
住宅リフォームの支援制度 
について 

平成２５年２月１３日（水） 

京都市都市計画局住宅室住宅政策課 

平成２４年度 専門家向けすまいスクール 



本日のもくじ 

・ 中古住宅流通・リフォーム市場の動向 
 
 
・ 行政等が行っている支援制度の枠組み 
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  中古住宅流通・ 
    リフォーム市場の動向 
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中古住宅流通・リフォーム市場の動向 

消費者や生活者の視点に立った安心してリフォームできる市場をつくる 
既存住宅ストックの質の向上を促すリフォームへの支援を行う 

 
 

平成３２年までに 

中古住宅流通・リフォーム市場の規模を倍増（２０兆円） 

新築住宅中心 ⇒ 既存の住宅ストックを最大限に活用 
 

「いいものを作って，きちんと手入れをして，長く大切に使う」ためのシステムを構築 

・住宅総数が世帯総数を上回り，量的には充足 
  全国の住宅総数 約５，７６０万戸（京都市：７８万戸） 
  全国の世帯総数 約５，０００万世帯（京都市：６６万世帯） 

一方で，中古住宅流通・リフォーム市場の規模が，欧米諸国に比べて小さい 

中古住宅・リフォームトータルプラン策定（平成２４年３月） 
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中古住宅・リフォームトータルプラン① 

専門家に期待されていること 

■宅地建物取引業者によるワンストップサービスの提供 
  ・中古住宅の購入時に，消費者が必要とするサービスをワンストップで提供 
   インスペクション（建物検査），瑕疵保険等 

■中古住宅流通を契機としたリフォームの促進 
  ・宅地建物取引業者とリフォーム事業者との連携の促進 
  ・消費者の多様なニーズに応じた魅力的なリフォームの提案・提供 

■宅地建物取引業者のコンサルティング機能の向上 
  ・中古住宅の取引における多様な消費者ニーズへの対応 
    インスペクション，リフォーム等に関する講習・研修会の実施 
    宅地建物取引業者と建築士事務所・中小建設事業者・リフォーム等 
    関連事業者との連携強化 

■リフォームの魅力向上のための多様なプレーヤーの参入・連携の促進 
  ・中古住宅流通時の魅力あるリフォームの提案・提供の充実に向けた 
   宅地建物取引業者と中小建設事業者等の連携促進 
  ・消費者の多様なニーズやライフステージ・ライフスタイルにあった良質な 
   デザイン・プランのリフォーム提案・提供が可能な事業者の参入促進 
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建築士，建設・リフォーム事業者と不動産事業者の連携が
求められている 

インスペクションの 
普及促進 

 
ガイドラインの作成 



中古住宅・リフォームトータルプラン② 

京都市の取組に関連する事項 

■リフォームによる民間賃貸住宅の有効活用の促進 
 （課題） 
   ○所得低下に伴う住宅困窮者増加等により，公的賃貸住宅に対する需要が逼迫 
   ○賃貸住宅が空き家全体の約５５％ 
   ○民間賃貸住宅の質が，持ち家に比べて低水準 
 （対策）民間賃貸住宅の空き家ストックをリフォームし，住宅困窮者に賃貸 
 ⇒ （国）「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」 
 ⇒ （市）「京都市居住支援協議会」の設立 

■市街地の安全性の確保 
 （対策）老朽化した建築物が建ち並ぶ地区での避難路確保，建築規制・誘導措置 
 ⇒ （市）「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」及び 
       「京都市細街路対策指針」の策定 

■良好な住環境・街並みの整備 
 （課題）放置空き家の発生による防災・防犯・景観等の面での課題 
 （対策）所有者への適切な維持管理の啓発，課題に取り組む住民組織等への支援 
 ⇒ （市）「京都市地域連携型空き家流通促進事業」 
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行政と民間事業者の連携も進んでいる 



• 環境・ストック活用推進事業の拡充 
   →「省エネ改修」及び「省エネ改修と併せて行うバリアフリー改

修，耐震改修」に対する支援 

• 住宅ストック活用・リフォーム推進事業の
創設 

  →中小工務店等が連携して取り組む設計・施行基準の整備，
消費者の相談体制の整備，郊外型住宅団地における空き家
等の流通促進に向けた取組，リフォームによる性能向上を建
物価値に反映させるための取組等に対して支援 

• 空き家管理等基盤強化推進事業の創設 
   →空き家等の活用・適正管理・除却について，所有者等に対

するコンサルティングや適正管理等に資する体制整備等を支
援 

• 不動産流通システムの改革 
   →不動産に係る情報ストックの充実や築年数のみに依らない

新たな建物評価手法の構築，取引の中核を担う不動産事業
者の総合コンサルティング機能の強化を図り，中古住宅市場
の規模拡大にもつながる不動産流通システムの構築を推進 
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国も中古住宅流通・リフォーム市場の拡大を強力に後押し 

平成２５年度 国土交通省関係予算について 



中古住宅取得・リフォームの流れ 

住宅履歴情報の 
蓄積・活用 

新築 

住宅履歴情報 
(いえかるて) 

建物検査 
（インスペクション） 

リフォーム 

リフォーム 
工事 

中古住宅の取得 

リフォーム 
瑕疵保険 

住宅履歴 
情報 

住宅履歴 
情報 

住宅履歴 
情報 

住宅履歴 
情報 

住宅の新築，改修，修繕，点検時等
に，設計図書や施工内容等の情報を蓄
積・活用 

蓄積 活用（継承） 

活用 蓄積 活用 蓄積 活用 蓄積 
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行政等が行っている支援制度 
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住宅リフォーム支援制度の種別 

①復興支援・住宅 
エコポイント 

②リフォームの 
減税制度 

④リフォームの 
補助制度 

③リフォームの 
融資制度 

⑤リフォーム 
かし保険 

H24 
終了 
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【制度概要】 
 エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対
して一定のポイントを発行し、これを使って復興支援商品
やエコ商品との交換や追加工事の費用に充当することが
できる制度 

住宅リフォーム支援制度の種別 

①復興支援・住宅エコポイント 

【目的】 
 地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅
市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援 

H24 
終了 

賃貸住宅も対象 
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【対象工事】 
 「耐震リフォーム」 
 「バリアフリーリフォーム」 

 「省エネリフォーム」  

住宅リフォーム支援制度の種別 

②リフォームの減税制度 

【制度概要】 
 リフォーム工事を行った際に活用することのできる、「所
得税の控除」，「固定資産税の減額」及び「贈与税の非課
税措置」などの税の優遇 

賃貸住宅も
対象 
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住宅リフォーム支援制度の種別 

③リフォームの融資制度 

【制度概要】 
 地方公共団体や金融機関で用意されているリフォーム用
の融資制度 

④リフォームの補助制度 

【制度概要】 
・国や地方公共団体が設ける耐震やバリアフリー改修など
の補助制度 

・介護保険を活用した介護のための住宅改修のための費
用支給制度 14 



住宅リフォーム支援制度の種別 

⑤リフォームかし保険 

【制度概要】 
 リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度 
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住宅リフォーム支援制度の工事種別 

耐震改修 

バリアフリー
改修 

省エネ・エコ 
リフォーム 

複合支援 
資材提供等 

外観修景 
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住宅リフォーム支援制度の工事種別 

耐震改修 

木造住宅 京町家 分譲マンション 

改修助成 計画作成助成 

耐震基準適合 建物の健全化 

融資・税制 

17 



住宅リフォーム支援制度の工事種別 

バリアフリー改修 

住戸 分譲マンションの共用部分 

介護保険の支給 工事費の補助 

融資 税制 

18 



住宅リフォーム支援制度の工事種別 

省エネ・エコリフォーム 

エコポイント 設備・システム助成 

太陽光発電 断熱改修 

太陽熱利用 蓄電システム 

融資 税制 
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住宅リフォーム支援制度の工事種別 

景観（外観修景等） 

指定建造物 指定地区 

外観維持のための構造補強 

外観の修理・修景 

ファンド 補助金 
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住宅リフォーム支援制度の工事種別 

複合支援・資材提供等 

地域産材の提供 

政策推進のための助成 
・リフォームかし保険の推進 

・民間住宅を活用したセーフティネット強化 

緑化助成 
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平成25年度税制改正の大綱の概要 
住宅税制（住宅改修関連） 

所得税の控除 
・投資型減税（省エネ・バリアフリー改修） 
  適用期限5年延長（平成29年12月31日まで） 
・投資型減税（耐震改修） 
  適用期限4年延長（平成29年12月31日まで） 
・ローン型減税（省エネ・バリアフリー改修） 
  適用期限4年延長（平成29年12月31日まで） 
 
固定資産税の減額 
・省エネ改修，バリアフリー改修 
  減額措置の適用期限を３年延長 
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消費者が，安心して 
良質な既存住宅を取得し， 
リフォームすることができる 

環境整備に向けて 


