
5. 地震保険加入者への質問

( 1 )地震保険に加入した理由

【地震保険加入者を対象に】

039. I住居建物」を対象とした地震保険に加入した理由(きっかけ)は何ですか。(いくつでも選んでく

ださい)

040. I家財」を対象とした地震保険に加入した理由(きっかけ)は何ですか。(いくつでも選んでくださ

住居建物の購入時に関係者 (不動産

銀行等)仁加入を勧められたから

火災保険とセットで契約 したから

家財/住居建物の地震保険とセットで契約したから

住居建物の耐震性に

不安在持っていたから

住居建物の融資(住宅ローン)を

畳けた、または返済中だから

地震による被害が心酎だから

地震災害の報道を見て

住んでいる地域に地震が起きる

可能性が高いと思うから

地震により被害を畳けたから

保険料が負担可能な金額だったから

保険料の割引が受けられたから

所得税 住民税に関する

地震保険料控除制度があったから

政府が関与している保険制度であり

安心感があるから

知人から加入を勧められたから

その他

. 【住居建物】(n二6853) .【家財】(n二5106)

50% 60% 

30.6 28.0 

50.4 51.0 

27.5 

住居建物に対する地震保険に加入している人に、保F剣日入理由を尋ねた。加入理由は、「火

災保険とセ ットで契約したからJ(50.4%)が最も高く 、半数にのぼる。次いで、「住居建

物の購入時に関係者(不動産 ・銀行等)に加入を勧められたからJ(30.6%)、「地震による

被害が心配だからJ(27.5%)の比率が 3割前後と高い

家財に対する地震保険に加入している人に、保険加入理由を尋ねた。加入理由は、「火災

保険とセ ットで契約したからJ(51. 0%)が最も高く、半数にのぼる。次いで、 「住居建物

の購入時に関係者(不動産 ・銀行等)に加入を勧め られたからJ(28.0%)、「地震による被

害が心配だからJ(25. 8%) の比率が高く 、住居建物の地震保険と 同様の傾向がみられる。
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《参考》過去の調査による地震保険に加入した理由

.平成 21年 5-6月調査

.[住居建物1(n=5711) .[家財1(n=4537) 

30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

住居建物の購入時に関係者(不動産

銀行等〕に加入を勧められたから

火災保険とセットで契約したから

家財/住居建物の地震保険とセットで

契約したから

住居建物の耐震牲に

不安を持っていたから

住居建物の融資(住宅口 ン〕を

受けた、または返済中だから

地震によって発生する火災に不安在

f寺っていたから

地震災害の報道を見て

住んでいる地域に地震が起きる可能性が

高いと思うから

保険料が負担可能な金額だったから

保険料の割事|が受けられたから

所得税住民税に関する

地震保険料控除制度があったから

政府が関与している保険制度であり

安心感があるから

知人から加入を勧められたから

その他

26.1 22.5 

52.4 

24.4 

21.0 

《参考》に平成 21年 5-6月に行った地震保険への加入理由の調査結果を示す。

52.1 

住居建物は今回の調査結果および前回の調査結果とも、 1位「火災保険とセットで契約し

たからJ(50.4%)、2位「住居建物の購入時に関係者(不動産・銀行等)に加入を勧められ

たからJ(30.6%) となっているが、前回の家財の調査における 2位は「住居建物の地震保

険とセットで契約したからJ(24.4%) となっていた。
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( 2)今後の地震保険の継続意思

【地震保険加入者に】

041 あなたは、今後も「地震保険」を継続したいと思いますか。

・今後の地震保険の継続意思

)
 

れ(
 60% 80% 1 00~ 

地震保険加入者 (6，998) 41.9 0，1 

ロどちらともいえない

口継続したくない

口まあ継続したい

図あまり継続したくない

【Q41 (今後の地震保険の契約継続意向〕で「あまり継続したくないJr継続したくないJと回答した人に】

042 継続したくない理由をお聞かせください。(いくつでも選んでください)

・継続したくない理由

. 地震保険加入者で

「あまり継続したくない」

「継続したくない」
と回答した人(円二27)

C日 20日 40日 60日 80日

その他

66，7 保険料の負担が大きいから

保険料が掛け捨てだから

加入後、 度も地震被害を

受けていないから

地震保険に加入している人に、地震保険の継続意向を尋ねた。「継続したしリ (51.2%)、

「まあ継続したいJ(41. 9%) がそれぞれ 4"'-'5割にのぼり、『継続したい(計H(93.1%) 

は9割に達する。

現在加入している地震保険を継続したくないと回答した人の理由は、「保険料の負担が大

きし、からJ(66.7%)が最も高く、 6割半ばの比率となっている。次いで、「保険料が掛け捨

てだからJ(40.7%)、「加入後、一度も地震被害を受けていなし、からJ(33. 3%) が 3"'-'4割

となっている。
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6. 地震保険・共済(地震担保)非加入者への質問

( 1 )地震保険の認知度

①地震保険の認知度

【029(保険 共済の加入状況(住居建物))で「火災保険のみに加入Jr地震による被害を補償しない共済のみに加入(火

災共済、風水害等給付金付火災共済等)Jr損害保険や共済には加入していないJと回答し、 030(保険共済の加入状況

(家財))で「火災保険のみに加入Jr地震による被害を補償しない共済のみに加入Jr損害保険や共済には加入していな

いj のいずれかに回答した人に】

Q31 あなたは「地震保険」をどの程度知っていますか。

)
 

れ(
 0% 20% 40% 60% 80% 100話

火災保険のみ加入者 (4.491) 目 26.2 
11 

麟事F
2.8 

27.2 鷺畿自F
2.0 

I 14.7 I I私議

.補償内容をよく知っている 口補償内容をだいたい知っている

目名前を知っている程度 口知らない

共済加入者(地震不担保) (147) 

保険共済非加入者(2.765)

火災保険のみ加入者、共済加入者(地震不担保)、保険・共済非加入者に地震保険の認知

度について尋ねた。「補償内容をよく知っているJI補償内容をだ、いたい知っている」を合

わせた『補償内容を知っている(計H は、火災保険のみ加入者 (29.0%)および共済加入

者(地震不担保) (29.2%)で 3割程度、保険・共済非加入者 (16.4%)で 1割台半ばとな

っている。これに「名前を知っている程度」を含めるといずれの区分でも、 9割前後の比率

となる。
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②地震保険を知ったきっかけ

【Q31 (地震保険の認知度〕で「補償内容を知っているJr補償内容をだいたい知っているJr名前を知っている程度Jの

いずれかに回答した人に】

Q32. I地震保険」を知ったきっかけは何ですか。(いくつでも選んでください)

テレビまたはラジオのCM 番組

新閣または雑誌の

広告記事、ポス亨ー

地震災害の報道

損害保険会社(代理居)

の人の話

周囲の人の話

住宅購入入居時の関係者(不動産銀行等)の話

保険のパンフレツ卜等

その他

口封 10% 

火災保険のみ加入者(円二4302)

.共済加入者(地震不担保)(円二140)

口保険共済非加入者(n二2429)

20% 30% 40% 50% 

41.7 

46.4 

47.2 

20.6 

_ 2 5 . 7  

18.2 

29.5 

_ 3 1 . 4  

24.0 

22.4 

30.0 

19.0 

60% 

地震保険を知っていると回答した人に、地震保険を知ったきっかけについて尋ねた。知

ったきっかけは、「テレビまたはラジオのCM・番組J(41. 7~47. 2%)、「地震災害の報道」

(24. 0~3 1. 4%)、「保険のパンフレット等J(19. 0~30. 0%)、「新聞または雑誌の広告・記

事、ポスターJ(18. 2~25. 7%) の比率が高い。
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( 2)地震保険への加入検討の有無

①地震保険への加入検討の有無

【Q31 (地震保険の認知度〕で「補償内容を知っているJr補償内容をだいたい知っているJr名前を知っている程度Jのい

ずれかに回答した人に】

Q33 地震保険の加入を検討したことがありますか。

※過去に地震保険に加入していた方は、契約をやめてから以降の状況についてお答えください。

)
 

れ(
 0% 20% 40% 60% 80% 100~ 

火災保険のみ加入者 (4，302) 61.2 

共済加入者(地震不担保) (140) 

保険共済非加入者 (2，429) _盈_ 75.7 

.加入在検討した己とがある 口加入在検討した己とがない

地震保険の加入検討については、いずれの区分でも「加入を検討したことがなしリ (59.3 

~75. 7%) の方が「加入を検討したことがあるJ(24. 3~40. 7%) を上回っている。
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②地震保険の加入を検討した場面

【Q33(地震保険の加入検討の有無〕で「加入を検討したことがあるJと回答した人に】

Q34 地震保険の加入を検討したのはどんなときでしたか。(いくつでも選んでください)

口火災保険のみ加入者(n=1671)

.共済加入者(地震不担保)(n=57) 

住居建物の購入国入居時に関係者(不動産

目銀行等)に加入を勧められたとき

火災保険を契約したとき

地震災害の報道を見たとき

テレビのCMや雑誌の広告等を見たとき

周囲の人の話を聞いて

損害保険会社(代理庖)から送られたチラシ等を

見たとき

地震により被害を受けて

その他

。目

口保険・共済非加入者(n=590)

10% 20% 30目

21.0 

23.6 

16.6 

40目

39.7 

36.8 

50% 60目

49.4 
_ 54.1 

地震保険の非加入者で、地震保険について加入を検討したことがある人に、地震保険の加

入を検討した場面を尋ねたところ、「地震災害の報道を見たときJ(49.4'"'-'56.1%)が最も

高く 5割前後の比率となっている。火災保険のみ加入者や共済加入者(地震不担保) では、

「火災保険を契約したときJ(36. 8'"'-'39. 7%) が次に比率が高く、 4割程度となっている。
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(3 )検討した上で、地震保険に加入しなかった理由

【Q33(地震保険の加入検討の有無〕で「加入を検討したことがあるJと回答した人に】

Q35 検討した結果、地震保険に加入していない理由は何ですか。(いくつでも選んでください)

火災共済等に加入しているから

住居建物の耐震性(免震制震を含む)は十分高い

から

住居建物が新しいから

いざとなれば預金等で何とかなると思うから

住居建物の融資(住宅ローン)の返済が終わって

いるから

地震で被災することはないと思うから

大地震の時は何らかの公的支援が期待できるから

大地震の時は義援金(義楕金)が期待できるから口口

地震保険では最高で住居建物の再築に必要な額の

50%までしか補償されないから

具体的な保険料まではわからないが、保険料が高い

イメ ジがあったから

具体的な保険料を見た、または計算した結果、

保険料が高かったから

加入の方法(手続き)がわからないから

加入の機会や勧誘等がなかったから

保険の内容がわかりにくかったから

賃貸住宅に住んでいるから

その他

火災保険のみ加入者(円二1671)

.共済加入者(地震不担保)(n二57)

口保険共済非加入者(円二590)

。% 10同 20% 30% 40% 50% 60% 

-35.1 

21.0 

28.1 

25.5 
28.1 

川一

い
圃

3.4 

26.3 

17.5 

34.9 
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地震保険について加入を検討したことがある人に、検討の結果、地震保険に加入しなか

った理由を尋ねた。火災保険のみ加入者および共済加入者(地震不担保)では、「火災共済

等に加入しているからJ(それぞれ 22.5%、35.1%)、「具体的な保険料まではわからないが、

保険料が高いイメージがあったからJ(それぞれ 25.5%、28.1%)、「地震保険では最高で住

居建物の再築に必要な額の 50%までしか補償されないからJ(それぞれ 21.0%、28.1%)、

「具体的な保険料を見た、または計算した結果、保険料が高かったからJ(それぞれ 23.4%、

26.3%) が 2~3 割で高くなっている。

保険・共済非加入者では、「賃貸住宅に住んでいるからJ(34.9%) の比率が最も高い。
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(4 )地震保険への加入を検討しない理由

【Q33(地震保険の加入検討の有無〕で「加入を検討したことがないJと回答した人に】

Q36 地震保険の加入を検討したことがない理由は何ですか。(いくつでも選んでください)

火災保険のみ加入者(n=2631)

.共済加入者(地震不担保)(n=83) 

口保険・共済非加入者(n=1839)

。目 10目 20目 30% 40目 50目 60目

火災共済等に加入しているから

住居建物の耐震性(免震回制震を含む)は十分高い

から

住居建物が新しいから

いざとなれば預金等で何とかなると思うから

住居建物の融資(住宅口 ン)の返済が終わってい

るから

地震で被災することはないと思うから

大地震の時は何らかの公的支援が期待できるから 。

大地震の時は義援金(義掲金)が期待できるから 0.0

地震保険では最高で住居建物の再築に必要な額の

50%までしか補償されないから

保険料が高いというイメージがあるから

検討のきっかけがなかったから

保険の内容がわかりにくそうだから

賃貸住宅に住んでいるから

その他
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22.3 

24.1 

25.6 

37.1 

I 39.8 

31.9 

33.7 

52.9 



地震保険の加入を検討したことがない人に加入を検討したことがない理由を尋ねた。火

災保険のみ加入者および共済加入者(地震不担保)では、「保険料が高いというイメージが

あるからJ(37. 1 ~39. 8%)が最も高く約 4割、次いで「賃貸住宅に住んでいるからJ(31.9 

~33. 7%)が 3割となっている。

保険・共済非加入者では、「賃貸住宅に住んでいるからJ(52. 9%) の比率が 5割と最も

高く、次いで「保険料が高いというイメージがあるからJ(25. 6%) が2割半ばとなってい

る。
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7. 地震保険制度に対する意識

( 1 )制度内容の認知度

Q47目あなたは、以下に挙げる地震保険に関することについて、ご存知ですか。(それぞれ1つずつ選んで

ください)。

a 火提保険では、地震による火提1ま補憤されません

b 地震保険1ま単独では加入できません。火提保険ブラ

ス地震保険の形で加入することになっています

C 地震保険の契約金額は火提保険の契約金額の30~

50%の範囲で設定することになっています

d 地震保険の契約金額は建物については5.000方

円、家財について1ま1.000万円となっています

e 地震保険の保険料は「建物の構造」と「地域」に

よって異なります

f 今年の7月1日に地震保険の保険料が改定されました

g 建物の耐震性能や建築時期によって地震保険の保険

料を1O~50%割引くことができます

h 保険金1ま、迅速な支払いのため、全損、半損、 部

損の3区分で支払われます

l 損害の判定I~，建物の主要構造部(基礎、柱、は

り、 屋根、外壁など)の損害の大きさで判定されま

す

l 地震保険は、 「地震保険に閉する法律」などに基づ

いて、政府と民間保険金社が協力して制度運営して

いる保険制度です

k 地震保険の保険料(料率)Iま、 「地震保険に関する

法律」に基づいて、できる限り低い水準に設定され

ており、保険金社の末1I潤は含まれていません

l 平成18年度分以降の所得税(個人住民税は平成20
年度分以降)から、地震保険され、 最高で5万円

(個人住民税は2万5千円)の控除が受けられます

m 東日本大震提では、 Ul2千億円以上の保険金が支払

われました

*無回答在除いて集計した。

【地震保険加入者】 (n=6998) 【地震保険非加入者】 (n=8500)

的 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20同 40同 60% 80% 100% 

46.3 

80.7 

74.6 

59.0 

42.4 61.5 

53.6 73.5 

65.6 81.5 

48.2 73.1 

68.0 79.0 

. 知っている 口なんとなく知っている 口知らない

地震保険加入者および非加入者のうち、地震保険の「補償内容をよく知っているJ["補償

内容をだ、いたい知っているJ["名前を知っている」と回答した人に、地震保険の制度内容等

について知っているか否かを尋ねた。

a.火災保険では地震による火災は補償されないことについては、「知っているJ["なんと

なく知っている」を合わせた『知っている(計L]は、地震保険加入者 (88.2%)、地震保

険非加入者 (84.5%) ともに 8割台半ばの比率となっており、認知度は高い。

b.地震保険は単独で加入ができないことについて、『知っている(計L]は地震保険加入

者 (80.2%)で8割、地震保険非加入者 (60.0%)で6割となっている。
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C. 地震保険の契約金額は火災保険の契約金額の 30~50%の範囲で設定することについて、

『知っている(計Hは地震保険加入者 (56.3%)で 5割半ば、地震保険非加入者 (36.2%)

で 3割半ばとなっている。

d. 地震保険の契約金額の限度額について、 I~知っている(計Hは地震保険加入者 (45.7%)

で4割半ば、地震保険非加入者 (28.0%) で 3割弱となっている。

8.保険料は建物の構造と地域によって異なることについて、『知っている(計Hは地震

保険加入者 (74.1 %)で 7割台半ば、地震保険非加入者 (53.7%) ではおよそ 5害りとなっ

ている。

f.今年の 7月 1日に地震保険の保険料が改定されたことについて、『知っている(計H
は地震保F剣日入者 (36.7%)で 3割台半ば、地震保険非加入者 (19.3%)で、およそ 2割

となっており、改定して聞もないためか認知はまだ低い。

g.建物の耐震性等によって保険料の割引が可能となることについて、『知っている(計H
は地震保F剣日入者 (45.8%)で4割台半ば、地震保険非加入者 (25.4%)で、 2割台半ばと

なっている。

h.保険金は、全損、半損、一部損の 3区分で支払われることについて、『知っている(計H
は地震保険加入者 (61.6%)で 6割、地震保険非加入者 (41.0%)で 4割となっている。

1.損害の判定は損害の大きさによって受け取れる保険金が変化することについて、『知っ

ている(計Hは地震保F剣日入者 (57.6%)で 5割強、地震保険非加入者 (38.5%) でおよ

そ 4割となっている。

j.地震保険は政府と民間保険会社が協力して運営していることについて、『知っている

(計Hは地震保険加入者 (46.4%) で 4割台半ば、地震保険非加入者 (26.5%) で 2割台

半ばとなっており、両者とも過半数に達していない。

k.保険料率に保険会社の利潤は含まれていないことについて、『知っている(計H は、

地震保険加入者 (34.4%) で 3割台半ば、地震保険非加入者 (18.5%)で 1割強となって

いる。両者とも過半数に達しておらず、他の設問 (Q47a~m) と比べても認知の程度が一番

低い。

1 .所得税から地震保険料控除制度が実施され、最高で 5万円の控除が受けられることに

ついて、『知っている(計H は、地震保険加入者 (51.8%) でおよそ 5割、地震保険非加

入者 (26.9%)で 2割台半ばとなっている。

m.東日本大震災では、 1兆 2千億円以上の保険金が支払われたことについて、『知ってい

る(計Hは、地震保険加入者 (32.0%) でおよそ 3割、地震保険非加入者 (21.0%) でお

よそ 2割と支払い実績の認知も低い。
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( 2)制度の必要性

Q48田地震保険で受け取れる保険金は、最高でも建物評価額の 50%(注)ですが、地震保険は必要だと思

いますか。
(注〕地震保険の契約金額は、損害が時には異常に巨大なものとなる可能性があるため、政府による地震危険の

担保力にも限度があるという考え方から、最高でも火災保険の契約金額の 50%と定められています。

【地震保険加入状況別】 (刊

地震保険加入者 (6，998)

地震保険非加入者 (8，500)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (6，998)

共済加入者(地震担保) (895) 

その他地震補償加入者 (202)

火災保険のみ加入者 (4，491)

共済加入者(地震不担保) (147) 

保険共済非加入者 (2，765)

. 必要だと思う 口必要とは恩わない 口わからない

地震保険の必要性について、「必要だと思う」は、地震保険加入者 (85.9%) では 8割半

ばとなっているが、地震保険非加入者 (49.5%)では 5割にとどまっている。

地震保険非加入者について詳細にみると、「必要だと思う」は、共済加入者(地震担保)

(77.3%)、その他地震補償加入者 (74.8%) で8割弱と、他の地震保険非加入者と比べ高

くなっている。
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(3 )保険料の印象

Q49目お住まいの都道府県、住居建物の構造から、あなたの住居建物や家財を対象として地震保険に加入

した場合の契約金額 1000万円あたりの 1年間の保険料をご確認いただき、地震保険料の印象につい

てお答えください。

【地震保険加入状況別】 (n) 
0% 20% 40% 60% 80% 100~ 

地震保険加入者 (6，998)

地震保険非加入者 (8，500)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (6，998)

共済加入者(地震担保) (895) 

その他地震補償加入者 (202)

火災保険のみ加入者 (4，491)

共済加入者(地震不担保) (147) 

保険共済非加入者 (2，765)

. 高い 口やや高い 口妥当である 図やや安い 口安い

地震保険料の印象について、「高しり「やや高し、」を合わせた『高いと感じる(計H は、

地震保険加入者 (51.7%)でおよそ 5割、地震保険非加入者 (61.9%) ではおよそ 6割と

なっている。

地震保険非加入者について詳細にみると、『高いと感じる(計H は、火災保険のみ加入

者 (65.7%) と共済加入者(地震不担保) (65.3%) で6割を超え、他の地震保険非加入者

と比べ高くなっている。

72 



《参考 1))地震保険の保険料の印象を等地 住居建物の構造別に集計

【等地ー住居建物の構造別】 (円)
60% 80% 100目

1等地木造 (1，960) 51.2 

非木造 (1，397) 52.6 

わからない (199) 52.3 

2等地木造 (1，936) 41.0 

非木造 ( 1.474) 47.6 

わからない (174) 51.1 

3等地木造 (3，602) 31.9 21.0 

非木造 (4，348) 32.2 

わからない (408) 35.3 

. 高い 口やや高い 口妥当である 図やや安い 口安い

《参考 1))は、地震保険料の印象を等地一住居建物の構造別に集計した結果である。非木

造よりも木造の方が、また、等地(保険料)が高い方が (1等地より 3等地の方が)、『高い

と感じる(計Hの比率が高い。

《参考 2))地震保険の保険料の印象を住居建物の建築年代別に集計

【住居建物の建築年代別】 (n) 
40% 60% 80% 100% 

昭和35年以前 (405) 36.0 

昭和36~45年 (512) 34.8 

昭和46~55年(1.470) 31.9 

昭和56~平成2年 (2 ， 554) 31.5 

平成3~12年 (3 ， 895) 31.3 

平成13~22年 (4， 163) 36.1 

平成23年以降 (1，344) 34.1 

わからない (1，155) 34.3 

. 高い 口やや高い 口妥当である 図やや安い 口安い

《参考 2))は、地震保険料の印象を住居建物の建築年代別に集計した結果である。昭和

36年以降は『高いと感じる(計Hの比率が徐々に低くなっている。
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(4 )保険料が高いと感じる理由

【Q49(地震保険料の印象〕で「高いJrやや高いJと回答した人に】

Q50 どのようなことについて「保険料が高い」と感じますか。(いくつでも選んでください)

契約金額(保険金額)の劃には高い

最高で住居建物の再築に必要な額の50%までしか
補償されない劃に高い

滅多に発生しない地震による被害のみを補償する
ものとしては高い

火災保険(共済)と比較して高い

自動車保険(共済)や自賠責保険(共済)と比較
して高い

生命保険(死亡保日約と比較して高い

生命保険(医療保R鉛と比較して高い

住居建物の耐震性が高いのに保険料が高い

その他

0% 

【地震保険加入状況別】

. 地震保険加入者(n二3623)

白地震保険非加入者(n=5265)

20% 40% 60日 80日

51.2 

50.2 

51.2 

49.9 

33.6 

40.4 

100% 

保険料について「高しリ「やや高しりという印象を持つ人に、その理由を尋ねたところ、

地震保険加入者は、「契約金額(保険金額)の割には高いJ(51. 2%)、「最高で住居建物の

再築に必要な額の 50%までしか補償されない割に高いJ(51. 2%)がおよそ 5割、「滅多に

発生しない地震による被害のみを補償するものとしては高いJ(33. 6%)が 3割となってい

る。

地震保険非加入者でも、同様の傾向がみられ、「契約金額(保険金額)の割には高い」

(50.2%)、「最高で住居建物の再築に必要な額の 50%までしか補償されない割に高い」

(49.9%)がおよそ 5割、「滅多に発生しない地震による被害のみを補償するものとしては

高いJ(40.4%)が4割となっている。

「住居建物の耐震性が高いのに保険料が高い」の比率は、地震保険加入、非加入によら

ず、 1割弱となっている。
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(5 )妥当だと思う保険料の水準

【049(地震保険料の印象〕で「高いJrやや高いJrやや安いJr安いJと回答した人に】

Q51 お住まいの都道府県、住居建物の構造から、あなたの住居建物や家財を対象として地震保険に加入

した場合の契約金額 1000万円あたりの 1年間の保険料は、いくらなら妥当と感じますか。

【都道府県および住居建物の構造から該当(注〕する

契約金額 1，000万円あたりの 1年間の保険料】

(n) 

5.000-10.00C円未満 (1.346)

10.000-20.00C円未満 (2，449)

20.000-30.00C円未満 (2.898)

30.00C円以上 (1.313)

全体 (8.006)

(注〕下表 (051に掲載〕に掲げた都道府県および住居建物の構造に該当する契約金額 1000万円あたりの 1年間の

保険料

構造 コンクリート造、鉄骨

造、準耐火建築物以上の 左記以外(一般的な

耐火性能を有する木造 木造、防火木造等)

都道府県 建築物等

岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・

福井県・長野県・滋賀県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・ 6，500円 10，600円

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県

福島県 6，500円 13，000円

北海道・青森県・宮城県・新潟県・山梨県・岐阜県・京都府・
8，400円 16，500円

兵庫県-奈良県-香川県-大分県-宮崎県-沖縄県

茨城県・愛媛県 11，800円 24，400円

徳島県・高知県 11，800円 27，900円

埼玉県・大阪府 13，600円 24，400円

千葉県-東京都-神奈川県-静岡県-愛知県・三重県-
20， 200円 32，600円

和歌山県

地震保険の契約金額 1000万円あたりの 1年間に支払う保険料について、妥当だと感じる

金額を尋ねたところ、全体では 110，000~20， 000円未満J(39. 1 %)、 15 ， 000~10， 000 円未

満J(39.0%) の区分の比率が 4割弱となった。
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(6 )保険料の区分に対する意識

①保険料の構造区分

052回以下に挙げる地震保険に関することについて、あなたのご意見に近いものをそれぞれお答えくださ

052-1 現在2区分となっている保険料の構造区分について

【地震保険加入状況別】

地震保険加入者 (6，998)

地震保険非加入者 (8，500)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (6，998)

共済加入者(地震担保) (895) 

その他地震補償加入者 (202)

火災保険のみ加入者 (4，491) 

共済加入者(地震不担保) (147) 

保険共済非加入者(2，765)

)
 

れ(
 1 00~ 

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

地震保険の保険料の構造区分に対する意識について、地震保険加入者では「もっと単純

でよいJ(36. 7%) と「今のままでよいJ(36. 5%)が 3割台半ばで描抗している。地震保

険非加入者も「もっと単純でよしリ (35.4%) と「今のままでよしリ (35.9%)が 3割台半

ばでほぼ同じ比率であった。

地震保険非加入者について詳細にみると、「もっと細分化すべき」は、共済加入者(地震

不担保) (38. 8%)で4割弱と、他の地震保険非加入者と比べ高くなっている。
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《参考 1))保険料の構造区分に対する意識を等地別に集計

【等地別】 (n) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1等地 (3，556) 

2等地 (3，584) 

3等地 (8，358) 

全国計(15，498) 

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

《参考 1))は、保険料の構造区分に対する意識を等地別に集計した結果である。「今のま

までよしりの比率が、等地が高くなるにつれて低くなっている。また、どの等地において

も「もっと単純でよしリが「もっと細分化すべき」を上回っている。

《参考 2))保険料の構造区分に対する意識を住居建物の構造別に集計

【構造別】 (n) 
100% 

木造 (7，498) 

非木造 (7，219) 

わからない (781) 

合計 (15刈 8)

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

《参考 2))は、保険料の構造区分に対する意識を住居建物の構造別に集計した結果である。

木造および非木造では「もっと単純でよしりと「今のままでよしりの比率は、ほぼ同程度

であるが、「わからなしリでは「もっと単純でよしリ (43.5%) が最も高い。また、どの構

造区分においても「もっと単純でよしリが「もっと細分化すべき」を上回っている。
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【建築年代別】

《参考 3))保険料の構造区分に対する意識を住居建物の建築年代別に集計

)
 

れ(
 

昭和35年以前 (405) 

昭和36~45年 (512) 

昭和46~55年(1，470) 

昭和56~平成2年 (2， 554)

平成3~12年 (3， 895)

平成13~22年 (4， 163)

平成23年以降 (1，344)

わからない (1，155)

合計(15，498) 

.もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

100% 

《参考 3))は、保険料の構造区分に対する意識を住居建物の建築年代別に集計した結果で

ある。建築年代が新しくなるにつれて「もっと細分化すべき」の比率が高くなる傾向が多

少みられるが、大きな変化はない。また、いずれの建築年代の区分においても「今のまま

でよしリの比率は 34"'-'40%程度の範囲内にあり、差が見られない。

【保険料の印象別】

《参考 4))保険料の構造区分に対する意識を保険料の印象別に集計

)
 

れ(
 

高い (3，232) 

やや高い (5，656) 

妥当 (5，941 ) 

やや安い (515) 

安い (154) 

合計(15，498) 

.もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

100% 

《参考 4))は、保険料の構造区分に対する意識を保険料の印象別に集計した結果である。

保険料に「高い」あるいは「やや高い」という印象を持っている人は、「今のままでよい」

(それぞれ 26.7%、30.7%)の比率が低く、「もっと細分化すべきJ(それぞれ 39.6%、31.5%)、

「もっと単純でよいJ(それぞれ 33.7%、37.7%)の比率は他の区分よりも高くなっている。
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②保険料の地域区分

052回以下に挙げる地震保険に関することについて、あなたのご意見に近いものをそれぞれお答えくださ

し、。

052-2 現在、県単位で7区分となっている保険料の地域区分について

【地震保険加入状況別】

地震保険加入者 (6，998)

地震保険非加入者 (8，500)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (6，998)

共済加入者(地震担保) (895) 

その他地震補償加入者 (202)

火災保険のみ加入者 (4，491)

共済加入者(地震不担保) (147) 

保険共済非加入者 (2，765)

)
 

れ(
 100% 

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

地震保険の保険料の地域区分について、地震保険加入者では「もっと単純でよいJ(39.0%) 

が最も高くおよそ 4割、次いで「今のままでよいJ(34.6%)が 3割台半ばとなっている。

地震保険非加入者も「もっと単純でよしリ (38.3%) が最も高く 4割弱、次いで「今のまま

でよしリ (33.8%)がおよそ 3割となっている。

地震保険非加入者について詳細にみると、「もっと細分化すべき」は、共済加入者(地震

不担保) (32. 7%)でおよそ 3割と、他の地震保険非加入者と比べやや高くなっている。
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《参考 1))保険料の地域区分に対する意識を等地別に集計

【等地別】 (n) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1等地 (3，556) 

2等地 (3，584) 

3等地 (8，358) 

全国計 (15，498)

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

《参考 1))は、保険料の地域区分に対する意識を等地別に集計した結果である。「もっと

細分化すべき」および「もっと単純でよい」の比率は 1等地から 3等地と等地(保険料)

が高くなるにつれて高くなり、「今のままでよしリの比率は等地が高くなるにつれて低下す

る。

《参考 2))保険料の地域区分に対する意識を住居建物の構造別に集計

【構造別】 (n) 
O~ 20% 40% 60% 80% 100% 

木造 (7，498) F- 39，0 33，6 

非木造 (7，219) 37，5 34，8 

わからない (781) 1・EZ 44，8 34，3 

合計 (15，498) ~ .... ， 38，6 34，2 

. もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

《参考 2))は、保険料の地域区分に対する意識を住居建物の構造別に集計した結果である。

居住建物の構造がわからない回答者を除くと、「もっと単純でよいJ(それぞれ 39.0%、

37.5%) の比率が最も高い。また、居住建物の構造が「わからない」回答者も含め、「もっ

と単純でよしリや「今のままでよしリが「もっと細分化すべき」を上回っている。

80 



《参考 3))保険料の地域区分に対する意識を住居建物の建築年代別に集計

【建築年代別] (n) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

昭和35年以前 (405) 

昭和36~45年 (512) 

昭和46~55年 (1，470) 

昭和田~平成2年 (2，554) 

平成3~12年 (3，895) 

平成13~22年 (4，163) 

平成23年以降 (1，344) 

わからない (1，155) 

合計 (15，498)

《参考 3))は、保険料の地域区分に対する意識を住居建物の建築年代別に集計した結果で

ある。いずれの区分でも建築年代による明確な傾向の差は見られない。また、「平成 23年

以降」の区分以外の建築年代では「もっと単純でよいJ(38. 1 ~4 1. 7%) の比率が最も高く

なっている。

《参考 4))保険料の地域区分に対する意識を保険料の印象別に集計

【保険料の印象別】 (n) 100% 

高い (3，232) 

やや高い (5，656) 

妥当 (5，941) 

やや安い (515) 

安い (154) 

合計 (15，498)

.もっと細分化すべき 口もっと単純でよい 口今のままでよい

《参考 4))は、保険料の地域区分に対する意識を保険料の印象別に集計した結果である。

保険料に「高い」あるいは「やや高い」という印象を持っている者は「今のままでよいJ(そ

れぞれ 22.2%、28.3%) の比率が他の区分よりも低く、「もっと細分化すべきJ(それぞれ

38.9%、30.8%)、「もっと単純でよいJ(それぞれ 38.9%、40.9%)の比率は他の区分より

も高くなっている。また、いずれの区分においても、「もっと細分化すべきJ(17. 7~38. 9%) 

の比率を、「もっと単純でよしリ (35.1 ~40. 9%) の比率が上回っている。
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8. 共同住宅の共用部分の地震保険加入状況

( 1 )共同住宅建物の階数

①共同住宅建物の階数

【SQ3(居住する住居建物の属性〕で「共同住宅(マンション等〕 持ち家Jr共同住宅(マンション等〕 賃貸住宅Jと回

答した人に】

Q55 あなたは共同住宅(マンション等)の何階にお住まいですか。

・建物階数

【地震保険加入状況別】 (刊

地震保険加入者 (2.777)

地震保険非加入者 (4.015)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (2.777)

共済加入者(地震担保) (183) 

その他地震補償加入者 (106)

火災保険のみ加入者 (2.040)

共済加入者(地震不担保) (58) 

保険共済非加入者 (1.628)

お住まいの共同住宅が何階建てかを尋ねたところ、地震保険加入者では 16'"'-'10階」

(31. 0%) が最も多く、およそ 3割にのぼる。次いで、 13'"'-'5階J(25. 0%)、111'"'-'14階」

(21. 0%) が 2割台で高くなっている。地震保険非加入者は 13'"'-'5階J(37.2%) が 3割強

で最も高く、次いで 11'"'-'2階J(27.6%) が 2割強となっている。地震保険非加入者は j維

新保険加入者に比べて低層の共同住宅に住んでいる比率が高い。

地震保険非加入者について詳細にみると、共済加入者(地震不担保)では、 11'"'-'2階」

(39.7%) が 4割で他の地震保険非加入者と比べ高くなっている。
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②居住している階数

【SQ3(居住する住居建物の属性〕で「共同住宅(マンション等〕 持ち家Jr共同住宅(マンション等〕 賃貸住宅Jと回

答した人に】

Q55 あなたは共同住宅(マンション等)の何階にお住まいですか。

・居住階数

【地震保険加入状況別】

地震保険加入者 (2，777)

地震保険非加入者 (4，015)

【地震保険加入状況別(詳細〕】

地震保険加入者 (2，777)

共済加入者(地震担保) (183) 

その他地震補償加入者 (106)

火災保険のみ加入者 (2，040)

共済加入者(地震不担保) (58) 

保険共済非加入者 (1，628)

)
 

れ(
 0% 20% 40% 60% 80% 100~ 

共同住宅の何階にお住まいかを尋ねたところ、地震保険加入者では 14~5 階J (21. 8%)、

16~10 階J (20.8%)、12階J(20. 1 %)が 2割と比率が高くなっている。地震保険非加入

者は 12階J(29.6%)が 3割で最も高く、次いで 11階J(21. 8%)が 2割となっている。

地震保険非加入者は地震保険加入者に比べて 1~2 階に住んでいる比率が高い。

地震保険非加入者について詳細にみると、共済加入者(地震不担保)では、 11階J(31. 0%) 

が 3割で他の地震保険非加入者と比べてさらに比率が高くなっている。
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( 2)地震保険加入の有無

①共用部分の地震保険加入の有無

【SQ3(居住する住居建物の属性〕で「共同住宅(マンション等〕 持ち家Jr共同住宅(マンション等〕 賃貸住宅Jと回

答した人に】

Q56 お住まいの共同住宅(マンション等)の共用部分は地震保険に加入していますか。

【地震保険加入状況別】

地震保険加入者 (2，777)

地震保険非加入者 (4，015)

【地震保険加入状況別(詳細)】

地震保険加入者 (2，777)

共済加入者(地震担保) (183) 

その他地震補償加入者 (106)

火災保険のみ加入者 (2，040)

共済加入者(地震不担保) (58) 

保険共済非加入者 (1，628)

)
 

れ(
 0% 20% 40% 60% 80% 100~ 

.加入している 口加入していない 口わからない

共同住宅の共用部分の地震保険加入有無については、地震保険加入者、非加入者ともに

「わからなしリ(それぞれ 54.5% 、 65.8%) とする比率が 5~6 割強と高くなっている。「加

入している」と回答した地震保険非加入者 (9.4%)が 1割未満なのに対して、地震保険加

入者 (39.9%)では 4割と高くなっている。

地震保険非加入者について詳細にみると、いずれの区分でも「わからなしリの比率が 6

割ほどを占める。「加入している」は共済加入者(地震担保) (29.5%)、その他地震補償加

入者 (33.0%)が 3割で他の地震保険非加入者と比べ比率が高くなっている。
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②共用部分を対象とした地震保険に加入した理由

【Q56(居住する共同住宅の地震保険の加入状況〕で「加入しているJと回答した人に】

Q57 お住まいの共同住宅(マンション等)の管理組合が共用部分を対象とした地震保険に加入した理由

(きっかけ)は何ですか。(いくつでも選んでください)

管理会社から提案を受けたから

不動産業者、銀行等に加入を勧められたから

火災保険とセットで契約したから

共同住宅(マンション等〕の耐震性に不安を持って

いたから

購入時に融資(住宅ローン〕を受けた、または返済

中の居住者が多いから

地震により被害を受けたから

保険料が負担可能な金額だったから

保険料の割引が受けられたから

政府が関与している保険制度であり安心感があるか

b 

その他

わからない

O~ 

【地震保険加入状況別】

. 地震保険加入者(n二1109)

白地震保険非加入者(n二376)

20% 40% 

50.1 

42.6 

24.9 

28.2 

60% 80% 

共同住宅の共用部分の地震保険に加入している人に、加入した理由を尋ねた。地震保険

加入者では、「管理会社から提案を受けたからJ(50. 1 %)が 5割と最も高く、次いで「火

災保険とセットで契約したからJ(24.9%) が 2割台半ばとなっている。

地震保険非加入者についても、「管理会社から提案を受けたからJ(42.6%) がおよそ 4

割と最も高く、次いで「火災保険とセットで契約したからJ(22.3%)が2割ほどとなって

し、る。
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③共用部分を対象とした地震保険に加入していない理由

【S03(居住する住居建物の属性〕で「共同住宅(マンション等〕 持ち家Jと回答した人で、かつ 056(共同住宅の共用

部分の地震保険加入有無〕で「加入していないJと回答した人に】

Q58 共同住宅(マンション等)の共有部分は地震保険に加入していないとお答えになった方に伺います。

なぜ加入していないのですか。(いくつでも選んでください)

火災共済等に加入しているから

住居建物の耐震性(免震制震を含む)は十分高
い泊、ら

住居建物が新しいから

地震で被災する ιとはないと思うから

大地震の時は何らかの公的支援が期待できるから

大地震の時は義援金(義揖金)が期待できるから

地震保険では最高で住居建物の再築に必要な額の

50%までしか補償されないから

具体的な保険料まではわからないが、保険料が高
いイメ ジがあったから

具体的な保険料を見た、または計算した結果、保
険料が高かったから

加入の方法(手続き)がわからないから

加入の機会や勧誘等がなかったから

保険の内容がわかりにくかったから

その他

わからない

【地震保険加入状況別】

. 地震保険加入者(n二88)

口地震保険非加入者(n二163)

19.3 

40% 

28.8 

33.0 
28.2 

60日 80% 

共同住宅の共用部分の地震保険に加入していない人に、加入していない理由を尋ねた。

地震保険加入者では、「力日入の機会や勧誘等がなかったからJ(11. 4%)、「具体的な保険料

を見た、または計算した結果、保険料が高かったからJ(10.2%)が 1割台と高くなってい

るが、「わからないJ(33.0%)が 3割を占めている。地震保険非加入者については、「火災

共済等に加入しているからJ(28. 8%)がおよそ 3割と最も高く、次いで「住居建物の耐震

性(免震・制震を含む)は十分高いからJ(14.7%)が 1割台半ばとなっている。なお、地

震保険非加入者についても、「わからなしリ (28.2%)が 3割を占めている。
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(3 )地震保険加入の必要性

①共用部分の地震保険加入の必要性

【SQ3 (居住する住居建物の属性〕で「共同住宅(マンション等〕 持ち家Jと回答した人に】

Q59 平成 23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で被災した共同住宅(マンション等)の修復や再

建にあたり、共同住宅(マンション等)の共用部分が地震保険に加入していた場合と加入していな

かった場合では、資金的余裕にかなり差があったようですが、あなた自身はどう思いますか。

【地震保険加入状況別】 (刊

地震保険加入者(1，733) 

地震保険非加入者 (948)

【地震保険加入状況別(詳細〕】

地震保険加入者(1，733) 

共済加入者(地震担保) (93) 

その他地震補償加入者 (33) 

火災保険のみ加入者 (563)

共済加入者(地震不担保) (12) 

保険共済非加入者 (247)

口共同住宅(マンション等)共用部分の地震保険への加入1;<，必要ないと思う

固 その他

口わからない

共同住宅の共用部分の地震保険加入の必要性については、地震保険加入者では、「共同住

宅(マンション等)共用部分の地震保険への加入は必要と思う J(78. 9%)がおよそ 8割で

最も高くなっている。地震保険非加入者についても、「共同住宅(マンション等)共用部分

の地震保険への加入は必要と思う J(60.4%)が6割と最も高いが、「わからないJ(31. 4%) 

も3割と高い比率になっている。

地震保険非加入者の詳細についてみると、「共同住宅(マンション等)共用部分の地震保

険への加入は必要と思う」は、共済加入者(地震担保) (77.4%)、その他地震補償加入者

(72.7%)で 7割以上と他の地震保険非加入者と比べ高くなっている。
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②共用部分の地震保険加入が必要だと思う理由

【Q59(共用部分の地震保険加入の必要性〕で「共同住宅(マンション等〕共用部分の地震保険への加入は必要と思う Jと回

答した人に】

Q60 共同住宅(マンション等)共用部分の地震保険への加入は必要と思う理由は何ですか。

(いくつでも選んでください)

共同住宅〔マンション等)の耐震性
に不安を持っているから

共同住宅〔マンション等)購入の融
資〔住宅ローン)を受けた、または

返済中だから

地震によって発生する火災に不安を
持っているから

地震災害の報道を見て

住んでいる地域に地震が

起きる可能性が高いと思うから

地震により被害を受けたから

保険料が負担可能な

金額だから

保険料の割引が
受けられるから

政府が関与している保険制度であり
安心感があるから

その他

【地震保険加入状況別】

. 地震保険加入者(n二 1367)

白地震保険非加入者(n二573)

40% 60関

38.3 

32.8 

32.7 

【地震保険加入状況別(詳細)】

. 地震保険加入者(n二 1367)

口共済加入者(地震担保)(n二72)

口その他地震補償加入者(n二24)

口火災保険のみ加入者(n二337)

.共済加入者(地震不担保)(n二8)

口保険共済非加入者(n二 132)

60% 

37.5 

62.5 

38.3 

37.5 

80% 

共同住宅の共用部分への地震保険加入が必要だと感じた人に、その理由を尋ねた。地震

保険加入者では「地震によって発生する火災に不安を持っているからJ(38.3%)がおよそ

4 割で最も高く、次いで、「住んでいる地域に地震が起きる可能性が高いと思うから」

(32.7%)、「地震災害の報道を見てJ(30.6%)がおよそ 3割となっている。

地震保険非加入者については、「地震災害の報道を見てJ(32. 8%)が最も高く、「地震に

よって発生する火災に不安を持っているからJ(27.1%)、「共同住宅(マンション等)の耐

震性に不安を持っているからJ(26. 7%)、「住んでいる地域に地震が起きる可能性が高いと

思うからJ(26.0%)が2割台半ばで続く。

地震保険非加入者の詳細についてみると、共済加入者(地震担保)では「保険料が負担

可能な金額だからJ(19.4%)がおよそ 2割と他の地震保険非加入者と比べ高くなっている。
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③共用部分の地震保険加入が必要だと思わない理由

【Q59(共用部分の地震保険加入の必要性〕で「共同住宅(マンション等〕共用部分の地震保険への加入は必要ないと思

うj と回答した人に】

Q61 共同住宅(マンション等)共用部分の地震保険への加入は必要ないと思う理由は何ですか。

(いくつでも選んでください)

共同住宅(マンション等〕の耐震性(免震 制震を
含む〕は十分高いから

共同住宅(マンション等〕が新しいから

いざとなれば預金等で何とかなると思うから

共同住宅(マンション等〕購入の融資(住宅口

ン〕の返済が終わっているから

地震で被災する ιとはないと思うから

大地震の時は何らかの公的支援が期待できるから

大地震の時は義援金(義絹金〕が期待できるから

地震保険では最高で住居建物の再築に必要な額の
50%までしか補償されないから

地震保険は保険料が高いイメ ジがあるから

具体的な保険料を見た、または計算した結果、保険
料が高かったから

保険の内容がわかりにくいから

その他

0% 

【地震保険加入状況別】

20% 

15.3 

15.3 

. 地震保険加入者(n二40)

口地震保険非加入者(n二72)

40% 60% 

32.5 
40.3 

27.5 

25.0 

80% 

共同住宅の共用部分への地震保険加入が必要ないと思う人に、その理由を尋ねた。地震

保険加入者では「共同住宅(マンション等)の耐震性(免震・制震を含む)は十分高いか

らJ(32. 5%)がおよそ 3割で最も高く、次いで「地震保険では最高で住居建物の再築に必

要な額の 50%までしか補償されないからJ(27.5%)、「保険の内容がわかりにくいから」

(25.0%)が2割台半ばとなっている。

地震保険非加入者については、「共同住宅(マンション等)の耐震性(免震・制震を含む)

は十分高いからJ(40.3%)が4割を占め、地震保険加入者よりも高くなっている。
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