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令和３年５月２０日（木曜日）
参議院国土交通委員会で「長期優良住宅普及促進法等の一部を改正する法律案」の質疑に立ちました。
まず、新型コロナウイルスの影響で、我が国の実質GDPが対前年マイナス4.6％と戦後最大の下げ幅と
なり、そのうち民間住宅投資が7.1％減、その一方で公共投資は4.0％の増と、民間投資の減を公共投資
の増加で補っている構図を示し、引き続き公共投資の拡大により我が国の経済成長を支えるとともに、
民間投資としても、長期優良住宅や地震に強い良質な住宅の整備を進めることについて赤羽国土交通
大臣の見解を伺うとともに、グリーン住宅ポイント制度、ウッドショックへの対応、長期優良住宅や
ZEHの認定促進、中小建設業・工務店の技術力向上等について住宅局長に質問しました。
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1.新型コロナウイルスの住宅分野への影響について
足立敏之委員：おはようございます。自由民主党の足立敏之でございます。
本日は質問の機会を与えていただきまして、江崎委員長を始め理事、委員の
皆様方に感謝を申し上げたいと思います。
私は、建設産業分野の代表として、インフラ整備、治水対策、防災、こうし
たことに取り組んでまいりました。本日はそうした経験をベースにしまして質
問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、新型コロナウイルスですけれども、感染の拡大が続いております。
まずは、これまでに新型コロナウイルスによって亡くなられた皆様に謹んで哀
悼の意を表しますとともに、感染された皆様の一日も早い回復をお祈り申し上
げます。また、医療分野を始め、国民の生活を支えるため様々な現場で新型コ
ロナウイルスと闘っていらっしゃいますエッセンシャルワーカーの皆様方にも
心から感謝を申し上げたいと思います。

―GDP前年度比4.6％減の中での公共投資と住宅投資―
足立委員：さて、内閣府が 5 月18日に発表した2020年度の実質GDP、お手元に配付した資料 1 でございますけ
れども、前年度比4.6％の減、戦後最大の下げ幅となっております。この中で、民間住宅投資はマイナス7.1％、
また民間企業設備がマイナス6.9％と、民
間投資が大幅なマイナスとなっておりま

［資料１］我が国のGDPの推移（令和3年5月18日発表）

す。一方、公共投資についてはプラス4.0％
ということで、民間投資の減少を公共投資
の増で補っているという構図が明らかにな
りました。
このうち民間投資につきましては、資料
2 で詳細に見ますと、やはりかなり冷え込
んできているという状況が見て取れます。
公共事業分野では、防災・減災、国土強靱
化加速化対策などの効果で、特に土木分野
は新型コロナウイルスの影響を余り感じる
ことはないんですけれども、住宅産業にと
りましては、その影響はかなり深刻である
と言わざるを得ないと思います。
アメリカでは、バイデン大統領が今後 8
年間で 2 兆ドル、約220兆円規模の公共投
資を経済対策として行うことを表明されて
おります。ほかの国も、イギリスなどたく
さんの国が追従する動きをしております。
こうした状況を踏まえますと、引き続き
公共投資の拡大により我が国の経済成長を
支えるとともに、民間投資につきましても、
本日審議をする長期優良住宅、これに加え
まして、東日本大震災や先日の福島県沖地
震などの教訓を踏まえまして、地震に強い
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自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：内閣府経済社会総合研究所・国民経済計算部「2021年 1 ～ 3 月期
四半期別GDP速報」
（令和 3 年 5 月18日）を基に足立敏之事務所加筆・編集
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良質な住宅への転換、あるいは耐震性を高めるためのリフォーム、そして菅総理がおっしゃっておられます2050
カーボンニュートラル宣言などを踏まえたゼロエネルギー住宅、ZEHなど、積極的に進めることが日本の経済
の立て直しという意味でも大事だと思います。
赤羽国土交通大臣の見解をお願いしたいと思います。
赤羽一嘉国土交通大臣：今お示ししていただきましたように、住宅に関わる経済的な
効果というのは大変大きなシェアを占めておりますし、住宅産業そのものも大変裾野
の広い産業であって、裨益する範囲も大変広い、しっかり支えなければいけないとい
うのはこれまでも考え、発信してきたとおりでございますが、その中で、やはり少子
高齢化、人口減少化が進んでいると。住宅ストックの数はもう実は世帯数を超えてい
ると、同時に、空き家も毎年相当な勢いで増えていると。
こうした社会問題的なところをどう考えていくのかということも視野に入れた住宅
政策をしていかなければいけないんではないかと住宅局といろいろ議論をしているん
赤羽一嘉国土交通大臣

ですが、これまでの流れは流れとしながら、今後の将来を見据えるときに、様々な社

会の変化を見据えた政策というのは非常に難しいんだけれども、本当に少しいろいろブレーンストーミングして
いかなければいけないんではないかと考えております。
というのは、コロナによって働き方が変わって、住まい方も変わるというのは再三発言をさせていただきまし
た。今までは、東京にいないと仕事ができないから、東京で、環境が悪くても高くても、狭いマンションで無理
して生活していた。これが、週に 2 日通えばいいとかリモートでいいということになると、東京にいる意味がな
くなってくるという社会現象も起こりつつあると。
そうなると、じゃ、住宅費用というのは実は可処分所得の中で相当割合が大きく占めているので、人によって
は、十分の一ぐらいで費用が済むんだったら違うもので可処分所得を増やした方がいいという人も相当出てくる
可能性もあると。そうした場合の住宅政策というのはどうするのかということもいろいろ議論をしていかなけれ
ばいけないんではないかと。
ただ、その中で、今回法案を提出させていただきましたのは、いずれにしても、良質な住宅ストックを増やし
ていくと、これはもう明らかに大事なことであるし、今回、この優良住宅というのは、概念として、やっぱり
100年間ぐらい使えると。やっぱり、30年間終わって更に継続する、別の人でもいいんですけど、それしっかり
喜んで買っていただけるという、良質なストックにしていくということが非常に大事であって、そうしたことの
第一歩、大きな住宅政策の変換の第一歩の法案にしていかなければいけないなという、そうした思いで提出させ
ていただいたわけでございます。
ただ、御質問のこの住宅関連の産業というのは日本の経済を支えている大きな柱でございますので、そこは、
しっかりそれは、そうしたことはよくわき
まえながら全力で対策を練っていかなけれ
ばいけないと、こう考えております。
足立委員：ありがとうございました。赤羽
大臣のリーダーシップで、公共投資も加速
をしていただく、そして、この機にしっか
りと住宅整備を進められるよう、手厚い支
援をお願いしたいと思います。
さて、令和 2 年度は 3 度にわたる大規模

［資料２］住宅着工戸数の推移
（万戸）
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300兆円規模の追加経済対策が行われまし
た。政府には、手厚い対応に感謝を申し上

月別着工戸数（季節調整値・年率換算）

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：国土交通省「住宅着工統計」を基に足立敏之事務所加筆・編集

げたいと思います。
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―「グリーン住宅ポイント制度」などコロナ対策の施策の延長について―
足立委員：ところで、コロナ対策で令和 2 年度第 3 次補正予算で措置されました住宅のリフォームや追加工事に
活用できる「グリーン住宅ポイント制度」
、これにつきまして、来年の 1 月15日までに入居完了することが要件
になっていると聞いております。新型コロナウイルスの感染の長期化に伴いまして、顧客と施工会社との打合せ
を行うことが難しくなるなど、契約に時間を要しているような状況でもあります。
この「グリーン住宅ポイント制度」について、住宅業界からは、 1 月15日までの入居という条件を見直す必要
があるのではないかと要望を承っておりますけれども、住宅局長の見解を伺います。
和田信貴住宅局長：お答えいたします。
「グリーン住宅ポイント制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅着工
の減少等を踏まえまして、経済波及効果が大きい住宅投資の喚起策として昨年度の補正
予算で創設した制度でございます。
この制度は、経済の早期回復の観点から令和 3 年度末までに事業を完了する必要があ
るため、取得したポイントを追加工事に活用する場合、令和 4 年の 1 月15日までに本体
工事と追加工事を終了し、完了報告をいただくと、こういったことになってございます。
和田信貴住宅局長

委員のまさに御指摘のあったとおりの仕組みとなってございます。

注文住宅の新築など契約後に設計や施工等に一定の期間を要する場合、ポイントを追加工事に活用するには早
期に契約を締結する必要があることから、国交省におきましては、補正予算案の閣議決定日である令和 2 年の12
月15日を制度の対象となる契約の始期とするとともに、同じ日にポイント発行対象となる要件等を公開して、早
期の契約締結が可能となるように努めてまいりました。
御質問のありましたこの完了報告期限、 1 月15日につきましては、何らかの弾力的な運用ができないか検討し
ていきたいと考えてございます。
足立委員：ありがとうございます。弾力的な運用を是非しっかり検討していただきたいと思います。
また、コロナ対策で行われています住宅ローン減税、これにつきましても、10月までの契約が対象となってい
ると聞きます。新型コロナウイルスの感染の長期化、これに伴いまして、この減税の継続につきましてもしっか
り検討をしていただくようにお願いをしたいと思います。
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―「ウッドショック」による住宅産業への影響についてー
足立委員：もう一点、最近の住宅分野のトピックスとして、いわゆる
「ウッドショック」について伺いたいと思います。
かつてのオイルショックの木材版ということなんですけれども、アメ
リカでは、新型コロナウイルス対策として、住宅ローンの低金利化など
の支援が行われた結果、コロナ禍での在宅需要の増加と相まって、新築
住宅の需要、あるいは増改築需要、これが高まっておりまして、住宅ブー
ムが沸き起こっていると聞きます。それに伴いまして、木材需要の急拡
大というのが起こっておりまして、木材価格が急騰していると伺ってい
ます。
一方、中国でも、経済回復に伴いまして木材需要が拡大しているとも
聞いております。
また、世界的なコンテナ不足なども影響して、集成材や製材など日本
の輸入木材の高騰、調達困難などを招いていると聞いております。
日本で、
「ウッドショック」により住宅産業に何らかの影響が生じて
いるのか、
また、
今後どのような対応を考えているのか、局長に伺います。
和田信貴住宅局長：輸入木材の製品価格は、委員おっしゃられたように、アメリカにおける住宅着工戸数の増加、
中国の木材需要の増大、あるいは世界的なコンテナ不足による運送コストの増大、こういったものにより高騰し
てございます。また、国産材の代替需要が発生し、国産材の製品価格も上昇していると認識しております。
木造住宅の供給事業者からは、輸入木材の価格上昇と品薄が進行している、輸入木材の品薄に対し代替の樹種
への変更で対応している、国産材への代替需要の増加で、国産材も品薄、値上がりが起きている、木材の調達の
めどが立ちづらく、工期が延びることもあると、こういったような御意見、お考えを聞いております。
また、木材の調達能力の高い大手事業者に比べまして、中小の工務店に影響が大きいものと受け止めており
ます。
国土交通省としては、継続的に全体のこの状況というのを今後も把握しながら、まずは、短期的には、住宅用
の木材の調達が困難になることなどによって資金繰りに影響を受ける中小工務店を想定しまして、中小工務店で
も活用可能な融資制度の相談窓口などについて、住宅の
関係団体に周知をしているところでございます。
また、林野庁と連携しまして、木造住宅の供給事業者
と林業事業者等との国産材の長期の調達の取決め、ある
いは、複数の木材住宅の供給事業者による共同調達の仕
組み、こういったものについて取組事例の情報提供をす
るなど、必要な支援、これを検討していきたいと考えて
ございます。
足立委員：ありがとうございました。
最近では、住宅局長からもお話がありましたが、外材
の供給不足に伴いまして、国産材も値上がりしていると
も聞いております。木材の値上がりでその見積金額を上
回るような事態も生じているとか、供給不足で工期自体
に影響を与えることも考えられますので、引き続きしっ
かりと注視していただければ有り難いと思います。
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2.長期優良住宅について
―日本の住宅の現状と課題―
足立委員：続きまして、法案の質疑の方に移ります。
日本の住宅政策ですが、昭和50年代当時は
量の確保でしたが、住宅ストックとしての質

［資料３］滅失住宅の平均築年数の国際比較

の向上に政策の重点が移行し、平成17年の 9
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月に社整審におきまして、ストック重視の政
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策展開を掲げ、造っては壊すという政策から、
いいものを造って、きちんと手入れして長く
使う、大切に使うという方向に大きく転換し
たと聞きます。平成18年には住生活基本法が
制定され、住宅の長寿命化に向けた動きが始
まり、平成20年には長期優良住宅の普及促進
に関する法律が制定をされました。
しかし、資料 3 の方を御覧いただければと
思いますけれども、住宅の平均築後年数、住
宅をどのぐらいの年数で造り直すのか、その
年数なんですけれども、それを見ますと、日

（年）

60
40
20
0

8 0 .6
6 6 .6
3 2 .3

3 0 .0

2 7 .0

3 2 .1

3 8 .2

日 本 ( Ｈ5 → 1 0 ） 日 本 ( Ｈ1 0 → 1 5 ） 日 本 ( Ｈ1 5 → 2 0 ） 日 本 ( Ｈ2 0 → 2 5 ） 日 本 ( Ｈ2 5 → 3 0 ）
（’93→’98）
（’98→’03）
（’03→’08）
（’08→’13）
（’13→’18）

ア メリカ

イギリス

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：総務省「住宅・土地統計調査」、U.S. Census Bureau「American Housing Survey」、
Communities and Local Government「Survey of English Housing」を基に国土
交通省作成、足立敏之事務所編集

本は38年、アメリカが66年、イギリスが80年ということで、日本は欧米の半分以下と、その短さに驚きます。
今や造っては壊す時代ではないということでございますので大変懸念されますが、日本の住宅が海外諸国に比
べ平均築後年数が短い原因について住宅局長に伺います。
和田信貴住宅局長：我が国の住宅が短い期間で取り壊され、その平均築後年数が短い要因としましては、戦後の
絶対的な住宅不足の中で、住宅の質よりも量の供給を優先せざるを得ず、十分な質が確保されなかった住宅がで
きましたが、こういったものが比較的早期に解体、滅失したことがございます。
また、高度経済成長期以降、大都市への急激な人口移動と都市型へのライフスタイルへの変化が生じ、居住ニー
ズに合わなくなった住宅が次世代に引き継がれずに壊されていったということもございます。
また、耐震基準が昭和56年に改正されたことにより、それ以前に建築された住宅の安全性に対する不安感や、
あるいはこれを改修するときのコスト等か
ら、既存住宅を改修して利用するより新し
い耐震基準に基づき建築された新築住宅を
選ばれることが多くなった、こういったよ
うなことが考えられると思います。
足立委員：ありがとうございました。
そうしたこともあって、長期優良住宅の
普及を進めようということだと思います。
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―長期優良住宅の共同住宅への拡大―
足立委員：ところで、日本の長期優良住宅
の割合ですが、今度は資料 4 の方を御覧く
ださい。

［資料４］長期優良住宅の認定実績の推移
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出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集

めていく方策としてどのようなことを考えて
いるのか、住宅局長に伺います。

和田信貴住宅局長：委員御指摘のとおり、共同住宅の認定割合は新築のうち0.2％にとどまっております。その
原因としましては、分譲マンションにおいては、例えば、100戸のマンションで住戸ごとに100戸分の認定手続が
この長期優良住宅の認定を得るためには必要となります。戸建て住宅と比較しまして認定手続が煩雑であること、
これが認定の進まない原因の一つであるかと認識しております。
このため、今般の改正におきまして、住戸単位の認定を住棟単位の認定とするなど、認定を円滑にするための
手続の見直しを行うこととしてございます。
足立委員：ありがとうございました。
共同住宅についてもしっかり進めるようにお願いしたいと思います。

―既存住宅の認定について―
足立委員：次に、既存住宅について伺いたい
と思います。

［資料５］既存住宅流通シェアの国際比較
（千戸）
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今回、増改築行為のない既存住宅について
も、長期優良住宅相当と評価できるものにつ
きましては積極的に認定を進めるとしたこと
につきましては評価したいと考えております
し、このことが日本の中古住宅の流通の活性
化を後押しするものと考えたいと思います。
諸外国ですけれども、資料 5 の方にお示し
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出典：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」、国土交通省「住宅着工統計（平成30年計）」、
U.S.Census Bureau「New Residential Construction」, National Association of
REALTORS「Existing Home Sales」等を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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をしましたが、中古住宅の流通という観点で見ますと、全住宅流通量に占める割合が、アメリカでは81％、イギ
リスでは86％、フランスが70％など、 7 、 8 割もあるのに対しまして、日本は僅か14.5％であります。
私、以前、オランダのアムステルダムの世界遺産地域の住宅を見せていただいたことがありますが、築後400
年ぐらいだったと思うんですけれども、 4 、 5 階建ての高さの、まあ古い住宅ではありましたけれども、しっか
りリフォームされていて、エレベーターもありまして中はとても現代的な様子で、快適で、とても羨ましく思っ
た、そういう記憶があります。日本でも既存住宅の流通シェア、これが欧米諸国と比較して低い、その理由をま
ず教えていただくことと、既存住宅の優良認定を行うことによって中古住宅の流通が活性化するように期待でき
ると考えますけれども、その辺りについて住宅局長の見解を伺いたいと思います。
和田信貴住宅局長：住宅市場におきまして既存住宅の流通のシェアが欧米諸国と比較しまして低い要因としまし
ては、耐震性等を満たす既存住宅として取引され得る良質なストックが少ないこと、物件の維持保全の状況や性
能等に関する情報提供が十分でなく既存住宅の質や不具合に対して不安が生じ
ていることなどがあると考えてございます。
このため、耐震性や耐久性に優れ、そして維持保全の記録が保存された長期
優良住宅のストックを大幅に増やすこと、これが将来の既存住宅の流通促進、
まあ基盤、ベースになるものと考えてございます。また、長期優良住宅の認定
制度開始以前に建築された住宅の中には、既に一定の性能を有しているものも
あることから、念のため、制度の補完的な仕組みとして、増改築を行わなくて
も長期優良住宅の認定を受けられる仕組みを導入することとしてございます。
既存住宅につきましては、長期優良住宅の認定を受けることで、性能が高い住
宅であることを売買時に買主等に対して明確に伝えることが可能となります。
これらの取組を通じまして、既存住宅市場において流通し得る良質な住宅ス
トックの確保、拡大を図っていきたいと考えてございます。
足立委員：ありがとうございます。

―認定のインセンティブとしての容積率拡大について―
足立委員：次に、認定のインセンティブについて伺いたいと思います。長期優良住宅の普及を進めるためにやは
り何かインセンティブが必要だと思いますけれども、容積率の緩和というのが効果を発揮するんじゃないかなと
思っております。特に共同住宅であればそのメリットも大きいので、是非積極的な活用を御検討いただきたいと
思いますが、住宅局長の見解を伺いたいと思います。
和田信貴住宅局長：おっしゃるとおり、共同住宅においてその認定を進めていくという観点から、今回容積率の
緩和ということを盛り込んでございます。また、これを考えていくに当たって、有識者の委員会におきましても、
長期優良住宅に係るコストも課題であり、住宅取得者向けのインセンティブや容積率特例などのインセンティブ
について検討すべきとの指摘もいただいております。こうしたことを今回の法案に反映しております。
具体的には、新たに敷地面積と空地に係る要件を緩和した認定長期優良住宅型の総合設計制度というものを設
けることとし、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、こうした容積率の緩和措置等を活用して、
共同住宅の認定促進が図っていかれるものと考えてございます。
足立委員：ありがとうございます。
特に共同住宅ですね、これをやはり認定を進めるためにはこうしたインセンティブが必要だと思いますので、
よろしくお願いしたいと思います。
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―災害に係る認定基準について―
足立委員：次に、災害に係る認定基準について質問をします。
今回の法改正に伴いまして、新たな長期優良住宅の認定基準として、自然災
害による被害の発生の防止又は軽減への配慮がなされたものであることという
項目が追加されることとなったと聞きます。これによりまして具体的にどのよ
うな災害を対象にするのか事前に伺ったところ、土砂災害防止法の土砂災害特
別警戒区域なんかはそれに該当すると承りました。
一方、国土交通省では、 4 月28日、いわゆる流域治水関連法を成立させてい
ます。この委員会でも質疑がなされまして、私も質問に立たせていただきまし
たけれども、この法律によりまして、浸水被害のリスクの高い地域をあらかじ
め浸水被害防止区域として指定し、住宅などの建設を許可制とするということ
でありましたけれども、その制度自体は長らく治水対策に携わった私としても
念願の制度でありまして、大変期待しているんですけれども、この法案で対象
とするその自然災害というものに、今申しました流域治水関連法の制定に伴いまして新たに創設された浸水被害
防止区域、これが対象となるのか、住宅局長の見解を伺いたいと思います。
和田信貴住宅局長：今回、長期優良住宅の認定基準に、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮された
ものであることを追加してございます。これは、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を公共団体
が指定している場合において、その区域で長期優良住宅の認定を行う際に配慮を求めるものでございます。
先ほど委員おっしゃられましたように、土砂災害特別区域などにつきましては、災害の危険性が特に高い区域
として長期にわたる居住に適しているとは言えないということで原則認定しない、あるいは、災害危険区域、浸
水想定区域といったものについてはそれぞれの特性に応じて定めていくこととしております。
御指摘の先般成立いたしました流域治水関連法に基づきます浸水被害防止区域、これにつきましても、災害の
危険性が特に高い区域について指定されるということでございます。長期優良住宅に係る災害配慮基準の基本方
針、運用指針においても具体的に位置付けていきたいと考えてございます。
足立委員：ありがとうございます。
今お話のありました浸水被害防止区域、是非対象としていただきたいと思います。
住宅局長は若い頃に河川局にもおられましたので、水管理・国土保全局としっかり連携してそういった制度づく
りをしていただくようにお願いしたいと思います。
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3.長期優良住宅等への住宅産業の取り組み
―長期優良住宅等の担い手としての中小建設業についてー
足立委員：続きまして、長期優良住宅の施工業者について伺いたいと思います。
長期優良住宅への住宅業界の取組について
見ますと、大手ハウスメーカーでは戸建て住

［資料６］長期優良住宅の認定取得割合
【認定戸数】

宅については長期優良住宅を標準化するなど
の積極的な取組を行っていると聞きます。そ
んなこともあり、戸建て住宅について長期優
良住宅を建設しているのが、お手元の資料 6
にお示しをしていますが、大手の事業者では
88.7％認定が進んでいるのに対して、中規模
事業者では37.9％、小規模事業者に至っては
14・ 7 ％と、中小事業者は参入が遅れている
と言えると思います。
地方の工務店には技術レベルの高い会社も
ありますが、一方で技術のアップデートが不
足していて、なかなか取組をしたがらないと

【年間供給戸数】

小規模事業者
（１５０戸未満／年）

1.9万戸（14.7%）
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中規模事業者
（１万戸未満／年）

5.2万戸（37.9%）

13.7万戸

大規模事業者
（１万戸以上／年）

2.2万戸（88.7%）

2.5万戸

分譲事業者

1.7万戸（11.8%）

14.5万戸

：長期優良住宅の認定戸数

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集

いう言い方は余り良くないかもしれませんが、そういう業者もあると聞きます。また、手続が手間だということ
で申請を怠っているような工務店もあるとも聞いております。火曜日の国土交通委員会で、自民党の清水議員が
質問されましたが、省エネに関するゼロエネルギー住宅、ZEHについても同じようなことがあったと思います。
こうしたことを踏まえますと、長期優良住宅だとかZEHを推進していくために、地方の中小工務店の技術力
の向上を図るというのがとても大事なことでありまして、そうした取組を行う意欲のある地域の中小建設業、工
務店にメリットのある方策をしっかりと検討していただきたいと思います。
是非とも住宅局長には、地域の中小建設業、工務店が長期優良住宅の施工を担えるような、そういう環境づく
りについてしっかり対応していただければと思いますが、見解を伺いたいと思います。
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和田信貴住宅局長：委員御指摘のとおり、中小事業者におきまして長期優良住宅の認定割合が低い状況となって
ございます。中小事業者におきまして長期優良住宅の認定取得が進まない理由としまして、おっしゃられたよう
な申請手続に係るノウハウ、あるいは施工技術、知識の不足等々の要因があるかと考えてございます。
このため、中小工務店による長期優良住宅の整備に対して戸当たり110万円の支援をしてございますが、今回
の法改正を検討する中で加算措置を設けるなどの拡充をしてございます。また、民間事業者団体が各地域で行う
建築大工技能者の長期優良住宅の整備に資する施工技術、こういったものを含めた技能向上のための研修活動等
に対し支援を行ってございます。
中小工務店におきます長期優良住宅の整備を推進するために、これらの支援をしっかりと行ってまいりたいと
考えてございます。
足立委員：ありがとうございました。
今回の法案の成立に伴いまして、大手のハウスメーカーのみならず、地方の中小建設業の皆さんあるいは工務
店の皆さんの関心が高まって、長期優良住宅が我が国でも増加していくことを祈念いたしまして、私の質問を終
わります。ありがとうございました。

【質疑終局後】
江崎

孝国土交通委員会委員長：他にご発言も無いようですから、質疑は終局

したものと認めます。
これより討論に入ります。・・・別にご意見も無いようですから、これより
直ちに採決に入ります。住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長
期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方
の挙手をお願いします。
（賛成者挙手）
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべ
きものと決定いたしました。

11

足立敏之後援会会報 国政報告 2021.6

参議院議員

足立敏之〔現在の役職〕

《参議院》
国土交通委員会 理事
災害対策特別委員会 理事
決算委員会 委員
《自民党》
参議院自由民主党 国会対策委員会
災害対策特別委員会 事務局次長
組織運動本部 国土・建設関係団体
広報本部 新聞出版局 次長

副委員長
副委員長

《議員連盟》
公共工事品質確保に関する議員連盟事務局長代理

足立敏之 国会事務所

討議資料

東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館501号室
Te l . 0 3 - 6 5 5 0 - 0 5 0 1
Fax. 03-6551-0501

