リフォームビジネス拡大に向けた勉強会 報告書概要（１／６）
Ⅰ．住宅・リフォームに関連する現状及び社会環境変化の分析
【我が国における社会環境変化】
 2050年には、居住地域の6割以上の地点
で現在の半分以下に人口減少。又、現在
の居住地点の約2割は無居住化（推計）。
 人口が一定規模を下回ると、維持できない
サービスが増え、更なる人口流出を招く。
 市町村では、集中した居住と各種機能の
集約等によるコンパクトシティの形成が不
可欠。

【住宅関連市場の将来動向】
 これまでの新築主体から既築ストックの有効活用が求められる時代
へ。（新設住宅着工戸数の減少、既築ストックの増加）
 現在、住宅ストック数は総世帯数に対し、約15％多く、量的には充足。
2030年には約2割の見込み。
 住宅の一次取得者層の大部分を占める30歳代の平均年収、金融資
産がともに大きく減少。
住宅ストックと世帯数の推移
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【消費者志向の変化】
 住宅の購入意識について、「予算面」や
「築年数よりもスペック重視」等の理由か
ら、中古住宅へのシフトも見られる。
 近年「多少値段が高くても品質が良いも
の」に変化。
 震災後の意識変化として、住まいについ
ては、「省エネ性能」、「安全・安心」を重
視する層が増加。
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【現在のリフォームビジネス市場】
 市場全体は約6.7兆円（2012年）と微増。このうち、設備等の修繕維持が過半を占め、増築・改築工事を伴うリフォームは6%程度で横ばい。民間調査会社では、2016年度の
市場規模を8.7兆円（対2012年増減率10.7%増）と予測。なお、長期的に見ると新築着工件数も減少傾向。
 市場の担い手は、地場工務店を中心にリフォーム専業系、住宅メーカー、建材メーカーなどの業態が主流。うち、売上高に占めるリフォーム事業の比率は、ハウスメーカー
は2割以下と新築重視の傾向にある他、建材メーカーもまだ低い状況。また、工務店の受注単価も小規模にとどまっている。
 リフォームの施主は60代が最も多く、約4割。また、約半数が初回であり、受注が多い部位はキッチン、トイレ、浴室といった水廻り。
 消費者はリフォームに当たり、半数近くが「適正価格がわからない」、他に「適正な施工」、「誠意ある対応」、「業者選び」などリフォーム業者に関わる点を不安視。
 就業者数の推移では、技術者は特に30～40代で減少、技能労働者は若年層の占める比率は少なく、高齢化が進展。
住宅リフォームの市場規模
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リフォームの際の不安や心配事

大手住宅関連企業のリフォーム関連事業の状況
リフォーム
売上高（Ａ）
（億円）

出典：（株）リフォーム産業新聞社「住宅リフォーム市場デー
タブック2014」

出典：一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
「インターネットによる住宅リフォーム潜在需要者
の意識と行動に関する第8回調査報告書」
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リフォームビジネス拡大に向けた勉強会 報告書概要（２／６）
Ⅱ．リフォームの担い手の事業モデル分析
 リフォーム分野において、これまでにない事業手法、異業種との連携といった新しいビジネスモデルにより、新たな空間価値創造等を実現し、成功してきている事例が存在。
 大きく分けて、①リフォーム専業及び地場工務店、②インターネットを利用した事業や住宅設備・建材の流通分野での強みを活用する企業、③特定のビジネス領域におい
て前線で活躍する企業について、関東圏を中心に約30社へのヒアリングを通じて、その手法や強み、抱える課題等を分析。
【リフォーム専業及び地場工務店】
 施工の内製化や自社による建材・設備製造を通じ
て低コスト化を図ったり、需要開拓のために会員制
住宅メンテナンスサービス提供等の事業を行うこと
で他の事業者と差別化を図っている。
 また、地場工務店において、リフォームの「見える
化」として、戸建てリフォーム物件を工事過程の公
開も含み、一定期間展示した後に売却するという
手法を取っているところがあったほか、モデルハウ
スを設計事業者と組んでリフォームした事例などが
存在。
＜地場工務店による戸建リフォーム＞

【インターネットを利用した事業や住宅設備・建
材の流通分野での強みを活用する企業】
 家電量販店においてリフォームの新規需要
の掘り起こしに取り組む例や、ホームセン
ターにおいて複数の工事を組み合わせたリ
フォーム提案する例、総合量販店がグルー
プ内の連携を強みとして提案力で差別化を
図る例が存在。
 インターネット上のストアにおいて消費者が
自由に建材を選べる環境づくりを目指して
いる事例では、全国的に取り組む施工業者
が不在という課題に直面している。
＜家電量販店によるリフォームのチラシ＞

【新しいビジネスモデルにより特定の客層・事業領域において
強みを発揮する企業】
 「中古マンション」にターゲットを絞り、「コーディネーター」を
軸に、不動産仲介、改修を通じて新たな暮らしの価値創造
を提案するリノベーション、金融をワンストップで提案するモ
デルを始め、従来は単独で事業展開していた不動産事業
者と設計施工事業者が事業連携しているケース、設計事
務所が事業領域を不動産に拡げているケースなど、独自
のモデルで他社との差別化を図っている。
 また、消費者志向を捉える取り組みとして、住宅に関心の
あるメール会員60万人から消費者ニーズの把握に努めて
いる企業、こだわりを持つ層に焦点をあて、建材・設備等を
消費者自らが選択できるサイトを運営する企業も存在。
＜中古マンション購入・リフォームのワンストップサービス＞
不動産
仲介会社

提携

金融機関
設計事務所

提携

コーディネーター

工務店
＜インターネット上の
リフォームストア＞

＜不動産事業者と設計施工事業者による事業連携＞
・中古物件
購入相談
・ローン
相談
不動産事業者

出典：相羽建設 ホームページ

消費者

出典：エディオン チラシ

出典：北洲 ホームページ

＜モデルハウスを設計事業者と組んでリフォームした事例＞

中古マンション購入・
リフォームに必要な
サービスを
ワンストップで提供

・リフォームの
・両者共同での
設計・施工
リフォーム
相談会開催
・共同でウェブサイト
設立
設計施工事業者

出典：アマゾン ホームページ

 また、中古住宅やマンション等のリフォームを進める上で、様々な規制等が障害となっているケースが存在（後述P.4参照）。
 さらに、リフォームに対する金融支援が十分でない背景として、築年数のみを基準とした建物評価が一般的であり、リフォーム等をしても建物評価に適正に反映されてい
ない（後述P.3参照） 。
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リフォームビジネス拡大に向けた勉強会 報告書概要（３／６）
Ⅲ．現在の住宅リフォーム市場が抱える課題への対応
【建物の評価基準づくり、インスペクション及び金融支援】
【問題の所在】
 リフォームの際、新築と同様の長期ローンな
どの金融支援が受けられない。
 これは、中古住宅の資産価値が耐用年数を
重要な根拠としているため。中古住宅が必
要となる借入れに十分な担保とならず、借り
る場合でも建物部分は担保評価なしの条件
となるため。
 また、適正な評価を行うため、物差しとなる
評価基準と現況検査等のインスペクションに
基づく評価が車の両輪として機能することが
必要。
 設備については、住宅の性能に寄与する影
響が大きいことから、建物評価の一部として、
設備に関するインスペクションや評価の基準
も明示すべき。
住宅の現状の市場価値

【基本的な考え方とアプローチ】
 国土交通省では「インスペクションガイドライン」「中
古戸建て住宅に係る建物評価の改善に係る指針」
を策定し、これらの不動産・金融市場への定着に
向け、「既存住宅価格査定マニュアル」の改訂等に
取り組む予定。
 他方、アメリカの住宅流通システムでは、中古住宅
流通時に買い手が重要な責任を負うことを背景に、
建物の状態を調査するインスペクターや建物評価
を行うアプレイザーといった職種が買い手の保護
の観点から機能している。こうした制度を直ちに我
が国に移転することで機能するかどうかは議論の
余地があるが、制度の有効性、可能性を含めて検
討していくことが重要。
 建物評価基準の策定及びインスペクションについ
ての最新の検討を踏まえて、金融機関の立場から、
融資審査に関し、建物評価の基準や仕組みをより
実用的なものにし、金融支援スキームの運用の中
で実際に活用し、運用実績を踏まえてその基準や
仕組みを発展させていくための検討を行う。
 中長期的に住宅ストックの維持、改善を進めていく
ためには、今後、持主責任をより明確化していくこ
とが重要。

【方針】
 リフォーム等による性能向上を行った中古住宅
等の流通を活性化するため、賃貸事業者や買取
再販事業者等を対象に、金融機関、評価機関が
連携して、新たな金融支援の事業を立ち上げる。
 これまでの住宅評価基準や評価の仕組みの最
新の検討をベースに、運用する基準と仕組みを
決め、実際に活用し、運用実績を踏まえてその基
準や仕組みを発展させていく。併せて、家歴制度
等も検討する。
 また、消費者を対象とした中古住宅の購入及び
リフォームについて、従来は価値がゼロとみなさ
れていた築２０年以上の中古住宅に対して、耐用
年数の適正な評価による金融機関の長期ローン
の試行を検討する。

出典：国土交通省 中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針（案）のポイント

（千人）

【人材の育成】
【問題の所在】
 リフォームに限らず、建設分野の技術者、技能
労働者の不足は深刻。事業者にとってその確
保は非常に重要な課題。
 大学（建築）を卒業しても現場を全然知らない、
建築分野に定着しないという問題もあり、大学
と地域の工務店等の連携により、学生の現場
体験等を通じた建築業界への人材定着、能力
向上を図るとともに、当該分野で働くことの魅力
発信を併せて行うことが必要。

建設産業就業者の年齢構成

【基本的な考え方とアプローチ】
 大学等と地域の中小工務店では雇用のミスマッチ等が生じており、必ず
しも建築業界への人材定着等が十分でなく、更なる対応が必要。
【方針】
 大学等と地域の中小工務店のマッチングを通じて連携活動を実施する。
その効果を見つつ規模を拡大し、建築業界への技術者の人材定着、能
力向上を図っていく。
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リフォームビジネス拡大に向けた勉強会 報告書概要（４／６）
【優良なリフォーム事業者の見える化／認証】

【普及広報の推進】

【問題の所在】
 リフォーム事業は、その効果と仕上がりが目に見えないだけでなく、価格につ
いても明確でない場合があり、結果として消費者は「どの事業者に頼んだら
良いか分からない」という問題に常に直面している。
 優良な事業者の見える化を行い、さらにそれらの事業者の活動を積極的に
後押ししていくことで、健全なリフォーム市場を整備していくべき。
 また、優良なリフォーム事業者が取り扱った物件が明確となることも建物評
価を行う上で有用である。
【基本的な考え方とアプローチ】
 国土交通省では、新たに事業者団体の登録を通じた適正なリフォーム事業
の推進に関する制度をとりまとめた。その際、施工品質のみならず、消費者
への提案力を兼ね備えた優良な事業者の見える化には、母数の絶対数の
十分な確保、その中から真に優良な事業者を選別するための要件の厳格化
等を行っていくことが必要。

【方針】
 今後、国土交通省でとりまとめた登録の仕組みが確立した際に、その運用実
績の結果を踏まえ、登録要件の見直し等を行った上で、第三者認証の仕組
み構築の可能性等を検討するよう、国土交通省に働きかけを行う。
 さらに、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を追求する。
【規制改革】
【方針】
 中古住宅やマンション等のリフォームやリノ
ベーションを進める上で障害となっている様々
な規制等について、関係省庁に規制緩和の働
きかけを行うとともに、規制改革会議や特区制
度への提案、産業競争力強化法に基づく企業
実証特例制度やグレーゾーン解消制度の活用
を促していく。

【問題の所在】
 リフォーム市場を現在の延長線ではないレベルで成長させるためには、住ま
い手・消費者側の住宅の価値向上、最新リフォームの効果等に対する意識の
向上が不可欠。
＜ENEX展でのリフォームのPR＞

【方針】
 政府、リフォームに携わる企業、関係団体等が連携
してオールジャパンで、メディア等を活用してリ
フォームによる「生活が変わる」ということについて
社会的認知を高めていく（例：リフォームウィークの
制定、建築・建材展や中小企業総合展、ENEX展の
活用等）。
 消費者の多様で複雑なニーズを汲み取って、建築、不動産、金融など多岐に
わたる分野の知識を駆使し、リフォームを通じたソリューションを提案していく
ことが必要。企業がそのコーディネート力を強みとして事業展開している中に
あって、先導的に取り組むリフォーム事業者を選定・表彰し、リフォーム後の
空間を実感できるようにするための取組とあわせ、ベストプラクティスとして発
信していく。（リフォーム事業者の見える化）
 また、企業はＷＥＢサイト等で建材の価格などを提示する際に、各々の消費
者が嗜好に応じて自由に選択できるようにし、あわせてリフォームによる生活
価値（健康・快適性）の向上、商品情報、施工情報等をわかりやすく発信して
いくことが必要。

＜委員等から指摘があった具体的な項目例＞
○区分所有法（第31条 規約の設定、変更及び廃止）：法務省
マンション標準管理規約（第8条 共用部分の範囲、別表第2）：国土交通省
 築年数が経過しているマンション等の管理規約は、ただちに変更が難しく、リフォーム等の妨げとなっているケースが存在。
 管理規約における共用部・専有部の区分が不明確となっているケースが存在（例：個別配水管の扱い等）。
○減価償却資産の耐用年数に関する省令（財務省令）：財務省
 中古物件等は、現状の耐用年数で評価されてしまい、リフォーム等がなされても建物価値が評価されない。
○割賦販売法（第35条の3の23 個別信用購入あっせん業者の登録義務）：経済産業省、消費者庁
 平成20年に規制強化され、金融機関等が提携ローンを行う場合は、個別あっせん業者の登録を行わなければならず手続コスト
等が増加。
○建築基準法（第86条の7 既存の建築物に対する制限の緩和）：国土交通省
 リノベーションや増改築等に際し、確認申請が必要な建築物は、既存部分が適法か否かの判断を求められ、事業者による確認
等に大きなコストがかかる。又、その結果、施主がリフォームを断念するケースも存在。
○建築基準法（第87条 用途の変更に対するこの法律の準用）
 検査済証のない建築物の用途変更ができない。
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Ⅳ．社会ニーズに対応したリフォーム市場拡大の方向性
【魅力的なまちづくり・住環境の向上】

【地域のものづくり企業や他業種企業との連携による新ビジネス創出】

【背景】
 今後も三大都市圏への人口集中が続く中、地域では都市部からの人口
の積極的な受入れを通じた活力の維持・活性化が課題。その際、住宅は
人口受入れのための基本インフラとなり、リフォームや空きストックの活用
を含む住環境の改善を通じて、地域の魅力を高めていくことができる。
 魅力的なまちづくりに向けて、今後、地域毎のテーマの設定とそれに向け
た地域ぐるみの取組が重要となる。その際、地域の特徴やコンセプトを踏
まえた、まち全体のリノベーションを行うことも有効な方法の一つ。
 現在、安全・安心の向上、耐震の強化、暮らしやすさの改善といった社会
ニーズに対応した製品・サービスの開発やエネルギーマネジメント、IT、次
世代自動車との連携などが行われている。今後、更に住環境を向上させ
る取り組みとして、住宅をプラットフォームとした需要の拡大を図っていくこ
とが必要。
【方針】
 魅力的なまちづくりの中で、産学官の連携等を通じて、住宅・リフォーム、
住環境の果たす役割をさらに高めていく。また、社会ニーズに対応した製
品・サービスの開発等の促進等を含めてリフォーム市場が有するポテン
シャルをビジネスチャンスとして提案できるよう、未来型の住環境を検討す
る場を設けるなど、引き続き需要の拡大に向けた方策を検討していく。

【背景】
 地域の中小企業等が有するものづくり力や地域材を活用した、地域独自の商
品やサービスの提供を支援する、また、新たなサービスを提供するベンチャー
企業の育成、大学等によるコミュニティビジネス創出などの環境を整備すると
いった手法を通じて、住まい・暮らしの充実を促進することが重要。
 さらに、従来の住宅・リフォーム分野のプレーヤーに加えて、地域に根ざした企
業や新技術を持つ企業、他業種の企業、大学など多様な主体が参画し、プ
レーヤー間の新たな連携を通じて、新商品や新サービスの開発、販路拡大等
を地域の実情に併せて進めるなど、地域中小企業の住宅・リフォーム分野にお
ける挑戦の機会を創出する環境を整えていくことが必要。

【方針】
 地域の中小企業や他業種の企業の持つ強みをリフォーム分野で発揮し、新ビ
ジネスが創出できるよう、ビジネスマッチングの実施など新たな事業者間の連
携を促進する環境整備に取り組む。

社会ニーズへの対応
【エネルギーマネジメント】

【より安全・安心な住まいの実現】

【高齢化・在宅医療への対応】

 我が国民生部門の
エネルギー消費量は
これまでの増加も顕
著であり、住宅ストッ
クの省エネルギー性
能向上が求められて
いる。

 東日本大震災以降、「安全性」を重視する消費者が
増加、より安全・安心な暮らしが求められている。

 高齢化の進展、要介護
者増加への対応等、病
気・トラブルの防止に向
け、住宅及びリフォーム
が果たす役割は大きい。
今後、必要性の高まり
が予想される在宅医療
への対応にも期待。

【方針】
 各種支援制度の改善やその省エネルギー効果
の見える化（例：住宅のエネルギー性能表示）に
引き続き取り組んでいく。

【方針】
 耐震・耐久性向上のための住宅関連のサービス、
住宅設備の導入等に対する支援や情報提供に
よる更なる啓発を図っていく。

在宅血液透析の検証
（旭化成ホームズ(株)HP）

【方針】
 住宅における健康環境増進に向けたリフォーム
の重要性についての認知度を高めていく。
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Ⅴ．リフォーム関連産業の今後の方向性
 今後のリフォームビジネスの拡大に当たっては、リフォーム市場の各プレーヤーがその期待される役割を果たしていくとともに、異なる業界からの新たな参入を受
け入れ、プレーヤー間の連携を深めることにより、市場の活性化を図り、住まい手のニーズにきめ細かに対応し、より魅力的な提案を行っていくことが重要。
【中小工務店・リフォーム事業者に期待される役割】

【大手住宅メーカーに期待される役割】

 これまで地域に根ざして住宅を建築し、関連するサービスを供給してきた中小工
務店が、これまでの地域とのつながりを活かし、家守的な役割としての存在する
意義は大きい。
 地域の中小工務店、リフォーム事業者は、効果的なビジネスモデルにより、きめ
細かく消費者ニーズを汲み取り、そこで自らの強みを活かしてニーズに対応して
いくことが求められる。

 大量生産・大量供給の新築住宅とは異なり個別対応となるリフォームでは、大手
メーカーが得意とする規模の経済が機能しにくく、利益率の低さや職人不足も伴
い、全国一律でのサービス提供・品質確保が課題。
 将来の住宅需要を踏まえて、現在の事業の状況を打開する、リフォーム分野で
利益の創出を可能とする事業モデルを開発し、新築重視であった企業活動を思
い切ってリフォーム事業への意識改革を行い、具体的な組織、人員等のリソース
をシフトしていくことが求められる。

【建材・住宅設備メーカーに期待される役割】

【地方自治体に期待される役割】

 建材・住宅設備メーカーでは、職人の減少や低コスト化などの要請（省施工化）と、
建築分野の人材育成と活性化の観点から、バランスのとれた商品開発が求めら
れる。
 また、建材・設備の調達は利益重視やクレーム回避のためクローズドなシステム
になっている。このため、顧客が真に使いたいものを自由に選ぶことができていな
い。消費者が自ら建材を自由に選択できる市場の形成に協力し、その中で選ば
れるものを作れる企業にならなければいけない。
 リフォーム用建材・設備は、販売ルートの違いによる二重価格差の問題がある。
また、大量供給される新築用建材とは異なり、価格が高い。これら流通に関する
課題の解消や商品の標準化等について検討することが必要である。

 地方自治体においては、単なるリフォーム、空き家対策という視点だけではなく、
地域単位で独自のテーマや地域活性化に向けた計画を打ち出し、まちづくりとい
う共通の横串を持って、周辺環境の整備や雇用創出などの課題に取り組むこと
が求められる。また、その結果として住みたい街になることで、新たなリフォーム
需要を掘り起こすことが可能になる。

 リフォームは新築にはない満足感が得られるチャンスであり、こうした供給側における市場活性化の取り組みとともに、住まい手への普及啓発策と相まった消費
者自身の意識の向上が必要。
【住まい手（消費者）の責任】



住宅は個人の所有物であるが、同時に社会で保有している資産であるとの意識を消費者が持ち、その性能維持等にも取り組むべき。また、家庭部門のエネルギー消費
量が増加傾向であるという状況も鑑み、省エネ建材・設備の利用にも積極的に取り組む自覚を持つことが重要。
リフォームにより生活水準や利便性の向上、豊かな生活を見込むことができる。質の良い家を長く、修理しながら大切に使うという意識を常に持つことが求められる。
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