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Section1 住宅リフォーム市場の概況
１．住宅リフォーム市場規模
１．１

2012 年住宅リフォーム市場規模①
－公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター調べ－

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、
「建築着工統計年報」
（国土交通省）、
「家計調査年報」
（総務省）、
「全国人口・世帯数・人口動態表」
（総務省）等により、住宅リフォーム
市場規模（増築・改築工事費及び設備等の修繕維持費の合計）の推計を行っている。なお、広義の
リフォーム市場規模とは、住宅着工統計上「新設住宅」に計上される増築・改築工事と、エアコン
や家具等のリフォームに関連する耐久消費財、インテリア商品等の購入費を含めた金額を言い、推
計した市場規模には、分譲マンションの大規模修繕等、共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者に
よる賃貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は含まれていない。
住宅リフォーム市場規模（増築・改築工事費
及び設備等の修繕維持費の合計）は、2012 年で
図 1-1

5 兆 4,300 億円、広義のリフォーム市場規模は、
6 兆 7,300 億円である。

住宅リフォームの市場規模の推移

出典：公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅リフォームの市場規模」
参照：http://www.chord.or.jp/tokei/pdf/re-shijokibo2012.pdf
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１．２

2012 年住宅リフォーム市場規模②

－株式会社矢野経済研究所調べ－

株式会社矢野経済研究所では、住宅リフォーム関連事業者等を調査対象とし、専門研究員による
直接面談、および文献調査併用により住宅リフォーム市場の調査を実施している。本調査における
住宅リフォーム市場とは、
「10㎡超の増改築工事」
・「10㎡以下の増改築工事」
・「設備修繕・維持関
連」
・「家具・インテリア等」の 4 分野をさす。調査期間は 2013 年 3 月～ 2013 年 5 月。
2012 年の住宅リフォーム市場規模は、前年比

以下）」は前年比 0.6％増、住宅に関する「設備修

0.5％増の 6 兆 1,894 億円とほぼ横ばいに推移し

繕・維持関連費」が同 0.8％減、
「家具・インテリア」

た。住宅リフォーム市場は、
「10㎡超の増改築工

が同 9.4％増となった。分野別にみてみると、
「家

事」
・
「10㎡以下の増改築工事」
・
「設備修繕・維持

具・インテリア」
関連は増加したが、住宅リフォー

関連」
・
「家具・インテリア等」の 4 分野で構成さ

ムの根幹である増改築や水まわり設備の交換と

れているが、
「増改築に関わる費用（10㎡超 +10㎡

いった「設備修繕・維持」関連は微減となった。

図 1-2

住宅リフォーム市場規模推移

出典：株式会社矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査結果2013」
参照：http://www.yano.co.jp/press/pdf/1101.pdf
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２．既存住宅流通
２．１

既存住宅流通量＜ FRK 既存住宅流通量推計による＞

一般社団法人不動産流通経営協会では、2006 年度「既存住宅の流通促進に関する研究会」におい
て、既存住宅の流通量およびＦＲＫ既存住宅流通指標（既存住宅流通比率）を推計し、以降毎年継
続的に発表している。
図 2-1

F R K 既存住宅流通量

出典：一般社団法人不動産流通経営協会「FRK既存住宅流通量推計」
参照：http://www.homenavi.or.jp/frk/about/teigen/h25kizonzyuutakuryutu.pdf
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２．２

既存住宅流通＜不動産流通業に関する消費者動向調査による＞

不動産流通業に関する消費者動向調査は、一般社団法人不動産流通経営協会が、居住用不動産取
得者の取得行動、種々のサービス等の利用実態・評価を時系列把握することで、不動産流通に対す
る消費者の行動を捉えることを目的に、1991 年から隔年で、2001 年からは毎年実施している調査。
調査対象は首都圏１都３県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）で平成 24 年 4 月 1 日から平成 25
年 3 月 31 日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた世帯を対象としている。これらの調査対象者の
抽出にあたっては、会員会社の協力を得て、住宅タイプ（新築戸建て、新築マンション、既存戸建て、
既存マンション）のバランスに配慮し、対象を抽出。調査期間は平成 25 年 6 月 6 日～ 6 月 21 日。発
送総数 2371 票、回答数 1038 票。
１）住宅購入資金の内訳

借入資金等についてみると、既存住宅購入者

自己資金についてみると、
「親からの贈与」は
既存住宅購入者で 15.1％（対前年度比 3.1 ポイ

では「フラット 35」または「フラット 35S」の利
用率が 6.7％となった（図 2-2）。

ント減）となった。
図 2-2

各資金の利用者平均額の変化／既存住宅購入者
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２）消費税に対する意識

回答者全体の 32.3％を占めている。特に「29 才

消費税率の引き上げが実施される見込みと

以下」では「住宅の購入時期を早めた」が占める

なったことが、住宅購入に与えた影響について

割合は 50％と最も多くなっており、若い世代ほ

みると、
「住宅の購入時期を早めた」との回答が

ど多くの世帯が影響を受けている（図 2-3）。

図 2-3

今後の消費税率の引き上げが今回の住宅購入に与えた影響

消費税率の引き上げについては「そもそも住

る」が全体の 48.7％を占めており、特に「29 才以

宅に消費税がかかるのはおかしい」もしくは「住

下」
（59.6％）と「60 才以上」
（52.9％）では過半数

宅購入は特別で、現行のまま据え置くべきであ

を占めている（図 2-4）
。

図 2-4
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３）既存住宅購入に対する意識

新築住宅購入者が既存住宅を選ばなかった理

既存住宅購入者の購入理由は、
「希望エリア

由では、
「長く住むつもりだから」が引き続き増加

の物件だったから」
（68.8％）、
「手頃な価格だっ

傾向となっている。また、今年度は、東日本大震

たから」
（52.6 ％）、
「良質な物件だったから」

災（平成 23 年 3 月11日）後に増加傾向を見せてい

（47.3%）が上位 3 位を占めており、立地や価格

た「耐震性に不安があるから」や「耐久性や品質

の手頃さに次いで、住宅の質が購入の決め手と

に不安があるから」は、前年度から若干ポイント

なっていることがうかがえる（図 2-5）。

を減らしているが同程度となっている（図 2-6）
。

図 2-5

既存住宅を購入した理由
＜既存住宅購入者＞

図 2-6

既存住宅を購入しなかった理由
＜新築住宅購入者＞
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４）購 入に際して重視した住宅の性能、建物検
査の実施状況等

くなっている（図 2-7）。
「耐震性」の項目についてみると、
「重視し

購入に際して重視した住宅の性能項目につい

た」購入者の占める割合は、新築住宅購入者で

てみると、新築・既存にかかわらず、
「日照や採

42.3％（対前年度比 0.3 ポイント減）、既存住宅

光を取得る開口部の面積の広さ」に次いで「耐

購入者で 38.2％（対前年度比 0.4 ポイント増）を

震性」の項目において「重視した」との回答が多

占めている（図 2-7）。

図 2-7
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既存住宅購入時における建物検査（ホーム・

「売主に依頼しておこなってもらった（買主負

インスペクション）の実施率※は、
「既に売主が

担）」と回答した購入者の割合がわずかに増加

おこなっていた」が 12.1％、
「売主に依頼してお

している（図 2-8）。

こなってもらった」が 3.0％、合計 15.1％（対前

※不動産会社が提供する無償のインスペクションサー
ビス（主に買主側の購入申込前に実施）がおこなわれた
場合を含む。

年度比 0.5 ポイント増）となっている。前年度に
比べて、
「既に売主がおこなっていた」または
図 2-8

建物検査（ホーム・インスペクション）の実施状況

５）住宅購入前後のリフォーム実施状況
住宅購入前後のリフォーム実施率は、61.8％

＜既存住宅購入者＞

している（図 2-9）。
なお、
「リフォーム済み住宅」を購入もしく

（対前年度比 0.6 ポイント増）となっている。
「リ

は「自らリフォームした」購入者の割合であり、

フォーム済み住宅」は約 16.4％（売主が不動産

重複回答を除く。また、
「リフォーム済み住宅」

会社の場合：10.0％、個人売主の場合：6.4％）、

とは、売主が販売（売り出し）にあたって、リ

「自らリフォームした」は 48.5％となっており、

フォームを施したものを指す。

半数近くが購入後に買主自らリフォームを実施
図 2-9

住宅の建て方別購入した既存住宅のリフォーム実施状況
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リフォーム箇所は、
「内装」が戸建て（79.3％）、

ぞれ第 2 位となっている（図 2-10）。

マンション（88.3％）ともに最も多く、次いで「水

この他、戸建てでは「外装」
「冷暖房設備」
「建

まわり設備」が多くなっている。なお、水まわ

具」が、マンションでは「収納スペースの改善・

り設備のうち、戸建ての場合はキッチンと浴室

増加」
「冷暖房設備」
「間取りの変更」のリフォー

等が同率、マンションの場合はキッチンがそれ

ム実施率が高い。

図 2-10

住宅の建て方別リフォームの具体的内容

戸建て・マンションともに、築年数 20 年超
ではリフォーム費用が高くなっており、300 万
円以上の比較的高額なリフォームが 4 割以上を
占めている（図 2-11, 図 2-12）。

合が築年数にかかわらず過半数を占めている
（図 2-11）。
マンションの場合、築年数が古くなるにつれ
300 万円以上のリフォームの割合が大きくなる

戸建ての場合、300 万円以上の比較的高額な

傾向がある。また、100 万円以上のリフォーム

リフォームの割合が、築 20 年超で 50％となっ

の割合も築年数が古くなる程大きくなってお

ており、
「10 年超 15 年以内」でも 35.7％を占め

り、築 10 年を超えると半数以上を占めている

ている。また、100 万円以上のリフォームの割

28
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図 2-11

図 2-12

図 2-13

築年数別リフォーム費用

築年数別リフォーム費用

＜戸建＞

＜マンション＞

住宅の構造別リフォーム費用

＜戸建＞

出典：一般社団法人不動産流通経営協会「第18回（2013年度）
不動産流通業に関する消費者動向調査」
参照：http://www.homenavi.or.jp/frk/about/teigen/13shouhisha_doukou.pdf
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2．3 建
 物検査、既存住宅売買瑕疵保険＜中古住宅売買を活性化させる「建物検査」や「既存住宅
売買瑕疵保険」についての、認知度や理解、希望や不安に関する調査による＞
不動産・住宅情報サイト『HOME'S』を運営する株式会社ネクストは、中古住宅売買を活性化さ
せる「建物検査」や「既存住宅売買瑕疵保険」についての認知度や理解、希望や不安に関する調査報
告を発表。調査地域は全国 47 都道府県。調査対象は、購入者が 25 ～ 59 歳の男女で、過去 3 年以内
に中古住宅（マンション・一戸建て）を購入した人、現在、左記購入物件に住んでいる人、購入予定
者が 25 ～ 59 歳の男女、現在中古住宅購入を検討中で具体的に情報収集を行っている人。調査手法
はインターネット調査。有効回答数は 2,000 人（購入者 1,000 人、購入予定者 1,000 人）。調査時期は
平成 25 年 2 月 27 日～ 2 月 28 日。
建物検査の認知率は中古住宅購入者（以下、

者）では、建物検査の認知率は 26.0％、既存住

購入者）の 20.9％だったが、実際に建物検査を

宅売買瑕疵保険の認知率は 25.0％とどちらも購

実施または検査済み物件を購入したのは 10.2％

入者の認知率を上回った。中古住宅売買時に安

に留まっている。また、既存住宅売買瑕疵保険

心・安全を提供する仕組みは、まだまだ普及途

の認知率は、購入者の 20.0％だったが、実際に

上ではあるが、確実に認知が拡大しているもの

保険契約したのはわずか 6.2％だった。

と推測できる。

一方、中古住宅購入予定者（以下、購入予定
図 2-14
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建物検査を知っていた（購入者）

図 2-15

 物検査を実施した、または検査済みを購入し
建
た（購入者）

Section1 住宅リフォーム市場の概況

図 2-16 既存住宅売買瑕疵保険を知っていた（購入者）

図 2-18

図 2-19

図 2-17

既存住宅売買瑕疵保険に契約した（購入者）

建物検査について知っている（購入予定者）

既存住宅売買瑕疵保険を知っている（購入予定者）

出典：不動産・住宅情報サイト「HOME'S（ホームズ）調べ」
参照：http://www.next-group.jp/press/pdf/130328.pdf
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３．耐震リフォーム
３．１

 方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定及び耐震改修等に対する補助制度の
地
整備状況

国土交通省は、地方公共団体における建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条に基づく耐震
改修促進計画の策定予定と、耐震改修等に関する補助制度の整備状況について平成 24 年４月１日現
在の状況を公表し、そのフォローアップ調査として、平成 25 年４月１日現在の状況を取りまとめ公
表した。

出典：国土交通省「地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定及び耐震改修等に対する補助制度の整備状況について」
参照：http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000423.html
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3．2 耐震診断＜日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

耐震診断調査データによる＞

平成 18 年 4 月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日まで（7 年 8 ヶ月）に木耐協で実施した耐震診断のうち、
木耐協で耐震診断結果の詳細を把握している 19,279 件の耐震診断結果を分析したもの。
耐震診断対象家屋は昭和 25 年～平成 12 年 5 月までに着工された木造在来工法 2 階建て以下の建
物となる。
［参考］建築基準法では、耐震計算する際に想定する地震を大地震と中地震の 2 段階に分けている。大地震とは建
物が建っている間に遭遇するかどうかという極めてまれな地震（数百年に一度起こる震度 6 強クラスの地震）のこ
と、中地震とは建物が建っている間に何度か遭遇する可能性のある地震（震度 5 強程度）のことである。
「大地震時
には人命を守ること」
「中地震の場合には建物という財産を守ること」を目標とするのが、建築基準法の考え方であ
る。これに対し、耐震診断では人命を守ることに重点を置き、
「大地震時に倒壊しない」ための耐震性確保を目標に
据えることを明示した。大地震・中地震という 2 段階を設定する建築基準法と異なり、耐震診断では大地震への対
応という 1 段階で考えることになる。

1）耐震診断結果
（1）診断案件のうち現行の耐震基準に適合し
ない住宅が 9 割以上

工金額は約 148 万円、工事全体の施工金額中央
値は 124 万円だった。
新しい住宅ほど耐震性が高まるが、現行の建築

耐震診断を受診された建物のうち、91.33％

基準が適用される前（平成 12 年 5 月までに）に着

の住宅が耐震基準を満たしていなかった。アン

工された木造在来工法の住宅をリフォームする際

ケート回答結果に基づく耐震補強工事の平均施

には、耐震性のチェックが欠かせないといえる。
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（2）旧耐震基準建物の 98％が「耐震性に問題
あり」
旧耐震基準建物（昭和 55 年以前に建てられた

（3）新耐震基準建物の 84％が「耐震性に問題
あり」
新耐震基準建物（昭和 56 年以降に建てられた
建物）でも、8 割以上が現行の耐震基準を満た

34

建物）のほぼ全てが現行の耐震基準を満たして
いない結果となった。平均施工金額は約 177 万
円、施工金額中央値は 150 万円となった。

していないという結果となった。新耐震基準建
物の平均施工金額は約 122 万円、施工金額中央
値は 100 万円となった。

Section1 住宅リフォーム市場の概況

2）耐震補強費用の分布
（1）工事全体のうち 100 万円未満が 35％、
150 万円未満が 58％
アンケートにて工事金額の回答があった 330

なかった②築 33 年以上経過し劣化事象が進行
している、といった要因により、評点が全体に
低くなる。そのため、工事箇所が多くなり工事
金額も高額となっている。

件のうち、約 35％にあたる 116 件は 100 万円未

旧耐震基準住宅の場合はまずは国・自治体

満の工事、約 58％にあたる 193 件は 150 万円未

の補助金を検討し、それでも予算が厳しい場合

満の工事となった。

は、予算の範囲で出来る最大限の補強工事を行

旧耐震基準住宅は新耐震基準住宅に比べ、①
現行の基準よりも当時求められていた壁量が少

うといったお客様目線にたった工事提案力が耐
震補強事業者に益々求められるといえる。
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2）築 20 年超え木造住宅の耐震性と耐震工事費

耐震診断対象家屋：

築 20 年を超える中古住宅を購入する場合、新

平成 18 年 4 月～平成 25 年 11 月の間に木耐協で

築住宅と同様の住宅ローン減税等の優遇税制を

耐震診断を実施した木造在来工法 2 階建て以下

受けるためには、耐震基準適合証明書の取得か

の建物のうち昭和 56 年～平成 5 年の間に着工

既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要となる。

された住宅

しかし、引渡しまでの取得が必要なため、必要

（1）新しい住宅ほど耐震性の高い住宅が増加

な工事や検査を行うことが実務上困難であっ

昭和 56 年～平成 5 年に着工された住宅の評

た。
「平成 26 年度国土交通省税制改正概要」に

点について、各年度の平均を算出してみると、

盛り込まれた税制改正の一つ、
「中古住宅取得

新しい住宅ほど耐震性が高まるという結果と

後に耐震改修工事を行う場合における住宅ロー

なった。新しい住宅ほど評点が高い要因は主に

ン減税等の適用」では、来年度から買主が住宅

3 つが考えられる。

取得後に耐震改修を実施した場合も、住宅ロー

①鉄筋コンクリートの基礎が普及（鉄筋コンク

ン減税等の特例を受ける事が可能になる予定。

リート基礎の割合が 5 割から約 9 割に上昇）

そこで、今後取引が増えると思われる新耐震基

②柱と土台・梁のつなぎ目に取り付ける接合金

準住宅ではあるが築 20 年を超える（建築年：昭

物が普及していった

和 56 年～平成 5 年）住宅に焦点を当てた。

③劣化による耐力の減少が少ない
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（2）耐震基準に適合している住宅の割合

いため現行の耐震基準を満たしていない住宅が

上部構造評点 1.0 を超える住宅を「耐震基準

大半となる。平成 12 年の改定では「接合部の金

に適合している」、下回っている住宅を「耐震基

物」と「住宅のバランス（偏心率）」について規

準に適合していない」として集計を行った結果、

定が盛り込まれたが、現行の基準と照らし合わ

新耐震基準住宅であっても 9 割の住宅が耐震基

せると①柱ごとの引抜け力に見合った金物が使

準に適合していないという結果が出た。建築基

われていない②住宅のバランス（偏心率）が考

準は「昭和 56 年 6 月」
・「平成 12 年 6 月」に 2 回

慮されず南側などに壁が偏っている物件があ

大きく改正されたが、1 回目の改正は反映され

る、といった弱点がある。

ているものの、2 回目の改正が反映されていな

（3）耐震基準に適合させるためにかかる耐震
改修工事費の目安

震基準に適合させるために必要な補強工事費用
目安は平均 163 万円となった。築年数が新しい

耐震基準に適合していない 6,386 棟の住宅に

ほど住宅の評点は改善するが、新しい住宅ほど

ついて、耐震基準に適合させた場合にかかる耐

延べ床面積も大きくなるため、補強金額を押し

震改修工事の目安となる金額を、
（一財）日本建

下げる効果が薄くなっている。

築防災協会が公表している「木造住宅の耐震改

なお、あくまで平均の数値に基づいて算出し

修の費用－耐震改修ってどのくらいかかるの？

た結果であり、補強工事の方法や物件の状況に

－」に基づき算出した。

よって補強工事費用は上下するので工事金額の

耐震基準に適合していない住宅について、耐

目安である。
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出典：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合「木造住宅耐震診断調査データ」
参照：http://www.mokutaikyo.com/data/201401/201401.pdf
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４．バリアフリーリフォーム
４．１

 齢者の住宅と生活環境に関する意識
高
＜高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査による＞

高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査は、高齢者の住宅と生活環境に関する意識等を把握
し、今後の高齢社会対策の推進に資することを目的とし、内閣府政策統括官 ( 共生社会政策担当 ) 付
高齢社会対策担当が実施した調査。
調査対象者は全国の 60 歳以上の男女、調査方法は調査員による面接聴取法、調査実施期間は平成
22 年 11 月４日～平成 22 年 11 月 14 日。
１）住宅で困っていること

高齢者には使いにくい」が 8.2％、
「台所、便所、

現在、住んでいる住宅で困っていることがあ
るかについてみると、59.4％と約６割が「何も

浴室などの設備が使いにくい」が 7.2％の順と
なっている。
過去の調査と比較すると、
「何も問題点はな

問題点はない」としている。
一方、困っている理由をみると、｢住まいが古
くなりいたんでいる｣ が 14.3％で最も高く、次

い」とする人の割合は平成 17 年に減少したが、
平成 22 年調査ではやや増加している。

いで、
「住宅の構造（段差や階段など）や造りが
図 4-1

住宅で困っていること（複数回答）
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２）リフォームの経験

リフォームの内容をみると、｢塗装、防水な

（１）リフォームの経験の有無

どの外壁の補修｣ が 16.0％と最も高く、次いで、

過去５年間のリフォームの経験についてみ

「手すりの設置」が 9.3％、｢瓦のふきかえなどの

ると、
「改造（リフォーム）はしていない」が

屋根の修復｣ が 9.1％、
「火災・ガス漏れ、漏電な

58.0％で、リフォームをしている人は 41.0％と

どの自動警報・通報装置の取り付け」が 8.5％の

なっている。

順となっている。
図 4-2 リフォームの経験の有無（複数回答）

出典：内閣府「平成22年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果（全体版）」
参照：http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h22/sougou/zentai/index.html
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4．2 サ
 ービス付高齢者向け住宅等の実態＜サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査
研究による＞
一般財団法人高齢者住宅財団は、サービス付き高齢者向け住宅、及び住宅型有料老人ホームにつ
いての事業概要、安否確認・状況把握及び介護等のサービス提供状況、入居者の実態等を把握する
ことを目的としアンケート調査を実施。調査対象は、サービス付き高齢者向け住宅の全登録物件（平
成 24 年 8 月末現在）2,065 件、65,647 戸、住宅型有料老人ホーム全届出物件（平成 24 年 7 月 1 日現在）
4,392 カ所、120,321 人（入居定員）
。実施時期は、平成 24 年 9 月 28 日～平成 24 年 11 月 9 日。
1）住戸数

住戸数は、
「10 戸未満」が 16.0％、
「10 戸以上

（1）サービス付き高齢者向け住宅

20 戸未満」が 21.0％、
「20 戸以上 30 戸未満」が

「10 戸 以 上 20 戸 未 満 」が 25.2 ％、
「20 戸 以 上

17.5％と、
「30 戸未満」の物件が多く、約 55％を

30 戸未満」が 21.5％、
「30 戸以上 40 戸未満」が

占めた。
「60 戸以上」の物件は 7.5％であった。1

18.8％と、
「10 戸以上 40 戸未満」の物件が多く、

物件あたりの平均住戸数は「28.0 戸」であり、特

約 66％を占めた。
「10 戸未満」の物件は 6.8％、

に「10 戸未満」の物件が 16.0％と、サービス付

「60 戸以上」の物件は 9.6％であった。1 物件あ
たりの平均住戸数は「31.8 戸」であった。
（2）住宅型有料老人ホーム

き高齢者向け住宅よりも多い傾向がみられた。
相部屋に関しては、33.9％で「あり」との回答
であり、定員数の平均は「28.6 人」であった。

図 4-3

サービス付き高齢者向け住宅

住戸数

図 4-4

住宅型有料老人ホーム

住戸数

図 4-5

住宅型有料老人ホーム

相部屋の有無

図 4-6

住宅型有料老人ホーム

定員数
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2）住戸面積

面積が「25㎡未満」の物件は 77.0％、
「25㎡以上」

（1）サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅に登録された全住

の物件は約 23.0％、平均は「21.3㎡」であった。
（2）住宅型有料老人ホーム

戸 65,647 戸のうち、
「18㎡以上 20㎡未満」が 53.8％

各物件の最小の住戸面積は、
「13㎡未満」が最

を占めた。
「25㎡未満」の住戸は全体の 70.4％、
「25

も多く 31.5％、次いで「13㎡以上 18㎡未満」の

㎡以上」
は29.6％で、平均面積は
「23.0㎡」
であった。

27.1％であった。
「18㎡以上 25㎡未満」は 19.7％、

各物件の最小の住戸面積をみると、
「18㎡以上
20㎡未満」の物件が 63.2％を占めた。最小の住戸
図 4-7

サービス付き高齢者向け住宅

図 4-9
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住宅型有料老人ホーム

住戸面積（全住戸）

最小住戸面積

「25㎡以上」は 6.8％となった。最小面積の平均
は、
「20.5㎡」であった。
図 4-8 サ
 ービス付き高齢者向け住宅
小住戸）

住戸面積（各物件の最
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（2）住宅型有料老人ホーム

3）住戸内の設備
（1）サービス付き高齢者向け住宅

各設備の設置状況は、
「便所」45.2％、
「洗面」

各設備の設置状況は、
「浴室」30.3％、
「収納」

55.8％、
「浴室」約 8％、
「収納」67.1％、
「キッチン」

96.5％、
「キッチン」47.6％であった（※登録条件

13.4％であった。すべてを備えた住戸は 6.1％で

で、便所、洗面は必須）。
「浴室」
「収納」
「台所」

あった（※各物件内の、最も多いタイプの居室

「洗面」
「便所」のすべてを備えた住戸は全体の

についての回答）。

28.7％であった（※全登録住戸について集計）。
図 4-10

住戸内の設備

（2）住宅型有料老人ホーム

4）共用部の設備
（1）サービス付き高齢者向け住宅

共 用 部 の 各 設 備 の 設 置 状 況 は、
「 浴 室 」約

共 用 部 の 各 設 備 の 設 置 状 況 は、
「浴室」
82.7％、
「キッチン」59.0％、
「食堂」88.9％、
「居間」

92.9％、
「キッチン」62.4％、
「食堂」95.8％、
「居間」
55.3％、
「収納設備」43.5％であった。

63.4％、
「収納設備」25.3％であった。
図 4-11

共用部の設備
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5）住戸タイプ

区分した）。

サービス付き高齢者向け住宅は、住戸の広さ

なお、住戸の広さについては、各物件の最小

及び共用食堂の有無より、
「18㎡以上 25㎡未満

住戸面積を基準にタイプ分けした。本調査のク

（共用食堂の有無は問わず）」
「25㎡以上＋共用

ロス集計での住戸タイプによる分析は、ここで

食堂あり」
「25㎡以上＋共用食堂なし」の 3 つの

の分類を使って行っている。
（1）サービス付き高齢者向け住宅

タイプに分類した。
住宅型有料老人ホームについては、共用食堂

「18㎡以上 25㎡未満」のタイプが 77.0％、
「25

の設置率が約 96％とほとんどの物件で備えら

㎡以上食堂あり」のタイプが 16.4％、
「25㎡以上

れていたため住戸面積のみで「13㎡未満」
「13㎡

食堂なし」のタイプが 6.6％となった。

以上 18㎡未満」
「18㎡以上 25㎡未満」
「25㎡以上」

（2）住宅型有料老人ホーム

の 4 タイプに分類した（「13㎡未満」での区分は

「13㎡未満」が 34.4％、
「13㎡以上 18㎡未満」

「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」に
よる。
「18㎡」及び「25㎡」での区分に関しては

が 25.0％、
「18㎡以上 25㎡未満」が 19.1％、
「25㎡
以上」が 6.5％であった。

サービス付き高齢者向け住宅との比較のために
図 4-12

住戸タイプ

出典：一般財団法人高齢者住宅財団「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究」
参照：http://www.koujuuzai.or.jp/pdf/project_20130415_03_01.pdf
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５．省エネ・創エネリフォーム
５.１

エコリフォームへの意識＜リフォーム実施者調査による＞

株式会社リクルート住まいカンパニーは、リフォーム実施者のリフォーム選択における意識や行
動の把握を目的としリフォーム実施者調査を実施。
20 歳以上で、300 万以上のリフォームの 3 年以内実施者で、
「主にあなたが検討した」
「主ではない
が、検討には関わった」と回答した全国の男女を調査対象とし、本人または家族が住宅メーカーま
たは販売、不動産・建設関連、広告代理店・市場調査関連の職業の者は除外した（スクリーニング
調査対象：126,159 人、本調査有効回答数 619 サンプル）
。調査方法はインターネットリサーチ（調査
実施機関：株式会社マクロミル）
、調査期間はスクリーニング調査が 2013 年 8 月 20 日～ 2013 年 8 月
22 日、本調査が 2013 年 8 月 22 日～ 2013 年 8 月 23 日。
１）エコリフォーム実施率

断熱性・気密性の改善や省エネ設備の採用

今回実施したリフォームが「エコリフォーム」

により、室内環境が気持ちよく保たれる、ラ

かどうかをたずねたところ、リフォーム実施者

ンニングコストのダウンにつながる、などの

のうち 20.4％が「エコリフォーム」であると回

メリットがある。

答した。

・自然素材リフォーム

なお、
「エコリフォーム」については、以下の
説明文を読んだうえで回答。

結露やカビが発生しがちな室内環境を換気
設備や樹脂サッシの導入・自然素材の採用で
快適な空気環境や生活環境を作れる、廃材に

・エコリフォームとは
省エネリフォームと自然素材リフォームを
包括したリフォームの総称。

なっても自然に還り人間にも地球環境にも優
しい、などのメリットがある。

・省エネリフォーム
図 5-1 「エコリフォーム」実施の有無（全体／単一回答）
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２）エコリフォーム検討のきっかけ
リフォーム実施者の中で「エコリフォーム」

から」が最も多い（43.1％）。
2 位以下は「自然や環境に負荷の少ない生活

を検討した人の検討のきっかけをみると、
「節

をしたいと思っていたから」
（41.3％）
「売電、省

電、震災といった環境変化に伴い、エネルギー

エネなど生活費に経済的なメリットがありそう

を自宅でまかなうこと等に意識的になっていた

だったから」
（37.7％）となっている。

図 5-2 「エコリフォーム」検討のきっかけ（エコリフォーム検討者／複数回答）

３）エコリフォームへの追加費用許容金額
「 エ コ リ フ ォ ー ム 」へ の 追 加 費 用 許 容 金 額
を み る と、
「10 万 円 超 ～ 50 万 円 」が 最 も 多 く

（25.7％）、
「50 万円超～ 100 万円」
（21.6％）が続
く。
「0 円（追加費用は許容しなかった・許容で
きない）」は 14.4％を占める。

図 5-3 「エコリフォーム」追加費用の許容金額（エコリフォーム検討者／単一回答）
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4）エコリフォームで興味関心があったもの

の向上｣ となった（38.9％）。2 位以下は、｢太陽

｢エコリフォーム」で最も興味関心があった

光発電＋エネファームのような創エネ機能の搭

ものをみると、一番高いシェアであったのは、｢

載｣（16.2％）、｢エコキュートなど高効率給湯器

断熱材や二重サッシの導入など断熱性・気密性

の採用｣（13.8％）が続く。

図 5-4 「エコリフォーム」で最も興味があったもの（エコリフォーム検討者／複数回答）

５）エコリフォームの満足度
「エコリフォーム」実施者の満足度をみると、

で合わせて 90.5％と大多数の人が満足であると
回答した。

「たいへん満足」が 30.2％、
「やや満足」が 60.3％
図 5-5 「エコリフォーム」後の住まいの満足度（エコリフォーム実施者／単一回答）

出典：株式会社リクルート住まいカンパニー「リフォーム実施者調査」
参照：http://www.recruit-sumai.co.jp/press/2013/11/2013-204.html
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6．住宅リフォームに関する相談・要望
6．1

2012 年度住宅相談の状況について＜住宅相談統計年報 2013 による＞

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、国土交通大臣による「住宅紛争処理支
援センター」の指定を受けて、2000 年 4 月に電話による住宅相談業務を開始し、業務開始からの累
積相談受付件数は 2013 年 3 月末で 15 万件を超えた。
『住宅相談統計年報 2013』では、電話相談、専門家相談、住宅紛争処理について相談内容等の統計
的整理をしたものを掲載している。また、特集として「トラブルに関する相談」について取り上げ、
電話相談の傾向と消費者へのアドバイスを掲載している。
1）電話相談

度比 3.4％減）、
「リフォームに関する相談」
（リ

（1）相談件数の推移

フォーム相談）は 7,318 件（前年度比 8.4％増）

2012 年度における新規相談件数は、20,584 件

となった（ 図 6-1）。なお、継続相談も含めた電

（前年度比 0.5％増）となり、うち「新築等住宅

話相談全件数は、27,827 件（前年度比 8％増）と

に関する相談」
（新築等相談）は 13,266 件（前年

図 6-1
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（2）電話相談の内容

く「新築等相談」では 67.9％、
「リフォーム相談」

2012 年度における「新築等相談」、
「リフォー

では 59.7% を占める。また、
「新築等相談」に比

ム相談」の相談内容は、図 6-2、図 6-3 の通りで

べ、
「リフォーム相談」の方が「知見相談」の割

ある。
「住宅のトラブルに関する相談」が最も多

合が多い。

図 6-2 相談内容（新築等相談）

図 6-3 相談内容（リフォーム相談）

2）トラブルに関する相談

する相談は 14,843 件となり、
「新築等相談」が

（1）相談件数の推移

68.1%、
「リフォーム相談」が 31.9％を占めてい

2012 年度の電話相談におけるトラブルに関

図 6-4

る（図 6-4）。

トラブルに関する相談件数の推移
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3）リフォームのトラブルに関する相談
リフォームにおける住宅に関するトラブルの

と「契約に係るもの」の二種類に分類する。内
容の割合は、
「不具合が原因のもの」は 44.6%、

相談について、2012 年 10 月の一定期間内に相

「契約に係るもの」は 43.3％、不具合と契約の

談を受けた 289 件を対象に集計を行い、傾向と

両方を含む「不具合が原因かつ契約に係るも

事例を紹介する。

の」は 12.1% となっている（ 図 6-5）。新築住宅

（1）トラブルの内容

に比べて「契約に係るもの」が多い傾向がみら

トラブルの内容を、
「不具合が原因のもの」

れる。

図 6-5 トラブルの内容（リフォーム、n=289）

（2）契約に係る相談

工期の遅れ、契約解消に関する相談などである。

契約に係る相談について、消費者からの相談内

これに対する消費者の主な解決希望内容は、

容を分類したものが図 6-6 である。
「設計図面等

図面通りに直して欲しいなどの「修補」のほか、

（設計時の要求等を含む）と異なる」
、
「見積り金

「工事代金の減額や支払の拒否」、
「損害賠償」、

額や追加費用などの妥当性」が多く、その他には

50
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図 6-6 消
 費者からの相談の内容（リフォーム、契約に係
る相談、n=141）

図 6-7 消
 費者の主な解決希望内容（リフォーム、契約に
係る相談、解決希望内容が明確なもの、n=132）

出典：公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅相談統計年報2013」
参照：http://www.chord.or.jp/tokei/pdf/soudan_web2013.pdf
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６．２

 問販売によるリフォーム工事の相談
訪
＜消費生活相談データベース PIO-NET によせられた相談による＞

PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）とは、独立行政法人国民生活センターと
全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生
活に関する苦情相談情報（消費生活相談情報）の収集を行っているシステム。
独立行政法人国民生活センターでは、リフォーム工事の中で相談の目立つ訪問販売によるリ
フォーム工事について、PIO-NET に寄せられた相談件数の推移を公表し、合わせて最近の事例も公
表している。
１）2012 年度の電話相談件数の推移

事」は、
「屋根工事」
「壁工事」
「増改築工事」
「塗

リフォーム工事の相談の中で訪問販売が目立

装工事」
「内装工事」の合計であり、PIO-NET で

つ。訪問販売によるトラブルの中には、雨漏り

いう「判断不十分者契約」とは、何らかの理由

すると脅かされて契約したケースや、高齢の親

によって十分な判断ができない者の契約である

が契約したことを家族が不審に思い、相談した

ことが問題である場合をいう。

ケースなどもある。ここでいう「リフォーム工
表 6-1

PIO-NET に寄せられた相談件数の推移

年度

2008

2009

2010

2011

2012

2013

相談件数

5,318

5,777

6,054

6,397

6,484

5,433（前年同期 4,843）

上記相談件数のうち
判断不十分者契約

248

278

313

285

286

249（前年同期 209）

相談件数は 2014 年 1 月 31 日現在
2）相談事例
下記は、相談者の申し出内容をもとにまとめ
たもの（抜粋）
・	2 年前に保証付きの屋根塗装工事をした。
雨漏りが生じたので、業者に連絡したが、
「忙しい」と言い工事に来ない。
・	訪問してきた業者と、戸建て住宅の外壁と
塀の塗装工事の契約をしたが、高額なので

り込んでいることがわかった。修理代は自
己負担なのか。
・	5 日前、見積りを依頼するために業者に連絡
をしたところ、来訪した業者から強引に勧
誘され風呂工事の契約をした。解約したい。
・	母が突然訪ねてきた業者と、屋根の雨漏り修
理や温水パネル撤去の契約をした。工事は終
了しているが、クーリング・オフできるか。

解約を伝えたら、解約料を請求された。

・	10 年前に屋根瓦をコンクリート瓦にした。

・	1 年前に不動産業者に自宅のリフォーム工

「塗装しないと瓦の内部のアスベストが出

事を依頼後、屋根裏にネズミなど動物が入
出典：独立行政法人国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事」
参照：http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reform.html
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てくる」というが本当なのか。

