
新 た な 住 生 活 基 本 計 画

現 状 と 今 後 1 0 年 の 課 題

(6) マンションの老朽化・空き家の増加により、防災・治安・衛生面等での課題が顕在化
するおそれ 【マンション問題】 ・旧耐震基準時代に建設されたマンションストック：約106万戸

(4) 少子高齢化と人口減少が、１)高齢化問題 ２)空き家問題 ３)地域コミュニティを
支える力の低下といった住宅政策上の諸問題の根本的な要因 【少子化問題】
・希望出生率1.8に対して1.4の現状

(2) 世帯数の減少により空き家がさらに増加 【空き家問題】
・平成31年の5,307万世帯を頂点に世帯数は減少局面を迎え、平成37年5,244万世帯の見込み
・平成25年の空き家戸数：約820万戸（賃貸・売却用等以外：約320万戸）

(5) リフォーム・既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ
・住宅リフォーム市場規模：平成20年 約6.06兆円→平成25年 約7.49兆円
・既存住宅取引数：平成20年 約16.7万戸→平成25年 約16.9万戸

(1) 少子高齢化・人口減少の急速な進展。大都市圏における後期高齢者の急増
【高齢化問題】
・後期高齢者：平成22年 約1,419万人→平成37年 約2,179万人（首都圏：約318万人→約572万人）
・高齢化に伴い生活保護受給世帯が増加 平成4年 約59万世帯→平成27年 約162万世帯

(3) 地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下
・一般路線バスの路線廃止キロ：平成21年～平成26年に約8,053km
・鉄軌道の廃線：平成12年度から平成26年度までに37路線、約754km

②
住宅ストック
からの視点

③
産業・地域
からの視点

①
居住者
からの視点

【新計画の基本的な方針】
①住宅政策の方向性を国民に分かりやすく示す
②今後10年の課題に対応するための政策を多様な視点に立って示し、総合的に実施
③３つの視点から、８つの目標を設定

住生活基本法制定
平成18年6月

住生活基本計画（全国計画）
平成23年3月策定

【計画期間】 平成23年度～32年度

住生活基本計画（全国計画）
平成18年9月策定

【計画期間】 平成18年度～27年度

おおむね5年毎に
見直し

【空き家の種類別・空き家数の推移】

【後期高齢者の人口推移】
（万人）

首都圏：東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」
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【視点２】住宅ストックからの視点

(1) 耐震性を充たさない住宅(約900万戸)、省エネ性を充たさない住宅やバリ
フリ化されていない住宅等の建替えやリフォームなどにより、安全で質の高い
住宅ストックに更新

(2) 多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱える老朽化マン
ションの建替え・改修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図る

（基本的な施策）
(1) 空き家増加が抑制される新たな住
宅循環システムの構築

(2) 空き家を活用した地方移住、二地
域居住等の促進

(3) 古民家等の再生・他用途活用
(4) 介護、福祉、子育て支援施設、
宿泊施設等の他用途転換の促進

(5) 定期借家制度等の多様な賃貸借
方式を利用した既存住宅活用促進

(6) 利活用の相談体制や、所有者等
の情報の収集・開示方法の充実

(7) 生活環境に悪影響を及ぼす空き
家について、空家法などを活用した
計画的な解体・撤去を促進

目標6 急増する空き家の
活用・除却の推進

(1) 利活用、計画的な解体・撤去を
推進し、増加を抑制

(2) 地方圏においては特に増加が著
しいため、対策を総合的に推進し、
地方創生に貢献

目標5 建替えやリフォームによる
安全で質の高い住宅への更新

（基本的な施策）
(1) 資産としての価値を形成するための施
策の総合的な実施
①建物状況調査（インスペクション）、
住宅瑕疵保険等を活用した品質確保

②建物状況調査（インスペクション）の人
材育成や非破壊検査活用等による検
査の質の確保・向上

③住宅性能表示、住宅履歴情報等を活
用した消費者への情報提供の充実

④消費者が住みたい・買いたいと思うよう
な既存住宅の「品質＋魅力」の向上
（外壁・内装のリフォーム、デザイン等）

⑤既存住宅の価値向上を反映した評価
方法の普及・定着

(2) 長期優良住宅等の良質で安全な新
築住宅の供給

(3) 住宅を担保とした資金調達を行える住
宅金融市場の整備・育成

目標4 住宅すごろくを超える
新たな住宅循環システムの構築

改修前 改修後
インスペクション現場（例）

（土台・床組、基礎） （小屋組・梁）

(1) 「住宅すごろく」（住宅購入でｺﾞｰ
ﾙ）を超えて、適切な維持管理やﾘﾌｫｰ
ﾑの実施により、価値が低下せず、魅力
が市場で評価され、流通することによ
り、資産として次の世代に承継されてい
く新たな流れの創出

(2) リフォーム投資の拡大と住み替え需
要の喚起により、多様な居住ニーズに
対応するとともに、人口減少時代の住
宅市場の新たな牽引力を創出

（基本的な施策）
(1) 耐震性を充たさない住宅の建替え等による更新
(2) リフォームによる耐震性、耐久性等（長期優良化等）、省エネ性の向上と適
切な維持管理の促進

(3) 健康増進(ヒートショック防止等)・魅力あるデザイン等の投資意欲が刺激さ
れ、効果が実感できるようなリフォームの促進

(4) 密集市街地における安全を確保するための住宅の建替えやリフォームの促進
策を検討

(5) 民間賃貸住宅の計画的な維持管理を促進するために必要となる修繕資金
が確保されるための手段を幅広く検討

(6) 安心してリフォームができるよう、消費者の相談体制や事業者団体登録制度
の充実・普及

(7) マンションの維持管理・建替え・改修に関する施策の総合的な実施
①敷地売却制度等の活用促進、再開発事業を活用した住宅団地再生
②空き家が多いマンションでの合意形成・団地型マンションの建替えに関する新
たな仕組みの構築

③管理組合の担い手不足への対応、管理費等の確実な徴収や長期修繕計画
及び修繕積立金の設定
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「中古住宅市場活性化に向けた提言」（平成27年6月9日 自由民主党とりまとめ）の概要

 木造戸建が築後20年程度で一律価値ゼロとさ
れるなど中古住宅を適正に評価しない慣行

 売主・買主間に物件の質に関する情報の非対
称性が存在することによる透明性の低い市場

 我が国の中古住宅シェアは14.7％と、欧米に比べて
極めて小さい状況

 住宅ストック額が住宅投資累計額よりも約500兆円以
上小さく、国民資産が有効に活用されていない状況

我が国の中古住宅市場の活性化に向け、市場に横たわる諸課
題を抜本的に解決するため、大胆な改革に着手することが必要

中古住宅市場の課題 中古住宅市場の現状

今後、更なる取組の推進を図るためには、施策のターゲットを明確にし、重点的な支援を実施することが必要であることから、

中古住宅市場活性化に向けた8つの提言をとりまとめ

提言１ 「囲い込み」の解消に向けたレインズルールの抜本的改善

提言２ インスペクション等の活用促進による情報の非対称性解消に向けた新たな取引ルールの構築

提言３ 長期優良住宅の普及、一般住宅のリフォーム履歴等の保存・活用

提言４ 担保評価を含む「20年で一律価値ゼロ」とみなす市場慣行の抜本的改善

提言５ 中古マンションの管理情報の開示

提言６ 不動産総合データベースの構築

提言７ 新たなビジネスモデルとその環境整備

提言８ 増大する空家の市場での流通・活用の促進
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