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住宅に係る消費者トラブルや住居の現状から住宅政策を考える

Consideration of Housing Policy from the perspective of Consumer 
Troubles with Housing and the Present Housing Situation

八代田　道子
Michiko YAYOTA

要　　約

衣食住は暮らしの基本となっているが、日本人の住に対する問題意識は衣食に比べ

てかなり低い。国の政策として住が保障されていれば、一定レベルの暮らしは可能であ

る。しかし、日本の住宅レベルはヨーロッパ諸国に比して貧しく、経済大国といわれる

日本の住居レベルは高くない。一生で「一番高い買い物」であるという意識を日本人

の多くの者が持っているのは、戦後日本において住宅を経済成長実現のための道具と

して、市場原理の下に住宅政策が組み立てられており、今日も変わらないからである。
国民生活センターの相談データによると、「賃貸マンション・アパート」に関する相

談件数は５番目の高さになっており、ここ数年の傾向は変わっていない。住宅ローン

の返済に行き詰まり、民事再生や破産の手続きをとる者も少なくはなく、「夢のマイホー

ム」が競売にかけられている現状にある。一方悪質な業者による高齢者のリフォーム

工事トラブルもあとを絶たないこと等は、高齢社会における「居住福祉」の視点が欠

けていることにある。また、少子化問題も、若者の住居における自立が鍵となる。スウェー

デン他の出生率の高い国では、若者に対しても住宅保障がされている。根本的な住宅

政策を転換する時期ではないだろうか。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：住宅トラブル事例、日本の住宅政策、公営住宅（社会住宅）、
　　　　　　高齢者や若者の住宅問題、スウェーデンの住宅政策、少子化問題

１．はじめに
衣・食・住は私たちの暮らしの基礎となるものである。しかし、日本においては一般的に

消費者の日常的な関心事や問題意識は衣・食については高いが、住に関するそれらはかな

り低い。その原因はどのようなものであろうか。北欧や大陸ヨーロッパなどにおいては、ま

ず住宅は何人にも保障されるべきものであるとの考え方がされているが、日本においては経

済成長のための経済政策の手段と考えられてきた。
資産を多く持たない所得者層は、高額な住宅ローンを組むことにより、マイホームの取

得を実現している現状にあり、一方低所得者層においては一生涯借家暮らしという者も増

加しており、この住居の現状は人々の満足いくものにはなっていない。
以下に、日本における住宅に係る消費者相談の現状から、現代の住宅政策や高齢者や若
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者の住居問題の現状を知り、日本や北欧などの住居やそれに関係する福祉等の文献から、
私たちの今後の住まいはどうあるべきかを考えていきたい。

２．住宅に係る消費者相談の現状
「消費生活年報2016」１ によると、全相談件数は925,681件でやや減少傾向にあるが、こ

こ８年は横ばい傾向である。
相談の分類類目である「賃貸アパート・マンション」は33,625件あり、相談内容別の５

番目となっている。これは相談件数全体の3.6％を占めており、ここ５年間は大きく変動し

ていない。契約当事者は男性がやや多く、20歳代～40歳代からの相談が多い。主な相談内

容は、①解約、②修理代、③保証金等、④契約書・書面、⑤高価格・料金、⑥返金、⑦クレー

ム処理、⑧説明不足、⑨不当請求、⑩補償、の順になっている。筆者が10余年消費者や市

民から相談を受けていた実感では、敷金が返還されないという相談が圧倒的に多くあった。
2015年の敷金ならびに原状回復トラブルに係る相談が14,211件と多いことは、実感と合致し

ている。一方安全・品質に関する相談も5,971件と多く、商品・役務別ではこの項目が１位（全

体の５％）となっている。
では「賃貸アパート・マンション」についての具体的な相談事例としては、どのようなも

のがあるかを国民生活センターホームページの相談事例より抜粋した２。
①賃貸マンションを退去することになった。綺麗に使ってきたつもりだったが、退去時の管

理会社との立ち会いで「敷金はリフォーム代に充てる」と言われた。納得できない。
②新居を探すため不動産業者を訪ねたら建設中の５階建てマンションを勧められた。気に

入ったが、他の物件も探したい旨を伝えたところ、「この物件は入居希望者が多いので」
と言われ、１ヶ月分の家賃（63,000円）を申込金として支払った。数日後、周辺環境等

が気になり断ることにした。不動産業者に電話をしたが、「申込金は貸主の承諾後は返金

できない。領収書に明記してある」と言われた。申込金を返金してほしい。
③ウェブで検索し、仲介の不動産業者に該当物件を契約したい旨を告げ、来店予約をしたが、
当日「他で先に申し込み済みになったので紹介できない」と言われた。しばらくたっても

この物件は、まだ不動産業者のウェブサイトに掲載されたまま。いわゆる「おとり物件」
だと思うが。

④賃貸アパートの上層階からの水漏れで室内にカビが大量発生。カビが原因で体調不良と

なり現在入院治療中。補償してほしい。
⑤年金生活の母が借家の家賃を３ヶ月分滞納したところ、大家が来てテレビや石油ストー

ブ等の家財道具を運び出したという。母の生活事情を考慮してほしかった。今後どう対

応したらよいか。
この他住宅関連の相談としては、分類項目「新築工事」「戸建住宅」がある。上記の分

類項目は全体としては25位以内にはないが、「新築工事」において、30歳代では18位、40歳

代では21位、である。「戸建住宅」では30歳代では22位、40歳代では25位となっている。また、
新築住宅ローン、住宅リフォームローンなど、住宅関連に限定されたローンに関する相談が

１　「消費生活年報2016」（独）国民生活センター編　2017年
２　http://www.kokusen.go.jp/jirei/j-top_kurashi.html
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毎年多く寄せられている。
では、新築工事や戸建住宅、住宅ローンに関する相談事例としてはどのようなものがあ

るか、を次に述べてみる。
①念願のマイホームを建てたが、入居後、娘が目の炎症や呼吸器系を中心に体調不良とな

り環境測定を依頼したところ、室内のシックハウス原因物質濃度が基準の10倍以上と言

われた。設計会社も施工業者も「わが社は悪くない」と取り合ってくれない。
②10年以上前に住宅ローンを組み、毎月10万円を返済していたが、残債を支払えない。他

にも借金がある。
③兄が自己破産し、亡くなった父が連帯保証人だった住宅ローンの残債務の支払い義務が

私にあることが分かった。どうしたらよいか。
この他住宅関連では70歳代以上に分類項目の「屋根工事」が19位となっているが、訪問

販売によるリフォーム工事の相談件数は、2015年で6,762件となっており、近年相談件数は

増加傾向にある。以下は具体的相談事例である。
①一人暮らしで認知症の祖母が、自宅訪問をした業者に必要のない浴室リフォーム工事を

勧誘され契約した。クーリング・オフしたい。
②震災で落下した屋根瓦の工事を訪問してきた業者と契約したが、見積もりの倍の金額を

請求された。どうしたらよいか。
③「隣の家の工事をするので足場を借りたい」と業者が来てうちの屋根に上がり、「古い」
「雨漏りがする」と屋根工事を勧誘された。初めは断ったが１時間近くしつこく言われ

工事合計23万円の書類に署名した。後で「足場を借りたい」はウソであることが判明した。
解約したい。
また、高齢化の進展に伴い、有料老人ホームや高齢者分譲マンションなどに関する以下

のような相談が増加しており、保証金や解約時の返金に関するものが多い。
①８年間入居していた有料老人ホームの解約を検討している。入居一時金の返還はないと

言われたが本当か。
②温泉地にある老人ホームの資料が届いた。翌日資料送付元とは別の業者から、今なら１

口20万円で販売されている老人ホームの入居権を30万５千円で買い取る。被災者の住宅

が不足しておりどうしても必要なので１口でも２口でもよいから買ってほしいと、勧誘の

電話が何度もかかってきた。
以上のように、住宅をめぐる消費者相談の内容は多岐にわたっている。上記のような住

宅に関するトラブルに対しての紛争処理を進めていくために、消費者庁は消費者基本計画

に基づいて、被害救済のために「新築住宅ADRの実施」や「リフォームトラブルなどの相

談の受付」、「民間賃貸トラブル相談のための職員研修」などを行っているが、事後的な施

策のため効果は十分といえない。なぜなら、このような相談の原因の一端として、これまで

に国が推し進めてきた住宅政策にもあると考えられるからである。これまでの住宅政策には、
国民への居住に対しての福祉的な観点や権利としての意識が希薄なこと、そして私たちの

住まいに対しての意識や関心が薄かったことが考えられる。
以下に、日本におけるこれまでの住宅政策やその問題点を明らかにし、住居の保障が行
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き届いた北欧等の国々と比較しながら述べていきたい。

３．日本の住宅政策
第２次世界大戦の敗戦後の日本では空襲による住宅の喪失があり、1950年代半ば以降の

日本では経済の工業化やサービス化が推進されたため、農村から都市への人口移動などが

重なり、住宅は都市部で大量に不足していた。しかし、高度成長期には経済成長が国民の

くらしを豊かにしていったため、住宅への要求は急速に鎮静化していった。
「この時の問題の解決（もしくは回避）のしかたが、いまだに私たちの住宅をめぐる観察

力と想像力を縛っている。住宅問題は、社会問題として見えにくいが、少し歴史を遡ると

今と違う光景を見にすることができる。1955年２月の第27回選挙の最大の争点は住宅問題

であった。この時に鳩山一郎内閣は、住宅建設計画の策定と「日本住宅公団」（現・都市

再生機構）の設置を約束した。３」とある。しかし、高度成長期は、日々の暮らしが改善さ

れていく中で、国民の住宅問題への社会的政策としての質的な充実や、誰もが保障される

べきという量的要求が沈静化されていったと考えられる。
このような状況下で、「戦後日本の住宅政策は、①公営住宅（賃貸）、②公団住宅（賃貸

及び一部分譲）、③住宅金融公庫（持ち家への融資）を３本柱にして展開してきた。しかし、
戦前には農村における共同所有や大地主制が、戦後は土地・住宅の細分化された私的所有（持

ち家政策）に向かったこともあって、戦後ヨーロッパが福祉国家政策とパラレルに展開して

いったいわゆるソーシャル・ハウジング（社会住宅）ないし社会化という政策は進まなかっ

た。・・・また、戦後の日本の住宅政策は量的な不十分さに加え、（建設省と厚生省の縦割

りという背景も加わって）他の政策分野と同様に、経済成長のための経済政策の一環とい

う性格が強く、・・・『住宅の生活保障機能』という面がどうしても後退しがちであった。４」
政府の住宅政策が力点を置いたのは、住宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）からの融

資による中間層の持ち家取得推進で、家族向けの住宅供給を重視した。一方、公共賃貸住

宅の供給は少量のままであった。また、政府は税制上の手法などを用い、企業福祉の一環

として住宅供給を促進した。大企業の住宅制度は、社員に独身寮・社宅・家賃補助・持家

取得融資などを供給したが、中小企業の福祉水準は低かった。加えて政府は1990年代半ば

から住宅政策の市場化を推し進めた。住宅金融公庫は2007年に廃止されたことにより、民

間の住宅ローン市場は拡大したが（住宅金融支援機構では一部の民間金融機関による貸付

が困難な分野のみに直接融資を限定した）、市場化する住宅政策のもとで、低所得者の住宅

確保はより困難になっている。
日本の住宅政策に関する法律として「住生活基本法」があるが、この法律の基本理念に

は以下の４つが謳われている。①住生活の基盤である良質な住宅の供給、②良好な居住環

境の形成、③居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護・増進、④居住の安定の確保、
この基本理念の上に2015年までの「全国計画」を定め、その下で各都道府県が地域の実情

に即した「都道府県計画」を定めており、そして民間業者の「責務」も求められている。

３　井手英策・松沢裕作編『分断社会・日本』岩波書店　2016年
祐成保志「─住宅がもたらす分断をこえて─」　PP.36-37

４　広井良典『コミュニティを問い直す』ちくま新書　2009年　PP.172-176
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この法律の目的は第１条にあり、「住生活の安定の確保と向上の促進」を図ろうとするも

のであり、「国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにする」と謳ってい

る。しかし、第１条の最後には「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と

いうように、「経済の発展」で締めくくられ、住宅の供給事業者側の立場に立っている。「住

生活基本法」といいながら供給事業者の立場に立ち、居住者の視点が大きく欠ける法律と

なっており、「国民の居住の権利を明確にしない限り国や地方公共団体の責任と義務は明確

にならない。人間にふさわしい住居に住むことは基本的権利であることを確認してこそ住宅

政策は生きたことになる」と川田は述べている５。
では、住宅水準が世界一といわれるスウェーデンの住宅政策はどのようになっているので

あろうか。以下に述べてみる。

４．スウェーデンの住宅政策
1920年代のスウェーデンはヨーロッパ諸国の中でも１、２位を争う貧困国であった。その

スウェーデンで住宅政策の基礎が固められたのは1930年代である。労働者階級の居住水準

の劣悪さと、出生率の低下に苦しんでいた状況を改善するために、当時の社会民主労働者

党（以下、社民党）政権が、国民全般の生活の質向上を目指した施策方針において住宅政

策は行われていった。1933年政府内に住宅委員会を設置、1945年と1947年に報告書を作成し、
公共主導の住宅政策を打ち立てた。その内容は「住宅市場は自由市場原理に則ってはなら

ない」「住宅市場および住宅資産の健全化のために公的介入は不可欠である」「新規の住宅

地計画は民主的な開発が求められる」であった６。
社民党の第２代党首ペール・アルビン・ハンソンの「国民の家」構想を受けた住宅政策

は、「すべての国民への良質な住宅供給」であり、スウェーデンには経済困窮者に対する住

宅提供を目的とした「社会住宅」は整備されなかった。所得の低い人は、その所得に応じ

て住宅手当を受給しながら、他の所得階層と同じ住宅に暮らす仕組みが整えられた。
実際に低所得者層の人々への住宅供給は①賃貸住宅居住者を対象とした施策として、家

賃規制がある。住宅の「利用価値」をもとに市場価値に拠らない家賃価格を設定し、その

価格の是非について住宅所有者と借家人組合との交渉後、最終的な家賃価格が設定される

仕組みである。②住宅手当の支給があり、住宅手当の特徴として、子どもが複数いる世帯

への経済支援といった家族支援的側面と、年金受給高齢者世帯や障害者世帯を対象とした

社会保障的な側面を持つ点があげられる。また、近年では、若年低所得者を対象とした住

宅手当も後者、すなわち社会保障的側面での施策展開の一環として整備されつつある７。
しかしながら、1990年以降に政策方針転換がされ、その理由として、①英米を中心とし

た新自由主義経済の影響、②公的セクター主導で進めてきた住宅市場の機能不全、③国政

およびストックホルム市議会における右派政党の台頭、④EUへの加盟、があげられる。
1990年代以降の政策転換の結果、2012年以降には①都市部の中心市街地での住宅価格の

高騰、②中心市街地での賃貸住宅の不足、③民間供給による住宅ストックの増加、④住宅

５　前掲注３　PP.66-67
６　水村容子『スウェーデン「住み続ける」社会のデザイン』彰国社　2014年　PP.11-12
７　同上　P.231
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地格差の出現、⑤「住宅手当」支給施策の重要性の増大、などの問題点が出てきている。
経済危機によるスウェーデンモデルは崩壊し、政権交代による規制緩和民営化路線へ進

んではいるが、過去の政策において推進された、質の高い住宅ストックの供給および、集合

住宅の維持管理体制の確立、住宅困窮者に対する地域性や住宅手当の支給などの諸施策は、
依然として暮らしを支える土台として機能しているという。スウェーデンが進めてきた住宅

政策は、日本が直面している諸課題に対する解決のヒントがあるのではないだろうか。では

次に、高齢者の住まいの現状について述べていく。

５．高齢者の住まいの現状
今日の高齢社会での高齢者の最大の関心事の一つは「老後の住まい」である。では、高

齢者の住まいの現状はどうなっているのであろうか。平成25年国勢調査では、高齢者（65

歳以上）のいる世帯は、平成25年で普通世帯（5,230万世帯）の約４割（2,089万世帯）になっ

ている。高齢者のいる世帯の持ち家率は高く平成25年度では次のようになっている。高齢

者単身所帯では、持ち家が65.6％、高齢者の夫婦世帯では、87.2％、高齢者のいるその他の

世帯では90.0％である。民間の借家はそれぞれ、10.3％、3.8％、3.5％であり、公営の借家

は8.7％、3.8％、2.4％となっている。これは日本の住宅政策が、持ち家政策をとってきたこ

とによるもので、高齢者の住宅事情は、相対的に良好ともいえる。しかし、一人暮らしの

高齢者世帯では借家に住む人の割合が高く、この原因は所得が低いためと推測される８。
高齢者が住む民間の賃貸住宅をめぐる問題として起こっているのは、民間住宅への入居

が困難だということであり、その理由としては「居室内での死亡事故等に対する不安」や

「家賃の支払いに対する不安」が家主からあげられている９。加えて、民間賃貸住宅の質的

な問題としては広さが十分ではなく、家賃も高いため公営住宅への住みかえを希望するが、
日本においては公営住宅の数が少ないため転居することもできない状況にある。

高齢化が進んだ現在、介護保険制度において65歳以上の高齢者の６人に１人が「要支援・
要介護」の認定を受けており、今後、自宅以外での介護のニーズは高まるばかりである。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設、有料老人ホームなどへの入居希望者が増加し、現

在でも比較的入居費用が安価な施設への入居は難しく、前述したような老人ホームをめぐ

る契約トラブルは、今後増加していくことが予想される。2015年の国勢調査では高齢者の

人口が、これまで最高の26.6％となっており、高齢者介護施設入居へのニーズはますます高

まると思われるからである。
国が策定した「ゴールドプラン21」や「高齢社会対策大綱」には、住み慣れた地域にお

いてそのまま住み続けられる政策が取り入れられており、高齢社会の居住形態として「在

宅福祉」の意義が強調されている。今後も高齢化が進む中、社会保障関係予算の増加が予

想されており、地域介護へシフトしていくことは、財政上やむ得ないことかもしれないが、
果たして日本の住居が高齢者の住居として適したものであるのだろうか。住宅の狭さ、家

庭内事故の多さを考えると住居の貧しさは高齢者が住む場所として、問題があると早川は

８　山本美香編『高齢者の住環境』ぎょうせい　2009年　P.23
９　同上　P.24
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述べている10。また、２世代、３世代同居には現在の社会状況では困難な面が多く、空き

家住宅の急増からもわかるように、高齢期の住まいのあり方として施設入居を選択せざるを

得ない状況にある。では、次にこれまであまり問題視されてこなかった、若者の住まいにつ

いて述べてみる。

６．若者の住まいの現状
若者の住まいの問題を考慮せざるを得なくなってきたのはなぜだろうか。いま、少子化が

国の未来を左右する問題と捉えられてきており、若者の住まいの貧困が可視化され、無視

できないほどになってきているからである。
若年層の経済力の低下は未婚者を増やし、未婚者の親との同居を促進し、男性の経済力

は有配偶率と明快に相関している。「就業構造基本調査（2002年データ）では、30～34才の

男性が配偶者を持つ割合は正規では59％、非正規では30％、パート・アルバイトでは19％
であった。11」また、2009年12月に実施された30代男性を対象とした「男性30才代の働き方

調査12」でも配偶者を持つ割合は正規54.9％、非正規は19.2％、パート・アルバイトでは

10.2％となっている。親と同居する若年者では、別居の若年者に比べて非正規が多くて所得

が低く、今の少子化と密接に関連している。また、住宅問題の研究者の平山は「若年層の

住宅問題を生みだす要因は多岐にわたる。住宅市場の需給関係、経済状況の変化、社会階

層の編成など多数の要素が住宅事情に影響する。しかし、重要なのは若年層の住まいの条

件を政府の住宅政策に関連づけて捉える視角である 13」と述べている。
イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、フィンランドでは、ほとんどの若者がより

早い時期に親元を離れ居住の自立を果たしており、独立した世帯を形成している者の割合

（世帯形成率）が高いのはスウェーデン、フィンランドで、それぞれ96％、95％にも及ぶ。
これらの居住の自立を果たした国においては、低水準の出生率を特徴とする先進諸国の中

にあって、合計特殊出生率1.7以上の水準にある。これに対して、多くの若者が学卒後も親

元に留まっているのは、日本、イタリア、スペインで、親世帯の子どもとして居住する割合

は、それぞれ37％、48％、37％に及ぶ。また、低い世帯形成率が著しく低い出生率と結び

ついていることが、日本、イタリアの2003年の合計特殊出生率が1.29で人口学的にいう超少

子化の水準に該当していることに表れている14。
2007年には、低所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅

の確保に特に配慮するものへの賃貸住宅の供給促進を目的として、「住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（通称：住宅セーフティネット法）」が施行された。
しかし、ここでも公共住宅供給の義務には触れられておらず、実効性の乏しい努力規定を

定めたものにしかなっていない。また、「住生活基本計画」（2008～2015年）の基本的施策

として、①低所得者への公営住宅供給、②各種公的賃貸住宅の一体的運用の促進、③高齢

10　早川和男『居住福祉社会へ』岩波書店　2014年　PP.59-64
11　日本住宅会議編『若者たちに「住まい」を！』平山洋介「若年層の住まいの全体像」　岩波書店　

2008年　P.14
12　http://www.works-i.com/pdf/s_000150.pdf　P.6
13　前掲注11　P.7
14　前掲注11、川田菜穂子「若者の家族形成と住まいの国際比較」PP.53-54より抜粋
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者、障害者への民間賃貸住宅に関する情報の提供、④高齢者向けの賃貸住宅の供給などが

あげられているが、そこにも「若者」への言及は見当たらず、行政の施策は立ち遅れている

といえよう15。

７．考察と課題
筆者は消費生活センターや法テラスで住宅に関する相談などを市民から長年受けてきた

が、住居は人間が生きる上で、最も重要なものであると気づいたのは最近になってからであ

る。紙数の関係で触れていないが、今回、本論文の執筆を決めたのは、神戸や東北、熊本

での震災被災者の住居の現状に疑問を持ったこと、単に住宅があれば人は生きていけるも

のではなく、人との関係性を保てるコミュニティを含めた住居が、人の生死や暮らしに大き

く関わっていることに、多くの人々が気づく必要があると思ったからである。
また、この豊かといわれている日本において多くのホームレスが存在し、ほとんどないと

思われてきた「絶対的貧困」がこの日本にもあることを知り、人が生きる上で「住居」の

問題は、現代の日本において何よりも重要ではないかと思うようになった。
災害被災者の事例以外でも、外国人が賃貸マンションや賃貸アパートの「入居を断られる」

という問題もある。法務省が2016年11～12月に行った外国人差別の実態調査では、約４割

が「外国人だから」、また「日本人保証人がいないから」を理由に入居を断られている。障

害者も同様の状態にあり、人権の視点からも住居の問題を捉えていく必要がある。
「日本の貧弱な住宅政策を許しているのは、結局のところ有権者である。住宅の問題を

政府の責任で解決すべきだと考える人は少数にとどまる。16」と社会学研究者の祐成は述べ

ている。確かに、日本の戦後の経済政策は人々に物質的な満足を与えたが、住宅について

は生活の豊かさを感じさせるレベルには至っていない。住宅は長年働いて手に入れる資産と

いう観念が与えられてきたため、自助で手に入れるものという意識が多くの日本人に強くあ

り、住宅ローンの返済ができず多額の負債を抱えて住む家を失う人々も多い。また、借家

に関する敷金トラブルなどの相談が多いのも住居政策の貧しさ故ではないだろうか。
スウェーデンの住宅を研究している水村は、日本の住宅が目指すべき諸施策について次

のように述べている。「①居住継続の観点から、良質な住宅ストックを確保すること。②住

み手の参加による集合住宅・住宅地・地域の維持・運営・管理の仕組みを再構築すること。
③住宅の所有概念に関して私有から共有へのパラダイムシフトを図ることである。17」

前述したように、これらは特に高齢者や若年層の住宅保障の観点からなくてはならない

施策である。早くから「居住福祉」を唱えている早川らの提言は、今後の日本が成熟した

社会を実現していくためには欠かせない社会政策であり、住宅政策である。

15　稲葉剛『ハウジングプア』山吹書店　2009年　PP.71-72
16　前掲注3　P.35
17　前掲注6　P.254


