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「安心Ｒ住宅」制度について
― 「住みたい」「買いたい」既存住宅の流通促進にむけて ―

国土交通省住宅局住宅政策課長 阿　萬　哲　也

１.はじめに

わが国が本格的な人口減少、少子高齢
化を迎える中、平成 25 年時点で住宅ス
トックの戸数は約 6,060 万戸となり、
世帯数（約 5,250）を 16％上回り、量
的には既に充足している。また、空き家
は約 820 万戸存在しており、今後も増加
することが予想されているなど、住宅ス
トック活用型社会への転換が求められて
いる。

２.既存住宅流通市場の現状
と課題

既存住宅流通の活性化は、住宅ストッ
クの有効活用、市場拡大による経済効果、
ライフステージに応じた住みかえ円滑化
等の観点から、重要な政策課題である。
一方、わが国の全住宅流通量に占める既
存住宅の流通シェアは、平成 25 年時点

で 14.7％であり、流通シェアが８割を
超えるアメリカやイギリスなどと比べて
極めて低い状況である（図－１）。この
ため、平成 28 年３月に改訂した新たな
住生活基本計画においても、今後の住宅
政策の中心をなす課題として既存住宅流
通市場の活性化を位置付けており、平成
37 年には市場規模を倍増（平成 25 年：
４兆円→平成 37 年：８兆円）させると
いう目標を掲げている。

既存住宅には、「新築に比べて安い」「実
際の住宅を見て検討できる」「あらかじ
め周辺環境を確認できる」「リフォーム
によって自分のニーズに合わせられる」
といった良さがある。国土交通省の調査
によると、持家世帯の半数以上・借家世
帯でも４割以上が、今後住み替える住宅
について「既存住宅がよい」または「新
築にこだわらない」という意向を示して
おり、いずれもこの 10 年で大幅に増加

してきている。一方、国土交通省が実施
した消費者アンケートでは、既存住宅を
検討したが購入しなかった理由として
「品質が不安、不具合があるかも」「見た
目が汚い、設備が古い」「選ぶための情
報が少ない、わからない」といった従来
のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメー
ジから購入を思いとどまっている人が多
いことがわかった（図－２）。

既存住宅流通市場の活性化のためには、
これまで進めてきた既存住宅の質の向上、
適正な評価、安心して取引できる環境の
整備等の取組みに加えて、「不安」「汚い」
「わからない」といった「中古住宅」の
イメージを払拭し、消費者が「住みたい」
「買いたい」と思う新しいイメージの既
存住宅を選択できるようにしていくこと
が課題の１つとなっている。

図－１　既存住宅流通量の推移と国際比較
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３.「安心Ｒ住宅」制度の創設

以上のような状況を踏まえ、消費者が
「住みたい」「買いたい」と思える既存住
宅を選択できるようにするため、耐震性
があり、インスペクション（建物状況調
査等）が行われた住宅であって、リフォー
ム等について情報提供が行われる既存住
宅に対し、国の関与のもとで事業者団体
が標章（ロゴマーク）（図－３）を付与

するしくみである「安心Ｒ住宅」制度（特
定既存住宅情報提供事業者団体登録制
度）が平成 29 年 11 月６日に告示され、
12 月１日に施行された。標章を使用し
た既存住宅の広告は平成 30 年４月１日
より開始している（図－４）。

平成 30 年３月末現在で、　優良ス
トック住宅推進協議会（スムストック）、
　リノベーション住宅推進協議会、
　全日本不動産協会の３団体が、国

土交通省に登録されている。

４.制度の概要

(１)「安心Ｒ住宅」の意味
「安心Ｒ住宅」の「安心」とは、昭和

56 年６月１日以降の耐震基準（いわゆ
る新耐震基準）等に適合すること、およ
びインスペクション（建物状況調査等）
を実施した結果、構造上の不具合および
雨漏りが認められず、住宅購入者の求め

図－４　「安心Ｒ住宅」の要件①

図－３　「安心Ｒ住宅」のロゴマーク図－２　消費者アンケート結果

国土交通省独自調べ　※平成28年10月実施（インターネット調査会社のモニターに対するアンケート調査）
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に応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結で
きる用意がなされているものであること
を意味している。また、「安心Ｒ住宅」
の「Ｒ」は、Reuse、Reform、Renovation
を意味している。

(２)「安心Ｒ住宅」の要件
「安心Ｒ住宅」は、不安・汚い・わか

らないといった従来のいわゆる「中古住
宅」のイメージを払拭するため、①基礎
的な品質があり「安心」できること、②
リフォーム工事が実施されていて「きれ
い」であること、③情報が開示されてい
て「わかりやすい」ことを要件としてい
る。具体的には、
①「不安」の払拭→基礎的な品質があり

「安心」
・昭和56年６月１日以降の耐震基準

（いわゆる新耐震基準）等に適合す
ること

・インスペクション（建物状況調査
等）の結果、既存住宅売買瑕疵保険
の検査基準に適合していること（た
だし、購入者が既存住宅売買瑕疵保
険の加入を希望しない場合は、加入
しなくても可）

・共同住宅等の場合は、管理規約およ
び長期修繕計画を有するとともに、
住宅購入者の求めに応じて情報の内
容を開示すること

②「汚い」イメージの払拭→リフォーム
工事が実施されていて「きれい」
・リフォーム工事によって従来の既存

住宅のイメージが払拭されているこ
と

・リフォーム工事を実施していない場
合は、費用情報を含むリフォーム提
案があること

・外装・主たる内装・水廻りの現況写
真を閲覧できること

③「わからない」イメージの払拭→情報
が開示されていて「わかりやすい」
・広告時に建築時の適法性や認定、維

持保全、保険・保証、省エネルギー
等の当該住宅に関する書類の保管状
況が示され、さらに求めに応じて詳
細情報が開示されること

を要件としている（表－１）。さらに、
制度の内容やトラブルについて、事業者
団体の相談窓口へ相談できる。

また、「安心Ｒ住宅」は、これらの基
準に適合しているかを調査し、その結果

を示した書面である「安心Ｒ住宅調査報
告書」（図－５）を宅地建物取引業者が
作成し、来店時または内見時に交付する
こととしている。「安心Ｒ住宅調査報告
書」により、耐震性、既存住宅売買瑕疵
保険の検査基準への適合、リフォーム工
事の実施状況のほか、当該住宅に関する
書類（建築時の情報、維持保全の状況に
関する情報、保険・保証に関する情報、
省エネルギーに関する情報等）の「有」
「無」「不明」の別が分かるようになって
いる。さらに、この報告書で「有」とさ
れた情報については、詳細について宅地
建物取引業者に開示を求めることができ
る。

(３)制度の仕組み
本制度では、国は、「安心Ｒ住宅」の

標章およびそれを付与できる既存住宅の
要件を設定し、その上で標章の使用を希
望する事業者の団体を審査・登録する。
登録された事業者団体は、「汚い」のイ
メージを払拭するための「住宅リフォー
ム工事の実施判断の基準」および標章の
使用に関して事業者が守るべきルール等
を設定し、事業者がそれらを遵守するよ

表－１　「安心Ｒ住宅」の要件②
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う指導・監督を行う。事業者は、登録団
体から標章使用の許諾を得た上で、「安
心Ｒ住宅」の要件に合致した住宅につい
て、団体の基準やルールに則り広告時に
標章を使用することができる（図－６）。
なお、「安心Ｒ住宅」の要件である、イ
ンスペクション（建物状況調査等）の実
施、リフォーム工事の実施、リフォーム
提案の作成は登録団体外の事業者が実施
しても差し支えない。

(４)「安心Ｒ住宅」の標章を使用す
る事業者の団体

本制度における登録団体は、適正な運
営を確保するために必要な体制および資
力を有する一般社団法人等を対象として
いる。安定的かつ継続的に本制度が運用
される体制として、原則として社員等の
数が 100者以上であってそのうち宅地建
物取引業者が 50 者以上であること、設
立後２年以上の業務実績を有しているこ
と、２年連続赤字でないことおよび債務
超過またはそのおそれがないこと等を要
件としている。

(５)リフォーム提案の要件
「安心Ｒ住宅」は、登録団体毎に定め

る「住宅リフォーム工事の実施判断の基
準」に合致したリフォーム工事を実施す
るか、リフォーム提案を付し、来店時ま
たは内見時に交付することが必要である。
リフォーム提案とは、「住宅リフォーム
工事の実施判断の基準」に適合させるた
めのリフォーム工事を実施する場合の対
象の部位または設備、数量、費用に関す
る情報、リフォーム工事後のイメージ写
真等を記載するものである。リフォーム
提案の要件として、①当該既存住宅の規
模等（設備のサイズ、面積等）を勘案し、
住宅リフォーム事業者等が作成したもの
であること、②設備等のグレードは現状
と同等品以上とし、「費用に関する情報」
（材料費、労務費その他の経費を含んだ
もの）、設備のイメージ（写真等）が含
まれていることが必要である。また、住
宅購入者が望む場合は、原則として「費
用に関する情報」の範囲内でリフォーム
工事を実施できる住宅リフォーム事業者
のあっせんその他の援助を行うことが必
要である。なお、購入者の判断により、

リフォーム提案の内容のリフォーム工事
が実施されなかったとしても、差し支え
ない。

(６)標章を使用する際に守るべき
ルール

登録団体の許諾を得た上で「安心Ｒ住
宅」の要件を満たす既存住宅に関する広
告で標章を使用する際は、次のルールを
守る必要がある。

・登録団体が定める「標章の使用の許
諾を得た構成員が遵守すべき事項」
を遵守すること

・標章に登録団体名を併記すること
・「安心Ｒ住宅」の標章を使用して広

告する際に表示すべき事項を表示す
ること（表－２）

・当該住宅が「安心Ｒ住宅」であると
いう情報の提供以外の目的で使用し
ないこと（名刺等での標章の利用は
不可）

・登録団体の名称、相談等の窓口の連
絡先および利用方法を説明すること

・複数の登録団体に加入している宅地
建物取引業者は、物件毎にいずれの

図－５　安心Ｒ住宅調査報告書のイメージ
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団体の構成員として表示するかを選
択すること（一つの物件に表示する
標章に併記することができる登録団
体名は、いずれか一つとすること）

・国と関係がある事業者が取引主体と
なっていると誤認されるおそれのあ
る広告の表示および国が構成員と共
同または構成員を後援していると誤
認されるおそれのある広告の表示を
しないこと

標章の有効期間は売買の契約日、売主
との媒介契約の終了期限の満了日、リ
フォーム提案の有効期限または既存住宅
売買瑕疵保険の加入に必要な検査の有効
期限のいずれか早い期日までとなる。

また、客付業者として「安心Ｒ住宅」
の標章を広告で使用する際にも、上記の
ルールを守ることが必要である。客付業
者が「安心Ｒ住宅」として広告を行う際
は、元付業者から安心Ｒ住宅調査報告書
を受領し、住宅購入者に交付するととも
に、住宅購入者の求めに応じて、元付業
者と連携し、情報の内容を開示すること
が必要である。なお、客付業者が標章の

図－６　団体登録制度の仕組み

【参考】

・「まんがでわかる！安心Ｒ住宅」
http://www.mlit.go.jp/common/001215761.pdf

・「安心Ｒ住宅」ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/

jutakukentiku_house_tk2_000038.html

表－２　標章を使用して広告する際に表示すべき事項

使用を望まない場合は、標章を使用せず
に広告することは差し支えない。

５.おわりに

本制度を通じて、流通事業者とインス
ペクションを行う検査事業者や住宅リ
フォーム工事を行う住宅リフォーム事業
者が連携を深め、消費者が「安心Ｒ住宅」
の標章を目印に、「住みたい」「買いたい」
と思える既存住宅を選択できるようにな
ることを期待している。

※１　○：表示必須、△：表示できるスペース・文字数に制約がある場合には省略可
※２　複数の物件に標章を使用する場合は、まとめて１箇所に記載することとしても差し支えない。
※３　物件の特徴を記載するスペース、備考欄等に記載するほか、上記内容を含む画像として表示しても差し支えない。


