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1_新築市場の終焉（2030年 新設住宅着工60万戸）

2_新築が減れば「リフォームの時代」がくる訳でない

リフォーム投資は増えていない

→ 新たな価値提供するイノベーティブな改革が必要

●消費者の新たな価値：健康長寿、家が資産として活用

安心の施工店選び、
どこに頼んでも適正な価格

3_大量の空家の存在・活用の時代に
昨年10月に5年ごとの「土地・住宅統計調査」の実施

1. 住宅市場の現状と今後の動向（新築・空家・リフォーム）



●この30年間の 住宅着工戸数 住宅投資額

1988～1997年度 153 万戸/年 27 兆円/年

1998～2007年度 119 万戸/年 18.3 兆円/年
2008～2017年度 91 万戸/年 14 兆円/年

●野村総研（18.06推計）2030年 60万戸
千人当たり(‘30年1.16億人) → 5.1戸/千人

米:3.5戸、英:2.6戸 、仏:5.4戸 (各国2015年）

【新設住宅(戸数・前年度比)】
前年度比(%)戸数(万戸)

(年度)

（資料）住宅着工統計（国土交通省）

●貸家空家 429万戸（貸家の23.2％）

貸家建設:2017年度41万戸(新築のｼｪｱ43％）

27年1月の相続税制変更により全国で増加

節税のための賃貸住宅ビジネスの終焉

●放置空家 318万戸（持家の10％）

20年間で2.1倍

大量の空家の存在 820万戸(20年で1.8倍）新築市場は、10年後は60万戸時代に

リフォーム市場：5.8兆（広義で6.９兆円）

住宅リフォーム紛争処理センター推計（2017年）

野村総研：2030年まで広義リフォーム投資

６～7兆円台と推計

住宅投資のリフォーム割合 28.5％
英：55.7％ 仏：53.0％ 独：73.8％

住宅流通量に占める中古住宅の割合
日 本 14.7％（中古1：新築6）

米 83.1％（中古6：新築1）
英 87.0％
仏 68.4％

住宅の平均寿命

日本:35年 米:67年 英:81年
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1. 住宅市場の現状と今後の動向（新築・空家・リフォーム）
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住宅政策は「住宅は資産」という社会への大転換
長期優良住宅、スムストック、マイホーム借上げ制度、安心R住宅

1_「居住者からの視点」
若年世帯・子育て世代が安心して暮らせる住生活の実現
高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現

2_「住宅ストック」からの視点
リフォーム、中古住宅の流通促進、空家対策などストック対策は

法律、税、補助、融資などこれまでにない支援に

3_「産業・地域からの」視点
地域の建設業は「地域の守り手」と同時に「地域創生の担い手」
として 持続性の確保・地域力の強化が期待される

2. 住宅政策の基本的考え方



2-1. 住宅政策の基本的考え方（住生活基本計画｢3つの視点、8つの目標｣)
2016年3月18日閣議決定

「居住者」からの視点

１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が
安心して暮らせる住生活の実現

２ 高齢者が自立して暮らすことができる
住生活の実現

３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の
居住の安定の確保

良質なストック形成への取組み
●新築住宅

・建築確認の民間開放（現場検査の徹底 2000年）
・住宅性能評価制度（品確法 2000年）
・住宅瑕疵保険の義務化（2009年 施行）
・長期優良住宅普及促進法(2009年施行）

長期優良住宅認定、住宅履歴

●リフォーム・中古住宅流通

･戸建住宅の性能評価制度（2002年）

・既存住宅向保険(2010年工事、2009年売買瑕疵保険）
・長期優良化リフォームの推進(基準化・補助）
・耐震・省エネ改修向け補助金・税制支援
・新耐震後の木造住宅耐震性能検証法の普及

→ 耐震改修支援センター
・木造住宅価格査定マニアル作成・流通、金融での普及
・宅建業法施行（2018.04）売買時にインスペクター

の紹介の義務化、実施時は調査結果の確認
・「安心Ｒ住宅」中古住宅流通のブランド化(2017年）
・リフォームの担い手育成

リフォーム業者団体登録制度（2014年～）
「リフォーム評価ナビ」への補助（2013～）

・移住住替支援機構：「マイホーム借上制度」「貸せる
ストック」「賃料収入で返済する提携ローン」

・空家等対策特措法(H27)市町村が計画策定、実施
特定空家に助言・指導、勧告、命令、代執行
固定資産税特例から除外、相続人の譲渡3000万控除

・住宅宿泊事業法（2016年）
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業2017年度）
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「住宅ストック」からの視点

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

（住宅が資産として次の世代に継承されていく
新たな流れの創出）

５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い
住宅ストックへの更新

（マンション建替の件数を500件、2万戸に）

６ 急増する空家の活用・除却の推進
（空家の増加を約100万戸抑制する施策により

10年後空家数400万戸程度に）

「産業・地域」からの視点

８ 住宅地の魅力の維持・向上

７ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
（中古流通とリフォーム市場規模20兆円に）



2-2. 住宅の資産価値の変革と市場拡大のスキーム

<1>住宅の長寿命化のために
必要な条件

①劣化対策
②耐震性
③維持管理の容易性

＜2＞社会的資産として
求められる条件

⑤省エネルギー性能
⑥バリアーフリー性能

＜3＞長く使っていくために
必要な条件

⑦維持保全計画の提出

3.消費者の老年期に備えたリフォームの
推進には 安心・信頼の業者探しが
円滑にできる市場環境の整備が必要

個人金融資産 1,880兆円超（2017年末日銀）

60歳代平均貯蓄額 1991万円

消費者：1千万円の定期利息は年、千円

・毎年投資 10兆円（1,000万円×100万戸）

（住宅投資： 20年前25兆円、2016年 17兆円)
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＜参考＞長期優良住宅の基準

（新築一戸建て）

1.基本性能の良い住宅の新築、リフォームで

住宅が資産として評価され、将来

「売る」

「貸す」

「資産担保で融資が受けられる」住宅へ

2.住宅産業は｢造る産業｣から

「使う産業」へ

●空家対策特措法（2015年）

→ 特定空家の計画的解体撤去

・特定空家以外の空家の有効活用

→ 空家バンク、譲渡所得3000万円控除

移住促進施策等

・市町村の60％超で空家等対策計画を策定

（2018年）

・利活用の相談体制の整備

→ 複数の専門分野が連携し所有者に対応

（住宅業者、リフォーム業者・建築士等に期待）
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1_断熱・バリアーフリー・耐震など
健康 安心 安全な住まいに

2_大量に存在する空家を 新たな視点で活用

グローバリゼーションの進展、

少子・高齢化社会への移行、

情報通信の高度化など社会経済の動きに対応し、

一極集中の是正、働き方改革、外国人雇用、

地域創生、観光立国 などの政策課題を推進

3. 大量のリフォーム需要の存在 (物的性能向上と新たな視点)



3-1. 住宅の基本性能の向上

●建物の耐震化/ブロック塀の耐震化

1.新耐震基準 1981.06

2.木造仕様明確化 2000.06

<住宅金融公庫の改革 2007>

・益城町の木造建築物の被害(倒壊・崩壊)

’81年以前 28.2％

‘82～2000年 8.7％(接合部の金物不足）
2000年以降 2.2％

●断熱性能の向上（温暖化、健康リスク）

（2020年 省エネ基準 新築、適合義務化）

無断熱住宅 39％

Ｈ11年基準 5％、

●バリアーフリー化 (高齢居住)

手すり(2か所以上） 23.6％ (33.5%)

段差のない屋内 21.4%  (20.7%)

廊下幅車が椅子通行可 16.2%  (20.4%)

上記3点セット 8.7%  (10.7%)

【住宅ストック約5,000万戸の耐震性（推計）】

H25 住宅・土地統計調査【総務省】をもとに、国土交通省推計
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1981以前
耐震性なし
約900万戸

1981以前
耐震性あり
約600万戸

現行基準を満たささない
ストックの存在
耐震改修支援センター

1982以降
耐震性あり

約3700万戸

室内温度差の少ない住まいに（健康長寿）

1.室内気温差、湯温、水圧による血圧の変動

→ 心筋梗塞、脳こうそく、失神、めまい

浴室事故死：毎年1万4千人(内、溺死5千人）

2.冬季死亡増加率：断熱化の進んだ地域は低い

ベスト5：北海道、青森、沖縄、新潟、秋田

ワースト5：栃木、茨城、山梨、愛媛、三重

断熱改修の増加 ⇨福祉関係費の削減

医療費 41.1兆円(‘16年度)→54兆円(’25年度)

介護費 9.7兆円(’16年度)→20兆円(’25年度)
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3-2. ストック活用 新たな視点 (一極集中の是正、子育て支援)

●地方定住・２地域居住
＝働き方改革・ＩＴ環境整備により進展＝
各市町村の定住促進 ＵＪＩターン支援策

フラット35地域活性化型（住宅金融支援機構）

●若者・子育て世代の住宅取得
＝取得しやすい中古住宅の供給促進＝

●空き家・空き地等の流通の活性化

安心Ｒ住宅：①耐震性 ②インスペクション③きれい④リフォーム済み、またはリフォームプラン付き → マーク表示

宅建業法の改正：①建物現況調査の意向確認 ②インスペクターの斡旋 ③重要事項説明時に結果を買主に説明

空家等対策の推進に関する特別措置法（2015年5月26日施行）
→市町村による空家等対策計画の策定、空き家バンクの整備等による空家活用 等

・定住促進空家活用事業（過疎地域の基幹的集落の有効活用 空家の改修費補助）

・地方公共団体への助成事業「空き家再生等推進事業」

・民間事業者等への助成事業「地域の空き家・空き地等の利活用等に関するモデル事業」

リフォーム事業者との連携による移住希望者向けリフォーム提案

空き家化を未然に防ぐための遠隔地居住者向け相続不動産相談 等

・相続した空家・敷地の譲渡所得を3,000万円控除（31年 直前老人ホーム入居も適用に）

地方公共団体による支援と併せて借入金利を当初5年間、0.25％引下げ

（「UIJターン」「コンパクトシティ形成」に加え、2018年から

空家バンク登録住宅の取得、または改修を対象に加えられた）

Ex１：移住者の中古住宅購入資金・家賃の補助

Ex２：移住者の中古住宅リフォーム費用補助 事業者 市区町村

ＵＪＩターン
希望者

工事

依頼

紹介

移住

東京都からの移住希望者 29.3％

同２地域居住希望者 27.9％
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3-3. ストック活用 新たな視点 (地域創生のための活用・転用）

●民泊・簡易宿泊施設

民泊新法( 2017年)の概要 （民泊特区 2013年）

●空家の施設等への転用

●古民家再生・活用

地域創生/小さな拠点づくりで交付金あり。

シェアハウス・高齢者施設・子育て施設等への活用。

建築基準法改正：福祉施設等への用途変更の制限の合理化

町並み環境整備 → 観光客の誘致

古民家の味を活かした居住空間

リフォーム事業者 民泊管理業者

空き家所有者旅行者

依頼

空き家
宿泊 提供

依頼

工事

・住宅宿泊事業：一定の条件の住宅に、人を180日を

超えない範囲で宿泊させる事業

・届出住宅については、非常用照明器具の設置、

避難経路の表示、届出住宅の設備の使用方法に関する

外国語を用いた案内等の条件あり。

・体験型農家民泊（民泊新法適用外）

●住宅セーフティーネットに利用

民間賃貸住宅等を活用し、住宅確保要配慮者へ提供

（バリアフリー、耐震、用途変更の改修補助あり）

0
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2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

訪日外国人旅行者数の推移

2018年 3001万人

2020年目標 4000万人

日本：世界ランク16位(2016年）
アジアランク6位：中国、ﾄﾙｺ、ﾀｲ、香港、ﾏﾚｰｼｱ

出典：ＪＮＴＯ（日本政府観光局）

（万人）
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1_消費者側と業者側「情報が非対称な市場」
（市場メカニズムで最適配分が機能しない）

2_消費者は 知りたいこと、不安、心配事だらけ

3_異業種から新規参入する業者は増加しているが
リフォーム投資は停滞

（工事は下請、粗利は30％以上のブランド商売が横行）

4_「事業者の紹介ビジネス」が増加
（会費の他 工事費の6％の紹介料）

5_真の担い手である工事業者は
消費者に対する情報発信力が弱い

4. リフォーム市場の課題
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60.6%

24.6%

23.8%

19.6%

17.7%

16.8%

12.7%

9.8%

9.6%

8.6%

7.9%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

リフォームにかかる費用の目安や積算の基準

工事の依頼先選びの目安や基準

リフォームの工期・手順とチェックポイント…

自分のイメージに近い具体的なリフォーム事…

新築費用とリフォーム費用を比較できるよう…

自分の要望に応えてくれるリフォーム業者の…

材料や商品、住宅設備などに関する情報

資金計画に関する情報

老朽度を診断・検査する専門家に関する情報

自分の要望を理解し提案してくれる設計士の…

リフォーム相談に関する窓口の紹介

その他

45.0%

35.3%

28.8%

24.6%

22.3%

19.4%

17.7%

15.5%

14.2%

12.4%

11.4%

10.6%

9.7%

0.8%

8.2%

0% 5% 10% 15% 20%25%30%35%40%45%50%

見積もりの相場や適正価格がわからない

施工が適切に行われるか

業者選び、手続きが面倒そう

いろんな業者特徴を比較しにくい

業者が誠意をもって行ってくれるか

費用がかかる

業者選び、手続きがよくわからない

業者選び、手続きについて相談できる人…

減税措置や補助制度などどのような支援…

予定していた箇所以上に業者に勧められ…

デザインが気に入ったものになるか

専門知識がなくても業者とうまくｺﾐｭﾆｹｰ…

施工中の変更や追加を対応してもらえるか

その他

不安や心配に思うことはない

4-1. 消費者の不安と業界（情報の非対称分野）

市場の失敗の例
・独占、公共財、外部不経済、情報非対称

弁護士,税理士等の国家資格は情報の非対称性

を原因とする被害から人々を守る制度

消費者は 知りたいこと、不安、心配事だらけ

業者側は現場調査で家に入れれば

・紹介サイトの紹介で現場調査に行ける。
・無料耐震診断で、家を調査。
・家に入れば家族構成、生活程度など判る。

事件
リフォーム殺人事件（杉並、17.4月逮捕）
リフォーム職人が指南した強盗傷害事件

（八王子 450万円 17.5月逮捕）
点検商法

家の無料診断、屋根の無料診断、白アリ調査
排水管調査、近所で工事、お宅の・・・

契約後、消費者は弱者になる (経験者の声）

・追加工事は業者の言いなりにならざるを得ない
・施工業者に気を使って疲れた
・手抜されないか、施工、工期は守られるか心配

【出典】 資料１、資料２ 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「インターネットによる住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する第10回調査報告書」

（2017年3月報告） 調査全体数：n=1000

不安や心配事

知りたい情報
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4.9 

7.6 

10.7 

17.5 

32.0 

0 10 20 30 40

その他

介護ショップ・福祉機器を扱う…

スーパー、百貨店のリフォーム…

建材メーカー

家電量販店のリフォーム窓口

建築設計事務所

全国規模の不動産会社

ホームセンター

全国規模の大手・中堅住宅会社

地元密着の不動産会社

電力・ガス会社

住宅設備メーカー

ハウスメーカー

大工・職人

リフォーム専業会社

地元密着の工務店

※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象としたインターネット調査（2010年10月実施）
※この結果はリフォーム経験者に聞いたもの

全体
（n=1133）
（複数回答）

（%）

●リフォームの依頼先 ●異業種からの新規参入の増加
・500万円未満の工事は建設業許可不要

・DIY店、家電量販店、ガス器具店など建材販売店

設備機器の取替需要に「施工付き物販」で参入

・不動産、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、損保会社、など

→参入者の多くは工事は下請任せの仲介業的存在。

ブランド料分、工事費上昇。

・ｱﾏｿﾞﾝ、ﾔﾌｰ、楽天、価格comなどネット通販

●元請の粗利は30％以上
・施工は「施工店の見積」✖1.5が施主への見積額

●施工店の下請け化の進展
・真のリフォームの担い手である施工店は下請化

薄利化、後継者不足、将来性ない業界への危惧。
施工店の 営業情報の発信力が欠けている。

●価格の信頼性の問題
・新築より曖昧な内容で競争・契約せざるを得ない

特質がある。パック価格、坪単価等

・昨年6月、消費者庁からリフォーム店に措置命令

（チラシで「当社通常価格00円のところ」「工事

コミコミ00円」の表現が有利誤認表示）

新規参入は増加しているが、構造は変わっていなく

リフォーム投資の拡大・定着には至っていない。

リフォーム事業での付加価値

大

大/小
小
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4-2. リフォーム事業への新規参入業者の増加



（%）

●リフォーム検討時の情報源 ●リフォーム 検討時の情報源
ひと昔前「いつもの業者さん」が圧倒的、次いで
「チラシなど」「友人や知人」の経験談、今は何を
するのも ネットが圧倒的に多くなっている。

●ネットによる紹介ビジネス

消費者は 利用無料。
事業者（入会金25万、年会費8.4万、紹介料）
・紹介料は完工工事費の6％程度、その工事に固

有の費用であるが、施主への見積書では非掲載
・数社の工事業者が紹介され、主に価格で競うが契

約後は 材料費、手間賃を安くするか追加工事で
儲けるか、工事の質が問題となるビジネスモデル

●ネット以外の紹介ビジネス コンサルタント

・建材メーカーの「ショールームの相談」「○○
カウンター」などの対面相談などでも紹介料ビジ
ネスが行われている。(工事費の6％程度）

・宅建業者が仲介した住宅をリフォームする場合、
工事店一社の紹介で 10％程度の紹介料相場

・マンションの大規模修繕で管理組合に「計画立案
施行者選び」に助言するコンサルが安いコンサル
料で委託を受け、工事費の3～20％のリベートを
得る（9/19読売）

【インターネット調査によるリフォーム情報の入手先アンケート】

資料：インターネットによる住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査報告書
平成27年3月 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

インターネット

チラシや広告誌

企業のショールーム

カタログ

いつも工事を依頼している業者

友人・知人

営業マン

設計士・インテリアコーディネーター

増改築相談員・マンションリフォームマ…

セミナー・講習会

新聞

テレビ・ラジオ

自治体等の公的機関相談窓口

雑誌

その他

特に情報収集はしていない

H22(n=837）

H26(n=771）

増加

減少
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4-3. リフォーム店の紹介ビジネスの多様化、活発化
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1_「地域の守り手」と同時に「地域創生の担い手」

として持続性の確保・地域力の強化が要請される

2_発注者と工事業者との「情報の非対称性」が

解消され 事業者選定にあたり有益な情報を

十分に入手できる環境整備が必要

3_ネットを通じた事業者選定には 情報提供や

仲介の適切さも併せて考慮が必要

5. これからの地域建設業のあり方について

「建設産業政策2017＋10」 建設産業政策会議 国土交通省 2017.07.04



1. 地域建設業の役割について
人口減少などの現状を踏まえ、地域建設業は「地域の守り手であると同時に

地域創生の担い手」として、持続性の確保が必要。

このため、国、都道府県との連携のもと、より身近な市町村など地域が一丸

となった「地域力の強化」が必要。

建設業：業者数は減少傾向、倒産は横ばい、休廃業・解散 8,000件前後

許可業者数 46.5万（18.03末）← 60万（2000年3月末）

倒 産 件 数 2017年度 1,560件 ← 3450件（ﾋﾟｰｸ時08年）

休廃業・解散 7,877件（2017年)(帝国データバンク調べ）

地域の守り手：平時は新設のほか、維持管理・修繕・リフォームなど機能

更新など持続的経営を維持しつつ災害時は応急復旧（電気・

ガス・水道、雨漏り対策など）復興工事の担い手

地域創生の担い手：東京一極集中(企業,人)の是正、働き方改革、観光立国

など 地域のことを知り、技術を持った地域建設業への期待
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5-1. これからの地域建設業の役割について

「建設産業政策2017＋10」 建設産業政策会議 国土交通省 2017.07.04



2. 建設市場の整備について
① リフォームなど個人消費者やマンション管理組合など発注に精通していない

発注者が増加しており、発注者と工事業者との「情報の非対称性」が解消

され、事業者選定にあたり有益な情報を十分に入手できる環境整備が必要。

＜参考 建設業法＞

目的：発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達

法律の対象：許可業者、許可を受けていない「建設業を営む者」すべて対象

請負契約の原則：対等な立場における合意に基いて公正な契約、書面契約

一括下請けの禁止：施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、

近隣住民への説明など全てを行うことが求められる

（民間工事、一括下請けの判断基準を明確化 通達 16.10.14）

適用外：元請人が予め、発注者の書面による承諾を受けた場合のみ

指示、営業停止：契約に関し、著しく不誠実な行為をした時など大臣、都道府県

知事が指示、従わない場合は営業停止を命じることができる

② ネットを通じた事業者選定も進んでおり、情報提供や仲介の適切さ

も併せて考慮が必要
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5-1. これからの地域建設業の役割について

「建設産業政策2017＋10」 建設産業政策会議 国土交通省 2017.07.04



1 地域に密着した経営
住み手に近い・地域のことを熟知

2 信用・信頼
地方行政との連携、リフォーム事業者団体登録 リフォーム瑕疵保険登録、

リフォーム評価ナビ登録（工事後、「口コミ」承諾）

3 Ｗebの情報発信
消費者はまずネット、地域を超えた情報発信

4 対等な立場における合意に基づく公正な書面契約
情報を持たない発注者の理解を深めるため、詳細な見積、予め追加工事の可能性

などプロとして説明、

5 ストック対応技術
長期優良住宅化リフォーム、耐震リフォーム、断熱構造化、ZEHなど

6 ストック活用ノウハウの保持
空家活用の知恵、国、地方公共団体の支援策、民泊、地方定住、宅建業との連携

18

5-2. 消費者に求められるリフォーム業
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1_登録事業者、消費者、財団の3者で創るサイト

2_登録事業者は自ら情報充実・ 更新

→評価ナビの「口コミ」は優秀な営業マン
更新は「口コミ」と「ＰＲページ」で

3_消費者はメール又は電話で問合せ・見積り依頼
→既に会社情報を十分知っているので

受注確度の高いお客様

4_費用は 年間12万円ほど 成約手数料はなし
(※年会費、ＰＲページ、3件口コミ掲載の場合）

6. リフォーム事業者検索サイト活用のポイント

リフォーム評価ナビの場合



STEP 1 依頼先を探す

STEP 2 依頼先を決める

STEP 3 契約して工事開始

STEP 4 工事が終わったら、口コミを投稿

消費者

検索

●口コミ

自身の体験談を次の人へ

情報を見て選ぶ

契約

施工

口コミの投稿

3つの

便利な探し方

事業者 ●会社概要

●施工事例など

・地域から

・施工事例から

・口コミから 紹介・成約手数料無し

【運営 :（一財）住まいづくりナビセンター】

1.
財団による
公正・中立な
サイト運営

2.
消費者による
口コミ

3.
地域に
密着した運営

4.
リフォーム
瑕疵保険への
事業者登録

5.
国土交通省
補助採択サイト

●消費者が直接
サイトに投稿する

●自分のため、
リフォームを検討する
次の人のため

●各地方住宅センター等
と連携

●事業者の所在地で
検索できるシステム

●紹介･成約手数料無し

●全ての事業者の情報を
消費者に公開

●登録要件のひとつ
となっているため、
全事業者がリフォーム
瑕疵保険へ登録

●H25~30年度
6年連続で補助採択

※リフォーム評価ナビは、国土交通省「平成25～27年度 住宅ストック活用・リフォーム推進事業」「平成28～30年度 住宅ストック維持・向上促進事業」の採択を受けています。

充実した情報から
気に入った事業者を選択

様々な情報を掲載
消費者へ効果的に情報発信

登録

6-1. リフォーム評価ナビの概要
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公正・中立なサイト運営

地方住宅センター等と連携、

地域密着のサイト運営

口コミの管理（誹謗中傷の排）

リフォーム瑕疵保険に登録
お客様は事業者情報を知った上で
の問い合わせ（メール・電話）

登録事業者
掲載内容は最新のものに自ら更新

サイトで「会社情報」「口コミ」
事業者ＨＰで十分な情報収集

（遠隔地のﾘﾌｫｰﾑにも適用）
マイページ登録者はメールで

それ以外は 電話で問い合わせ

口コミの投稿
「自分ため」と「人のため」

紹介手数料なし
ﾘﾌｫｰﾑ関連情報をメルマガ

で配信(10日毎）
閲覧状況,更新のポイントなど

活用レポートを配信(毎月）
ｱﾌﾟﾘ｢リフォナビカメラ｣で

事例写真の撮影支援

消費者に還元(ｺｽﾄを抑えた
情報発信を反映)
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6-2. ｢リフォーム評価ナビ｣ 工事店･消費者･財団で創るサイト

リフォーム評価ナビ
消費者の目に留まるサイト

消 費 者
口コミをサイトに投稿

情報の非対称性を解消し、健全なリフォーム市場の発展へ
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● 登録事業者数 1,010社（2019年3月31日現在）

業務連携エリア ： (22都府県)

登録事業者数が
30社以上 ： （10都府県）

福岡県 41

佐賀県 1

長崎県 12

熊本県 29

大分県 34

宮崎県 9

鹿児島県 13

沖縄県 0

群馬県 13

栃木県 ６

茨城県 22

埼玉県 66

千葉県 50

東京都 126

神奈川県 86

青森県 1

岩手県 18

宮城県 25

秋田県 2

山形県 8

福島県 25

山梨県 6

長野県 11

岐阜県 17

静岡県 19

愛知県 63

徳島県 4

香川県 6

愛媛県 12

高知県 2

三重県 9

滋賀県 4

京都府 22

大阪府 61

兵庫県 38

奈良県 12

和歌山県 3

北海道 24

鳥取県 2

島根県 12

岡山県 7

広島県 49

山口県 10

新潟県 16

富山県 3

石川県 7

福井県 4

07-071-00

「リりフォーム評価ナビ」 事業者登録の状況 (除一時中止+3

社)
6-3. リフォーム評価ナビ 全国展開の状況

● 全国の建築住宅センターと連携した地域密着の運営



住宅リフォーム事業者団体への加入事業者にマーク表示

消費者にとって、安心・信頼できる事業者を選択する
際の有益な情報として、
住宅リフォーム事業者団体登録制度と連携した情報を
マーク表示により発信

・ 住宅リフォーム事業者団体に加入している事業者に対し
「事業者一覧ページ」と「基本ページ」の上部に、マークを表示

・ 住宅リフォーム事業者団体への加入の有無で検索できる機能有り

国 土 交 通 大 臣 登 録

登録団体名 [ ]内は略称

(一社)マンション計画修繕施工協会［MKS］

(一社)日本住宅リフォーム産業協会［JERCO］

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合［木耐協］

(一社)リノベーション住宅推進協議会

(一社)ベターライフリフォーム協会［BLR］

(一社)日本塗装工業会［日塗装］

(一社)リフォームパートナー協議会［RECACO］

(一社)全建総連リフォーム協会［全リ協］

(一社)住生活リフォーム推進協会［HORP］

(一社)JBN・全国工務店協会［JBN］

(一社)住宅リフォーム推進サポート協議会［住推協］

(一社)住活協リフォーム

(一社)全国古民家再生協会

(一社)木造住宅塗装リフォーム協会［木塗協］

(一社)ステキ信頼リフォーム推進協会

＜参考＞ 住宅リフォーム事業者団体の
いずれかに加入している、
リフォーム評価ナビ登録事業者数

※1 対象949社
（2019年5月16日時点のリフォーム評価ナビ登録事業者）

464社
（49%※1）

●

(一社)JBN・全国工務店協会［JBN］

(一社)JBN・全国工務店協会［JBN］
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6-4. 住宅リフォーム事業者団体登録制度との連携

＜基本ページ＞



電子ブックURL http://www.ibaraki-reform.com/e_book/index.html#page=1

リフォーム評価ナビサイトにおいて、各地域の事業者登録制度
(茨城すまいづくり協議会等)に登録された事業者に対してマーク表示。
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6-5. 地域の事業者登録制度との連携(茨城すまいづくり協議会)

CLICK

https://refonavi.or.jp

茨城すまいづくり協議会により作成された同協議会の取り組み、
及び県内の事業者を取りまとめた電子ブックにおいて、
リフォーム評価ナビに登録している事業者とリンクを設定。

●

●



25
熊本県URL https://taishinka.bhckuma.or.jp/

■熊本県建築物耐震診断・耐震改修設計等技術者情報ページ

●熊本県住宅耐震化支援事業ホームページにおいて、熊本県建築物耐震診断・耐震改修設計等
技術者情報の冒頭で、リフォーム評価ナビの紹介、及びリンク設定により周知活動を実施。

●リフォーム評価ナビサイトでは、トップページの「熊本県の情報」欄において相互リンク。

■熊本県住宅耐震化支援事業ホームページ ■リフォーム評価ナビ

CLICK

CLICK

CLICK

6-6. 都道府県行政との連携 (熊本県住宅耐震化支援事業)
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6-6. 都道府県行政との連携 (熊本県住宅耐震化支援事業)

●熊本県における耐震改修促進のため、
県・建築住宅センター・地元の事業者団体・評価ナビが連携協力

① 熊本県では熊本地震後、耐震改修の促進が重要な課題
② 県民に対し耐震改修事業者を選ぶため評価ナビを活用
③ このためセンターと団体が協力し、登録数の増加を図る

熊本県庁 熊本県建築住宅センター

協力して
施策を推進

評価ナビで検索

口コミや充実した事
業者情報により安心
して事業者を選べる

評価ナビに登録

消費者へ向けて
技術力や実績を

アピール

県民に向けて
耐震改修促進及び評価
ナビ活用について広報

事業者団体へ働き掛け、
登録事業者数を拡大

事業者（団体）県民

8社 (2018.04)

29社(2019.03)
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＜江戸川木材工業（株） 会社について＞

【株式会社ゾアコーポレーション様】

代表取締役

加藤 一義 様

【江戸川木材工業株式会社様】

建装リフォーム部部長

渡部 泰 様

<参考-1＞登録事業者の声

口コミは、お問合せのきっかけとして効果的です。

インターネットを利用されるお客様は、様々な情報をご覧になって

おられますが、口コミ情報は、お問合せのきっかけとして有効に働

いているように感じています。

また、口コミを書いていただいたお施主様から、ご近所の方をご紹

介いただくなどの相乗効果もあり、非常に高い効果が出ています。

当社のことを身近に感じていただける情報を発信していけるよう、

口コミの追加など情報更新に力をいれていきたいと思います。

内容を重視される問い合わせが増えています。

リフォーム評価ナビからのお問合せは、リフォームポータルサイトが

増え、価格重視の傾向が強まる中で、価格以上に工事内容やプラン等

の提案力を重視されるお客様が多いと感じています。

その期待に応えることが成約率の向上につながり、1件当たりの契約金

額も平均よりかなり高額な契約となっています。

当社では従来より独自で作成したソリューションチラシを週1回の割合

で情報発信をしておりますが、リフォーム評価ナビのお客様の口コミや

工事実例写真等とシナジー効果が出る様、常に新しい情報を掲載してい

きたいと心掛けています。
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登録事業者であることでお客様からの信頼を得られています！

リフォーム評価ナビは年会費も安く、成約手数料も一切かからないので、

費用を抑えて集客できると思い、登録しました。

長く利用していますが、リフォーム評価ナビを通したお問合せの数は年々増え

ており、高額の工事も契約に至っています。利用する利点は、なんといっても

、これらのお問合せからリフォーム工事の契約が成立し、売り上げがアップし

たことですね。

また、国土交通省補助採択サイト※で公正・中立な運営をしていることから

、リフォーム評価ナビの登録事業者であるということで、お客様からの信

頼を得られていると思います。

東京都世田谷区
代表取締役 坂野大様
（2011年4月登録）
[加入団体]
●（一社）日本住宅

リフォーム産業協会
●日本木造住宅耐震補

強事業者協同組合

【株式会社アレックス様】

兵庫県西宮市
代表取締役 鈴木哲也様
（2011年5月登録）
[加入団体]
（一社）ベターライフ

リフォーム協会

【シンワクライム株式会社様】

国土交通省補助採択サイトという事で、お客様もサイトを信頼されているため、

前向きな見積依頼が多く、スムーズにお話をさせていただけるので、大きな

メリットになっています。また、利用にあたり、入札システムではなく、

成約手数料が必要ない点も、大きなメリットです。

登録して4年になりますが、初めの2年は問合わせがあっても、成約に結びつきま

せんでした。すぐに対応できる範囲に商圏を絞り込んだことが成約率のアップに

繋がりました。 2014年度から成約率が上がり、2015年度は成約率が8～9割ほど

に上がっています。

商圏を絞り込んだことが成約率のアップにつながりました！

＜（株）アレックス 会社について＞
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<参考-1＞登録事業者の声

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営していた「リフォネット」

に登録していましたが、事業者情報提供サービスが終了する際に、そこからのご

案内があり検討しました。リフォーム評価ナビは国土交通省の補助採択サイトで

すし、財団法人が運営するので、お客様にとっても情報の安心感があると思

い、登録を決めました。

また、登録して良かった点は、何と言ってもリフォーム評価ナビに登録している

から出会えたお客様が、たくさんいらっしゃるということです。

反響も良く、高額なリフォーム受注も数多くいただいています。

国土交通省補助採択サイトなのでお客様にとっても
安心感があると思います！

埼玉県入間郡越生町
代表取締役 内山淳実様
（2011年6月登録）
[加入団体]
●日本木造住宅耐震補

強事業者協同組合
●（一社） JBN・全国

工務店協会

【株式会社内山木材建設様】

お客様ご自身で事業者を選ぶ仕組みが良いです！

リフォーム評価ナビは、印象通り、公正・中立的なポータルサイトでした。

そのようなサイトに登録している会社として、消費者の方の信頼を得られ

る事に、メリットを感じています。

また、他のポータルサイトと違う点は、リフォーム評価ナビをご利用になるお

客様は、サイトを見て、ご自身で事業者を選ぶ仕組みになっているという

事です。情報を充実させ、こだわりの写真を掲載しているので、お問合せをい

ただくお客様は、弊社をよくご理解いただいている印象があります。

リフォーム箇所やご要望を具体的にお話しされるお客様も多く、その後のお話

しがスムーズです。

東京都八王子市
代表取締役 宮前孝仁様
（2011年7月登録 ）
[加入団体]
●日本木造住宅耐震補強

事業者協同組合
●（一社）リフォーム

パートナー協議会
●（一社） JBN・全国

工務店協会

【有限会社アビリティーホーム様】

＜（株）内山木材建設 会社について＞
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業界の最新ニュースや、法改正、
新制度など、役立つニュースを
登録事業者に 毎月３回配信。

News1
国の法改正、新制度、
税制、補助金 等

注目のニュース
地域の補助制度、
リフォーム建材の新商品等

リフォーム
評価ナビからの
お知らせ

例 vol.235
（2019年1月15日発行）

もとの資料にリンク。
関心があれば詳しい
情報が入手可能。

プレス資料や
ホームページにリンク

News2
業界の動向、
統計データ 等

＜参考-2＞ メールマガジン「リフォーム評価ナビNews」

30



＜ 参考-3＞ 「リフォナビカメラ」アプリ提供

消費者がリフォームの依頼先を選定する際に、重視するポイントのひとつが施工事例。そこで、魅力的な事例写真を簡単に

撮影できるカメラアプリを開発。リフォーム評価ナビ登録事業者は、撮った写真をアプリからサイトへ掲載できます。

事例写真が手軽にキレイに撮影できるカメラアプリ

Refonavi Camera（リフォナビカメラ）
平成25・26年度
国土交通省
補助事業で作成

『リフォナビカメラ』で検索！

特許取得 PAT . 5709190
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＜参考-4＞ 事業者ごとの掲載効果を毎月レポート

内容：①事業者情報ページの閲覧状況や反響状況を表示
②反響へつながる改善方法を事業者管理サイトでアドバイス
（有効活用されている事業者へのインタビューなど）

効果：①データが毎月更新され、どれだけお客様に見られているかが把握できる
②レポートは毎月保存され、過去の情報と比較しアドバイスに沿った情報

更新が可能。

平成27年度
国土交通省
補助事業で作成

＜事業者管理サイト＞

有効活用している
事業者のインタビューを

掲載

毎月の
反響や閲覧の状況を

レポートで提供
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＜参考-5＞ 登録事業者対象のスキルアップセミナー

33

日程 開催地 参加人数

2018年 8月24日 東京 36名

2018年 9月 4日 福島 22名

2018年 9月25日 大阪 15名

2018年 9月26日 兵庫 22名

2018年10月 9日 大分 34名

2018年10月10日 熊本 34名

2018年10月23日 愛知 14名

2018年11月13日 愛媛 18名

2018年11月27日 埼玉 17名

2019年 1月22日 島根 11名

2019年 2月19日 北海道 47名

2019年 3月 5日 新潟 17名

合計 287名

＜2018年度 開催一覧＞

＜参考＞2017年度：全国7会場 計139名参加

●事業者の情報発信力を高めるために2017年度から実施
●全国の建築住宅センター等と協力して１２カ所で開催
●効果：情報更新率 ３倍、口コミ追加 ２倍、PRページ更新 ５倍

＜セミナーの様子＞ ＜テキスト＞

■基本プログラム■

❶ 基調講演：リフォーム市場の課題と情報発信力の強化

❷ リフォーム評価ナビの活用方法（消費者保護含む）

❸ お客様に選ばれるための写真の撮り方

❹ 行政のリフォーム施策や補助金・ローン制度

（各都道府県庁、住宅金融支援機構による説明）

❺ 登録事業者によるサイト活用事例の紹介

平成28年度
国土交通省
補助事業で作成



＜参考-6＞ ｢リフォーム問診票｣で性能向上リフォームを推奨

36

お客様がご自身で現在の住まいの性能を簡易診断でき、その結果をもとに、性能向上リフォームの内容を案内するとともに、

登録事業者を簡単に検索できるシステム「リフォーム問診票」をリフォーム評価ナビのサイト上に公開しています。

～「直す」「貸す」「売る」ときに知っておきたいこと～

我が家のリフォームポイント「リフォーム問診票」
平成26年度
国土交通省
補助事業で作成

●スタート！ ●問診 ●診断結果
知る、直す、貸す、売るの４つの入口
から、気になる項目を選択して問診を
スタート。

分かりやすい、３択形式の質問に対
し、ご自身の家の状況を回答していき
ます。

性能項目ごとのリフォーム必要度がグ
ラフで表示され、詳しいアドバイスを
読むことができます。
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＜ 参考-7＞①相互リンク状況 TOTOリモデルクラブ

TOTOリモデルクラブ店一覧とのリンク

※登録店詳細情報から、口コミページ及び当サイト説明ページへ
アクセス。
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＜ 参考-7＞②相互リンク状況 大分県建築住宅センター

（一財）大分県建築住宅センターホームページ内
大分リフォームメンバー会 一覧からのリンク

※一覧表のロゴマークをクリックすると、
リフォーム評価ナビへアクセス。
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ご清聴ありがとうございました。


