
「住宅をきちんと手入れして、長く大切に使う」＝ストック時代にふさわしいリフォームについて、（一社）住宅リフォーム
推進協議会では「長寿命化リフォーム」と故障し、その普及を目指しています。 「住宅の長寿命化リフォームシンポジウ
ム」は、こうした長寿命化リフォームの普及と啓発を目的に、主に事業者を対象に2012年より毎年東京・大阪の2会場に
て開催しているシンポジウムです。 

基調講演「改正建築基準法とストックの有効活用」
（2018東京会場のダイジェスト） 

木材は今やＲＣやコンクリートと同等の強度や耐火性能を持っている

こんにちは。僕は木造建築の防耐火性能の向上についていろいろ研究や実践を行っ
ています。皆さん、「木造は火に弱い」とお考えの方が多いかと思いますが、これまで
コンクリートや鉄骨造でつくってきたものを木造化する技術が今やでき上が
ってきています。耐火性についても、コンクリート造と同等にできないか頑張って、木
造３階建て学校を耐火構造から準耐火構造に置きかえても大丈夫ということになり、
今回の建築基準法改正につながっているわけです。 

火事が起きても燃え広がらない間取りやまちづくりがなされている

京都・祇園の建物には150年以上経っているものもありますが、現在もきちん
と残されている。これまで火事がなかったわけではないんですが、火事が起きて
も１棟の中で閉じ込めるような建物のつくりになっているわけです。 
他にも、隣の家との間に空間をつくるなど、弱点をつくらないまちのつく
り方をしているわけです。 

「区画化」で火源を局所化する発想

建築基準法には「防火構造」や「準耐火構造」などありますが、これは時間を規定し
ているんですね。防火設備は、要は燃え抜けない、壊れないということを求め
ているということなんです。「燃えない」ではないんです。ガスコンロや薪ストー
ブなど、家の中では火を使っていますが、滅多には火事になりませんよね。火が小さい
こともありますが、実は周りに可燃物を置いてないから燃え広がらないわけです。出火
源の周りに可燃物をなくし、火源を局所化すれば火事のリスクはなくなってく
る。同じように、家の内部を壁、床、天井で区画化すれば、火事が起きてもその部屋だけで燃え広がりません。 

性能向上リフォームと防火性能向上をセットで実施したい

ただ設備更新するだけでなく、既存建物の長寿命化や性能向上が進んでいますが、
耐震性能を上げるのは壁、断熱性能を上げるのも壁や床や屋根などの「面」ですよね。燃え
抜け防止性能は「面」なので、性能向上リフォームで防火性能を上げられるんです。
密集市街地で燃え抜け防止をやりたいということであれば、断熱とか耐震とセットで実
施するとすごくやりやすいわけなんです。 

３階建て、200㎡以下の住宅をの転用がしやすくなった

今、空き家であいているのは３階建て以下、200㎡以下というところがすごく多い
です。こうした住宅を特殊建築物用途に変更することを可能にしてくるというのが、今
回の法律改正の１つの目玉です。他にも､大規模木造に関する法令がかなりドラスティック
に変わってきます。今まで４～５階建ての建物は耐火建築物にする必要がありました
が、改正で準耐火構造で設計できるようになりました。準耐火構造なら、木材を太く
厚く使う燃えしろ設計なんかができるものなんです。 

既存の木造住宅もリフォームで防火性能を高めていきたい

こうした配慮で、準耐火構造が耐火建築物同等の性能を持つということで、今の段階で
は皆さんの設計自由度が増すわけです。木の特性を理解し、建築設計者がきち
んと制御すれば、木造建築物も火にも強い建物になっていきます。そういう視
点をリフォームの中にも取り入れ、要らない可燃物を捨てたり、出火源になりやすい周辺
から内装に配慮するなどすれば防火安全性が上がることを今日お伝えできてよかったか
なと思います。 

 

【これまでの開催テーマ】 
「住宅の長寿命化リフォームシンポジウム」は毎年「テーマ」を定め、①有識者による基調講演と、②事業者数社による
ビジネスモデルや事例等の発表、それらの事業者を交えた③パネルディスカッションを行っています。 
2012年 「『中古住宅流通＋リフォーム』で新たなビジネスモデルの提案」 
2013年 「住宅リフォームにおけるインスペクションの役割～中古住宅・リフォームトータルプランの実現に向けて～」 
2014年 「超高齢社会の住まいと住まい方～長く優しく住むためのリフォーム」 
2015年 「生活向上リフォームとこれからのビジネスモデル」 
2016年 「インスペクションを活用したリフォーム＆既存住宅流通のビジネスの展望」 
2017年 「今なぜ「住宅の長寿命化リフォーム」か！ ～家づくりから暮らしづくりへ～」 
2018年 「改正建築基準法とストックの有効活用」 

安井昇氏経歴（やすいのぼる） 
1968年、京都市生まれ。専門：木造設計建築防火 
桜設計集団一級建築士事務所代表、早稲田大学理工学研究所招聘研究員、東京都市大学 
非常勤講師、NPO法人team Timberize副理事長、NPO法人木の建築フォーラム理事 



事例発表会＋パネルディスカッション
（2018年 東京会場 ダイジェスト紹介） 

澤口司氏（スイコー 代表取締役） 
杉浦克子氏（ビッグアイ 代表取締役社長） 
今井猛氏（喜多ハウジング 常務取締役） 
【モデレーター】安達功氏（日経BP社執行役員日経BP総合研究所 副所長） 

【テーマ宣誓】“４つの取組み、10の実践アプローチ”でビジネスを活性化

（安達氏）リ推協が提言してきた「長寿
命化リフォーム」も、もう10年目にな
ります｡私はこのシンポジウムでは初
回からモデレーターを務めています
が、近年はかなりノウハウが整い、相当
体系的になってきたと感じています。 
近年の成果としては、長寿命化リフ
ォームに欠かせない「４つの取組み」
と「10の実践アプローチ」がまと
められています。 
取組み①の「技術力」としては、「必
需リフォーム」だけでない計画が
大切ということです。故障や老朽化へ
の対応や模様替え、設備更新、小規模リ
フォームだけではなく、耐久性の向上
や性能向上、維持保全計画等を盛り込
むことで、住宅の寿命を延ばすと共
に､ 住まい手の安全・快適性を高
めていきましょうとする考えです。 
取組み②の「知識啓発」ですが、建物
の性能を向上させる提案にはハードの提案と暮らしの質を高めるソフトの提案をきちんと両方あわせてベネフィッ
ト提案しましょうということです。例えば断熱改修でいうと、断熱性のＱ値、Ｋ値を上げますよという話と、それによって
ランニングコストがこれだけ下がる、性能表示によって快適で健康的な生活が送れます、ヒートショックがなくなる可能性
もありますよなどと、うまくパッケージで提案するということです。 
取組み③の「納得・共感」は、具体的な提案、プレゼンテーションですね。たとえいい提案であっても、住まい手がき
ちんと費用や効果などについて理解しないと、いいリフォームにならないし、契約につながらない。将来の長期
的な人生を考えても、今ここでリフォームすることが、豊かな暮らしや家族の幸せにつながっていくということを納得して
いただくことが大切というわけです。取組み④の「多様なニーズへの対応」は、やや分類が難しいんですが、私は柔軟性
というふうに捉えております。 
今回ご登壇いただいた３社の事業者の方々は、こうした４つの取組み、10の実践アプローチをきちんと実施された方々ば
かりです。ただ、その取り組み方は各社ぞれそれ違いますので、その発想と実践力を確かめていきましょう。

【スイコー】リフォーム補助金の活用セミナーで活性化

（澤口氏）2014年に「住宅エコポイント」制度が始まることを知り、これを活かそうとＯＢ
顧客向けに補助金情報等と併せてリフォームセミナーを行ったところ、非常に反響が
よかった。それで新規見込客獲得の手段として継続しています。2015年の開始以来、４年弱
で388回まで行い、延べ1,600余名に参加いただきました。このセミナーをきっかけとした
補助金関連等で1000件以上のリフォームを受注しています。 

コアコンセプトは、住生活に関する新たな視点や考
え方を知っていただくことで、今後の生活設計を
見直すきっかけを提供する、です。セミナーは女性スタッフ中心で運営していま
す。 内容は、国土交通省の資料を活用し、「長期優良住宅化リフォーム」では劣
化対策、耐震性、省エネ性、維持管理という４項目が特に重要と説明していま
す。セミナー後のアンケートを見ると、家に
ついて考える良い機会になった、勉強にな
った、いつかしなきゃと思っていたリフォ

ームの良いキッカケになったなどの反響があります。 
セミナーでは営業行為は一切していません。セミナー後に希望者だけ予約制
で 30 分間の無料相談を行っています。そこで当社の考え方をご案内させていただ
き、ご理解、ご納得いただいた方に次の案内をしています。 

あるご家庭では、建替えかリフォーム
か迷われていましたが、セミナーを通じて補助金制度を知り、インスペクションを
行って最終的にフルリフォームになりました。終の棲家として安心して住まえると
大変喜んでいただけました。 
この写真は、実際のお客様の声になります。こちらは大体半年から１年ぐらいた
った後に女性スタッフがお客様のところにお邪魔して、インタビューしてき
たものを記事的にして、お客様に配布させていただいているものの１つです。こう
したツールが、顧客へのフォローと、新規獲得の有効な取組みとなります。 

【ビッグアイ】徹底した地域密着、マンション内にモデルルームを用意

（杉浦氏）わが社は千葉県習志野市にありますが、ターゲットエリアは隣の千葉市の幕張ベイタ
ウンです。築１～21年のマンションが44棟、9000世帯もあります。 
このマンション内に弊社会長の自宅があり、ここをモデルルームやオープンルーム

として公開しています。普通に生活しているので完全予約
制にして、トイレや洗面所、お風呂はもちろんクローゼット
の中まで実生活を公開しています。リフォームをすると実
際にどんな生活が送れるか、人の住んでいる家で実感してもらっています。 
オープンルームの次がご自宅訪問ですが、この１回目の訪問を一番重要視しています。
オープンルームへの参加時点では、お客様が弊社を信用しておらず、どのような要望を

（安達）ありがとうございます。非常に正攻法というか愚直というか、きちんとした女性目線からのセミナーを、３年間
で 400回近く開いて、その後クリニックでしっかり深い相談を受けとめて、そこに応えたリフォームを行って、その結

果をニューズレターに落とし込んで配付するという循環を非常に上手につくっているなというふうに思いました。

■長寿命化リフォームに欠かせない４つの取組み 

■実践したい10のアプローチ 



お持ちなのかといったことに答えてくれません。なので、その方の生活を感じて、ど
んな情報収集できるかが大事です。 
お客様はまず「和室をきれいにしたい」をなど、ハード的なものを言ってきます。
その際に、ハードの話を掘り下げるのでなく、家族構成を先に聞きます。そ
うやって話を掘り下げていくと、娘さんの出産のための里帰りリフォームと分かる。 
対応は私たち女性が行います。女性相手
であれば、奥様達にも細かなことまで

聞き込め、人間関係ができ上がっていくと、「里帰り出産ならお風呂も大事ですが
…」と聞き出せ、バスルームのリフォームや、結露から二重サッシにしたいなどと、
いろいろなご要望が出てくるきっかけになってきます。悩みごとをどんどん深
堀りして聞くことによって、リフォームの範疇が広がっていきます。 
その分、社員教育は重要です。社外研修も使ってはいますが、本人たちのふだ
んの暮らしの充実が何より大切だと思っています。女性陣でいうと、もう結婚
して子育てをしている方々が多いので、昼時に一緒にランチしながら、家族のあり方や家族に対する感謝など雑談的に思い

や情報を共有してします。それが、キッチンの向きであったり、子供部屋に子供を
置いておくパターンがいいのか、リビングで勉強させるパターンがいいのかなど、
いろいろな引き出しとなってお客様と接することができるかと思います。お客様
との共感力は大事。 
こうした取り組みをすると、独自性が生まれ、差別化が図れます。私たちにも当
然ライバル社はいますが、きちんとヒアリングできていると提案内容が変
わっているので、競合他社がない状態で見積もりプランを検討しても
らえます。 

【③喜多ハウジング】減築リフォーム商品で地域ニーズに応える

（今井氏）これからの住宅新市場として、２階建てから平屋にするリフォーム商品
『HOUSE ReBORN』をつくりました。 
「世帯人数別世帯数推移」で、近年一番伸びているのは２人世帯です。次に１人世帯。その
次は３人世帯で、４人以上の家族というのは1985年ぐらいでもう下がっているんですね。 
あと母子家庭。母子家庭というのは、昔は若いお母さんと幼少の子供というのが一般的だ
ったんですが、今は70～80代のお母さんと40～50代の息子さん、娘さんの母子

家庭というのも多いとことがわかっ
てきました。 
平屋の受注のために、モデルハウス展開を行っています。当初は
全く平屋なんて考えていないという方に動機づけできます。
使用後は転売するのでコストを相殺できます。 
モデルハウスなしでの平屋提案も行います。これは一例なんですが、
50歳の女性がお１人でアパートに住んでいらして、実家を相続したの

で売却してマンションを購入するという話があったんですが、実家を売
却せずリフォームをしては？ という提案をしました。 
ただのリフォームだと、水まわりの更新だけでも500万円程度かかりま
すが、それだけだと耐震性能も断熱性能も良くならないし、今後定期的な
リフォーム費用がかかってしまう。そこで長期優良住宅化リフォーム
の補助金250万円を活用し、性能向上された住みやすい平屋にできま
す、と提案しました。 

スケルトンリフォームだと設備や内装を廃棄してしまいますが、私たちの平
屋リフォームは、活かせる設備等は残して活用していきます。２年前に
お風呂やキッチンを直していたのなら、壊す必要はない。以前はいったん全部
屋根を取っていたので使えなかったんですが、今は２階の床組みを取って先に
屋根をつくり、屋根ができた後に２階を解体するという施工方法を開
発しました。コスト面でも、愛着の面でも、こうした方法がお客様に喜ばれて
います。 

【ディスカッション後のモデレーター総括】

（安達氏）サステナブルなリフォーム事業の継続のためには、地域の信用力やブラ
ンディングが重要です。 
ビッグアイは、マンション内にモデルルームをつくるほどの地域密着で、毎日のように社用
車が行き交って目立つんですね。自分たちの近くにいて逃げないというブランディングに相当
効果があるように思います。 
喜多ハウジングは、木造古民家に強いイメージがある中、平屋のHOUSE ReBORNという新
しい屋号をつくられました。新たな市場を創り出しながら、既存のブランドにも弾みの付く相
乗効果を生み出すことに成功しています。 
スイコーは、セミナー会場として仙台市の施設を使用することが公的な信用となって、自社のブランディングになってい
ます。自社の売り込みではない公的なテーマだからこそ、許可を得られた背景があったということです。 

今日はリ推協主催の長寿命化リフォームの事例発表会ということで、いわゆ
る必需リフォームだけではなくて、長寿命化リフォームをまさに実践している
３人の方々に、これもなかなか、ここまでノウハウを言っちゃっていいのかな
というぐらいいろいろな、秘中の秘に近いものをお話しいただけたかと思いま
す。
本日ご来場の皆様も、長寿命化リフォームなど、提案型のリフォームを実践
されているかと思います。地域での信用力とそのハード面とソフト面で
の提案力というものが揃って初めて受注につながるし、リフォーム産
業の裾野も広がっていくのだと思います。本日の３社のノウハウを共有する
場ができたこの時間は、非常に有意義だったと思います。

（安達）お話を聞いていて、地域密着もここまできたかと思いました。要は住み込みの逃げられないモデルルームですよ
ね。ここでの説明会ならば、来場者から「あ、この人逃げないわ」と信頼してもらえるかと思います。また、提案の前段
階で、お客様の潜在的なニーズをどうやって汲み取り、カスタマイズしていくかのプロセスが素晴らしいと感じました。 

（安達）今井さんのプレゼンは水が流れるように理路整然としていますが、いいアイデアだって思いついてやろうとして
も、実際にマーケットインするのは相当難しいことだと思います。「お客様からの一言とか、困りごとを聞いていて、ぴ
っとひらめく」と話されてましたが、情報や知識のインプットだけでなく、「聞く」という視点の大切さを感じました。 



事例発表会＋パネルディスカッション
（2018年 大阪会場 ダイジェスト紹介）　

小橋正浩氏（株式会社小橋工務店 代表取締役） 
北村和康氏（株式会社TBJインテリアデザイン建築事務所 代表取締役） 
森本寛之氏（株式会社リビタ 分譲事業本部営業企画部 リノサポ第２グループ グループリーダー） 

【①小橋工務店】見学会でリノベーションの力をリアルに感じていただく

（小橋氏）うちは創業70年の工務店です。腕のいい大工もいて施工力には自信があるんですが、
地域の人びとから、何をしている会社か知られていない。そこで自社をきちんと知って

もらいたいと、リフォーム見学会を大きな集客の柱にしています。 
開催時期を毎年夏から秋と決め、月に１回、５カ月間連続で行っ
ています。開催日を第２土曜日曜と決めると通知しやすいし、覚えて
もらえる。チラシも５回分を１枚にまとめると安く済むし、
一度で配れ、長い間使える。終了後は過去の資料としても使えます。 
見学会は引渡し前でなく、住んである程度時間が経ったお宅で開催させていただきま
す。来場者に「住まい手と信頼関係が築けている」
と感じてもらえるし、リフォーム前の状態の時の
気持ちなど、住んでいる人が来場者にいろいろと

説明してくれるんです。僕が説明しても「ああ、そうですか」で終わります
が、実際の生の声には来場者の人も共感してくれます。
当日の資料は非常に大事です。もともとの状態も含めて写真や資料等でお見
せし、どんなふうに変わったかを知ってもらいます。不動産情報、耐震診断や補強計画、確認申請、補助金、所得税等の減
税とかの話も交えると、古い住宅に諦めを持っていた人が、リフォームに前向きな気持ちに変わります。 
完成写真帳もつくっています。リフォーム後の写真は必ずプロのカメラマンに撮ってもらいます。家族のスナップ

など生活感のある写真を撮ると見栄えもいいですし、お施主様が喜んでくださる。 
大きな工事になるほど、技術力や提案力が必要になってきます。そんな折、う
ちは工務店としての施工力を高め、デザイン力については外部の力に
借りるというやり方を始めました。今５人メンバーがいますが、４人は外部の
設計事務所の建築士。チームを組んでやっています。 

【②TBJ インテリアデザイン建築事務所】古民家を性能向上させて次世代に継ぐ

（北村氏）私たちの大切なテーマとして、長く家を継いでいく、次世代に継ぐというものがあります。親子３世代が
住むことになった古民家の再生事例を紹介させていただきます。 建物は明治 10 年代のもの。他の業者は建替えるし
かないと言うのですが、自分たちの代で終わらせてしまって本当にいいのだろうかと悩まれた末に相談をいただきました。 

私共は（一社）住宅医協会に加盟しており、協会推奨のチャートを使って耐震、温熱環
境、火災などの調査を行い、どこをどう直していけばこの家
が長持ちするのか、お客様にじっくりとわかっていただける
よう努めています。 
耐久・耐震・断熱等の性能向上リフォームは必須
です。基礎をやり替えた上で構造部の骨組みもジャッキアッ
プで直しました。腐朽した柱は根継ぎで交換し、金物を使って耐震改修し、断熱改修も
行いました。屋根も母屋だけを残してあとは垂木を

全て取り払い、野地板の張り替え、瓦も葺替えました。 
内装や設備ですが、迫力のある古民家を再生するときに、メーカーの既製品では違
和感を感じることがあるので、名栗の木で伝統工芸を使ってキッチンの面材をつくったり
します。ダイニングテーブルは減築した地松を加工して製作し、思い出を少しずつ
残すようなことも行いました。工事前は近隣から「こんな古い家を改修してもしゃあない」と言われていましたが、完成後
の反応が一変しました。本当にオーラが出ているなというふうに私は感じています。 

【③リビタ】リノベーションが一般化したからこそ新しい商品を提供

（森本氏）「次の不動産の常識をつくり続ける」という経営ビジョンの下、多くの事業を手掛けて
います。業界内でマンション１室の買取再販事業が増えていますが、うちはそれに加えてマン

ション１棟購入して全部バリューアップさせたり、戸建て住宅を再生させたりするほか、独身
寮などをシェアハウスやシェアオフィス等に転用するコンバージョンもよく手掛けています。 
リノベーションの場合、70～80 ㎡ぐらいで 1000 万円以上という改修工事をかける方が５年

前ぐらいのスタンダードでしたが、最近は 300
万円くらいでちょっとだけリフォームしたい方もものすごく増え
ています。１回リフォームされたお客様が将来また何か手を加えたい際、
私たちが提案できるよう「あとリノ」というサービスをつくりました。具
体的には、専有部の長期修繕計画をつくり、具体的に何年後ぐらいに
はこんなメンテナンスが必要ですということを示したりしています。 今

や住宅購入検討者が当たり前にリノベーションという言葉を発しています。そんな今、奇抜なリノベーション商品は要らな
いんです。むしろ内装ではなく、中古に関するインスペクションとか、
設備の不具合だとか、住まいの見えない不安要素を全てリスクを事業
者側が取って開示している商品が大切ではないか。中古特有の不安要
素に対して、裏側のほうの保証制度やバックアップが、消費者に求め
られていると感じており、そうした商品も提供しています。 

（安達）事業者が将来の戦略を考える際、ともすれば自分たちだけでやっていこうと発想することが多い中、小橋さん
は外部の力をうまく使ってデザイン力を高めブランド化している点が非常に参考になるかと思います。見学会につい
ても、合理的に仕組み化しており、大変なノウハウだと思います。

（安達）建築家の作品の中でこうした取組みを見かけたりしますが、「住宅医」の仕組みをしっかり使い、改修前後の性
能をきちんと見える化して示している例はそうはないと思います。たぶん我々が行うべきは、そうしたことをしっかり
やっていくことかと思います。

（安達）リビタの取組みは「長寿命化リフォーム」とも親和性が高いですよね。瑕疵保険に伴うインスペクションや設
備のチェック、後々リフォーム工事をやったらどのぐらいかかるかなどが「見える化」されており、こうした不安が解
消されていると後々の投資がしっかりついてくる可能性が高くなると感じました。




