたがって調整
を行い』、直ぐに住宅メーカーに直しを依頼してください。

下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

①排水トラップ部から水漏れしている ②カウンターのひび割れ、欠けがある

パ
ッ
キ
ン
、
袋
ナ
ッ
ト

カウンター

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン② カウンター・排水トラップ



5年 10年

点検・部品交換 点検・交換

事象①　バーナー部の汚れによる目づまり。
事象②　温度センサーへの衝撃や、汚れ付着。
事象③　使用の都度、調理物から出る脂分の焼き網や汁受けへの蓄積。
事象④　ガス配管の亀裂による破損。
事象⑤　ガスの器具栓の不具合、つまみ部分の変形破損。

①③④⑤直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
②ご使用は避け、住宅メーカーに点検を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

事象①④　不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の原因となる場合があります。
事象② 　調理油の火災になることがあります。
事象③　グリル内の汁受け部や焼き網などに炎が付くことがあります（脂分は引火する場合があります）。
事象⑤　点火不良やガス漏れ事故になることがあります。

①炎が異常（赤い、不均一、
すす発生）である

④ガスの臭いがする、燃焼中
に臭いまたは音がする

②調理油過熱防止装置（温度セン
サー）が上下する動きや鍋底へ
の接触が悪い

⑤点火ボタン（つまみ）の
動きが悪い

③炎がつく

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン③ ガスコンロ



5年 10年

点検・部品交換 〈機器本体〉
点検・交換

事象①　電気部品の劣化。
事象②　電気絶縁の劣化による漏電 、グリルヒーター部の劣化による漏電。
事象③　使用の都度、調理物から出る脂分の焼き網や汁受けへの蓄積。

事象①②　漏電しているものを使い続けると感電することがあります。
事象③ 　グリル内の汁受け部や焼き網などに炎が付くことがあります（脂分は引火する場合があります）。

直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

①樹脂やゴムの焦げる臭い
または煙が出る

③炎がつく②ブレーカーが落ちる

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン④ IHクッキングヒーター



5年 10年

点検・部品交換 〈機器本体〉
点検・交換

事象①　電気絶縁の劣化による漏電。
事象②　扉部分の破損・変形及び劣化。
事象③　取付け部分のネジの緩み。
事象④　ヒーターに食器類が接触。
事象⑤　接続部の部材の破損や劣化。

①②④⑤直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
③ご使用は避け、住宅メーカーに点検を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

事象①　漏電しているものを使い続けると感電することがあります。
事象②　作動不良や水漏れの可能性があります。
事象③　食器洗い乾燥機が落下してケガすることがあります。
事象④　火災に繋がることがあります。
事象⑤　キッチンのキャビネットや住宅側にも水漏れが広がります。

①ブレーカーが落ちる

◎「長期使用製品安全点検制度」の特定保守製品の為、使用開始10年後の点検が義務化されていま
す。 機器メーカーに所有者登録して、適切な時期に点検（有料）を受けましょう。

④焦げる臭いがする、
または、煙が出る

②扉のしまりが悪
い、ガタつきが
ある

⑤点火ボタン（つまみ）
の動きが悪い

③引出時、ガタつき、前傾斜がある

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン⑤ 食器洗い乾燥機



5年 10年

点検・部品交換 〈機器交換〉
点検・交換

モーターや電装部品の故障、取り付け部の緩み・劣化。

事象①②④　発煙や発火になることがあります。
事象③　落下事故や調理物の飛散などの火傷や火災事故につながることがあります。

①②④直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
③ご使用は避け、住宅メーカーに点検を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

①使用時に焦げた
臭いがする

③フィルター・パ
ネルが外れかけ
ている

②スイッチ（リモ
コン）を入れて
も強弱などのコ
ントロールがで
きない。

④ファンが回って
も、異常に回転
が遅かったり不
規則である

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

キッチン⑥ レンジフード



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈化粧台本体〉
点検・交換 点検・部品交換 〈化粧台一式〉

点検・交換

扉と本体を繋いでいる丁番の固定の緩み、丁番自体の劣化などによる破損。

鏡扉の開閉は控え、直ぐに住宅メーカーに点検を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

扉のガタつきを放置したままだと、いずれ扉は外れて落下し、ケガをする事があります。

鏡（ミラー）扉がぐらぐらしてガタついている。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

洗面① 洗面化粧台の鏡（ミラー）扉



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈化粧台本体〉
点検・交換 点検・部品交換 〈化粧台一式〉

点検・交換

硬い物が落下するなどの衝撃によるヒビ・割れ、寒い時期に熱いお湯を注いだりした際の急激な温度差
により「割れ」（特に陶器、ホーロー製）。

最初は小さなひび程度のヒビも、日々のご使用により、大きなキズとなる可能性もあります。
キズが大きくなると、割れになり、ボールからの漏水に進行します。
また、手をケガする事があります。

取り急ぎ、『ガムテープ等で破損部を保護』、直ぐに住宅メーカーに手直しを依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は、本体交換のご検討をお願いいたします。

洗面ボールにヒビが入っている。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

洗面② 洗面ボールのヒビ



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈本体〉
点検・交換 点検・部品交換 〈ユニット一式〉

点検・交換

鏡取付け金具（受け金具＋ネジ止めなど）の取付け不良、経年使用によりネジの緩み。

直ぐに住宅メーカーに修理を依頼してください。
多少ガタついている程度でもすぐにネジが緩む場合があります。下記メンテナンススケジュールをご参
考に部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

ガタつきを放置し、万が一入浴中にミラーが落下すると、大事故へつながります。

浴室内の鏡(ミラー）がガタついている。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

浴室① 浴室内の鏡（ミラー）のガタつき



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈本体〉
点検・交換 点検・部品交換 〈ユニット一式〉

点検・交換

壁パネルに固定しているネジやボルトの緩み。

ネジやボルトの緩みが次第に大きくなり、最後には外れ脱落してしまいます。
その様な状態で手すりを掴んだり、体重を掛けたりすると、手すりが壁パネルから外れ落ち、重大事故
につながる可能性があります。

直ぐに住宅メーカーに修理を依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

浴室内の手すりを触った時に、ガタつきがある。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

浴室② 浴室の手すりのガタつき



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈本体〉
点検・交換 点検・部品交換 〈ユニット一式〉

点検・交換

吸気口についているエアフィルターにゴミやホコリがたまりによる通気不足。

直ぐにエアフィルターの清掃をしてください。
改善されない場合は、住宅メーカーに修理を依頼して下さい。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。
「長期使用製品安全点検制度」対象製品なので使用開始10年後の点検が義務化されています。

モーターに負担が掛かり、モーター部の不具合に繋がり、さらに温風の出が悪くなってしまいます。
この状態が続くと、モーターが焼け、火災に繋がることがあります。

浴室用電気乾燥機から温風が出ず、衣類が乾きにくい。

◎「長期使用製品安全点検制度」の特定保守製品の為、使用開始10年後の点検が義務化されていま
す。 機器メーカーに所有者登録して、適切な時期に点検（有料）を受けましょう。

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

浴室③ 衣類が乾きにくい（浴室用電気乾燥機）



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 点検・部品交換 〈便器・タンク一式〉
点検・交換

パッキンの劣化、ナットの緩み。

床への漏水の結果、変色・腐食することがあります。

取り急ぎ、電源プラグを抜き、止水栓を閉めてください。
直ちに住宅メーカーに手直しを依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体
交換のご検討をお願いいたします。

給水接続部から水漏れがある。

イラスト引用：一般社団法人 リビングアメニティ協会 【自分で点検！ハンドブック】
　　　　　　　一般社団法人 日本レストルーム工業会【安全啓発ちらし「重大事故防止のためのお願い」】

止水栓

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

トイレ① 便器・タンク



5年 10年

点検・部品交換 〈温水洗浄便座一式〉
点検・交換

長期使用による部品の劣化。

取り急ぎ、電源プラ
グを抜き、止水栓を
閉めてください。

直ちに住宅メーカーに手直しを依頼してください。下記
メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本
体交換のご検討をお願いいたします。

①便座のゴム足が外れ、
ガタツキがある。

⑤水漏れしている。（電
子部品の被水）

出火

②便座コードがねじれ、
便座に挟まっている。

⑥シールめくれやひび（電
子部品の被水）がある。

火傷

③便座にひびや割れが
ある。

⑦電源コードが熱く
なっている。

漏電・感電

④便座が異常に熱いとき
や冷たいときがある。

⑧電源プラグ差込部の発
熱、変色がある。

階下漏水

イラスト引用：一般社団法人 日本レストルーム工業会【安全啓発ちらし「重大事故防止のためのお願い」】

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応（応急、恒久）

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

トイレ② 温水洗浄便座



5年 10年 15年 20年

点検・部品交換 〈水栓一式〉
点検・交換 点検・部品交換 〈水栓一式〉

点検・交換

物を落したり、当てた衝撃や経年劣化。

めっきの剥がれた部分で、ケガをする場合があります。

ご使用期間全般に渡って状況に応じてお取替え下さい。
水栓コマ部パッキン、ゴム栓、シャワーホース等は、消耗部品です。交換頻度は、水質や使用
頻度により異なります。

取り急ぎ、『ガムテープ等で保護』、直ぐに住宅メーカーに手直しを依頼してください。
下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

めっき面にキズ・剥がれがある。

写真引用：一般社団法人 日本バルブ工業会 「樹脂めっき剥がれによるケガに注意」

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

水栓① めっき部（水栓ハンドル・シャワーヘッド）



5年 10年

点検・部品交換 〈水栓一式〉
点検・交換

事象①　水栓のシャワーホースなどの劣化。
　　　　水栓シャワーホース根元の袋ナットパッキンの緩み・劣化。
事象②　水栓の取付部分の緩みや劣化。
　　　　水栓レバーのカートリッジの劣化。

①直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
②直ぐに住宅メーカーに直しを依頼してください。下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交
換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

そのまま使い続けると水漏れがキャビ
ネット内や床への漏水の結果、変色や
腐食することがあります。

①水栓のホース部分から
水漏れがある。

②水栓のガタつきがある。
水栓レバーが重い。

磨耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆流防止弁については、より安全を考
え、早め（3年～5年）の点検・交換（有料）をお奨めします。

引用：一般社団法人 日本バルブ工業会　水栓のQ&A 「水栓の性能を維持するためにはどうしたらいいの？」

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

水栓シャワーホース 水栓レバー

住宅産業協議会

水栓② 水栓レバー・水栓シャワーホース



頻繁な電源プラグの抜き差し
湿気の多いところ、水などがかかり易いところでの使用
ホコリの付着

電源プラグ、壁コンセントの破損により、火災に繋がることがあります。

直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。

最低１回／年は点検しましょう。（目安）

壁コンセントが焼損（熱い・変色している・焦げ臭い）している。
電源プラグが焼損（熱い・変色している・焦げ臭い）している。

電線
接続部の
焦げ

差込口の
変色・焦げ

プラグ刃間で焼損
プラグ刃が溶断

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

定格容量
いっぱいの
使用

ホコリの
多い場所
での使用

スイッチ
使用頻度が
著しい場合

コンセント
の抜き差し
頻度が
著しい場合

塩気や
油蒸気の
多い場所
での使用

高温場所
での使用

低温場所
での使用

使用頻度の高い
コードセットや
電源プラグ

などは 3～ 5年が
目安です

住宅産業協議会

電気設備 配線器具（壁コンセント・電源プラグ）



〈電池式の場合〉電池切れ
〈AC100Vの場合〉配線異常
〈ワイヤレス連動式の場合〉停電

【誤作動する】
　調理時の煙 
　加熱器などからの蒸気や湿気 
　くん煙式殺虫剤
　スプレー式殺虫剤
　結露 
　小さい虫やホコリ
　〈ワイヤレス連動式の場合〉 家電製品やOA機器のノイズ　

取扱説明書にしたがってお手入れしてください。

取扱説明書にしたがって6ヶ月に１回以上の自主点検とお手入れをしてください。
長期間ご使用（10年経過）の場合は買い替えをご検討ください。

もしもの時に、正常に作動しなくなり、火災に気づくのが遅れる、もしくは気づかない。

作動テストしても警報音が鳴らない。
誤作動する。

早めの取替えをおすすめします！

1

2

3

4

5

事象

原因

メンテナンスしないとこうなる

対応

メンテナンススケジュール（目安）

住宅産業協議会

設備全般 住宅用火災警報器


