
損害保険と災害
～台風災害を中心に損害保険

を考える～
（令和2年12月2日）

社会保険労務士

ＤＣえんＦＰ事務所

遠藤芳之



• 本日のセミナー内容

I. わが国の災害法体系

II. そもそも保険とは

III. 損害保険の歴史

IV. すまいの損害保険の仕
組み

V. 風水災の損害保険

VI. ＦＰとしての損害保険へ
のアドバイス
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講師紹介

■遠藤 芳之（えんどう よしゆき）

■保有資格：
社会保険労務士、一級ＤＣプランナー
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）
■略歴：

1955年愛知県半田市生まれ。半田
市内で育ち、 2015年6月 東京本社の
建設会社を定年退職後、翌年2月に開
業社会保険労務士登録。2016年8月
に社会保険労務士ＤＣえんＦＰ事務所
を半田市乙川向田町に開設。

とは言え、社会保険労務士としてＤＣ
プランナーとしてＦＰとして事務所を開
設しましたが、残念ながら食えません。

仕方なく、保険代理店にもなりました
が、これも成績不良で1年間で切られ
ました。そんな時、新聞で1級建築士募
集の広告を見て、損害保険鑑定会社
の調査員となりました。2018年度と
2020年度にそれぞれ2～3か月間、損
保会社の災害対策室に勤めました。



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
3

Ⅰ.わが国の災害法体系

・災害救助法

・激甚災害法

・特定非常災害法

・被災者生活再建支援法

災害対策基本法



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
4

大規模災害発生➡復旧・復興支援スキーム



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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伊勢湾台風（1959）➡災害対策基本法（1961）



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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東日本大震災（2011年）を踏まえた災害対策



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
7

南海地震（1946年）➡災害救助法（1947年）



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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災害救助法の概要①



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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災害救助法の概要②



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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災害救助法の概要③



出典：毎日新聞＞漫画で解説＞激甚災害とはの巻 https://mainichi.jp/articles/20160528/mul/00m/040/00800sc
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伊勢湾台風（1959年）➡激甚災害制度（1962年）

・激甚災害法(1962年制定)に基
づいて政令で指定される。

•激甚災害制度は、地方財政の
負担を緩和し、又は被災者に対
する特別の助成を行うことが特
に必要と認められる災害が発生
した場合に、中央防災会議の意
見を聴いた上で、当該災害を激
甚災害として指定し、併せて当
該災害に対して適用すべき災害
復旧事業等に係る国庫補助の
特別措置等を指定するものです。
指定されると、地方公共団体の
行う災害復旧事業等への国庫補
助のかさ上げなど、特別の財政
援助・助成措置が講じられます。
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特定非常災害特別法（1996年）の概要

出典：特定非常災害特別措置法の概要



出典：Ａｍｅｂａ＞ホーム＞アメブロ＞バレンのブログ＞「激甚災害」は行政が助かる、「特定非常災害」は被災者助かる
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激甚災害法と特定非常災害法
＜１＞「激甚災害」と「特定非常災害」の違い
どちらも「めっちゃひどい災害」ってことですが、

「激甚法」は、自治体に補助金をアップする法
律。

「特定非常災害権利保全法」は、被災者の権
利をサポートする法律。

「激甚災害」は行政が助かる、「特定非常災
害」は被災者が助かる、そんな違いです。
「え？それだけ？」……。そう、基本的にそれだ

けなのです。この制度だけで何とかなるわけで
はないのです。
＜２＞被災者にとってのメリット

特定非常災害の法律がサポートしてるのは
「マニアック」な権利ばかりです。

なぜかというと、阪神大震災のとき、漏れ落
ちた「法律のスキマ」を埋めた特例法の数々を
寄せ集めた法律だから～。

イチバンの意義は「大きな災害として扱いま
すよ！」という政府としてのメッセージにありま
す。



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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阪神・淡路大地震（1995年）➡被災者生活再建支援法（1998年）



出典：住宅ローンアドバイザー通信 2020年夏号（75号）特集
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被災後の公的支援➡罹災証明➡住宅の応急修理



出典：住宅ローンアドバイザー通信 2020年夏号（75号）特集
16

被災後の公的支援➡被災者生活再建支援制度



出典：住宅ローンアドバイザー通信 2020年夏号（75号）特集
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被災後の公的支援➡災害復興住宅融資



出典：災害法体系について 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
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災害法のまとめ
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Ⅱ.そもそも保険とは

「ALL FOR ONE. ONE FOR ALL.」

「万人は一人のために、

一人は万人のために」

（マーネス）共助の精神
•保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、
予測される事故発生の確率に見合った一定の
保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故
に対して備える相互扶助の精神から生まれた
助け合いの制度です。



出典：損害保険登録鑑定人用テキスト 一般社団法人 日本損害保険協会

保険の５要件
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1. 経済的な損失を伴う偶然な事故または給
付事由を前提としていること

2. 経済活動・生活を安定させることを目的と
していること

3. 多数の加入者が集合すること

4. 保険給付のための資金が準備されてい
ること

5. 保険給付原資は、加入者の拠出によって
行われること



出典：損害保険登録鑑定人用テキスト 一般社団法人 日本損害保険協会

保険の５つの原理
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1. 危険の分担

2. 大数の法則

3. 収支相等の原則

4. 給付・反対給付
金等の原則

5. 利得禁止の原則

1. 同一の危険にさらされた多数の保険加入者が集
団を構成することにより、その加入者が
拠出した保険料を原資として、構成員の一部が
被った損害をてん補することをいう。

2. ここに見れば偶然な出来事でも、多数についてみ
ればその出来事に一定の規則性（発生頻度の確
立）がみられるという法則である。保険では、この
大数の法則にもとづいて保険料率が決められる。

3. 一定期間において保険加入者からの拠出金（保
険料）の総額は、保険者の保険給付（保険金）の
総額に一致しなければならない。保険料算出の
合理性は、この原則により実証されるものである。

4. 保険加入者が負担する保険料は、保険者が引き
受ける危険の度合い（大・小）に比例した
ものでなければならないとする原則である。

5. 保険によって保険給付を受ける者は、損害以上
のものを受けとってはならない。すなわち「保険に
よって利得してはならない」という原則である。
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保険の役割

出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
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保険を分類すると

火災保険・

自動車保険

国民年金
厚生年金
保険

介護
保険

個人

社会

LIFENON LIFE

生命保険

終身保険・定期保
険・養老保険

健康
保険

第三分野

医療
ガン
保険

賠償保険

地震保険・

自賠責保険

損 害 保 険

iDECO

社 会 保 険



損害保険

では

補償
年金関係では

保証

生命保険では

保障
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火災保険・

自動車保険

国民年金
厚生年金
保険

介護
保険

個人

社会

LIFENON LIFE

生命保険

終身保険・定期保
険・養老保険

健康
保険

医療
ガン
保険

賠償保険

地震保険・

自賠責保険

損 害 保 険

iDECO

ほしょう？『保障・保証・補償』



出典：全国共済お役たちコラム 保険の基礎知識！保障・保証・補償の違いとは？

ほしょう？『生命保険＝保障』『年金関係＝保証』
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「生命保険では保障」
⚫「保」には「守る」、「障」には「差し障りのある」という
意味があります。

⚫生命保険は「差し障りのあるものから守る」ことから

「保障」という字が使われます。

「年金関係では保証」
⚫保証には「証し・約束」という意味があります。要する
に、「大丈夫だという証しや約束を守る」という意味が
あります。

⚫年金制度は「老後をはじめ障害が残った場合でも、
その後の生活は大丈夫ですよ」という証を守るため
のもの。そのため、年金関係では「保証」という漢字
が用いられるのです。



ほしょう？『損害保険』は「補償」

26

「損害保険では補償」

⚫損害保険で使われる「補償」という漢字。「補」

には「おぎなう」という意味があり「償」には「つぐ

なう」という意味があります。補って償うという漢

字から、補償には「発生した損害を補って償う」

という意味があります。

⚫損害保険は発生してしまった万が一の損害に

対し、補って償うことを目的とした保険。その目

的から「補償」という漢字が用いられます。

出典：全国共済お役たちコラム 保険の基礎知識！保障・保証・補償の違いとは？



『賠償（責任）保険』も損害保険？
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「賠償責任保険」は損害保険
⚫賠償責任保険（ばいしょうせきにんほけん）とは、個
人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険
者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故に
より、第三者（=Third Party;被保険者以外の者）に対
する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険
者が被る損害（つまり賠償金の支払や負担する費
用）を填補する保険のことである。

⚫特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償
責任を負担する場合には賠償金の支払の原資とな
る総財産に対する損害を対象としている点、および、
被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の
存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の
他の保険とは大きく異なる特徴がある。

出典：ウィキペディア「賠償責任保険」



『損害保険』の守備範囲は広い
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個人向け保険
自動車保険
自賠責保険
ドライバー保険
二輪保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険
傷害保険
所得補償保険
介護補償保険
医療保険
ガン保険
個人賠償責任保険
弁護士保険
ゴルファー保険
ヨット・モーターボート保険
海外旅行保険
国内旅行傷害保険
留学・駐在保険

自動車保険（フリート契約）
普通火災保険
店舗総合保険
店舗休業保険
動産総合保険
現金総合保険
施設賠償責任保険
生産物賠償責任保険
請負賠償責任保険
建設工事保険
土木工事保険
組立保険
受託者賠償責任保険
介護事業者賠償責任保険
自動車管理者賠償責任保険
履行保証保険
個人情報取扱事業者賠償責任保険

株主代表訴訟保険
労働災害保険
雇用賠償保険
機械保険
利益保険
運送保険
貨物賠償保険
船舶保険
物流総合保険
コンピュータ総合保険
ボイラー保険
イベント保険
医師賠償責任保険
勤務医賠償責任保険
警備業者賠償責任保険

出典：保険情報館ＨＰ

企業向け保険

http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/ippan1.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/jibai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/driver.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/bike.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/kasai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/kasai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/jishin/jishin.html
http://www.eiki-i.com/file_h_karada/syougai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_karada/syotoku.html
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/kaigohosyou/index.html
http://www.eiki-i.com/h_karada.html
http://www.eiki-i.com/h_karada.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/kobai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/lawyer01.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/golf.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/yot.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/kairyo_order.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/kokuryo.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/ryugaku.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/fleet.html
http://www.eiki-i.com/file_h_tenpo/tenso.html
http://www.eiki-i.com/file_h_tenpo/tenkyu.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/japan/c_m.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/shisetu.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/pl.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/ukebai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/kenko.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/doboku.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/kumitate.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/jutaku.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/jikanbai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/riko.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/kojinn_joho.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/d_o.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/rousai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/nd/koyo.html
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/kigyou_rieki/index.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/kamotsu.html
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/butsuryuu_sougou/index.html
http://www.eiki-i.com/file_h_leisure/ivent.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/ishibai.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/kinmui.html
http://www.eiki-i.com/file_h_kigyo/nd/keibi01.html


出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
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主な『損害保険』の商品例
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Ⅲ.損害保険の歴史

社名に何故「海上」が
付いているか？

東京海上日動火災
（株）

三井住友海上
（株）

損害保険ジャパン
（株）

に2020年4月1日に社
名変更しましたが、損
保ジャパンと日本興亜
の合併前の会社にも
殆どの会社の社名に
海上がついてました。

出典：損保ジャパン日本興亜損保ＨＰ



損害保険の始まりは海の上
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損害保険のはじまりは、遠く古代ギリシャの海にさかのぼり
ます。

出典：東京海上日動火災保険ＨＰ、日本損害保険協会ＨＰ

当時の航海では、嵐や海賊などに
出会った場合、積荷を海に捨てて
逃げることがよくありました。そんな
場合には「荷主と船主で損害を分
担し負担する」という習慣が生まれ
ました。これが保険の考え方の始
まりだと言われます。

その後１４世紀になると航海が失敗したとき
は金融業者が積荷の代金を支払い、航海
が成功したときには金融業者に手数料を支
払うという仕組みが生み出され、「海上保
険」へと発展していきます。



国際的な保険組織「ロイズ」
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17世紀末、ロンドンの港近く、ロン
バード街にあるエドワード・ロイド
が経営するコーヒーハウスには船
主など海上輸送の関係者が立ち
寄って情報交換をしていました。
そこでロイドは1696年海運貿易情
報の新聞を発行しました。そこへ
保険引受業者が多くやってきて保
険引受が行われるようになりまし
た。
ここで形成されたのが国際的な保
険組織「ロイズ」です。この「ロイ
ズ」はシンジケートの集合体です。

出典：保険情報館ＨＰ



近代的な損害保険はロンドン大火から
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現在、主要な保険となっている火災保険は1666年のロンドン
大火の後、ニコラス・バーボンが始めました。
やがて保険は陸に上がります。1666年、ロンドン大火を契機
に海上保険をお手本にした火災保険が登場。過去の火災発
生率や現在の建物数から保険料を設定するなど、近代的な
損害保険の原型は、このときに形作られたのです。

出典：東京海上日動火災保険ＨＰ

さらに産業革命を経て
経済活動や市民生活
が大きく発展。さまざ
まなリスクに対する保
険が誕生し、損害保
険は身近なものとなっ
ていきます。
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明治から昭和にかけての日本の損保の歩み

出典：保険業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 秀和システム 中村恵二 高橋洋子著

沿革

1859（安政6）年 横浜で損害保険業界が外国保険会社により始まる

1867（慶応3）年 福沢諭吉、「西洋旅案内」で「災害請合いの事（イ［ン］
シェアランス）と題して「火災請合」「海上請合」を紹介

1879（明治12）年 わが国最初の海上保険会社（東京海上）営業開始

貨物海上保険発売

1888（明治21）年 わが国最初の火災保険会社営業開始

1899（明治33）年 保険契約法を含む新商法、および保険監督法を含む
商法施行法公布・施行

1900（明治33）年 保険業法公布・施行

1923（大正12）年 関東大震災発生

1938（昭和13）年 風水害保険発売

1956（昭和31）年 自動車損害賠償責任保険の強制付保実施

1961（昭和36）年 住宅総合保険発売、動産総合保険発売
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近年の日本の損害保険の歩み

出典：ファクトブック2019「日本の損害保険」 一般社団法人日本損害保険協会



海外損害保険会社【計２０社】

国内損害保険会社【計３２社】三メガ損保会社シェアランキング

36
出典：デイリー保険ニュース 損害保険会社の売上（収入保険料）ランキング https://www.ins-info.xyz/page-840/#i-2

• 第13位 楽天損保 363億円
（収入保険料633億円※）

• 第14位 チューリッヒ保険 355億円
（収入保険料917億円※）

• 第15位 アニコム損保 345億円

• 第16位 イーデザイン損保 302億円

• 第17位 SBI損保 258億円

• 第18位 Chubb損保 233億円
（収入保険料646億円※）

• 第19位 ジェイアイ傷害火災174億円

• 第20位 大同火災 167億円

• 第21位 明治安田損保 150億円

• 第22位 アイペット損保 149億円

• 第23位 そんぽ２４ 88億円

• 第24位 日立キャピタル損保 45億円

• 第25位 エイチ・エス損保 37億円

• 第26位 ａｕ損保 32億円

•損害保険会社の売上(収入保険料)ランキン
グ 【最新2019年3月期】

•第１位 東京海上日動火災 2兆1,666億円
•第２位
損害保険ジャパン日本興亜 2兆1,486億円

•第３位 三井住友海上 1兆5,096億円
•第４位
あいおいニッセイ同和 1兆2,336億円

•第５位 AIG損保 2,120億円
（収入保険料約4,900億円※）

•第６位 共栄火災 1,618億円
•第７位 日新火災 1,438億円
•第８位 ソニー損保 1,131億円
•第９位 アクサ損保 532億円
•第10位 セコム損保 477億円
•第11位 セゾン自動車 413億円
•第12位 三井ダイレクト 367億円

損害保険会社売上ランキング



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
37

Ⅳ.すまいの損害保険の仕組み



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
38

火災保険の概要



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
39

地震保険の概要



出典：ファクトブック2019 日本の損害保険 一般財団法人日本損害保険協会
40



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
41

火災保険の補償内容
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火災保険の補償範囲

出典：保険相談サロン ＦＬＰ https://www.f-l-p.co.jp/knowledge/5186

補償内容＝ 補償範囲＝

a 火災 失火やもらい火、放火などによる損害を補償

b 落雷、 落雷による損害を補償

c 又は破裂若しくは爆発 ガス漏れなどによる破裂、爆発の損害を補償

d 風災、雹災・又は雪災 風災・ひょう災・雪災の損害を補償
※フランチャイズ契約20万円以上場合がある

e 物体の落下、飛来、衝突、
接触、倒壊

自動車の飛び込みなどによる損害を補償。建物
外部からの飛来・落下・衝突を補償

f 給排水設備事故による
漏水などによる水濡れ

給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故
に伴う漏水による水ぬれ損害を補償

g 騒擾・労働争議：集団行動
等に伴う暴力行為

集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による
損害を補償

h
①

建物、家財の盗難による
盗取・損傷・汚損

盗難によって建物または家財について生じた盗
取や損傷・汚損などの損害を補償

② 通貨・預貯金の証書の盗
難

家財が保険の対象の場合保険証券記載の建物
内で生活用の通貨、預貯金証書の損害を補償

原因 損害
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補償
内容

補償範囲

j 水災
とは

台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石
などによって被った損害を補償 ※地震による津波を除きます

① 住宅
総合
保険
の場
合

a. 建物や家財にそれぞれの保険価格の30％以上の損害が生じた場
合

b. 床上浸水を被り
ア.建物や家財に保険価格の15％以上30％未満の損害が生じた場合
イ.建物や家財に保険価格の15％未満の損害が生じた場合

② 店舗
総合
保険
の場
合

a. 住宅総合保険の場合と同じ
b. 建物が床上浸水又は地盤面より45ｃｍ以上の損害が生じた場合
ア.建物や家財に保険価格の15％以上30％未満の損害が生じた場合
イ.建物や家財に保険価格の15％未満の損害が生じた場合
ウ.設備・什器等、商品・製品に損害が生じた場合

水災保険金の補償範囲

出典：損害保険募集人一般試験 教育テキスト 火災保険単位 一般社団法人 日本損害保険協会

上記の他 ｉ.持ち出し家財、破損・汚損等の補償があります。

q 不測かつ突発的な事故
(破損・汚損)

誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故
による損害を補償
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出典：保険相談サロン ＦＬＰ https://www.f-l-p.co.jp/knowledge/5184

補償範囲 住宅火災保険
普通火災保険

住宅総合保険
店舗総合保険

a 火災 〇 〇

b 落雷、 〇 〇

c 又は破裂若しくは爆発 〇 〇

d 風災、雹災・又は雪災 〇 〇

e 物体の落下、飛来、衝突、接触、倒壊 × 〇

f 給排水設備事故による
漏水などによる水濡れ

× 〇

g 騒擾・労働争議：集団行動等に伴う暴力行為 × 〇

h
①

建物、家財の盗難による盗取・損傷・汚損 × 〇

② 通貨・預貯金の証書の盗難 × 〇

j 水災 × 〇

q 破損・汚損 × 〇

火災保険と総合火災保険の補償範囲



出典：損害保険登録鑑定人用テキスト・火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構

損害のほかに支払われる費用 １

• 住宅火災保険及び普通火災保険（一般物件）で損害保険金は、次に掲げる事
故によって、保険の対象について生じた障害に対して支払われる

ア.火災 イ.落雷 ウ.破裂・爆発 エ.風災・雹災・雪災

• ①損害保険金（修理費）以外に②臨時費用（事故時諸費用）保険金③残存物
取片づけ費用保険金④失火見舞費用保険金が支払われる場合がある。

※⑤地震火災費用保険金は地震保険契約を締結しているか否か関係なく保険
金が支払われる。

• 住宅火災保険では⑥修理付帯費用保険金は支払われない。普通火災保険は
支払われる場合がある。
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出典：損害保険登録鑑定人用テキスト 一般社団法人 日本損害保険協会
46

保険種別 住宅総合保険 店舗総合保険

補償範囲 臨時費用
保険金

＝事故時
諸費用保
険金

残存
物取
片づ
け費
用保
険金

失火
見舞
費用
保険
金

損害
防止
費用

臨時費用
保険金

＝事故時
諸費用保
険金

残存
物取
片づ
け費
用保
険金

失火
見舞
費用
保険
金

修理
付帯
費用
保険
金

損害
防止
費用

a.火災 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b.落雷 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c.破裂・爆発 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

d.風災・ひょう災・雪災 〇 〇 〇 〇

e.物体落下・飛来・衝突 〇 〇 〇 〇

f.水濡れ 〇 〇 〇 〇

g.騒擾・集団行動に伴
う暴力行為

〇 〇 〇 〇

h1.盗難（家財契約の
み）

h2.盗難（現金・預貯金）

j.水災



保険会社
◎：必須付帯 〇：任意付帯

×：付帯不可

東京海上
日動

三井住友
海上

損保
ジャパン

あいおい
ニッセイ
同和損保

名称 トータルアシス
ト住まいの保
険

GKすまいの
保険（すまい
の火災保険）

THEすまいの保
険（個人用火災
総合保険）

タフ・すまいの
保険（すまい
の火災保険）

事故時諸費用保険金等 〇
臨時費用補償

〇
事故時諸費
用保険金

〇
臨時費用保険金

〇
事故時諸費用

特約

地震火災費用保険金 ◎ ◎ ◎ ◎

損害防止費用 ◎ 〇 ◎ 〇

残存物取片づけ費用保険金 ◎ 〇 ◎ 〇

出典：火災保険比較サイト 保険クリニック https://www.hoken-clinic.com/kasai/compare/cost.html

損害のほかに支払われる費用 ２

※地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上場合に保険金額の5％を支払う

損害保険が支払われる場合に、損害保険金とは別に支払する費用保険金
※各社損害保険金の30%300万円限度 20%・10%で100万円限度、あるいは事故諸費用特約無しで選択

※火災・破裂・爆発の事故で、損害の防止または軽減のために支出した必要または有益な費用（実費）
(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用など)

※修理を行う際に、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用にかかわる保険金。具
体的には、取壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用、廃材処分費などが該当 損害保険金の10％限度
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保険会社
◎：必須付帯 〇：任意付帯

×：付帯不可

東京海上日
動

三井住友
海上

損保
ジャパン

あいおい
ニッセイ
同和損保

名称 トータルアシス
ト住まいの保険

GKすまいの
保険（すまい
の火災保険）

THEすまいの保険
（個人用火災総合
保険）

タフ・すまいの
保険（すまい
の火災保険）

損害範囲確定費用 ◎ × × ×

損害原因調査費用保険金 ◎ × × ×

仮修理費用保険金 ◎ 〇 × ◎

修理付帯費用保険金 ◎ ×

請求権の保全・行使手続費用保険金 ◎ 〇 × 〇

失火見舞費用保険金 ◎ 〇 × ×

水道管凍結修理費用保険金 ◎ × ◎ 〇

緊急時仮住い費用 × 〇 × 〇

出典：火災保険比較サイト 保険クリニック https://www.hoken-clinic.com/kasai/compare/cost.html

※保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により、第三者の所有物に損害を与え
た場合に要する見舞金等の費用に対して支払う。1事故1被災世帯あたり50万円

※損害が生じた保険の対象を復旧するための損害原因調査費用、試運転費用、仮設物設置費用、残業勤
務・深夜勤務等の費用を支払う。

※損害が生じた保険の対象を復旧するために負担した仮修理費用や仮住まい費用等（実費）を支払う。
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出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
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支払われる保険金の額と損害額の決め方



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
50

火災保険の保険料率



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
51

保険料率の３つの原則



保険料は、統計データを基に決められる

• 「収支相等の原則」により、
保険料の総額と保険金の
総額を等しくしています。

• 「収支相等の原則」とは？

• 保険契約者から集めた保
険料の総額（収入）と、保
険会社が支払う保険金の
総額（支出）を等しくし、妥
当な保険料水準になるよ
うにしているのが「収支相
等の原則」です。

きちんとしたルールに則っ
て、保険料を適正な水準に
しています。

52

• 「公平の原則」により、
発生確率の高低にあわせて
保険料が決まります。

• 「公平の原則」とは？

• 「事故の確率が高い人には
高い保険料、確率が低い人
には低い保険料」というよう
に、皆が平等になるようにし
ているのが、「公平の原則」
です。たとえば、「鉄筋コンク
リート造の住宅」の方が、「木
造住宅」よりも火事で燃えに
くいので、保険料が低く設定
されます。



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
53

火災保険の物件種別と建物の構造による料率区分



出典：火災保険・地震保険の概況 ２０１９年度（２０１８年度統計） 損害保険料算出機構
54

建物の所在地・用途よる料率区分と割引

水濡れ損害等は、建物の老朽化に
よる影響を受ける為、築年数が浅い
建物（築浅建物）には築年数に応じ
た割引が適用されます（建物のみ）



出典：日本損害保険協会 https://www.sonpo.or.jp/report/publish/kaisetsu/0021.html
55

Ⅴ.風水災の損害保険

ご契約されている損害保険が風水害を補償する損害保険に
該当するかお問い合わせください



出典：防災情報ページ http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.html

年 月日 災害名 主な被災地

平成
30年

５月２０日～７
月１０日まで

梅雨前線（平成30年7月豪雨等）・台風
第5号・第6号・第7号・第8号

岡山県・広島県・愛媛県

平成
30年

８月２０日～
９月５日まで

台風第19号・第20号・第21号（平成30
年台風21号）等

和歌山県・奈良県・大阪府・長
野県・新潟県

30年 ９月６日～ 平成30年北海道胆振東部地震 北海道

30年 ９月２８日～
１０月１日まで

台風第24号 鳥取県・宮崎県・鹿児島県

令和
元年

６月６日～
７月２４日まで

梅雨前線・台風第3号・第5号 長崎県・鹿児島県・熊本県

元年 ８月１３日～
９月２４日

前線の豪雨・台風第10号・第13号・第
15号(令和元年房総半島台風)・第17号

佐賀県・千葉県

元年 １０月１１日～
１０月２６日ま

で

台風第19号（令和元年東日本台風）･
第20号･第21号

岩手県・宮城県・福島県・茨城
県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県・新
潟県・山梨県・長野県・静岡県

2年 ５月１５日～
７月３１日まで

令和２年７月豪雨など梅雨前線等によ
る一連の災害

熊本県、鹿児島県、長崎県、
大分県、福岡県、佐賀県、宮
崎県、長野県、岐阜県、広島
県、島根県、秋田県、山形県
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ここ３年間（平成３０年・令和元年・令和２年）の主な激甚災害の指定



出典：価格.com火災保険で補償される、風災 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/wind/
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自然災害の風災-火災保険で補償される？



出典：価格.com火災保険で補償される、風災 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/wind/
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火災保険の風災補償が受けられない良くある例

①風災によらない吹き込みまたは雨漏りなどによる損害
通風口や窓の隙間などから雨などが吹き込み、室内に損害が生じた場合は、
「火災保険の風災」とみなされません。補償の対象となるのは、風災が原因で、建
物の外側の部分（外壁、屋根、開口部など）が破損し、そこから雨などが吹き込ん
だり雨漏りしたりする場合に限ります。
②自然または摩耗などで劣化した場合
建物の経年劣化や老朽化によって、建物内部や家財に水ぬれなどの損害が発
生した場合は、補償の対象にはなりません。老朽化で家に隙間ができてしまった
としても、老朽化に対応する保険はないので、家のメンテナンスは定期的に必要。
③事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合
保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに
保険会社に連絡しましょう。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設
けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと
安心です。風災補償を付けていることを忘れていた、そもそも火災保険に入ってい
ることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過
ぎてしまっていても請求が認められる可能性もありますので、保険会社に問い合
わせてみるといいでしょう。
※火災保険に加入すると、風災による被害は基本補償に含まれているのが一般的で「風災・雹（ひょう）
災・雪災」がセットになっています。



出典：価格.com火災保険で補償される、風災 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/wind/
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契約内容によって異なる損害保険金

⚫ 火災保険では、支払要件に当てはまった場合、契約時に決めた保険金額を限
度として損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、
損害額から免責金額（※1）を差し引いた残りの金額です。

※1：保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと。

⚫ ただし、風災補償は、免責金額を別途設定できるようにしている保険会社が多
くあります。一般的に、免責金額を高額にするものと、免責金額をなしにするか
わりに損害額が20万円以上となった場合のみ（※2）補償されるものがあります。
これは、住んでいる地域や建物の構造によって、自然災害から受ける損害の
大きさに違いがあるためです。

※2：保険会社が20万円以上の金額でないと保険金を支払う責任がない。２０万円フランチャイズともいう。
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住宅の修理トラブル

近年、住宅の修理に関するトラブルが増えています。工事の見積もりや保険金の
請求手続きを代行する業者から、「保険が使える」などと勧誘され、契約を交わし
た後にトラブルが発生するというものです。トラブルの例は次のとおりです。

①自己負担なしで修理ができるといわれたが、実は保険の対象外で全額自己負
担になった

②保険では対象にならない部分まで工事を勧められ、工事費用のほとんどを自
己負担することになった

③保険会社から振り込まれた保険金を業者に振り込んだが、いつまでたっても修
理の工事が始まらない
④納得のいく説明もなく、見えない箇所の工事を高額で始められた

⑤なかなか工事を進めてくれないため契約の解約を申し出たら、高額な解約手数
料を要求された

火災保険では、事故により損害を受けた建物や家財を、原状回復という事故の
前と同じ状態に戻すために必要な費用が補償されます。見栄えを良くしたり、既
存の部品や製品よりも高品質の製品を用いたりして行うリフォーム工事は対象外
です。台風・集中豪雨・大雪・地震などの自然災害の後に業者から勧誘されること
も考えられます。自宅に被害があった場合は、心に余裕がなくなっていることもあ
るかもしれませんが、業者と契約する前に、まず保険会社あるいは保険代理店へ
相談しましょう。

出典：価格.com火災保険で補償される、風災 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/wind/



出典：価格.com 水災とは？火災保険で補償される範囲 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/water/
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水災とは？火災保険で補償される範囲？



出典：価格.com 水災とは？火災保険で補償される範囲 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/water/
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火災保険の水災補償が受けられない時

①地震による津波や土砂崩れによる被害
津波も土砂崩れも水にかかわる自然災害ですが、地震が原因で起こる津波や
土砂災害による家屋・家財の損害は、地震保険の対象です。地震が原因で起こる
津波や土砂崩れの被害に備えるためには、火災保険にセットして地震保険に加
入する必要があります。
②水ぬれ、漏水による損害
火災保険の「水災」と混同されがちなのが「水ぬれ」による損害です。給排水設
備の破損や詰まりなどの事故による漏水や、マンションの上の階からの漏水で建
物や家財が損害を受けたような場合は「水ぬれ」の補償の対象になります。
③風、雹（ひょう）、雪による損害
自然災害でも、台風や暴風などが原因の損害は「風災」の補償の対象となります。
④事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合
保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに
保険会社に連絡しましょう。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設
けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと
安心です。水災補償を付けていることを忘れていた、そもそも火災保険に入ってい
ることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過
ぎてしまっていても請求が認められる可能性もありますので、保険会社に問い合
わせてみるといいでしょう。



63

損保会社の水災補償と罹災証明書の被害程度
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Ⅵ. ＦＰとしての損害保険へのアドバイス

出典：日本損害保険協会 ファクトブック2018「日本の損害保険｝



順
位

災害名 地域 対象
年月日

支払い
件数
（件）

支払い保険金（単位：億円）

火災
新種

自動
車

海
上

合計

1 平成３０年台
風２１号

大阪・
京都・
兵庫等

2018年
9月3日
～9月5日

849,180 9,363 780 535 10,678

2 令和元年
東日本台風
台風１９号

関東・
東北・
長野他

2019年
10月6日
～10月13日

295,186 5,181 645 - 5,826

3 平成３年
台風１９号

全国 1991年
9月26日
～9月28日

607,324 5,225 269 185 5,680

4 令和元年
房総半島台風
台風１５号

千葉他 2019年
9月5日
～9月10日

383,585 4,398 258 - 4,656

5 平成１６年
台風１８号

全国 2004年
9月4日
～9月8日

427,954 3,564 259 51 3,224

風水害等による各種保険金支払額ビック❺

出典：日本損害保険協会ＨＰ近年の風水害による支払い保険金調査結果より作成
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①契約者は、保険会社に風・水災事故で損害があったことを連絡します。連絡す
る内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の
状況などが一般的です。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題ありません。

②保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が
送られてきます。

③保険金の請求に必要な書類などを揃えて保険会社に提出します。通常、保険
金の請求には、次のようなものが必要となります。
保険金請求書（各保険会社指定の用紙）

罹災証明書（罹災の事実や被害の程度を証明するもの。被害に遭った場所を管
轄する消防署または消防出張所で交付）
被害の程度がわかる写真や画像データ
修理業者などからの修理見積書や報告書

被害の程度が大きく保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登
記簿謄本（保険の対象が建物の場合）などの提出が必要になることもあります。

④保険会社は、現地で損害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者か
ら提出された書類や画像データなどに基づき、保険金支払いの審査・認定を行い
ます。補償の対象と認定されると、損害保険金の金額が確定します（保険会社は、
契約者に支払う保険金の金額について連絡し了解を得ていることが前提です）。
⑤契約者が指定する銀行口座に保険金が支払われ、手続きは完了します。

出典：価格.com 水災とは？火災保険で補償される範囲 https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/select/water/
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保険金の請求方法
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住宅再建.生活再建の枠組み



損害保険

＝

相互扶助に
よる

自助

年金関係・

健康保険等
＝

共助

70

個人

社会

LIFENON LIFE

自助・相互扶助による自助・共助・公助

生命保険
＝

相互扶助によ

る自助

被災者

生活再建
制度＝

公助

自助・共助・公助 ➡ 公助・共助・自助



最後に

•国内大手損保会社３社の代表的なすまいの保険
の比較表を作成しました。

•災害対策室にて３年間、書面査定をしましたが、
気になることは・・・。

•台風被害は主に風害の認定をしますが、雨漏り被
害の請求が多くあります⇒まず否認されます。

•火災保険の水災に入っていなくて被害を受けた人
は、水災に関しては補償されません。

•火災保険に入るときは、補償内容をよく確認して
下さい。安易に保険料を下げるために、水災を外
したり、免責を多くしたり、臨費を下げる場合は、補
償内容も良く吟味して決定するようにして下さい。

71



比較表1 会社名： 損保ジャパン ＴＨＥ すまいの保険(臨費10％)
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条件：専用住宅、Ｈ（木）構造 延床面積 120㎡ 建築月 平成 16年

保険期間：1年間 新価・実損払 協定再調達価格 19,700千円 地震保険 9,850千円

所在地：愛知県 自己負担額＝免責金額 0万円 1万円 3万円 5万円 10万円

補償内容 臨時費用10％ （100万円） プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 38,470 37,960 36,780 34,730 32,560

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、
盗難 〇 合計保険料 60,340 59,830 58,650 56,600 54,430

水災 〇 差額 0 -510 -1,690 -3,740 -5,910

不足かつ突発的な事故 〇 差額/基本保険料 0 -1.33% -4.39% -9.72% -15.36%

地震保険 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） 0 -0.85% -2.80% -6.20% -9.79%

補償内容 臨時費用10％ （100万円） プラン6 プラン7 プラン8 プラン9 プラン10

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 26,440 25,960 24,880 23,290 21,300

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、
盗難 〇 合計保険料 48,310 47,830 46,750 45,160 43,170

水災 × 差額 -12,030 -12,510 -13,590 -15,180 -17,170

不足かつ突発的な事故 〇 差額/基本保険料 -31.27% -32.52% -35.33% -39.46% -44.63%

地震保険 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） -19.94% -20.73% -22.52% -25.16% -28.46%

費用保険金

補償内容 〇保証されます ×保証されません

地震火災費用保険金 〇 保険金額の5％

残存物取り片付け費用保険金 〇 実費（保険金額の10％限度）

凍結水道管修理費用保険金 〇 実費（限度額：10万円）

臨時費用保険金 〇 損害保険金額×10％（限度額100万円）



比較表２ 会社名：東京海上日動火災保険（株）住まいの保険(臨費10％)
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条件：専用住宅、Ｈ（木）構造 延床面積 120㎡ 建築月 平成 16年

保険期間：1年間 新価・実損払 協定再調達価格 19,700千円 地震保険 9850千円

所在地：愛知県 地震建築年割引10％ 自己負担額＝免責金額 0万円 5千円 3万円 5万円

補償内容 臨時費用10％ （100万円） プラン1 プラン2 プラン3 プラン4

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 37,170 36,930 35,550 35,580

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870

盗難・水漏れ等
住まいのアシスト 1,900 1,900 1,900 1,900

〇 合計保険料 60,940 60,700 59,320 59,350

水災 〇 差額 0 -240 -1,620 -1,590

破損等 〇 差額/基本保険料 0 -0.65% -4.36% -4.28%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） 0 -0.39% -2.66% -2.61%

補償内容 臨時費用10％ （100万円） プラン5 プラン6 プラン7 プラン8

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 27,750 27,530 26,240 25,320

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870

盗難・水漏れ等
住まいのアシスト 1,900 1,900 1,900 1,900

〇 合計保険料 51,520 51,300 50,010 49,090

水災 × 差額 -9,420 -9,640 -10,930 -11,850

破損等 〇 差額/基本保険料 -25.34% -25.93% -29.41% -31.88%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） -15.46% -15.82% -17.94% -19.45%

費用保険金

補償内容 〇保証されます ×保証されません

➀修理付帯費用 〇 ➀、②、③の費用保険金は、損害金をお支払いする場
合に限りお支払いします。これらの費用保険金の合計
額は損害金の額を上限額とし、損害保険金に加え費用
保険金としてお支払いします。

残存物取り片付け費用保険金、損害範囲確定費用、仮修理費用は修理費（損害保険金）
に含めてお支払いします。損害保険金が保険金を超える場合であっても、損害額の2倍を
限度にお支払いします。

②損害拡大防止費用保険金 〇

③請求権保全行使費用保険金 〇

④失火見舞費用保険金 〇

⑤水道管凍結修理費用保険金 〇

⑥地震火災費用保険金 〇



比較表３ 会社名： 三井住友海上 ＧＫすまいの保険 （臨費10%）
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条件：専用住宅、Ｈ（木）構造 延床面積 120㎡ 建築月 平成 16年

保険期間：1年間 新価・実損払 協定再調達価格 19,700千円 地震保険 9,850千円

所在地：愛知県 自己負担額＝免責金額 0万円 1万円 3万円 5万円 10万円

補償内容 臨時費用10％ （300万円） プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 37,410 36,720 35,480 34,300 31,820

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 59,280 58,590 57,350 56,170 53,690

盗難 〇 差額 0 -690 -1,930 -3,110 -5,590

水災 〇

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 0 -1.84% -5.16% -8.31% -14.94%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） 0 -1.16% -3.26% -5.25% -9.43%

補償内容 臨時費用10％ （300万円） プラン6 プラン7 プラン8 プラン9 プラン10

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 31,740 31,070 29,850 28,710 26,300

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 53,610 52,940 51,720 50,580 48,170

盗難 〇 差額 -5,670 -6,340 -7,560 -8,700 -11,110

水災 △ 水災支払い限度額10％

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 -15.16% -16.95% -20.21% -23.26% -29.70%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） -9.56% -10.70% -12.75% -14.68% -18.74%

費用保険金

補償内容 〇保証されます ×保証されません

地震火災費用保険金 〇 保険金額の5％、300万円限度

臨時費用保険金 〇 損害保険金額×10％（限度額300万円）



比較表４ 会社名： 三井住友海上 ＧＫすまいの保険 （臨費20%）
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条件：専用住宅、Ｈ（木）構造 延床面積 120㎡ 建築月 平成 16年

保険期間：1年間 新価・実損払 協定再調達価格 19,700千円 地震保険 9,850千円

所在地：愛知県 自己負担額＝免責金額 0万円 1万円 3万円 5万円 10万円

補償内容 臨時費用20％ （300万円） プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 40,130 39,380 38,040 36,780 34,100

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 62,000 61,250 59,910 58,650 55,970

盗難 〇 差額 0 -750 -2,090 -3,350 -6,030

水災 〇

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 0 -1.87% -5.21% -8.35% -15.03%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） 0 -1.21% -3.37% -5.40% -9.73%

補償内容 臨時費用20％ （300万円） プラン6 プラン7 プラン8 プラン9 プラン10

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 34,020 33,300 31,990 30,760 28,170

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 55,890 55,170 53,860 52,630 50,040

盗難 〇 差額 -6,110 -6,830 -8,140 -9,370 -11,960

水災 △ 水災支払い限度額10％

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 -15.23% -17.02% -20.28% -23.35% -29.80%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） -9.85% -11.02% -13.13% -15.11% -19.29%

費用保険金

補償内容 〇保証されます ×保証されません

地震火災費用保険金 〇 保険金額の5％、300万円限度

臨時費用保険金 〇 損害保険金額×20％（限度額300万円）



比較表５ 会社名： 三井住友海上 ＧＫすまいの保険 （臨費30%）
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条件：専用住宅、Ｈ（木）構造 延床面積 120㎡ 建築月 平成 16年

保険期間：1年間 新価・実損払 協定再調達価格 19,700千円 地震保険 9,850千円

所在地：愛知県 自己負担額＝免責金額 0万円 1万円 3万円 5万円 10万円

補償内容 臨時費用30％ （300万円） プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 43,420 42,610 41,160 39,790 36,870

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 65,290 64,480 63,030 61,660 58,740

盗難 〇 差額 0 -810 -2,260 -3,630 -6,550

水災 〇

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 0 -1.87% -5.20% -8.36% -15.09%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） 0 -1.24% -3.46% -5.56% -10.03%

補償内容 臨時費用30％ （300万円） プラン6 プラン7 プラン8 プラン9 プラン10

事故の区分

火災、落雷、破裂、爆発 〇 基本保険料 19,700千円 36,780 36,000 34,590 33,250 30,430

風災、雹災、雪災 〇 地震保険金額 9,850千円 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870

水ぬれ 〇 合計保険料 58,650 57,870 56,460 55,120 52,300

盗難 〇 差額 -6,640 -7,420 -8,830 -10,170 -12,990

水災 △ 水災支払い限度額10％

破損、汚損 〇 差額/基本保険料 -15.29% -17.09% -20.34% -23.42% -29.92%

地震・噴火・津波 〇 差額/合計保険料（基本+地震保険） -10.17% -11.36% -13.52% -15.58% -19.90%

費用保険金

補償内容 〇保証されます ×保証されません

地震火災費用保険金 〇 保険金額の5％、300万円限度

臨時費用保険金 〇 損害保険金額×30％（限度額300万円）



「建物を点検させてください」という業者に気
をつけてください！特定業者かもしれません

• インスペクター東海の勉強会
に３年に一度、屋根の写真を
撮らせてもらい、３年前の写真
と比べて壊れた部分があれば
損害保険で直せますと言って
営業をしている業者がいまし
た。その業者は、多分真面目
な業者でしょうが・・・。

• ひょっとしたら、点検して自分
で壊してわざと工事にする特
定業者かもしれません。

• みなさんも気をつけてください。

• 知らない業者に点検を頼まな
いようにしてください。
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災害対策室での仕事

•損害保険会社の災害対策室で、鑑定士は書面算
定・現地調査・協定等の仕事をしています。

•書面算定は事故報告の提出後、見積書と写真を
見てこの損害が保険の対象になる被害かどうかの
判断をして、書面にて損害額を算定します。

•書面算定では判断がつかない場合、現地調査を
する場合があります。疑わしきは現地調査します。

• たいていの場合、協定は別部署で行いますが、書
面算定で厳しい金額の場合に、鑑定士に協定する
ようにと廻ってくる損保会社もあります。協定は契
約者と直接行います。ほとんどの方はご納得して
いただけますが、中にはなかなかご納得していた
だけない契約者のかたも見えます。
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損害保険の考え方
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•自分にとって、損害保険は必要か。必要ないか？

•保険は普段あまり起こらないが起こった時の被害
が非常に大きい場合に有効だと言われています。

• といった点から、火災・水災などで一生かけて建て
た我が家が無になる事態には、保険での備えが
必要です。

•風災についても家が全部無くなることは少ないで
すが、カーポート・サンルーム・門扉・フェンス等の
被害は多くみられます。屋根瓦の被害・物が飛ん
できてガラスが割れることもあるでしょう。それらに
備えるために最適な損害保険で備えてください。
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ご清聴ありがとうございました！


