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①全体的な動き
―閣議決定
―検討会、審議会
―法律改正



○ エネルギー基本計画（令和3年10月22日閣議決定） （抜粋）

2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す。

建築物省エネ法を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネルギー基準への適合を2025年

度までに義務化するとともに、2030年度以降新築される住宅・建築物について、 ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指

し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施す

る。加えて、規制強化のみならず、公共建築物における率先した取組を図るほか、ZEHやZEBの実証や更なる普及拡大に向けた支援等

を講じていく。さらに、既存住宅・建築物の改修・建替の支援や、省エネルギー性能に優れリフォームに適用しやすい建材・工法等の開

発・普及、新築住宅の販売又は賃貸時における省エネルギー性能表示の義務化を目指すなどの省エネルギー対策を総合的に促進する。

2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されていることが一般的となることを目指し、これに至る2030

年において新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備が設置されることを目指す。

○ パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和3年10月22日閣議決定） （抜粋）

2050 年にストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されているとともに、その導入が合理的な住宅・建築物における太陽

光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的となることを目指す。

新築住宅・建築物については、資材製造や建設段階から解体・再利用までも含めたライフサイクル全体で、カーボン・マイナスとなる住宅等や

ZEH・ZEB 等を普及させる。既築住宅・建築物についても省エネルギー改修の取組を進める。

加えて、吸収源対策としての木材利用の拡大に向けて、住宅・建築物の木造化・木質化の取組を推進する。

建築物の省エネ対策に係る直近の動き
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建築物の省エネ対策に係る直近の動き

○ 地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定） （抜粋）

省エネルギー基準適合義務の対象外である小規模建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化するとともに、

2030年度以降新築される建築物についてZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準の引上げや、省

エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施する。（略）

省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化するとともに2030年度以

降新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引

上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施する。（略）

加えて、規制強化のみならず、（略）新築住宅の販売又は賃貸時における省エネルギー性能表示の義務化を目指すなどの省エネ

ルギー対策を総合的に促進する。

住宅・建築物については、2030年において新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備が設置されていることを目指す。

木材利用促進法を踏まえ、公共建築物や中大規模建築物等における木材利用を促進するために、建築物木材利用促進協定制度

の運用、地域材利用のモデルとなるような公共建築物の木造化、内装等の木質化を推進するとともに、CLT（直交集成板）や木質耐

火部材等の製品・技術の開発・普及、建築基準の合理化、先導的な設計・施工技術が導入される木造建築物の整備、非住宅・中高

層の木造建築物の設計支援情報の集約一元化、設計者等の育成等を行う。
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新たな地球温暖化対策計画（R3.10.22）における削減目標

出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し（R3.9）（資源エネルギー庁）より作成

削減量

新築建築物 403

建築物改修 143

新築住宅 253

住宅改修 91 

合計 889

〇建築物分野の削減目標

※四捨五入の関係で
合計が一致しない

新たな
目標

追加
削減量

前回
計画

889 159 730

（単位：万ｋＬ）

〇建築物分野の追加削減量

※地球温暖化対策計画（H28.5）の削減目標：5030万kl程度

※
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2050年カーボンニュートラルに向けて、中期的には2030年、長期的には2050年を見据えた住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組
と施策の立案の方向性を関係者に幅広く議論いただくことを目的として、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して、有識者や実務者等か
ら構成する検討会を設置。

[家庭・業務部門]
○住宅・建築物における省エネ対策の強化について
・中・長期的に目指すべき住宅・建築物の姿
・住宅・建築物における省エネ性能を確保するための規制的措置のあり方・進め方
・より高い省エネ性能を実現するための誘導的措置のあり方
・既存ストック対策としての省エネ改修のあり方・進め方

[エネルギー転換部門]
○再エネ・未利用エネルギーの利用拡大に向けた住宅・建築物分野における取組について
・太陽光発電等の導入拡大に向けた取組
・新築住宅等への太陽光パネル設置義務化などの制度的対応のあり方

有田 芳子 主婦連合会会長
伊香賀俊治 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授
大森 文彦 東洋大学法学部教授・弁護士
小山 剛 慶應義塾大学法学部教授
清家 剛 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
竹内 昌義 東北芸術工科大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科長・教授・一級建築士
田辺 新一 早稲田大学創造理工学部建築学科教授
中村美紀子 株式会社住環境計画研究所主席研究員
平井 伸治 鳥取県 知事
平原 敏英 横浜市 副市長
宮島 香澄 日本テレビ放送網株式会社報道局解説委員
村上 千里 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会環境委員会委員長
諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科教授

○第1回検討会：立ち上げ、現状報告、論点の確認
（R3.4.19）

○第2回検討会：関係団体からのヒアリング
（R3.4.28）

○第3回検討会：進め方の方向性（たたき台）
（R3.5.19）

○第4回検討会：あり方・進め方（素案）
（R3.6.3）

○第5回検討会：あり方・進め方（案）
（R3.7.20）

〇第6回検討会：あり方・進め方（案）
（R3.8.10） ※とりまとめ

検討会の目的・主な論点

検討スケジュール 委員（順不同、敬称略）

◎

◎ 座長

「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」について
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１．2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の基本的な考え方

住宅・建築物を取り巻く環境

• 2018年10月のIPCC（気候変動に関する政府間パネル）特別報告書では、将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないようにするためには、2050年前後には世界の二酸化炭素排出量
が正味ゼロとなっていることが必要との見解

• 本年8月のIPCC第6次評価報告書第I作業部会報告書では、気温上昇を1.5℃に抑えることで10年に1度の豪雨等の頻度を低くし得るとの見解

• 2018年７月豪雨の総降水量は気候変動により約6.5％増と試算され、気候変動の影響が既に顕在化していることが明らかであるとの指摘

• 2020年10月26日、菅総理が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言

• 本年4月22日、菅総理が「2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明

（１）2050年及び2030年に目指すべき住宅・建築物の姿≪あり方≫

2050年に目指すべき住宅・建築物の姿
（省エネ）ストック平均でＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の省エネ性能（※１）が確保される
（再エネ）導入が合理的な住宅・建築物における太陽光発電設備等の再生可能エネルギー導入が一般的となる

2030年に目指すべき住宅・建築物の姿
（省エネ）新築される住宅・建築物についてはＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の省エネ性能（※２）が確保される
（再エネ）新築戸建住宅の６割において太陽光発電設備が導入される

（２）国や地方自治体等の公的機関による率先した取組

国や地方自治体等の公的機関の住宅・建築物において、徹底した省エネ対策・再生可能エネルギー導入拡大に率先的に取り組む

（３）国民・事業者の意識変革・行動変容の必要性

他の誰かがやるものではなく、事業者を含む国民一人ひとりに我がこととして取り組んでもらうための必要性や具体的取組内容の早急な周知

省エネ性能の高い住宅を使いこなす住まい方の周知・普及、行動経済学（ナッジ）の手法も活用した情報提供 等

（４）国土交通省の役割

住宅・建築物分野における省エネルギーの徹底、再生可能エネルギー導入拡大に責任を持って主体的に取り組む

特に、ＺＥＨの普及拡大について、住宅行政を所管する立場として、最終的な責任を負って取り組む

（※１）ストック平均で住宅については一次エネルギー消費量を省エネ基準から20％程度削減、建築物については用途に応じて30％又は40％程度削減されている状態
（※２）住宅：強化外皮基準及び再生可能エネルギーを除いた 一次エネルギー消費量を現行の省エネ基準値から20％削減 建築物：同様に用途に応じて３０%削減又は４０%削減(小
規模は２０%削減)

省エネ性能の確保・向上による省エネルギーの徹底と
再生可能エネルギーの導入拡大
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脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方の概要

２．2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の進め方

Ⅰ．家庭・業務部門（住宅・建築物における省エネ対策の強化） Ⅱ．エネルギー転換部門（再生可能エネルギーの導入拡大）

① 省エネ性能の底上げ（ボトムアップ）
・ 住宅を含む省エネ基準への適合義務化〈 2025年度 〉
・ 断熱施工に関する実地訓練を含む未習熟な事業者の技術力向上の支援
・ 新築に対する支援措置について省エネ基準適合の要件化
（②の取組を経て）
・ 義務化が先行している大規模建築物から省エネ基準を段階的に引き上げ
・ 遅くとも2030年までに、誘導基準への適合率が８割を超えた時点で、義務化された省エネ基準を
ＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準の省エネ性能（※）に引き上げ

※ 住宅：強化外皮基準＋一次エネルギー消費量▲20%
建築物：用途に応じ、一次エネルギー消費量▲30%又は40%（小規模は20％）

②省エネ性能のボリュームゾーンのレベルアップ
・ 建築物省エネ法に基づく誘導基準や長期優良住宅、低炭素建築物等の認定基準をＺＥＨ・ＺＥＢ
基準の水準の省エネ性能に引き上げ、整合させる

・ 国・地方自治体等の新築建築物・住宅について誘導基準の原則化
・ ＺＥＨ、ZEB等に対する支援を継続・充実
・ 住宅トップランナー制度の充実・強化（分譲マンションの追加、トップランナー基準をＺＥＨ相当の
省エネ性能に引き上げ）

③より高い省エネ性能を実現するトップアップの取組
・ ＺＥＨ＋やLCCM住宅などの取組の促進
・ 住宅性能表示制度の上位等級として多段階の断熱性能を設定

④機器・建材トップランナー制度の強化等による機器・建材の性能向上

⑤省エネ性能表示の取組
・ 新築住宅・建築物の販売・賃貸の広告等における省エネ性能表示の義務付けを目指し、既存ス
トックは表示・情報提供方法を検討・試行

⑥既存ストック対策としての省エネ改修のあり方・進め方
・ 国・地方自治体等の建築物・住宅の計画的な省エネ改修の促進
・ 耐震改修と合わせた省エネ改修の促進や建替えの誘導
・ 窓改修や部分断熱改修等の省エネ改修の促進
・ 地方自治体と連携した省エネ改修に対する支援を継続・拡充 等

太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネル
ギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要

①太陽光発電の活用
• 太陽光発電設備の設置については、その設置義務化に対する課題の指摘もあったが、導入拡大の
必要性については共通認識

• 将来における太陽光発電設備の設置義務化も選択肢の一つとしてあらゆる手段を検討し、その設置
促進のための取組を進める

・ 国や地方自治体の率先した取組（新築における標準化等）
・ 関係省庁・関係業界が連携した適切な情報発信・周知、再生可能エネルギー利用設備の設置に
関する建築主への情報伝達の仕組みの構築

・ ＺＥＨ・ＺＥＢ等への補助の継続・充実、特にＺＥＨ等への融資・税制の支援
・ 低炭素建築物の認定基準の見直し（再エネ導入ＺＥＨ・ＺＥＢの要件化）
・ 消費者や事業主が安心できるＰＰＡモデルの定着
・ 脱炭素先行地域づくり等への支援によるモデル地域の実現。そうした取組状況も踏まえ、地域・立
地条件の差異等を勘案しつつ、制度的な対応のあり方も含め必要な対応を検討

・ 技術開発と蓄電池も含めた一層の低コスト化

②その他の再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用や面的な取組
・ 給湯消費エネルギーの低減が期待される太陽熱利用設備等の利用拡大
・ 複数棟の住宅・建築物による電気・熱エネルギーの面的な利用・融通等の取組の促進
・ 変動型再生可能エネルギーの増加に対応した系統の安定維持等の対策

Ⅲ．吸収源対策（木材の利用拡大）

・ 木造建築物等に関する建築基準の更なる合理化
・ 公共建築物における率先した木造化・木質化の取組
・ 民間の非住宅建築物や中高層住宅における木造化の推進
・ 木材の安定的な確保の実現に向けた体制整備の推進に対する支援
・ 地域材活用の炭素削減効果を評価可能なＬＣＣＭ住宅・建築物の普及拡大
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脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方の概要（抄）

年度 住宅 建築物

2022

・補助制度における省エネ基準適合要件化

・ＺＥＨ等や省エネ改修に対する支援の継続・充実

・住宅性能表示制度における多段階の上位等級の運用

・建築物省エネ法に基づく誘導基準の引上げ

ＢＥＩ=0.8（再エネを除く）及び強化外皮基準

・低炭素建築物の認定基準の見直し

省エネ性能の引き上げ、再エネ導入の要件化

・未習熟な事業者の断熱施工の実地訓練を含めた技術力向上の取組

・補助制度における省エネ基準適合要件化

・ＺＥＢ等や省エネ改修に対する支援の継続・充実

・建築物省エネ法に基づく誘導基準等の引上げ

用途に応じてＢＥＩ=0.6又は0.7（いずれも再エネを除く）

・低炭素建築物の認定基準の見直し

省エネ性能の引き上げ、再エネ導入の要件化

・未習熟な事業者の断熱施工の実地訓練を含めた技術力向上の取組

2023
・分譲マンションに係る住宅トップランナー基準の設定

（目標2025年度）ＢＥＩ=0.9程度及び省エネ基準の外皮基準

2024
・新築住宅の販売・賃貸時における省エネ性能表示の施行

・既存住宅の省エネ性能表示の試行

・新築建築物についての省エネ性能表示の施行

・大規模建築物に係る省エネ基準の引上げ ＢＥＩ=0.8程度

2025

・住宅の省エネ基準への適合義務化

・住宅トップランナー基準の見直し（目標2027年度）

ＢＥＩ=0.8程度及び強化外皮基準（注文住宅以外）

ＢＥＩ=0.75及び強化外皮基準（注文住宅）

・小規模建築物の省エネ基準への適合義務化

2026 ・中規模建築物に係る省エネ基準の引上げ ＢＥＩ=0.8程度

遅くとも

2030

・誘導基準適合率が８割を超えた時点で省エネ基準をＺＥＨ基準（ＢＥＩ=0.8及び

強化外皮基準）に引上げ・適合義務化

・あわせて2022年に引き上げた誘導基準等の更なる引上げ

・誘導基準適合率が８割を超えた時点で中大規模建築物の省エネ基準をＺＥＢ

基準（用途に応じてＢＥＩ=0.6又は0.7）に引上げ、小規模建築物についてＢＥＩ

=0.8程度に引上げ・適合義務化

・あわせて2022年に引き上げた誘導基準の更なる引上げ

以降 ・継続的にフォローアップ、基準等を見直し ・継続的にフォローアップ、基準等を見直し

※規制強化の具体の実施時期及び内容については取組の進捗等を踏まえて、審議会等において審議の上実施
※基準の引き上げについては、その施行予定時期の概ね２年前に基準の具体的な水準及び施行時期を明らかにする 9



（１）新築建築物における省エネ基準への適合
の確保

建築物の省エネ性能の一層の向上

（２）省エネ基準の段階的引上げを見据えた
より高い省エネ性能の確保

（３）既存建築ストックの省エネ化等

（４）建築物における再生可能エネルギーの
利用の促進

CO2貯蔵に寄与する建築物における木材の利用促進

CO2貯蔵に寄与する既存建築ストックの長寿命化

（１）小規模木造建築物等の構造関係規制の
見直し

（２）中大規模建築物の木造化や、混構造など
の部分的な木造化の促進

CO2貯蔵に寄与する既存建築ストックの
長寿命化

『今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方（第三次答申） 及び建築基準制度のあり方（第四次答申）
について』 （令和４年２月１日）

全ての住宅・建築物に適合を義務付け（現行は中大規模の非住宅） 等

誘導基準の引上げ、住宅トップランナー制度の対象拡大（分譲マンションの追加）、販売・賃貸時の省エネ性能の表示制度の強化
等

補助・税制・住宅金融支援機構融資を総動員して促進 等

地方公共団体が定める区域内について、建築士から建築主に対する再エネ導入の効果等の説明義務、形態規制の特例措
置等を導入 等

二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な３階建て木造建築物の範囲の拡大（高さ13m→16m以下） 等

２階建て以上の木造建築物等の構造安全性等をチェックする仕組みの充実（消費者が安心して木造建築物等を建設できる
環境の整備）

3,000㎡超の大規模木造や９階建て等の高層木造及び部分的な木造化に係る防火規制の合理化 等

既存不適格建築物規制に係る特例措置を拡充 等

10



11

※ 中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

※ 建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施

確保しつつ、2025年度までに施行する

大規模
2,000m2以上

中規模

300m2未満
小規模

非住宅 住宅

改正

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

非住宅 住宅

現行

適合義務

説明義務

届出義務

届出義務

説明義務

適合義務
2017.4～

2021.4～

③省エネ性能表示の推進

・ 販売・賃貸の広告等に省エネ性能を表示す

る方法等を国が告示

・ 必要に応じ、勧告・公表・命令

②住宅トップラン
ナー制度の対象拡充

分譲マンション

【現行】 建売戸建
注文戸建
賃貸アパート

【改正】

を追加

低炭素建築物認定・長期優良住宅認定等 非住宅

住宅

▲20％

【現行】

▲10％

【改正】

▲30～40％
（ZEB水準）

▲20％
（ZEH水準）

省エネ基準から

省エネ基準から
一次エネルギー消費量基準等を強化

■ より高い省エネ性能への誘導■ 省エネ性能の底上げ

（類似制度）

窓・エアコン等の

省エネ性能表示

2017.4～

2021.4～

［省令・告示改正］

ストック平均で、 ZEH・ZEB
（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ/ﾋﾞﾙ）水
準の省エネ性能の確保を目指す

【2050年】 【2030年】

新築について、ZEH・ZEB水準
の省エネ性能の確保を目指す

抜本的な取り組みの強化が必要不可欠

①誘導基準の強化

<2050年カーボンニュートラルに向けた取組>

省エ脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律



省エネ関係の今後の主なスケジュール（予定）

12

２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度

２０２５年度

建築物省エネ法の誘導基準、低炭素建築物の認定基準、長期優良住宅の認定基準の引上げ※詳細資料は後日国交省HPに掲載予定

秋頃 建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定、共同住宅の外皮性能の評価方法見直し

４月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級５、一次エネルギー消費量等級６の創設

○ 住宅トップランナー制度の拡充（分譲マンションの追加）

４月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級６、７の創設 ※共同住宅

春頃 分譲マンションのトップランナー基準の設定

１０月 住宅性能表示制度における断熱等性能等級６、７の創設 ※戸建住宅

○ 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
○ 再生可能エネルギー利用促進区域制度

春頃 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ

○ 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

＜基準関係＞

＜基準関係＞

＜改正法関係（公布後１年以内）＞

＜改正法関係（公布後２年以内）＞

＜基準関係＞

＜改正法関係（公布後３年以内）＞
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②住宅の省エネ改修
―住宅ストックの断熱性能
―省エネ改修の効果
―省エネ改修への支援
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住宅ストックの断熱性能

【住宅ストック（約5,000万戸）の断熱性能】

○ 住宅ストック（約5,000万戸）のうち省エネ基準に適合している住宅は令和元年度時点で約13％、無断熱の住宅は約29％と
推計される。

○ 住宅・土地統計調査（平成30年）によれば、平成26年1月～平成30年10月までの5年弱におけるストックの断熱改修実績は、
約72万戸となっている。

出典：国土交通省調査によるストックの性能別分布を基に、住宅土地統計調査による改修件数及び
事業者アンケート等による新築住宅の省エネ基準適合率を反映して推計（R1年度)。

※1：省エネ法に基づき平成4年に定められた基準
※２：省エネ法に基づき昭和55年に定められた基準

※1

※2

S55基準に
満たないもの（無断熱等）

（29％）

現行基準
（13％）

H4基準
（22％）

S55基準（36％）

※2



断熱改修等による居住者の健康への影響調査

15

○断熱改修等による生活空間の温熱環境の改善が、居住者の
健康状況に与える効果について検証するとともに、成果の
普及啓発を通じて「健康・省エネ住宅」の整備を推進し、
国民の健康確保及び地域生活の発展を図る。

○断熱改修を予定する住宅を対象として、改修前後における、
居住者の血圧や活動量等健康への影響を検証（事業実施期
間：2014～19年度）

○2019年度以降は、昨年度までの調査基盤を活用し、長期
的な追跡調査等を実施し、断熱と健康に関する更なる知見
の蓄積を目指す。

調査概要

①健康調査
（改修前）

②断熱改修 ③健康調査
（改修後）

2318軒・4147人
(2019年3月末）

改修後 1303軒・2323人
非改修 143軒・ 254人
無作為延 419軒・ 741人
(2020年3月末 実績）

＜改修前後調査＞

④コホート調査

＜追跡調査＞

2019年度開始

A基準

A基準未満

改修前の
省エネ区分

S基準
A基準

改修後の
省エネ区分

⑤改修5年後調査
2020年度開始

S基準（≒H11基準）A基準（≒H4基準）

出典：スマートウェルネス住宅等推進調査委員会 研究企画委員会 調査・解析小委員会 2021.9.9より作成

断熱改修前の住宅調査

居間 寝室 廊下脱衣
所

浴室

熱め
入浴

自然給気、
隙間風

開放式
暖房機

結露→
カビ・ダニ繁殖

排気
ガス

結露→
カビ・ダニ繁
殖

居間 寝室 廊下 脱衣所浴室

浴室乾燥・
暖房機

床暖房
脱衣所
暖房機

断熱改修後の住宅調査

ぬるめ
入浴

給気口 給気口 排気口

ルームエ
アコン

断熱
改修

アンケート・
日誌等 ×2

家庭血圧計 活動量計 温湿度計
（居間・寝室・脱衣所）

同意書

冬季室温18℃以上、新築・改修時の断熱化、
夏季熱中症対策等を勧告

WHO 住宅と健康ガイドライン2018.11公表

（スマートウェルネス住宅等推進事業）



断熱性能の向上と健康への影響①

16出典：（一社）日本サステナブル建築協会資料（国土交通省補助事業により作成）



断熱性能の向上と健康への影響②

17出典：（一社）日本サステナブル建築協会資料（国土交通省補助事業により作成）



評価方法等の検証

部分断熱改修・部分省エネ改修モデル実証事業

〇住宅部門のエネルギー消費を削減するとともに、健康で快適な居住環境を整備するためには、既存ストックの断熱化・省エネ化が重要。

〇 一方、断熱化・省エネ化を主目的とした改修や、住宅の全範囲を対象とする改修を行うケースは限られており、世帯構成の変化や設備機器の
更新等の機会に、使用頻度の高いリビング・水回り等の部分的な範囲で改修が行われることが多い。

〇 こういったニーズの高い改修とあわせて断熱・省エネ改修を促進する観点から、部分的な断熱・省エネ改修について、評価方法や設計・施工
ガイドライン等を整備することで、健全で効果的な省エネ改修の普及拡大を図る。

＜成果のイメージ＞ ＜検討の進め方・スケジュール＞

＜補助概要＞

実測、写真・図面
の提供協力等を
要件に、省エネ改
修経費を補助

データ取得
（改修前）

データ取得
（改修後）

改修工事

１．調査・普及事業者への支援
〇評価方法及び設計・施工上の留意点の検討・整備（定額）
〇 成果の普及（定額）

２．実証住宅への支援
〇検証住宅における省エネ改修の設計・施工（1/2、上限100万円/戸）
〇 検証住宅における実測・現状復旧（定額）

１．有識者・実務者で構成する委員会で評価素案等を作成 （Ｒ2年度）

２．実住宅（公募）における検証を通じ、評価方法等を精査・確定 （Ｒ３～R４年度）

３．評価方法や実住宅事例等をもとに広報を実施 （Ｒ３～Ｒ4年度）

１．部分省エネ改修の評価方法の整備
〇改修範囲の温熱環境等の評価方法・水準等を検討

２．省エネ改修の設計・施工上の留意点の整備
〇改修範囲外の温熱環境低下の影響
〇改修範囲内・外の結露の影響・換気計画
〇雨水の侵入状況に応じた気密処理方法 等
⇒消費者向け、事業者向けに発信

３．部分省エネ改修のモデル事例の整備
〇省エネ改修のグレード・実測データ、
設計・施工上の留意点の解説を添えて事例集化

改修範囲外の
使用頻度の低い
室を含めて評価

＜現在の評価方法＞ ＜部分改修向けの評価方法＞
（イメージ）

全体Ｕ値

部分Ｕ値

改修範囲

18



住宅ストックの改修に活用可能できる主な支援策

19

補 助

税 制

✓ 住宅ローン減税
✓ 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置
（所得税）（固定資産税）

融 資

✓ 住宅省エネ改修融資（グリーンリフォームローン）

✓ こどもみらい住宅支援事業
✓ 長期優良住宅化リフォーム推進事業
✓ 住宅エコリフォーム推進事業
✓ 住宅・建築物省エネ改修推進事業 等


