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 皆さま、こんにちは！ 思わず外壁塗装したくなるような季節がやってまいりましたね♪ 

さて、お家を所有の方がおよそ10年ごとに行う外壁塗装に「補助金制度」が使える事があるのをご存じでしょう

か？ 

 今回は「知ってる人だけが得をする」そんな「補助金」についてお話しいたします。 

例えば、H22年に国土交通省が行った「既存住宅流通活性化等事業」では、「花まるリフォーム」の取り扱いで、

４１件ものお客様が「外壁塗装の補助金」を受け取られた実績があります。 

但しこの「補助金制度」というのは、期間や地域が限定であったり、条件が付いていたり、公的なものだと手続き

に手間がかかったりする事があります。 

 また、世の中の流れのようなものもあります。震災以降は「エコ」に関する補助金が多くなり、どの自治体も

「太陽光発電」などの補助金を出していましたが、最近は、本当に少なくなってきています。 

 そのせいか「補助金」を貰いたいと思ってはいても、そのタイミングを知るのはなかなか難しく、悩んでいるう

ちに終了してしまう事も多いので、決断はお早目をお勧めいたします。 

 

 それでは、現在、「花まるリフォーム」で注目の「補助金」をご紹介いたしますね(*^_^*) 
 

☆『世田谷区環境配慮型住宅リノベーション補助事業』 

〈H27年4月～平成28年2月〉 

 

・・・こちらは、世田谷区にある住宅・マンションを所有する区民の方が、         

世田谷区にある会社で工事をする必要があります。「花まるリフォーム」は世

田谷区北烏山にありますので該当いたします。 

遮熱塗料を使用した屋根塗装工事または窓をペアガラスにする工事など省エ

ネ工事を行うと同時に、外壁塗装を行った場合、経費の１０パーセント(上限

20万円)が補助金として受け取れます。 

※ちなみに、同様の地域(区・市)ごとの補助金は、「町田市」にもありまし

た。 

外壁塗装の前に、是非、皆さまがお住まいの区や市のホームページなどで確認してみてくださいね(^_^)/ 

 

☆『省エネ住宅ポイント制度』〈H2６年１２月～平成2７年１１月〉 

 

・・・こちらは、国土交通省のエコリフォームの補助金制度です。残念ながら、外壁塗装では使用できませんが、

リフォーム工事に興味のある方にはとってもお得な制度なのでご紹介しておきます。 

この補助金は、工事に応じて発生したポイントを商品券や省エネグッズに交換するタイプのものです。 

特におすすめなのが、窓の工事です。内窓の取付やペアガラスへの交換などで

かなり高額のポイントが還元されます。 

 さっそく、社長宅の寝室の窓に内窓を取り付けてみました。工事時間はたっ

たの30分！思ったより簡単です。 

さらに、1窓あたり１４０００ポイント分の商品券と交換できました。 

 窓以外にも外壁・屋根・天井または床の断熱改修なども対象です。 

同時に、バリアフリー改修やエコ住宅設備の設置等を行えば行っただけポイン

トがどんどん加算されます。 

「花まるリフォーム」では、窓の工事のお見積りも承ることが可能ですので、 

ご興味のある方は、すぐにお問い合わせくださいね(^_^)/      (A) 

New

↑ LIXILの「イン－プラス」は、窓の結露を軽減し、断熱効果、遮音性もあり注目の商品です。 
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 こんにちは、花まるリフォームのお客様係・江口です。私の担当は現場の工程管

理やお客様へのご連絡・お打ち合わせなどが主ですが、その中でも特に重要なのが

「作業前チェック」というものです。これは足場を組んだ当日にいち早く足場に上

り、お見積もりの際には点検できなかった箇所のチェックを行うというものです。

足場に上って点検するといろんな発見があります。 

この「作業前チェック」でのポイントは「下からでは見えない部分に不具合箇所

は無いか」「破損・損傷・変形している部材は無いか」「雨漏りの原因となる（恐れ

のある）箇所は無いか」などを重点的にチェックしています。万が一、重大な問題

点が発見された場合は工事内容が大きく変更となることもあります。 

今回は作業前チェックでも一番重要な雨漏りに関しての特集です。「雨漏りの傾

向と対策」と題して、おうちにとって一番の大敵である雨漏りに関してご報告いた

します。 

 

【雨漏りに強い造り・弱い造り】 
年間60棟以上の現場をチェックしている私が独断と偏見でご紹介させていただくのがこの図です。構造

計算も意匠性もまったく考慮していません。過去の事例を統計した結果、このようになりました。 

ものすごく乱暴なレポートですが、実例に基づいたものですので予めご了承ください。 

 

まず左図の「雨漏りに強いおうち」ですが、と

てもオーソドックスなデザインです。弊社で行

う「2回目以上の外壁塗装」で良く見かける形

です。築20年以上の物件に多い傾向にあります

が、年数の割にはとても健康な状態を保ってい

るおうちが大変多い印象です。 

やはりポイントは「大きな屋根・軒裏」です。

小さい傘よりも大きな傘の方が濡れる確率は少

なくなります。同じように雨を防いでくれる屋

根・軒裏は大きい方が建物への影響は少なく済

みます。また各窓にも雨を塞いでくれる庇が付

いていると理想的です。 

屋根・庇ともに勾配はある程度急な方が雨水の

滞留を防いでくれます。 

 

  

 次に「雨漏りに弱いおうち」がこの図になり

ます。弊社での雨漏り事例を参考に作成致しま

した。平成の世になってからよく見かけるデザ

インです。その最大の特徴は「殆ど無い軒」。敷

地いっぱいに建物を建てようとするとこのよう

な形になってしまうのでしょうか。とにかく

「軒」というものが無いため外壁は常に雨ざら

しです。また採光のために天窓を設けたり、屋

根裏部屋のためにドーマーが設置されている場

合も雨漏りの発生確率は高いようです。 

やはり「面」で雨を防いでいる屋根に開口部が

有るのは防水という観点ではマイナスとなるよ

うです。窓にはデザイン的な影響でしょうか、

控えめな庇しか付いていないことが多いようで

す。シール処理が防水の要となっています。 

 

雨漏りに強いおうち 

雨漏りに弱いおうち 
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それでは、雨漏りの事例を２つ

ご紹介いたします。 

【雨漏り事例①】 
まずは天窓が原因での雨漏り。

屋根に穴を開けて設置するのが天

窓（ｽｶｲﾗｲﾄ）ですが、サンルーフ

が付いた自動車同様、雨漏りのリ

スクは非常に高くなります。しか

も重量が増し更に剛性も低くなり

ます。 

この事例では複数の要因が重なっていました。 

① 緩い勾配の屋根に天窓設置（雨水が滞留しやすい） 

② 狭い箇所に天窓設置（天窓の重量を支えられない） 

③ 3寸勾配以下の緩い箇所にはスレート屋根は適さない 

こちらのおうちの場合は狭い箇所に天窓を設置したため下

地材がたわみ、天窓下部が凹んだ状態になっていました。さ

らに緩勾配部分だったため、雨水が滞留し結果雨漏りが発生

していました。 

結局、天窓を撤去してスレート屋根からカラー鋼板屋根に

葺き替えを行って対処致しました。 

【雨漏り事例②】 
こちらは外壁飾り枠に庇（水切り）が付いていないために雨漏りが発生していた現場です。外壁から

飛び出した窓まわりの飾り枠には雨を避ける部材が存在していませんでした。 

「陸屋根」と呼ばれる形状のため、建物

全体を覆う屋根は有りません。この部分

を解体してみると、内部の下地材どころ

か柱までも雨漏りによって腐朽していま

した。築わずか10年の建物です。柱交

換などの大掛かりな工事となりました。 

 理想的な例としてこのように「外壁か

ら飛び出ている箇所には水切り」が設置

されていることです。自動車でも窓にバ

イザーが付いていると便利で安心ですね。建物でも同じことが言えます。 

 これらはあくまでも極端な事例ですが、同じような造りになっている場合は雨漏り

の原因となりうる可能性があります。外壁塗装を行う際はしっかりと点検してもらい

ましょう。 

作業前 作業後 

スレート屋根 
雨漏り箇所 

トタン屋根に葺き替え 

天窓撤去 

作業前 

水切り無し 

雨漏り箇所 

理想的な例 

水切り 
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「今後も『我が‘家’のかかりつけドクター』として、 

どうぞよろしくお願いします！！」 

                            国分寺市：F様 

「花まるリフォーム」を植物に例

えるなら、「お客様の声」を肥料に

して成長してきた会社です。 

創業から11年目、多くのお客様の

声に支えられ、改善や工夫を続

け、ようやくお客様の立場に立っ

た施工を褒めていただけるように

もなってまいりました。 

特にお客様と近隣のご関係には配

慮するように心がけております。 

外壁塗装は10年に１回ですが、ご

近所付き合いは永遠に続くもので

すから。 

F様、本当にありがとう 

ございました（*^_^*） 

花まるリフォーム  

201５年 ４月 
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「毎日の作業画像と作業日誌に、中間検査、最終検査、ダメ直し。 

本当に信頼のできる会社だと思いました。」         

              川崎市：松田様 

 

201５年 ２月 

「花まるリフォーム」 

は、物件をお持ちのオーナー 

様からのご用命も多くいただ 

きます。アパートやマンション・ 

ビルなどの施設はメンテナンスが必須です

が、なかなか信頼できる業者を探せないと皆

さまお悩みのようです。 

自宅ではない物件で、遠くにいても毎日の作

業の様子がわかると安心です。 

「花まるリフォーム」の日々の画像・無料送

信サービスを是非ご利用ください。 
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「足場からシートが取れた時の感動！美しく思い通りで大満足。 

新築のときより感動しました！」 

         板橋区：T様 

201５年 ３月 

T様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  

外壁塗装できれいになったお家は、本

当に良いものです。 

お家を購入された時のように、外出先

から家に帰るのが楽しみになる事で

しょう(*^_^*) 

最近は、お客様自らセンス良く色を選

ばれて、新築時と全く違ったお家にお

色直しされることもあります。 

ご家族で好きな色を選ばれて、とって

も楽しそうです。 

外壁塗装が、ご家族の楽しい思い出に

なるように応援いたします♪ 
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    「比較不要・後悔無縁・社長最高」 

 

青葉区：T様 

とても感動的な「お客様の声」をいただき

ました(*^_^*)会社で、額に入れて飾らせ

ていただいています。 

これを見る度に、これからもお客様に喜ん

でいただける良い仕事をしていこうと心に

誓っています。 

職人経験のある社長だからできるプロの工

事を是非体験してください。 

スタッフ一同、お客様の気持ちを第一に 

「思いやりの心」を忘れず、日々努力して

います。 

 

T様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  

201４年 ８月 

                                                                                          

 

 

 

 

 

こちらは、「花まるリフォーム」の１階和

室に設置されている「建設業許可票」の

金看板です。弊社は、東京都知事の認可

を受けた会社です。 

どうぞ安心してご用命ください。 
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彪太郎
ひょうたろう

の塗装作業＆道具辞典② 
新人の高橋くんが、外壁塗装作業の工程と道具を 

わかりやすくレポートしていきます。 

  

  

 第２回：水洗い(高圧洗浄)とは・・・ 

 今回は、皆様のおうちを塗装する前に行う作業である”高圧洗浄”と、その道具についてご紹介いたします。 

 

 塗装する前に外壁を水洗いすることを、「高圧洗浄」と言います。 

高圧洗浄の目的は、屋根や外壁を大型の洗浄機を用いて、強力な水圧

で放水することによって、外壁に付着した不純物を落とし、 

塗装する前の下地を整備するところにあります。 

 この際、タイル外壁や塀、玄関の土間など、塗装することが 

不可能な場所やベランダ床の防水層などお客様が塗装工事に含まな

かった場所なども、見栄えよく綺麗になるように、「花まるリフォー

ム」ではサービスとして一緒に洗い流させて頂いていますが、基本的

に高圧洗浄は「掃除」ではなく、「外壁に塗料を塗る為の下準備」と

いう目的のもと行う作業なのです。 

 

 高圧洗浄で必要な道具はシンプルで、作業員は泥等が飛散する為カッパや長

靴を装着し、エンジン式の高圧洗浄機をお客様のお宅の水道と接続し、屋根の

上まで届く長さのホースを使用して行います。作業は屋根から行い、どんどん

下に降りていく形になるため、一人で行うこともありますが、基本的には二人

で行って一人が洗浄し、もう一人が後ろでホースをもって補助するという作業

形態が多いです。 

 そして、前回の「第１回：養生編」でもお伝えしましたが、この「高圧洗

浄」も「ただ足場に上って水洗いをするという行為」と思われがちですが、経

験や技術が必要な作業なのです。 

 特に屋根を洗浄する際は屋根に上りながら行いますが、ただでさえ勾配があり、

コケ等も付着していてそこに上から水をかけていくということで、足場から落下す

る事故の要因になることも多く、現場の職人さんは特に安全に配慮しながら、厳重

に注意して作業を行うため、その日は大変疲れるそうです。 

 また、作業が終わった時には、濡れていて着替えが必要にもなりますので、その

日は、きりのよい所で作業を早めに終えさせていただく事が多いです。 

 

 高圧洗浄の際、お客様に気を付けていただき

たい事は、まず窓などを全て閉めてあるか確認

していただく事です。 

次にベランダや家の周りに濡れては困るものが

ないか確認して、必要ならばお伝えいただく事

です。 

 良い工事を行うためには、どうしてもお客様

のご協力が必要です。お客様との良いコミュニ

ケーションがより良い工事につながります。 

 「外壁塗装」が始まって、わからない事があり

ましたら、どんな些細な事でもいつでも声を掛け

てください。よろしくお願いいたします！   

電話 03-5888-4600 

FAX 03-5888-4611 

高橋代表携帯 

090-9347-4614 

 

電子メール 
info@hanamaru-r.jp 
 

の 

ホームページはこちら↓ 
http://www.hanamaru-r.jp/ 

 

花まるリフォーム(株) 

〒１５７－００６１ 

東京都世田谷区北烏山 

７－２６－１８ 

営業時間９時～１９時 

（日・祝日は家族サービス

のためお休みです） 

はなまる通信 ３５号 
 

平成２７年５月１０日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

▲洗浄を行う尾崎親方。丁

寧に余さず洗い落します。 

▲高圧洗浄機 

◀高圧洗浄前に外壁に絡みつい

たツタを撤去している宮本親

方です。 

 先日、高橋(彪)くんがお客様から手作りのジャ

ムをいただいたと嬉しそうに報告してくれまし

た。若い社員の言動に「初心に帰る」事も多々あります。誰もが最初はお客様と

のやり取りの小さな事に一喜一憂していた事が思い起こされます。これからも

「謙虚さ」を無くさないようお客様と暖かい関係を築いていきたいです。(A) 

編集後記 


