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ストック活用

ストックの維持・向上に関するこれまでの国の取り組み
○

家余り時代

の住まい方

長期優良住宅、住宅性能表示、既存住宅やリフォーム向けの瑕疵保険、インスペクション、住宅履歴、長期優良
住宅化リフォーム等の制度が整備されてきた。
平成14年度

リフォームで住まいを長く快適に
住宅取得も新築から既存住宅購入へ

住宅の現況
把握
（劣化・不
具合等）

くことが強く求められているのです。こうしたなかで既存住宅の品質を高めて流通させる、リフォームによって住宅の性能
を高めるといったストック活用が始まっています。

住宅の性
能・質の向
上と評価

を策定、平成32年（2020年）まで

数を占めています。
空き家は放っておくと老朽化が進

に中古住宅流通・リフォーム市場の

計調査）
。昭和38年以前は総世帯数

み、倒壊等の危険性だけでなく、防

規模について、２倍の20兆円を目

が総住宅数を上回っていましたが、

犯上も好ましくありません。

指すとしました。

既存住宅の住宅性能表示
制度（H14年度〜）
・評価書交付件数
累計3,199戸（H24.10）

住宅の資産
価値の評価

事業者間連携協議会の取組の支援

価格査定マニュアルの
改訂（H21年度）
長期優良住宅に対応等

年の総世帯数は5,245万世帯であり、

した。さまざまな対策を通じて、空

の流通シェアは、欧米諸国に比べて

818万戸の住宅が 余って いるの

き家の撤去・管理・活用を促すもの

1/6程度と言われています。一言で

の品質や性能に対する不安を取り除

です。

です。今後、危険なものは取り壊す、

言えば、既存住宅が流通していない

くことが狙いです。

今、住宅を建てては壊すというス

使えるものは積極的に流通させる―

ということです。

クラップ＆ビルドの時代は終わり、

そうした取り組みが求められます。

住宅を長く大切に使い続ける世の中

平成28年度には、空き家の放置

リアフリー、耐震という３項目につ

や性能に対して不安を感じているこ

きています。消費者の不安を取り除

の金利を一定期間0.6％引き下げる

いて所得税額の控除や固定資産税の

となどが指摘されています。

くことで、安心して既存住宅を購入

制度が、平成28年度から始まります。

減税が行われています。例えば、

「平成26年度 住宅リフォーム実

ローンを活用して省エネ改修やバリ

うに活用していくかが大きなテーマ

援も始まります。

ています。

できる環境整備が進んでいるのです。

流通時のリフォームを支援
中古＋リフォームという新潮流

例調査（
（一社）
住宅リフォーム推進

アフリー改修を行った場合、５年間

協議会）
」によると、リフォームを

で最大62.5万円が所得税から控除

行なった住宅の取得方法は、特に

されます。また、平成28年度から

取引業法を改正し、既存住宅売買時

ストック住宅については、その性

30代以下で「中古住宅」が多く、

は三世代同居の改修も所得税控除が

の「重要事項説明」のなかにインス

能をどのように上げていくかもテー

戸建て住宅で32.6％、マンション

適用されることになります。

平成24年に国土交通省は「中古

ペクション（建物検査）を実施した

マの一つです。古い住宅は、例え構

で68.4％に及びます。さらに入居

また、既存住宅ストックの長寿命

住宅・リフォームトータルプラン」

か否かを盛り込む方針です。消費者

造がしっかりしていても、断熱性や

前後のリフォームは約半数と、既存

化を図るリフォームには補助も用意

耐震性が不十分であったり、設備な

流通に際してのリフォームニーズが

されています。
「長期優良住宅化リ

どが時代に合わなくなったりしてい

高くなっています。

フォーム推進事業」は、耐震性や省

例えば、国土交通省は、宅地建物

中古・リフォームの市場倍増目標
インスペクションで不安も払拭

今、ストック住宅をめぐり社会問
空き家数及び空き家率の推移

題となっているのが空き家です。
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宅数に占める空き家の割合）も、平成
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が3.8％と、供給可能な住宅が過半

策が用意されています。

上げた住宅について、フラット35

するため、さまざまな施策を展開し

用の住宅が52.4％、売却用の住宅

また、既存住宅の購入に際してリ

まいについてのリフォームにも支援

り、新築にこだわらない人も増えて

3,000万円を控除する新たな税制支

この空き家の内訳をみると、賃貸

引き下げる減税制度があります。

その背景には、消費者がその品質

ストックを、社会資産としてどのよ

（平成25年住宅・土地統計調査）
。

出典：国土交通省

リフォーム減税では、省エネ、バ

国は、この既存住宅市場を活性化

には13.5％と過去最高になっています

建物評価手法の見直し
・経年で一律に減価する評価手法の見直し
・リフォームによる住宅の質の向上を建物評価に反映

フォームによって省エネ性能などを

を 売 却 し た 場 合、 譲 渡 所 得 か ら

10年に初めて１割を越え、平成25年

新しい不動産流通
ビジネスモデルの
普及（土・建局）

今、消費者の意識も変わりつつあ

こうしたなかで6,063万戸の住宅

は36万戸でしたが、その後、一貫し

基準等の整備
（告示化等）

リフォームによる長期優良住宅化

・中古住宅の取得におけるワンストップサービス提供の促進
・住み替え支援、ストックの再生、住まいの多様な提案

流通＋新設着工）に占める既存住宅

は820万戸に及びます。昭和33年に

インスぺクションを
活用した住宅情報の
蓄積・利用

住宅リフォーム事業者団体登録制度
（H26.9.1交付、施行）

に関する特別措置法」が施行されま

総住宅数6,063万戸のうち、空き家

補助事業おける
インスぺクションの活用

既存住宅を評価するための基準等
の整備（リフォームによる長期優
良住宅の認定を含む）

新築住宅の長期優良住宅の認定
（H21.6〜）
・認定戸数
累計33.8万戸（H24.11）
平成23年度10.6万戸

中古住宅流
通・リフォー
ムの担い手の
強化

世帯数を上回っています。平成25

社会問題化する空き家
新法で利活用・撤去を促す

インスぺクション
の普及

平成27年度

への補助制度実施・基準の検証

我が国の全住宅流通量（既存住宅

を防ぐため、相続による古い空き家

平成26年度

・住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会の設立（平成22年５月）
・同協議会における履歴情報の蓄積件数は約267万件（平成23年度末現在）

平成27年に「空家等対策の推進

みを進めています。

インスペクション・
ガイドラインの作成

平成25年度

住宅履歴情報「いえかるて」の普及

昭和43年に逆転し、総住宅数が総

となっており、国も積極的な取り組

平成24年度

平成23年度437戸

及びます（平成25年住宅・土地統

を迎えています。
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既存住宅向け瑕疵保険
・リフォーム瑕疵保険（H22.3〜）
・既存住宅売買瑕疵保険（H21.12〜）

住宅履歴情
報の蓄積・
活用

今、住宅数が世帯数を上回り、空き家も820万戸に及んでいます。現在、建っている住宅を貴重な社会資産として活用してい

我が国の総住宅数は6,063万戸に

平成23年度
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るケースが多くあります。

新築住宅に比べて価格の安い既存

エネ対策、劣化対策など一定の要件

14.0

その場合、リフォームを行って時

住宅を購入し、浮いた予算を より

を満たすリフォームに対して、上限

12.0

代に合った住宅とすることが求めら

快適な生活 に回したいと考える人

100万円（一部200万円）の補助を

10.0

れますが、当然、コストもかかりま

にとっては、ありがたい制度です。

用意しています。

8.0

す。そこで国は、既存住宅の流通時

6.0

に品質や性能を上げる取り組みを支

4.0

援しています。

リフォームを減税で支援
性能向上の優遇制度も

品質や性能しっかりした既存住宅
を購入する、自分の好みでリフォー

2.0

例えば、一定の質向上を図るため

ストック住宅の品質や性能を上げ

ムを行なう―ストック時代に、そん

0.0

にリフォームを行った既存住宅を取

ることへの支援は、何も既存住宅の

な かしこい 暮らし方が当たり前

得した場合、買主に課せられる登録

流通を踏まえてのことだけではあり

になってきているのです。

免許税の税率を2.0％から0.1％に

ません。当然、今、暮らしている住

昭和
平成
33年 38年 43年 48年 53年 58年 63年 5年 10年 15年 20年 25年
出典：総務省「平成25年住宅土地統計調査」
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