
１．優良なリフォーム事業者の見える化／認証 

優良な事業者の区分け 
 第三者認証の仕組みを創設する場合・・・新たな仕組み作りの必要はなく、現在の仕組みの改善

を行うべき。 
 

悪質な事業者の排除 
 今の状態では誰でも参入できてしまうので、それまで産業として育ってきた全体を破壊するような

者が多数出てくる可能性がある。建設業法の許可基準の金額500万円以上ということではなく、あ
る程度ハードルとなる基準は必要ではないか。 

 小さな工事をメインとする事業者は厳しくなりますが、「500万円以上」の登録等建設業の範囲を再
検討してはどうでしょうか。 

 
両者に共通する問題意識 
 行政と事業者の間に公平な情報が集まるようなNPOのような機関が必要なのではないか。公平で

的確な情報が存在していない。 
 認定制度を作るといった議論の中で、リフォーム市場がまだ小さい現状で規制を入れると市場が

大きくならない可能性があるので、評価ぐらいにしておいた方が良い。 
 必要な設備の発注や施工管理ができる能力・経験がある人をリノベーションコーディネーターとし

て認定するような仕組みをつくり、さらにこのコーディネーターがいる会社を認証するような仕組み
をつくれば、悪質事業者と優良事業者の差別化を世の中に発信できるのではないか。 

これまでの委員からの主なご意見 

資料３－１ 
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１－１．事業参入に係る規制の現状（建設業許可の基準①） 

○建設業の許可 
・建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って
営業する者は当該許可を必要としない。 

○許可業種の区分 
・許可は、建設工事の種類（全２８種類）ごとに受けなければならない。業種ごとに一般建設業または特定建設業
のいずれか一方の許可を受けることができる。 
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○目的 
・この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事
の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に
寄与することを目的とする。 



１－１．事業参入に係る規制の現状（建設業許可の基準②） 
 

○許可の要件 
・４つの許可要件を満たすこと、及び「欠格要件」に該当しないことが必要。 
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①経営業務の管理責任者 
・許可を受けようとする者が法人である場合は常勤の役員のうち１人が、個人である場合は本人または支配
人のうち１人が経営業務について一定の経験を有することが必要。 



4 

技術資格要件 

②専任技術者 
・建設業を営む営業所に許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持つ技術者を専任で
配置することが必要。 

１－１．事業参入に係る規制の現状（建設業許可の基準③） 
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④財産的基礎等 
・請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要。 

③誠実性 
・請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要。 

１－１．事業参入に係る規制の現状（建設業許可の基準④） 
 



１－２．リフォーム評価ナビにおける事業者の登録基準 

• リフォーム評価ナビは、国土交通省の補助（25年度）を受けて運営。サイトでは、リフォー
ム事業者の登録（登録数７０５社）、口コミ情報の収集・公開を実施。（実施主体：（一財） 
住まいづくりナビセンター） 

• 事業者の登録に当たっては、以下の要件を満たすほか、口コミアンケート５件を提出。 

リフォーム瑕疵保険の事業者登録要件 

①～③のいずれかの要件を満たすことが必要。 
①建設業法による建設業許可を受けている事業者 
②次の条件をともに満たしている事業者  
イ．業者登録申請時までに継続して3年以上リフォーム工事業を営   
 んでいること 
ロ．リフォーム工事の実施件数が直近3年以内に5件以上あること 
③次に掲げる資格の有資格者であって、上記②の条件を満たす 
 事業者において3年以上リフォーム工事に従事した経験を持つ者 
 が、代表者または主として工事に従事する事業者  
  資格 
   建築士（一級・二級・木造） 
   建築施工管理技士（一級、二級） 
   建築大工技能士（一級、二級） 

（※住宅保証機構（株）の場合） 
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出典：リフォーム評価ナビ ホームページ 



１－３．事業者団体を通じた適正なリフォーム事業者の登録等に係る検討 
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• 国土交通省では、事業者団体による、消費者保護や資質の向上等の取り組みを通じ
た適正なリフォーム事業の推進を図るべく、「事業者団体を通じた適正な住宅リフォー
ム事業の推進に関する検討会」において、昨年12月から検討を開始。 

出典：第2回検討会資料（国土交通省） 
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○適合性を評価する者による分類 
  ・第一者評価（製品等の供給者自身による評価）→自己適合宣言 

  ・第二者評価（製品等の購入者による評価）→二者監査 

  ・第三者評価（供給者でも購入者でもない第三者による評価）→認証 

 
製品、プロセス、サービスが標準などの特定の要求事項に適合していることを第
三者が文章で保証する手続きを「認証」（Certification）と呼びます 

供給者 
（第一者） 

認証機関や試験所等 
（第三者） 

購入者 
（第二者） 製品・サービス・プロセス等の供給 

自己適合宣言 

認証や試験証明書の発行など 

二者監査 

１－４．認証について ①「認証」の概念 
 



 適合性評価機関の力量を担保する機関（認定機関）の導入により、
制度全体の一貫性や信頼性を担保 
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認証機関A 

製品 製品 製品 

認証機関B 

製品 製品 製品 

認定機関 

特定の基準に適合した 
認証活動 

特定の基準に適合した製品 

認定 認定 

※国がこの役割を担う場合もある。 

１－４．認証について ②適合性評価活動の信頼性を担保する認定―認証制度 
 



JISマーク制度 

製造事業者 
製品 

登録認証機関 

経済産業省 

ISO/IEC 
17065 

登録 
（認定） 

品質管理 
製品試験 認証 

電気用品安全法 

製品 

指定認証機関 

経済産業省 

ISO/IEC 
17065 

指定 
（認定） 

製品試験 
品質管理 認証 

国の制度 

製品 

試験所 

㈱電磁環境試験 
認定センター 

JVLAC 

ISO/IEC 
17025 認定 

品質管理 
製品試験 認証 

EMC（電磁両立性） 

民間の制度 
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１－４．認証について ③認定－認証が行われている例 
 



• JISマーク制度は、国に登録された認証機関（登録認証機関）がＪＩＳに適合する製品
を製造する事業者等を認証する制度（平成26年3月末現在で認証件数は約8800件）。 

• 法令に基づき、一定の要件を満たす者であれば、登録認証機関となることができる
（平成26年3月末現在で24機関（うち海外3機関）が登録）。 
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国【JISマーク室】 

登録 

認証 

製造業者等 

工業標準化法 

（ＩＳＯ／ＩＥＣ17065） 

フォローアップ 
・定期的な認証維持審査 

・臨時の認証維持審査 

 

認証対象の製品を製造する工場（複数
可）における製造及び検査がＪＩＳに基
づき実施されているか、品質管理体制
を審査。 

 

製品試験 

製品をランダムサンプリングし、該当
JISに基づく試験による確認 

登録認証機関の管理の下で実施 

品質管理 

認証省令、ＪＩＳ Ｑ１００１、 

分野別認証指針、該当ＪＩＳ等 

国内 
 製造業者、加工業者 
 販売業者、輸入業者 
海外 
 製造業者、加工業者 
 輸出業者 

ＪＩＳマークの表示 

登録認証機関 

ＪＩＳ適合性試験 

申請 審査 

１－４．認証について ④具体的な事例：ＪＩＳマーク制度 



１－４．認証について ⑤サービス業の第三者認証制度（結婚相手紹介サービス） 
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• 経済産業省では、平成１８年５月、サービス産業の信頼性や質の確保の観点から「認証制度」の導入等を提言し
た 「少子化時代の結婚関連産業の在り方に関する調査研究報告書」をとりまとめ、公表。経済産業省が開催す

る「サービス産業生産性協議会」にて、平成２０年７月、「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライ
ン」をとりまとめ、公表。 

• 上記ガイドラインに基づき以下の法人が結婚相手紹介サービスの認証制度を創設。 
     -特定非営利活動法人 結婚相手紹介サービス業認証機構 
     -特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 

マル適マークCMS  
総合認証 

マル適マークCMS 
基本認証 

対象 事業規模が大きな
事業者 

事業規模が小さな
事業者 

基準の内容 ・ガイドライン準拠 
・健全財務、人材
教育、個人情報に
ついて基本認証よ
り厳しく審査 

・ガイドライン準拠 
 

申請費用 21,000円 21,000円 

書類審査費用 31,500円 63,000円 
（書類審査・実地審
査を同時に実施） 実地審査費用 105,000円 

認証費用合計 157,500円 84,000円 

 
 

日本ライフデザインカウンセラー協会による認証の課金 

http://www.counselors.jp/pdf/131201release.pdf
http://www.counselors.jp/pdf/131201release.pdf
http://www.counselors.jp/pdf/131201release.pdf
http://www.counselors.jp/cms/select.html
http://www.counselors.jp/cms/select.html
http://www.counselors.jp/cms/cms_blue.html
http://www.counselors.jp/cms/cms_blue.html
http://www.counselors.jp/cms/flow.html
http://www.counselors.jp/cms/flow.html
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2011/071/doc/071_111018_shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2011/071/doc/071_111018_shiryou4.pdf
http://www.clubotwo.jp/company/ims.html
http://www.clubotwo.jp/company/ims.html
http://www.mcsa.or.jp/pdf/ims.pdf
http://www.mcsa.or.jp/pdf/ims.pdf
http://www.ims-npo.org/attestation/procedure.html
http://www.ims-npo.org/attestation/procedure.html
http://www.ims-npo.org/attestation/procedure.html
http://www.ims-npo.org/attestation/procedure.html


１－５．現状の評価及び取組の方向性 

 現在、500万円以上のリフォーム工事を行う事業者が建設業の許可を必要とすることが、
事実上・唯一の参入規制となっている。逆に、500万円未満の工事については誰でも参
入可能となっている。 
 

 優良な事業者の見える化／悪徳事業者を排除するための対応としては、①現在ある参
入障壁を強化する（請負金額の閾値を下げる等）、②新たな参入規制を設ける、③リ
フォーム事業全体を対象とした事業者の認証制度を創設・運用する、④行政、金融機
関、消費者団体の連携を通じてブラックリストを整備し運用する、といった対策が考えら
れる。 
 

 一方で、既に様々な団体や地方公共団体において、優良なリフォーム業者を区別する
ための仕組みの運用が開始されており、国土交通省においても、「リフォーム評価ナ
ビ」へのリフォーム事業者の登録のほか、新たに事業者団体を通じた適正なリフォーム
事業者の登録の仕組みを検討中。こうした中で、追加的に新たな認証制度を創設する
ことは建設的でないと考えられる。 
 

 今後は、国土交通省で検討中の登録の仕組みが制度確立し、その運用実績の結果を
踏まえ、登録要件の精緻化・厳格化等の見直しを行った上で、必要に応じて、第三者認
証の仕組みを構築することの可能性・是否を検討していくことが適当と考えられる。な
お、第三者認証の仕組みが確立した場合には、認証された事業者を優良な事業者とみ
なし、他の制度と組み合わせる（連動させる）ことにより、一定のインセンティブを付与す
ることが検討可能となる。 
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