
参考資料　４　

住宅宅地分科会審議経緯[主な答申・建議・意見聴取等]

区分
審議内容 答申等により講じられた措置状況等

開催年月日 分科会 部会

(H13)
2001/3/2

第２回
第８期住宅建設五箇年計画について（意見聴
取）

第８期住宅建設五箇年計画閣議決定

(H15)
2003/9/11

第６回 新たな住宅宅地政策のあり方について（建議）

(H16)
2004/9/29

第７回
新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはい
かにあるべきか（諮問）

(H17)
2005/9/12

第９回
基本
制度
部会

新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはい
かにあるべきか（答申）

住生活基本法の制定

(H18)
2006/6/28

第１１回
住生活基本計画（全国計画）について（意見聴
取）

住生活基本計画（全国計画）閣議決定（策定）

(H18)
2006/8/30

第１２回
今後の公的賃貸住宅制度等のあり方について
（建議）

(H20)
2008/1/30

第１４回
長期にわたり使用可能な質の高い住宅を整備・
普及させていくための方策について（諮問）

(H20)(H20)
2008/2/15

第１５回第１５回
長期にわたり使用可能な質の高い住宅を整備・長期にわたり使用可能な質の高い住宅を整備
普及させていくための方策について（答申）

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定

(H20)
2008/6/23

第１７回
分譲マンションストック５００万戸時代に対応し
たマンション政策のあり方について（諮問）

(H20)
2008/10/23

第１８回
高齢者が安心して暮らし続けることができる住
宅政策のあり方について（諮問）

(H21)
2009/1/13

第２１回
高齢者が安心して暮らし続けることができる住
宅政策のあり方について（答申）

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正

(H21)
2009/2/24

第２２回
マンショ
ン政策
部会

分譲マンションストック５００万戸時代に対応し
たマンション政策のあり方について（答申）

マンションの管理の適正化を行う管理組合を支援するマ
ンション等安心居住推進事業の実施

住生活基本計画（全国計画）の変更（案）につ
いて（意見聴取）

住生活基本計画（全国計画）閣議決定（変更）

安心して暮らすことができる民間賃貸住宅政策
のあり方について（諮問）

既存住宅の流通の促進及びリフォーム市場の
整備のための方策について（諮問）

(H21)
2009/7/31

第２３回
安心して暮らすことができる民間賃貸住宅政策
のあり方について（中間とりまとめ)

(H21)
2009/12/14

民間賃
貸住宅
部会

安心して暮らすことができる民間賃貸住宅政策
のあり方について（最終とりまとめ)[部会報告]

賃貸人の居住の安定を確保するための家賃債務保証
業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等
に関する法律案を国会提出（継続審議）

(H22)
2010/7/5

第２４回 住宅政策を取り巻く状況と今後の政策課題 （住生活基本計画（全国計画）の見直しのための審議開始）

(H23)
2011/1/17

第３３回
住生活基本計画（全国計画）の変更（案）につ
いて（とりまとめ）

(H23)
2011/2/24

第３４回
住生活基本計画（全国計画）の変更（案）につ
いて（意見聴取予定）

住生活基本計画（全国計画）閣議決定（変更）の予定
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住宅宅地分科会に設置した部会について

○企画部会

目的：公庫・公団及び公営住宅などの政策手法の三本柱について、抜本的な改革が推進

されている中、今後の住宅・宅地政策のあり方について審議

設置：平成１４年 ５月１０日

廃止：平成１６年 ９月２９日

第 １回 平成１４年 ５月２７日 第 ２回 平成１４年 ７月２６日

第 ３回 平成１４年１０月１６日 第 ４回 平成１４年１１月２２日

第 ５回 平成１５年 １月２２日 第 ６回 平成１５年 ２月２１日

第 ７回 平成１５年 ３月１８日 第 ８回 平成１５年 ４月１７日

第 ９回 平成１５年 ５月１６日 第１０回 平成１５年 ６月 ９日

第１１回 平成１５年 ６月２４日

○基本制度部会

目的：諮問「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みは、いかにあるべきか 」につい。

て審議

設置：平成１６年 ９月２９日

廃止：平成１８年 ６月２８日

第 １回 平成１６年１０月１５日 第 ２回 平成１６年１１月１２日

第 ３回 平成１６年１２月 ６日 第 ４回 平成１７年 ２月 ７日

第 ５回 平成１７年 ３月 ９日 第 ６回 平成１７年 ４月１８日

第 ７回 平成１７年 ５月２７日 第 ８回 平成１７年 ６月２９日

第 ９回 平成１７年 ９月１２日

○公的賃貸住宅部会

目的：今後の公的賃貸住宅制度等のあり方について審議

設置：平成１８年 ６月２８日

廃止：平成１９年 ３月 ８日

第 １回 平成１８年 ６月２９日 第 ２回 平成１８年 ７月２７日

○マンション政策部会

目的：諮問「分譲マンション５００万戸時代に対応したマンション政策のあり方につい

て」審議

設置：平成２０年 ６月２３日

廃止：平成２１年 ７月３１日

第 １回 平成２０年 ７月２８日 第 ２回 平成２０年 ９月２９日

第 ３回 平成２０年１１月 ４日 第 ４回 平成２０年１１月２７日

第 ５回 平成２０年１２月２５日 第 ６回 平成２１年 ２月２４日
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○民間賃貸住宅部会

目的：諮問「安心して暮らすことができる民間賃貸住宅政策のあり方について」審議

設置：平成２１年 １月１３日

廃止：平成２２年 ７月２６日

第 １回 平成２１年 ２月２４日 第 ２回 平成２１年 ３月３１日

第 ３回 平成２１年 ５月１２日 第 ４回 平成２１年 ６月 ８日

第 ５回 平成２１年 ７月 ６日 第 ６回 平成２１年 ７月３１日

第 ７回 平成２１年 ９月１８日 第 ８回 平成２１年１０月１６日

第 ９回 平成２１年１１月１０日 第１０回 平成２１年１２月１４日

○既存住宅・リフォーム部会

目的：諮問「既存住宅の流通の促進及びリフォーム市場の整備のための方策について」

審議

設置：平成２１年 ２月２４日

廃止：

第 １回 平成２１年 ４月２８日 第 ２回 平成２１年 ５月２６日

第 ３回 平成２１年 ７月 ７日 第 ４回 平成２１年 ９月１４日

○消費者政策部会

目的：消費者の視点に立った住宅政策のあり方について審議

設置：平成２１年 ７月３１日

廃止：

【開催歴なし】
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