
ストックの視点からの施策検討の方向性（案）

住まい手のニーズや社会的要請に応える北海道らしい住まいづくりの推進テーマ（目標案）

積雪寒冷の北海道にふさわしい住宅の「質」（性能・機能、健康などの価値）はどのようにあるべきか。論点

施策検討の方向性（案）

住宅リフォームなどによる住宅の質の維持、向上と、空き家を含む住宅ストックの流通、活用の促進テーマ（目標案）

人口や世帯数の減少が進み、住宅が余る中で、空き家を含む住宅ストックの質をどのように維持し、引き上げ、
どのように活用していくか。

論点

施策検討の方向性（案）

① 積雪寒冷な気候への対応やバリアフリー、健康などの住まい手のニーズを踏まえた北海道らしい住まいづくりの
推進

② 地域材の活用や省エネルギー、カーボン・ゼロ（カーボン・ニュートラル）などの社会的要請を踏まえた住まいづ
くりの推進

③ 民間賃貸共同住宅の質（省エネルギー性能、快適性）の向上や、地域の施策課題に対応した公営住宅等の
整備など、良質な賃貸共同住宅の整備の推進

① 既存住宅の性能等の確認や評価（インスペクション）などによる住宅ストックの流通の促進
② 性能向上リフォームの推進などによる住宅ストックの質の維持・向上、活用の促進
③ 空き家等対策の推進
④ 分譲マンションの管理の適正化の推進や、公営住宅ストック等の活用、円滑な建替の推進

新たに供給される住宅

既存の住宅

・ 新たに供給される住宅については、住まい手のニーズや社会的要請から課題やテーマを明確にし、
住宅生産事業者などとの連携の下で、施策・取組の検討を進める。

・ 既存の住宅については、現状や住まい手のニーズを踏まえ、流通や活用を促進するための方策につ
いて、関連する事業者や専門家などとの連携の下で、施策・取組の検討を進める。

施策検討の考え方
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施策検討の方向性（案）

論点 積雪寒冷の北海道にふさわしい住宅の「質」（性能・機能、健康などの価値）はどのようにあるべ
きか。

テーマ（目標案）

ストックの視点

施策検討の方向性（案）

「新たに供給される住宅」

住まい手のニーズや社会的要請に応える北海道らしい住まいづくりの推進

① 積雪寒冷な気候への対応やバリアフリー、健康などの住まい手のニーズを踏まえた北海道
らしい住まいづくりの推進

【取組】北方型住宅の推進

③ 民間賃貸共同住宅の質（省エネルギー性能、快適性）の向上や、地域の施策課題に対応
した公営住宅等の整備など、良質な賃貸共同住宅の整備の推進

昭和63年 平成30年

北海道産の木材を有効に活用してもらうた
め、品質の優れた道産木材を使った住ま
いを認定する制度

・産地証明制度で証明された道産木材
・合法性の証明
・延べ床面積1m2当たり0.1m3以上使用
・JAS認定構造用材

昭和63年から、北海道の四季の中で、安
全・安心が備わった「豊かな暮らし」と「良
好な環境」の創造、北海道らしい住文化の
創造を目標として取り組む。

【取組】北の木の家（北海道木材産業協同組合連合会、道水産林務部）

南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジ

旭川市ウッドタウン緑が丘 成熟した北方型住宅の街なみ

① 住まい手のニーズを踏まえた北海道らしい住まいづくりの推進

② 地域材の活用や省エネルギー、カーボン・ゼロ（カーボン・ニュートラル）などの社会的要請
を踏まえた住まいづくりの推進

② 地域材の活用



施策検討の方向性（案） ストックの視点 「新たに供給される住宅」

【用語、取組】ZEH（ゼッチ、net Zero Energy House)

【用語、取組】LCCM(Life Cycle Carbon Minus)住宅

パリ協定のCO2削減目標の達成に向けて、消費者の関心を高めていくことが必要不可欠
このため国では、多くの消費者がアクセスする住宅情報提供サイト等において「光熱費換算表
示」を導入し、省エネを誘導することを検討

③ 民間賃貸共同住宅の質の向上

省エネルギー性能が低いとされる民間賃貸共同住宅において、性能向上に伴うコストアップ（＝
家賃転嫁）と光熱費負担の低減のバランスを考慮した技術開発、普及を検討することが考えら
れる。

② 省エネルギー、カーボン・ゼロ（カーボン・ニュートラル）

住宅の高断熱・高気密化や設備機器など
の高効率化により大幅な省エネルギーを
実現するとともに、太陽光発電などの創エ
ネルギーを導入し、年間に消費するエネ
ルギーを実質的にゼロにした住宅

国（経済産業省）では、2030年までに新
築住宅の平均でZEHを実現を目指すことと
している。

住宅の建設時、運用時、廃棄時において、
できるだけ省CO2に取り組み、かつ、太陽
光発電などの創エネルギーを導入し、住
宅の生涯でのCO2収支をマイナスにする住
宅

国（国土交通省）ではLCCM住宅を新築す
る事業を先導性の高いプロジェクトとして支
援

LCCM住宅デモンストレーション棟（建築研究所）



施策検討の方向性（案）

論点 人口や世帯数の減少が進み、住宅が余る中で、空き家を含む住宅ストックの質をどのように維
持し、引き上げ、どのように活用していくか。

テーマ（目標案）

ストックの視点

施策検討の方向性（案）

「既存の住宅」

住宅リフォームなどによる住宅の質の維持、向上と、空き家を含む住宅ストックの
流通、活用の促進

③ 空き家等対策の推進

② 性能向上リフォームの推進などによる住宅ストックの質の維持・向上、活用の促進

① 既存住宅の性能等の確認や評価（インスペクション）などによる住宅ストックの流通の促進

④ 分譲マンションの管理の適正化の推進や、公営住宅ストック等の活用、円滑な建替の推進

① 住宅ストックの流通の促進
② 住宅ストックの質の維持、向上

【取組】北海道R住宅の推進（北海道R住宅ストック流通推進協議会）

北海道R住宅は、
・資格者が住宅の現況を
調査し、改修方針を提案

・耐久性や省エネルギー
性能などの向上を図るリ
フォーム

・改修後の住宅の品質を
表示し、流通

・改修履歴を保管

住宅ストックの性能向上と
流通促進に向けて、さらな
る普及推進が必要

きた住まいるサポートシステムの活用



施策検討の方向性（案） ストックの視点 「既存の住宅」

④ 分譲マンションの管理の適正化の推進

② 住宅ストックの質の維持、向上

既存住宅の耐震性と省エネルギー性能、
室内環境の快適性の向上を図るための
リフォームなど、住宅の耐震性、省エネ
ルギー性、バリアフリーの性能の向上を
図る工法を開発し、普及

・土台や軸組の腐朽等を確認
・圧縮袋に吸引封入した繊維系断熱材を壁の上部と下部に挿入し、膨
張させる。

・壁の上部と下部を構造用合板など面材で補強

【取組】マンションの管理の適正化の推進

【取組】住宅の性能向上リフォーム

道内においても、市町村や関係団体などと連携し、分譲マンションの管理の適正化を推進





事業者の視点からの施策検討の方向性（案）

地域における住宅生産体制の維持と住宅生産に係る技術力の維持、向上テーマ（目標案）

大工などの専門職や就労人口の減少、高齢化が進む中で、地域で安心して住宅を建てることができる住宅生
産体制や技術力をどのように維持し、向上を図るか。

論点

施策検討の方向性（案）

住宅ストックの円滑な流通や機能の維持、向上を支える環境の整備テーマ（目標案）

住宅ストックの活用や流通、質の向上を支える事業者や環境をどのように維持するか。論点

施策検討の方向性（案）

① 優良な住宅事業者の登録、公開など、安心して住宅を建てることができる環境の整備
② ICTの導入や専門職の多能工化などによる住宅生産の合理化・効率化や、住教育などによる人材・担い手の

育成など、地域における住宅生産体制の維持
③ 北海道らしい住まいづくりを支える技術力の維持、向上

① 既存住宅の検査や評価、宅地建物の取引など、住宅ストックの円滑な流通を支える事業者や環境の確保
② 住宅リフォームなど、住宅ストックの質の維持、向上を支える事業者や環境の確保

住生活に関わる支援や新たなニーズに対応したサービスに取り組む多様な事業者と連携した住ま
いづくり

テーマ（目標案）

住宅への入居の支援、高齢者等の見守りや介護・支援、新たな暮らし方・住まい方のニーズに対応したサービ
スなど、住生活に関わるサービスとどのように連携するか。

論点

施策検討の方向性（案）

新規の供給を支える事業者

ストックの活用等を支える事業者

住生活を支える事業者等

① 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の拡充や、高齢者や障がい者、子育て世帯など多様な世帯の住
生活に関わる支援の拡充

② 住宅のシェア、サブスクリプション型居住サービスなど、新たな暮らし方・住まい方のニーズに対応した住生活
サービスとの連携

・ 地域において、安心して住宅を建てることができる環境、住宅の流通や活用を図ることができる環境
を実現するために必要な取組、関連する事業者との連携や支援について検討する。

・ 住生活関連サービスを提供する事業者については、住まい手（居住者）のニーズや社会福祉などの
関連する施策、民間事業者の取組なども踏まえながら、必要な施策（支援や推進方策）について検討
する。

施策検討の考え方
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施策検討の方向性（案）

論点 大工などの専門職や就労人口の減少、高齢化が進む中で、地域で安心して住宅を建てること
ができる住宅生産体制や技術力をどのように維持し、向上を図るか。

テーマ（目標案）

事業者の視点

施策検討の方向性（案）

① 優良な住宅事業者の登録、公開など、安心して住宅を建てることができる環境の整備

「新規の供給を支える事業者」

地域における住宅生産体制の維持と住宅生産に係る技術力の維持、向上

① 安心して住宅を建てることができる環境の整備

③ 北海道らしい住まいづくりを支える技術力の維持、向上

【取組】きた住まいるサポートシステム

一定の資格者や実績を有する住宅の設計者、施工者を道が登録し、公開するほか、住宅の履
歴情報の保管、住宅の性能などを表示するラベリングシートの出力などを行い、安心の住まい
づくりを支える制度

北方型住宅の推進とともに、安心して住宅を建てることができるよう、メンバーの登録や普及推
進に取り組む

② ICTの導入や専門職の多能工化などによる住宅生産の合理化・効率化や、住教育などによ
る人材・担い手の育成など、地域における住宅生産体制の維持



施策検討の方向性（案） 事業者の視点 「新規の供給を支える事業者」

【事例】ANDPAD（（株）アンドパッド）

② ICTなどの導入による住宅生産の合理化

現場管理・見積・予算をスマートフォンやタ
ブレットで一元管理できる施工現場管理シ
ステム

コロナ禍において現場が３密となることを避
けるため導入が進んでいる。
作業員などの人手不足への対応や生産
性の向上、合理化にも貢献

③ 北海道らしい住まいづくりを支える技術力の維持、向上

【取組】BIS（Building Insulation Specialist)認定制度の推進

高断熱・高気密のほか、換気、暖房、防暑など北方型住宅の推進をはじめ、北海道らしい住ま
いづくりを支える資格者制度として重要

コロナ禍においては、住宅における換気の確保について、助言等を行える技術者として周知を
図っているところであり、資格者や制度に関する認知の向上や資格取得者の増進を目指す。



施策検討の方向性（案） 事業者の視点 「新規の供給を支える事業者」

③ 北海道らしい住まいづくりを支える技術力の維持、向上
【取組】きた住まいるヴィレッジ

南幌町みどり野で展開している「きた住まいるヴィレッジ」では、道、南幌町、北海道住宅供給公
社、日本建築家協会（JIA）北海道支部、北海道ビルダーズ協会（DoBA）が実施主体となり、北
方型住宅2020による街なみ・住宅地を形成

道 町 公社

JIA DoBA

設計、施工

実施主体

参加事業者

（事業方針）

施
主
・ユ
ー
ザ
ー

地域工務店と建築家がグループを組み、
・高い技術力やデザイン力を広くPR
・地域の気候風土などへの配慮や豊かな暮らしを提案
・（移住）定住の促進
・地域を支える住宅生産体制の整備

を図る。

今後、他地域においても展開を図ることにより、地域の住宅生産体制の整備を促進する。



施策検討の方向性（案）

論点 住宅ストックの活用や流通、質の向上を支える事業者や環境をどのように維持するか。

テーマ（目標案）

事業者の視点

施策検討の方向性（案）

「ストックの活用等を支える事業者」

住宅の所有者等からの依頼により、第三者の技術者である「北海道住宅検査人」が目視と検査
機器により、既存住宅の現況調査を行い、調査結果に基づいてリフォームのアドバイスを行う。

基礎鉄筋の有無の確認 床の傾斜測定

① 住宅ストックの円滑な流通を支える事業者や環境の確保

住宅ストックの円滑な流通や機能の維持、向上を支える環境の整備

① 既存住宅の検査や評価、宅地建物の取引など、住宅ストックの円滑な流通を支える事業
者や環境の確保

② 住宅リフォームなど、住宅ストックの質の維持、向上を支える事業者や環境の確保

【取組】北海道住宅検査人制度

【取組】空き家対策（宅地建物取引士など専門家との連携）

【北海道住宅検査人登録要件】
・建築士であること
・木造戸建住宅の検査・審査の業務実績
・指定登録講習会の受講

売
り
た
い
（貸
し
た
い
）人

買
い
た
い
（
借
り
た
い
）
人

北海道空き家情報バンク

不動産事業者

①登録申請 ⑦公開

⑧申込み⑥仲介契約

⑨交渉・契約成立

③
仲
介
希
望

②
仲
介
照
会

④
現
地
確
認

依
頼

⑤
現
地
確
認

報
告

空き家対策では、宅地建物取引業協会と
の連携により、北海道空き家情報バンクを
運営している。
また、宅地建物取引業協会のほか、司法
書士会、建築士会などとの連携により、遠
隔地に居住する空き家の所有者等との空
き家相談会を開催している。

今後も引き続き、専門家や関係団体との
連携の下で、空き家のさらなる活用に取り
組む。

北海道空き家情報バンクのHP（上）と仕組み（下）空き家相談会の様子

住宅ストックの流通や質の向上を支える資
格者制度として普及推進を図る。



施策検討の方向性（案）

論点 住宅への入居の支援、高齢者等の見守りや介護・支援、新たな暮らし方・住まい方のニーズに
対応したサービスなど、住生活に関わるサービスとどのように連携するか。

テーマ（目標案）

事業者の視点

施策検討の方向性（案）

「住生活を支える事業者等」

① 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の拡充や、高齢者や障がい者、子育て世帯な
ど多様な世帯の住生活に関わる支援の拡充

① 住生活に関わる支援の拡充

② 住宅のシェア、サブスクリプション型居住サービスなど、新たな暮らし方・住まい方のニーズ
に対応した住生活サービスとの連携

○ＮＰＯ法人 リトルワンズ （東京）

・不動産事業者と連携し、ひとり親向け専用のサイトを開
設、空き家・空き室とひとり親世帯をマッチング

ひとり親子育て家庭に特化した伴走型
サポートを実施

○ＮＰＯ法人 抱樸 （福岡）

・入居費・生活費の支援、 低限の家財確保など賃貸
住宅へ入居するホームレスの自立支援を実施

単身の低額所得高齢者に対し、経済的困窮と
社会的孤立の両面を支援

住生活に関わる支援や新たなニーズに対応したサービスに取り組む多様な事業
者と連携した住まいづくり

【用語、取組】居住支援法人（新たな住宅セーフティネット）

住宅セーフティネット法に基づき、住宅確
保要配慮者の居住支援に係る新たな担
い手として、都道府県が指定

住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居
に係る情報提供・相談、見守りなど要配慮
者への生活支援などを行う。

○ＮＰＯ法人 かながわ外国人すまいサポートセン
ター （神奈川）

・多言語コーディネータースタッフによる入居相談の受付

・物件説明や契約の際など必要に応じて通訳ボランティ
アを派遣

外国人に特化し、多言語による入居や退去の
相談・支援を実施



施策検討の方向性（案） 事業者の視点

② 新たなニーズに対応した住生活サービスとの連携

⾃宅
拠点 拠点 拠点

【事例】サブスクリプション型多地域居住拠点サービス（（株）ADDress）

空き家を活用した全国の居住拠点に、
定額の会費で住み放題（サブスクリプショ
ン）できるサービスを提供

テレワークやワーケーション、ノマドワー
カー、アドレスホッパーなど、新たな暮ら
し方、住まい方のニーズに対応したサー
ビスを提供している。

空き家の活用に向けた取組事例としても
注目される。

「住生活を支える事業者等」





住宅対策審議会 （黄：審議会、緑：専門部会）

令和２年
10月16日

【第１回審議会】
・北海道における住宅政策のこれまでと今後について
・専門部会の設置

【第１回専門部会】
・これまでの取組について（施策・取組・成果指標）
・社会経済情勢・市町村等の状況・課題について（総論）
・住生活基本計画見直しにあたっての論点(案)について

その他（住生活基本計画
に係る国・道の実施事項）

【国】１０月
全国計画(骨子案）

令和２年
12月25日

令和３年
1月22日

令和３年
２月中旬

【国】１２月
全国計画(案）

【第２回専門部会】
・居住者からの視点の施策検討の方向性（案）について
・防災・まちづくりからの視点の施策検討の方向性（案）について

【第３回専門部会】
・ストックからの視点の施策検討の方向性（案）について
・事業者からの視点の施策検討の方向性（案）について

【第２回審議会】
・これまでの議論について
・これまでの議論を踏まえた論点について

・今後の議論の進め方について

北海道住宅対策審議会のスケジュール（案）

令和２年１月１５日時点

【第４回専門部会】
・全国計画(案)概要説明
・これからの北海道における住宅政策について

【国】３月
全国計画策定

【道】９月～翌１月
意見聴取

(市町村・民間事業者)

【第５回専門部会】
・答申(素案)について

令和３年
５月

【第３回審議会】
・答申(案)について

令和３年
６月下旬

令和３年
７月上旬 答申手交

令和３年
10月

【第４回審議会】
・計画（素案）について

令和３年
12月

【第５回審議会】
・計画（案）について

【道】１０月
意見聴取

(市町村・パブコメ)

令和４年
３月

【道】令和４年３月
計画決定

令和２年
11月5日

令和４年
４月

【第６回審議会】
・計画策定の報告

諮問（案）
【これからの北海道における住宅政策のあり方】

＜求める意見（案）＞
住生活の理想像、住宅政策の目標、
施策の方向性・推進方針

066277
テキストボックス
資料５




