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はじめに

そろそろ家を建てようかな？という方へ

は じ め て の 家 づ く り で

分 か ら な い こ と が 沢 山 あ り ま せ ん か ？

ダンドリシートがあれば

はじめての家づくりでも

「迷わない」「失敗しない」

さらに3つのメリット

「無料相談」のご予約はEメールかお電話で！

0120-988-838 contact@auka.jp
【受付時間】10:00~20:00 年中無休（年末年始を除く）

資金計画ってどうやって作ればいいの？

どれくらいお金を借りた方がいい？

どこの工務店やハウスメーカーを

選べばいいの？大手の方がいい？

はじめての家づくり

何からはじめたらいいの？

土地選びってどうすれば

いいの？どこで探せばいいの？

無料で何度でも専門家に相談できる1

家づくりの専門家が一緒に作るから失敗しない2

工務店に要望を正しく伝えられる3
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家づくりダンドリシートの使い方

家づくりダンドリシートは、これから家を建てる方のワクワクした気持ちやこだ

わり、理想がたくさん詰まった家で、豊かな暮らしを末永く愉しんでいただくた

めの、後悔しない家づくりをサポートするツールです。

不安に感じていることや気になること、希望の条件、資金計画などをしっかり整

理して考えていきましょう。

4

家づくりの専門家に相談する2

自分で判断が難しいものは専門家に相談。

無料でお気軽にご相談いただけます。

訪問する工務店に見せる3

ダンドリシートを工務店に見せれば、

ご要望にあった提案を受けられます。

新しい暮らしの理想を書き出す1

新しい暮らしを想像しながら、

具体的な理想の条件を広げましょう



スケジュールを確認しよう

2019年

2月

情報収集

目安:「新生活スタート！」の3カ月前
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資金
シュミレーション

工務店・土地決定

着工・工事

新生活スタート！

理想の家をイメージしよう

月々いくら返済可能か確認

総予算を決めておこう

実際に工務店に訪問してみよう！

最新イベント・モデルハウス・工務
店をチェック！

地鎮祭や安全祈願祭は基本的には希
望の方のみ。

実施有無については予め家族で話
あっておこう

いよいよ引き渡し！

引っ越し業者の手配・段取りについ
て忘れないように！

ご近所へのご挨拶も検討しておこう

2019年

5月

目安:「着工・工事」の1カ月前

目安:「工務店・土地決定」の3カ月前

目安:「資金シミュレーション」と同時

いつかは家が欲しいな。このシートを手にしたあなたはきっとそう思っているはず。

まずは、ざっくりとスケジュールを把握するために、結婚やお子さんの誕生、小学校

入学・・・など、新しい生活が始まる日にゴールを決めて、いつから準備を始めれば

いいかスケジュールを確認してみましょう。

2019年

1月

2018年

11月

2018年

11月

時期の入力・修正はこちらをクリック

プロフィールの完成希望時期から
想定される家づくりの流れと期間を

整理致します。

https://auka.jp/enquete/edit?single_edit=true&utm_source=PDF&utm_medium=Dandori&utm_campaign=PDF_Dandori_enquete_timePlan_EID00009#timePlan


MEMO/

✓ 書斎

✓ LDRは広め（18帖以上）

✓ タディコーナー（お料理しながら子どもの勉強を教える）

✓ 収納スペース充実

✓ ３LDK以上

家族みんなのこだわりや暮らしのイメージを自由に書き出してみよう。なんでもOKです。

『ホームシアターで映画鑑賞』『週末は友人を呼んでホームパーティ』・・・など

【新しい暮らし】を想像しながら、ワクワクすることを書き出しましょう。

イメージを書き出してみよう
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家づくりのスケジュール – 全体像を把握しよう

１

aukaには、たくさんの施工事例が掲載されています。

気になった会社の事例をチェックしてみましょう。

気に入った写真があれば「♡」を押しましょう。気

に入った写真が多いほど、工務店へのイメージ共有

に役立ちます。

家族みんなのこだわりを、自由に書き出してみよう。

家は建てるだけではなく、暮らしのイメージも大切です。

家事はどうしよう？収納・玄関はどうかな？ 『新しい

暮らし』を想像しながら、希望を書き出しましょう。

aukaで情報収集する

自分たちが毎月いくら返せるかシュミレーションし

てみましょう。支払金額の一つの目安は「現在の家

賃＋駐車場代」です。

予算オーバーで家計が苦しくなる前にしっかり計算

しておきましょう。

予算を立てる

aukaがお客さまの予算やご要望に合わせてオススメ

の工務店を紹介します。気になった工務店があれば

実際に店舗に行って相談してみましょう。

家づくりダンドリシートを見せながらお話するとス

ムーズに要望を伝えることができます。

気になる工務店に相談する

要注意ポイント
情報が不十分な状態で工務店に相談しにいく
のは止めましょう！
真剣ではないと思われて、提案力が高くない
担当者を付けられる可能性があります。

aukaからのご紹介であれば、お客さまのご
要望や事情を漏れなく工務店に伝えられるた
め、優秀な担当者を付けてもらえます。

いくつか工務店への訪問を終えたら、

次は実際の完成見学会に足を運びましょう。ここで、

断熱性・気密性・パッシブデザインなど体感し、そ

れぞれの工務店の得意・不得意をしっかりとチェッ

クしておきましょう。

完成見学会に参加する

工務店のメリット・デメリットを理解したら、いよ

いよプラン案を提出してもらいましょう。

プラン案を出してもらう際には、このシートを持参

し、しっかりと希望を伝えましょう。プラン案を出

してもらうことで、おおまかな費用が分かり、事前

審査を行うことが可能となります。

工務店のプラン案を確認する

土地探しから家づくりをスタートする人はステップ

４の際に一緒に工務店へ相談しましょう。

工務店に手伝ってもらうことで、無駄な費用を抑え

ることができますよ。

実際に住む土地を探す
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気に入ったプラン案・土地が決まったら、概算費
用を元に依頼先を決定しましょう。不明な点はど
んどん質問して解消しておきましょう。

工務店を決定する

ポイント
見積内容で工務店へ確認しづらい点や、第三者
の意見が聞きたい場合には、是非aukaに相談を。
見積項目は初めての方には分かりづらい用語が
出てくる場合があるので、不明な点は契約前に
きちんと確認しておきましょう。

敷地にかかる法令や敷地境界線を確認します。地
盤改良や造成の正確な費用が算出されます。

実はここで思わぬ予算が出る方が多いです。土地
購入の際みは、工務店へ予め確認しておきしま
しょう。

敷地・地盤調査を行う

プラン内容と本見積の内容、しっかりじっくり検
討して、納得ができたら本契約を締結しましょう。

工務店と契約する

いよいよ工事スタート。

地鎮祭は基本的に希望の有無で開催が決定します。
地鎮祭は工事をする大工さんたちの安全祈願でも
あります。最近では開催しない人も増えています
が、大工さんとの顔合わせにもなるので行ってお
きましょう。

住宅工事期間中は、工事による音などで、周り近

所への影響が大きいもの。ご近所へのご挨拶も忘

れずに。

お家の施工をはじめる

基礎工事とは、建物の土台となる部分の工事のこ
とです。具体的には、地縄を張り、基礎の形に合
わせて地面を掘り、底に割栗石(わりぐりいし）と
いう地盤をつなぐための砕石などを敷きコンク
リートを打っていきます。

家が出来上がってからは見ることができないので、
プラン通りになっているか確認しましょう。

基礎工事を行う
上棟式は、基本構造が先ほどの段階でできて、棟
木を上げるときに行われる儀式のこと。今後の工
事の無事と職人の方々への感謝を表すものになり
ます。

先ほど地鎮祭のところで書いたように、上棟式は
最近では行わないところも増えているのと、また
神主を呼ばずに棟梁によって行われるケースも多
いです。

上棟式を行う

竣工とは工事が完成することです。この段階では
ほぼ家づくりは完成している段階で、残りは検査
や証明証の交付を行って、晴れて家づくりが完成
となります。

竣工

竣工検査とは、工事の終了時に、外構も含めて完
成した建物に不具合がないかをチェックするため
の検査のことです。

また、竣工検査とは別に、施工会社・工事監理
者・施主によって行われる最終的な検査のことを
「竣工検査」といいます。特に施主が立ち会って
行われる検査を「施主検査」ともいいます。

竣工検査、検査済証の交付

最終チェックの際に指摘した事項の直しなどが完
了したあら、新居の保証書・引渡証明書などの書
類とともに鍵を受け取ります。

あとは引っ越しだけ！

ワクワクする暮らしのスタートです！

引き渡し

アフターサービスについて

最近では、アフターサービスに力を入れている
工務店が増えてきています。当然のことながら”
家は建てるまで”より”建ててから”が長く、それ
に伴い工務店との付き合いも建ててからが本当
の意味での付き合いがスタートします。
各工務店、どんなアフターサービスがあるのか、
しっかり比較検討しておくことをおすすめしま
す。

＊尚、aukaで建てたオーナー様は、建築後のご
相談にも対応させていただきます。
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資金編

ローンシミュレーション

ⅰ. 失敗しない予算の考え方

ⅱ. 「事前審査」の落とし穴！注意すべきポイント

ⅲ. 家づくりにかかるお金

ⅳ. 住宅ローン金利の種類

〜 要チェック！家づくりコラム 〜



失敗しない予算の考え方
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いくらまで借りられる？失敗しない予算の考え方

家づくりの予算設定は、家を建てた後の人生に大きく影響するため、非常に重要です。

「せっかく家を建てるのだから、できるだけ住みやすくグレードの高い家を建てたい」と思っ

て予算を上げすぎてしまうと、その後の家計が苦しくなり、最悪の場合、せっかく建てた家を

手放す状況になるかもしれません。とは言え、慎重になり過ぎて満足できない家になるのも避

けたいところ。

本編では、失敗しない予算の考え方について説明し、具体的な資金シミュレーションを行いま

す。

借入可能額は、「世帯年収に対する返済比率」によって計算されます。

一般的に、銀行からローンを借り入れる場合、「世帯年収に対して30%〜35%」の範囲までな

ら借入可能と言われています。しかし、借入可能な限界ギリギリまで借りてしまうと、生活の

余裕が無くなり家計に苦しむかもしれません。十分な余裕を持った借入額に収めるために、

aukaでは「手取り年収の内25%〜30%まで」を借入可能額とすることをオススメしています。

世帯年収 手取り年収 手取り年収

の

25%~30%

【世帯年収600万円の場合】

手取り年収＝年収×80%＝480万円

借入可能額＝480万円×25%〜30%

＝ 120万円〜144万円

月次返済額＝10万円〜12万円



ローンシミュレーション

借入可能額は、月次返済額を元に計算します。

計算に用いる指標は「金利」「返済年数」「金利タイプ」によって変わります。

例えば「フラット３５」の場合は、返済年数35年・全期間固定金利の長期ローンで、金利は時期・

金融機関・融資率（住宅の購入額に対する借入額の割合）などによって異なります。

また、「フラット３５」の場合、現在抱えているローン＋これから借りる住宅ローンの返済比率が

年収に対して３０％に収まっていることが理想とされています。
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ローンの種類 月々の返済額
ボーナス
月返済額

残返済期間
年間の
返済額

残債務

車 30,000円 0円 36ヶ月 360,000円 1,080,000円

月次返済額計算

世帯年収

550 万円

手取り率

80％

手取り年収

440 万円

返済比率

30％

最大年間総返済額

132 万円

手取り年収

440 万円

住宅ローン返済額（月間）

8 万円

最大年間総返済額

132 万円

住宅ローン返済額（年間）

96 万円

ローン年間返済額

36 万円

お借入れ状況の修正は
こちらをクリック

現在のお借入状況・世帯年収などから、
最適な住宅ローン返済額を算出します。

https://auka.jp/enquete/edit?single_edit=true&utm_source=PDF&utm_medium=Dandori&utm_campaign=PDF_Dandori_enquete_debt_EID00019#debt
https://auka.jp/enquete/edit?single_edit=true&utm_source=PDF&utm_medium=Dandori&utm_campaign=PDF_Dandori_enquete_debt_EID00019#debt


ローンシミュレーション
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前のページで算出した金額を元に、次の表では月々の支払額から見る予算設定について記載します。

次の表では、返済期間を31年、金利0.5％と仮定した場合の月々の返済額について記載しています。

白〜青にかけての範囲が、安全な予算額となります。

また、ボーナス払い併用の場合は、総予算額を高く設定することが可能です。

31年

0.5%

頭金 0円 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円

4,000 万円 116,098 113,195 110,293 107,390 104,488 101,586 98,683

3,900 万円 113,195 110,293 107,390 104,488 101,586 98,683 95,781

3,800 万円 110,293 107,390 104,488 101,586 98,683 95,781 92,878

3,700 万円 107,390 104,488 101,586 98,683 95,781 92,878 89,976

3,600 万円 104,488 101,586 98,683 95,781 92,878 89,976 87,073

3,500 万円 101,586 98,683 95,781 92,878 89,976 87,073 84,171

3,400 万円 98,683 95,781 92,878 89,976 87,073 84,171 81,268

3,300 万円 95,781 92,878 89,976 87,073 84,171 81,268 78,366

3,200 万円 92,878 89,976 87,073 84,171 81,268 78,366 75,464

3,100 万円 89,976 87,073 84,171 81,268 78,366 75,464 72,561

3,000 万円 87,073 84,171 81,268 78,366 75,464 72,561 69,659

2,900 万円 84,171 81,268 78,366 75,464 72,561 69,659 66,756

2,800 万円 81,268 78,366 75,464 72,561 69,659 66,756 63,854

2,700 万円 78,366 75,464 72,561 69,659 66,756 63,854 60,951

2,600 万円 75,464 72,561 69,659 66,756 63,854 60,951 58,049

2,500 万円 72,561 69,659 66,756 63,854 60,951 58,049 55,146

2,400 万円 69,659 66,756 63,854 60,951 58,049 55,146 52,244

2,300 万円 66,756 63,854 60,951 58,049 55,146 52,244 49,342

2,200 万円 63,854 60,951 58,049 55,146 52,244 49,342 46,439

単位：円

総予算

月々の返済額

返済期間

金利
65歳完済とした場合の返済期間です

ボーナス払い併用時の考え方（概算）

ボーナス月加算額

10 万円

回数

60回
ボーナス支払い総額

600 万円

ボーナス支払い総額

600 万円

100－金利

99.5％
総予算への加算額

約597万円

ボーナスを併用する場合の総予算額は、以下の式で計算した加算額を総予算に加えることで、シュ

ミレーションすることが可能です。

お電話で確認しながら、総予算額を一緒
に導き出します。



歴史的低金利

住宅ローンは金利が１％違うだけでも返済額は大きく違います。視点を変えれば月々の返済総額が同じで

も借入可能な金額は大きく違うのです。いかに低金利で借入れできるか、が住宅ローンを利用する最も賢

い方法です。

２,５００万円借りた場合・３５年返済

歴史的超低金利時代！金利が1％上がると、どうなる？

総返済額が約489万円増額する

金利 0.5% 1.5%

総返済額 約2,725万円 約3,214万円

年間の返済額 約77.8万円 約91.8万円

毎月の返済額 約6.4万円 約7.6万円

トータルで

約489万円の差

年間で約14万円の差

月間で約1.2万円の差

5年間で頭金を500万円貯めて借入額を2,000万円とした場合の比較

パターン 現在 出来事 パターン１ パターン２

施主年齢 28歳 33歳 33歳

借入年数 35年 借入年数の減少 32年 32年

金利 0.50% 金利の上昇 1.00% 1.50%

消費税率 8% 消費税増税 10% 10%

見積金額 2,500万円 見積金額アップ 2,546万円 2,546万円

うち消費税 約185万円 消費税アップ 約231万円 約231万円

頭金 0 頭金準備OK 500万円 500万円

元金 2,500万円 元金減少 2,046万円 2,046万円

利息 約226万円 利息増加 約345万円 約531万円

合計 2,726万円 借入総額減少 約2,391万円 約2,577万円

月々の返済額 64,896円
月々の返済額は金
利に応じて微増減

62,282 円 67,121円

5年後…

次ページもチェック！！住宅ローン減税が受けられるのは、2021年12月まで

利息は
約120万円

アップ
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住宅ローン控除

住宅購入にあたり、住宅ローンを組んだ方が受けられる制度です。お借入の年末

残高の1％分（上限あり）が、所得税から控除されます。

所得税だけでは上限に至らない場合は、翌年度の住民税が上限を限度に、免除さ

れます。

住宅ローン控除とはどの様な制度でしょうか？

年収 税
扶養人数

1人 2人 3人 4人

所得税 38,600円 19,600円 600円 0円

300万円 住民税 88,700円 55,700円 22,700円 4,000円

合計 127,300円 75,300円 23,300円 4,000円

所得税 69,100円 50,100円 31,100円 12,100円

400万円 住民税 149,800円 116,800円 83,800円 50,800円

合計 218,900円 166,900円 114,900円 62,900円

所得税 107,900円 83,700円 64,700円 45,700円

500万円 住民税 216,900円 183,900円 150,900円 117,900円

合計 324,800円 267,600円 215,600円 163,600円

所得税 175,000円 137,000円 99,000円 79,200円

600万円 住民税 284,000円 251,000円 218,000円 185,000円

合計 459,000円 388,000円 317,000円 264,200円

所得税 259,700円 208,100円 170,100円 132,100円

700万円 住民税 355,100円 322,100円 289,100円 256,100円

合計 614,800円 530,200円 459,200円 388,200円

所得税 422,700円 346,700円 270,700円 213,600円

800万円 住民税 436,600円 403,600円 370,600円 337,600円

合計 859,300円 750,300円 641,300円 551,200円

※ 所得税・住民税の計算上、収入は給与所得のみ、所得控除額は社会保険料控除・扶養控除（一般）・基礎控除のみ考慮。
住民税均等割4,000円、調整控除2,500円

控除の総額は・・・

10年間の控除額 212.8 万円

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

24.3
万円

23.6
万円

23
万円

22.3
万円

21.6
万円

21
万円

20.3
万円

19.6
万円

18.9
万円

18.2
万円

10年間で受けられる控除額は・・・

年収別所得税・住民税額の目安

ローン借入2,500万円 夫婦＋子供1人の場合



賢く使おう！住宅ローン控除

借入額 2,500万円

うちボーナス返済分 0万円

金利 0.5%

返済期間 35年 0ヶ月

繰上返済時期 11年 0ヶ月

繰上返済額 200万円

繰上返済なし
繰上返済

（返済額軽減型）
繰上返済

（期間短縮型）

返済期間 35年 0ヶ月 35年 0ヶ月
32年 2ヶ月

(34ヶ月)

返済額（通常月） 64,896円
57,501円

(-7,395円)
64,777円
(-119円)

利息 2,256,255円
2,133,869円

(-122,386円)
2,019,601円

(-236,654円)

総支払額 27,256,255円
27,133,869円
(-122,386円)

27,019,601円
(-236,654円)

15

住宅ローン控除の還付金を別口座などに貯蓄しておいて、11年目に繰上返済に充てる方も増えています。

もちろん、新しい生活を始めた中で、家具やお皿などの新しいアイテム購入費に活用するという方法もあ

りますが、ここでは、繰上返済をした場合のメリットについてみていきましょう。

住宅ローン控除をうまく活用した場合の金利比較（期間短縮型の場合）

2500万円

2046万円 2046万円

202万円

345万円
531万円

50000

55000

60000

65000

70000

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

金利0.5%

現在

金利1％

5年後

金利1.5%

5年後

金利と総支払額の比較

借入額 金利 月間の返済額

万円 円

一見すると、支払い総額は少ないが、
金利は多く支払っていることに・・・



住宅ローンの事前審査とは、あらかじめ住宅ローンを借りることができるのかどうかの目

安を、購入希望者、不動産会社がお互いに知っておくために行うものになります。

「事前審査」の落とし穴！注意すべきポイント

「事前審査」の落とし穴！注意すべきポイント

事前審査の申込みをした所、金融機関によっては「住宅ローンは貸せません」という回答が出

るケースもあります。主な要因として２つお伝えします。

(1) 過去に支払い遅れなどの金融事故があったか

各金融機関が信用情報を確認する「個人信用情報」というデータベースがあります。個人信用

情報に金融事故があったと記載がされることを「ブラックリストに載る」と言います。

ブラックリストに載ると、事前審査で落ちる可能性が高くなります。

金融事故の最も多いケースは

「クレジットカードの支払が遅れた」「携帯電話本体の分割支払が遅れた」

などがあげられます。

金融事故があった場合、一般的には最低5年はローンを借りることができません。

正確な期間は、事故を起こした金融機関や時期によって異なります。

(2) 金融機関の審査基準を満たしているか

金融機関によって事前審査の基準は異なりますが、一般的には「勤続年数」と「年収」が考慮

されます。

会社勤めの場合「勤続１年以上」・自営業の場合「営業開始後３年以上」

という条件が設けられていることが多く、年収としても「税込１００万円以上」という条件が

設けられていたりします。勤続年数や営業年数が短い場合、また年収が低めの場合は、長期に

渡る住宅ローンを返済し続けられるのかを、金融機関が不安視して審査基準に満たない可能性

があります。

また、審査基準は金融商品によって異なります。

例えば固定金利の「フラット35」では勤続年数は考慮されません。

勤続年数や年収にご不安がある場合、aukaで最適な金融商品をご紹介可能です。

お気軽にご相談ください。

16



次に、家づくりにかかるお金を整理していきしましょう。

家づくりにかかるお金は「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つから構成されています。

大切なのは、3つの種類の費用をそれぞれもれなく把握しておくことです。

家づくりにかかるお金

「家づくりにかかるお金」を確認する

例えば、家づくり費用の総予算が2,000万円で一般的に言われる7：2：1の比率だと仮定してみ

ると、

本体工事費1,400万円、付帯工事費400万円、その他諸経費に200万円

という計算になり、さらに土地探しからスタートする方はここに土地代金が加算されます。

もちろん住む場所や住宅の建て方によって全体の費用は大きく変わってきますが、おおよそ平

均でこれくらいかかるのかという相場がわかると、家づくりに全体でいくらかけたらいいかの

基準がわかるということなので、知っておいて損ではないです。

また、カーテン、エアコン、エアコン取付費用は一般的には付帯工事となりますが、工務店に

よっては本体価格に含まれるケースもあるので事前によく確認しましょう。
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その他諸費用

約1割

本体工事費・建築費（本体価格）

約7割

付帯工事費

約2割
・電気 ・ガス
・水道の配管
・基礎補強
・地盤整備/改良
・造成工事
・外構設備

・土地購入にかかる仲介手数料
・司法書士および土地家屋調査士費用
・地鎮祭 ・上棟式費用
・測量/地盤調査費用
・金融機関へ支払う各種手数料
・団体信用保険
・水道加入費用
・火災保険料
・各種登記費用
・建築確認申請費用
・近隣あいさつ費用
・家具/家電/照明などの購入費用
・仮住まい家賃
・引越し費用



住宅ローンを借りるとき、金利は「固定金利」「変動金利」の大きく2種類のなかから

選びます。ではどちらの金利を選べばよいのでしょうか。それぞれの金利の特徴をよく

分からずに決めてしまうと、想定外のお金・利息を支払うことになる場合があります。

住宅ローン金利の種類

どちらがいい？住宅ローン、固定金利・変動金利の選び方

住宅ローン金利は大きく3種類に分けることができます。

①固定金利

借入している期間、金利が変わらないのが「固定金利」です。

メリット：返済額が一定であるため、返済の計画を立てやすい

デメリット：変動金利と比べて金利が高くなりがち

②変動金利

半年ごとに金利が見直されるのが「変動金利」です。返済期間中に月々の返済額が変わるこ

とがあります。ただし、金利が変わっても5年間は返済額（元金返済分と利息の合計額）が

変わらないように調整されます（5年ルール）。

さらに、5年ごとに見直される返済額は直前の返済額の1.25倍までしか増えないようになっ

ています（1.25倍ルール）。

メリット：金利が低く維持できる可能性がある

デメリット：想定外に沢山の利息を支払わなければならない可能性がある

③固定金利選択型

固定金利と変動金利を合わせたような「固定金利選択型」というタイプもあります。これは、

最初の一定期間だけ金利を固定し、その期間が終わったら変動金利に切り替わる、あるいは

改めて固定金利を選択していくものです。通常、固定金利の期間が終わると金利があがり、

返済額が増えます。

一般に借入時点では変動金利が最も金利が低く、次に固定期間の短い金利のタイプ、そして

全期間固定の固定金利の順で金利が高くなっていきます。

「固定金利」「変動金利」には、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。これ

らを理解して、将来にわたる長期的な視点で金利を選ぶことが重要です。どちらの金利が自

分にあっているかは一概に言えるものではなく、各家庭のリスクへの考え方、家計への影響、

住宅ローンの返済の仕方などで変わります。

「どのように住宅ローンを返済していきたいか」

「その間のライフイベントは何があり、家計はどのように変化するか」

についても、家族も含めて考える必要があります。
18



「とにかく耐震性にこだわりたい！」という人もいるかもしれませんが、多くの人に

とって工法選びで見るべきポイントは、「耐震性以外の観点も合わせて総合的に判断す

る」といういうこと。なぜならのちほど詳しく説明しますが、工法ごとの耐震性はそれ

ほど差がなく、どの工法を選んでも基本的に耐震性の問題はないからです。大切なのは、

3つの種類の費用をそれぞれもれなく把握しておくことです。

構造ごとの耐震性と、
工法の判断にあたって基準となる特徴

押さえておくべき、住宅工法の費用の違い

主な住宅工法は、「木造」「鉄骨造」「RC造」の3つ。

その3つの住宅工法について「耐震性」という観点から見ると、鉄骨造、RC造が耐震性が高く、

木造はそれに続いてきます。なので耐震性をとことん重視したい！という方には木造の住宅工

法はあまりおすすめはしないことが多いです。

耐震性の強さRC造 ＞ 鉄骨造 ＞ 木造

しかしここで確認しておいていただきたいのは、木造の耐震性は高くなっており、木造住宅の

耐震性は鉄骨住宅とそれほど変わらない水準にまでなっているということ。その背景としては、

阪神淡路大震災後の2000年の建築基準法改正において、木造戸建ての耐震性は大幅に向上した

ことがあります。

そのため、どの工法でも耐震性に不安はもつ必要はありません。

もちろん構造ごとの耐震性の平均で比較をすると、多少の差はありますが、建築基準法で定め

られた最低限度の（震度6強から7の地震でも住宅の構造部分が倒壊・崩壊しない）耐震性は、

現在どの住宅も基本的に満たしています。このように工法選びに関して、工法ごとの耐震性の

差はさほど気にしなくてよくなってきているのです。

19

工法名/特徴 耐震性 工期 耐久性 リフォーム対応力 コスト*

木造 ◯ ◎ ◯ ◎ 約60万円

鉄骨造 ◎ ◯ ◯ ◎ 約80万円

RC造 ◎ △ ◎ △ 約85万円

*コスト…一戸建て住宅の工事費予定額（全国平均）を元に算出（参照：https://www.e-stat.go.jp/）

住宅工法別特徴
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土地編

1. 土地選びチェックリスト

2. 土地の希望条件シート

ⅰ. 住みやすい土地の探し方

ⅱ. 知っておくべき規制や法律

ⅲ. 耐震性だけじゃない！工法のポイント

〜 要チェック！家づくりコラム 〜

3. 物件まとめシート



住みやすい土地の探し方

土地を探す場合、不動産屋で探すか工務店で探すかのどちらかになります。

aukaでは、工務店で土地を探すことを強くオススメしています。

何故なら、不動産屋は「高く売りやすい土地」を優先するのに対して、工務店は「理想の家を

建てやすい土地」を優先するため。また、不動産屋で「建築条件付き土地」を買った場合は工

務店が選べない場合もあるので、先に建てたい工務店を選んでから土地を探すことをオススメ

します。

土地探しは不動産屋ではなく工務店で

失敗しない土地選びの視点

ご希望のライフスタイルによって土地の良し悪しは大きく変わりますが、人気が高く価格も高

くなりやすい条件や、避けた方が無難な条件など様々な視点があります。それぞれの視点を前

もって理解した上で、優先度を立てて検討することが重要です。土地探しの視点は、大きく4項

目に分けられます。

1) 物件条件

o 方位・敷地面積・角地・地盤の強さ、などその土地固有の条件

2) ローケーション

o 教育施設・医療施設・通学路の安全性・道路の整備具合・緑の多さなど、その土地の

周辺環境に関わる条件

3) 法規制

o 建ぺい率・容積率・斜線制限などの制限や、第一種低層住居専用地域などの用途地

域の種類など法律で定められた寄生

4) 予算

o 土地に対してかけられる予算

21

不動産屋 工務店

選び方 高く売りやすい土地 理想の家を建てやすい土地

判断基準 資産価値・方位・面積など 景観・日当たり・建築イメージなど

予算の計算方法 資産価値のみ 地盤改良などの追加費用も考慮

家づくりの知識 無し 有り

購入後のサポート 無し 建築後も継続してサポート



土地選びチェックリスト
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土地選びの条件 必須 優先度 メモ欄

物件条件

敷地面積

方位
（日当たり）

角地

水はけの良さ

地盤の強さ

ロケーション

閑静・緑の多さ

道路の整備

通学路の安全

幼稚園・保育園

学校

塾・習い事

総合病院

その他病院

交通利便性

買い物利便性

レジャー環境

同年代比率

法規制

建ぺい率

高さ制限

お客様ごとに異なる
優先事項を一緒に整理して

資料化します



家づくりに関する法律

用途地域の種類と特徴まとめ

用途地域（ようとちいき）は都市計画法によって定められた地域地区のひとつです。

エリアによって、住居・商業・工業など建てられる建造物や利用用途が制限されます。住みやすさ

や利便性に影響があるため、土地探しの際には気をつける必要があります。

住みたいエリアがどの用途地域に設定されているかは専門家に確認しましょう。

敷地面積に対して建
てられる建築面積の
割合

建ぺい率 容積率

敷地面積に対して建
てられる延床面積の
割合

周囲の日照や風通し
を妨げないように設
けられた高さの制限

斜線制限

幅4m未満の狭い道に
接した敷地で道路幅を
確保するための規制

セットバック

家を建てる上で、建築に関する規制や法律は必ず理解する必要があります。知らないで家づくりを

進めると、思わぬ予算オーバーや希望の間取りが実現できないことも。土地探しの段階から工務店

や建築士などの専門家に必ず相談しましょう。

知っておくべき規制や法律

用途地域の名称 特徴

第一種低層住宅専用地域
低層住宅のための地域。小規模なお店・事務所
を兼ねた住宅・小中学校を建設可能

第二種低層住宅専用地域
主に低層住宅のための地域。小中学校・150m2

までの一定のお店を建築可能

第一種中高層住宅専用地域
中高層住宅のための地域。病院・大学・500m2

までの一定のお店を建設可能

第二種中高層住宅専用地域
主に中高層住宅のための地域。病院・大学・
1500m2

用途地域の名称 特徴

第一種住宅地域
住居の環境を守るための地域。3000m2までの店
舗、事務所、ホテルを建設可能

第二種住宅地域
主に住居の環境を守るための地域。店舗・事務
所・ホテル・カラオケボックスを建設可能

準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立
地と、これと調和した住宅の環境を保護するた
めの地域

用途地域の名称 特徴

近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをするため
の地域。住宅・店舗・小規模の工場を建設可能

商業地域
銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる地
域。住宅・小規模の工場を建設可能。

用途地域の名称 特徴

準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する
地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは
ほとんど建設可能

工業地域
どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店も
建設可能だが、学校・病院・ホテルなどは建設
できない

工業専用地域
工場のための地域。どんな工場も建設可能だが、
住宅・お店・学校・病院・ホテルなどは建設で
きない

< 住宅系1 > かなり住みやすい地域 < 住宅系2 > 比較的住みやすいい地域

< 商業系 > 利便性のある地域 < 工業系 > 住むには適さない地域
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土地の希望条件シート

希望条件/

物件概要

通勤時間 夫： 妻：

通学時間

その他：

こだわりたい条件

敷地面積：

けんぺい率：

概算予算：

買い物に便利

近くに病院

その他施設

周辺環境

どんな土地で新しい生活をスタートさせるか、周辺環境、通勤・通学時間などをしっかりと

確認し、希望条件をこのシートに整理していきましょう。

大切なのは、自分たちで何度か条件を変えて足を運び、比較検討することです。

MEMO

24

希望エリア



物件まとめシート

ここに入手した物件概要を貼っておきましょう

MEMO

日当たりは良いか？ 良い 悪い その他
遮る建物はないか？ 良い 悪い その他
交通量は多いか？ 少ない 多い その他
近隣住人のトラブルなどないか？ ない ある その他
将来、周辺環境に大きな変化がないか？ ない ある その他
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工務店の選び方編

1. 工務店の選ぶ時の3つのポイント

2. 工務店の強み10項目



工務店の選ぶ時の3つのポイント

工務店は多種多様で、それぞれによって強みや特徴が全く異なります。

家づくり成功には、自分の理想を叶えてくれる工務店を正しく選ぶことが重要です。

Point１．予算の範囲内に収まる工務店を選ぶ

工務店によって適切な予算が異なります。

予算が合わなかった場合、「こちらではお受けできません」と断られてしまう場合もあるの

で、予算の範囲内かどうかは事前に確認することをオススメしています。aukaでは予算に

合った工務店のみを紹介いたしますのでご安心ください。

Point2．自分に要望に合った強みを持つ工務店を選ぶ

工務店によって得意とする分野が異なります。一つとして同じ工務店はありません。工務店

の得意領域の違いを理解して、自分の要望に合った工務店を選ぶことが重要です。

aukaでは、工務店の強みを10項目に分類し、お客さまのご要望と照らし合わせてベストな

工務店を提案いたします。

お客さまが大切にしたい強みを優先度付けすることで、より適した工務店を提案することが

できます。工務店の強み10項目は次ページに用意しています。

Point3．ヒヤリング力と提案力が高い担当者を付けてもらう

どんなに自分の要望と合った工務店であっても、担当者との相性が悪ければ家づくりは上手

くいきません。一生に一度の大きなお買い物なので、担当者には自分の要望を叶えてくれる

優秀な人についてもらう必要があります。

優秀な担当者についてもらうためには、お客さまのご要望や条件を予め工務店に伝える必要

があります。お客さまのご要望を予め理解することで、工務店はお客さまに適切な担当者を

つけることができます。

aukaでは、お客さまと工務店の橋渡しとして、お客さまのご要望を正しく工務店に伝えま

す。aukaを通して工務店に相談いただくことで、適切な担当者を手配することができます。
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優先度 強み 説明 代表的な会社

①実績が豊富 昔から地元に根付く工務店。着工件数が多い
アネシス、幸保工務店、
シアーズホーム

②ブランド力が高い 誰もが知っている有名な工務店 積水ハウス

③設計の自由度が大
きい

設計士と対話でき、柔軟に要望が取り入れら
れる

アーキハウス、グラン
ト設計事務所

④デザイン性が優れ
ている

デザインに強みのある設計士が在籍している
ロジック・アーキテク
チャ

⑤設備が高機能で充
実している

暮らしやすさを追求した独自の設備を扱える アイ-ウッド

⑥ナチュラルスタイ
ルに強み

自然をふんだんに取り入れた設計が得意
ホームパーティー、新
産住拓

⑦堅牢な工法構造に
強み

耐震構造など頑丈な家の設計が得意
バウハウ
ス.(BAUHAUS.)

⑧機密断熱性能に強
み

エネルギー効率が良く快適な設計が得意
一条工務店、アラセン
ハウス

⑨人気の土地を確保
している

住みたい土地が決まっている場合
アネシス（プロポーズ
タウン）

⑩コストパフォーマ
ンスが高い

様々な工夫で価格を下げることに成功してい
る

ファンライフ、アイ-
ウッド

工務店の強み10項目

お客様ごとに異なる
優先事項を一緒に整理して

マッチ度の高い会社を選定します
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理想のデザインと間取り

1. こだわりの条件

2. 好みのデザイン確認シート

ⅰ. リビング

ⅱ. キッチン

ⅲ. 子ども部屋

3. 理想のすまいを想像しよう

ⅳ. バス・サニタリー

ⅵ. その他

ⅴ. 収納



スケジュールや予算が分かったところで、理想のすまいについて計画してみましょう。

５ページ目に記載した内容をより現実的に。また、こだわりたい条件は優先順位をつけ

ていくことで、予算オーバーを防ぐことができます。

こだわりの条件

MEMO/

家づくりで大切に
したいこと

こだわりたい条件

営業担当との相性が大事

職人の技術・施工能力が高い会社

アフターフォローが徹底している会社

工務店選びで
大切なこと

家の性能

□ 高耐久・高耐震 □ 高気密・高断熱

□ 健康住宅 □ 省エネ

□ パッシブデザイン
□ その他
（ ）

MEMO
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次に、理想のデザインについて想像してみましょう。

チェックボックスが２つに分かれているので、ご夫婦の場合はそれぞれの好みにチェッ

クしてみてくださいね。

好みのデザイン

□□ シンプルモダン □□ ナチュラルモダン □□ 和モダン

□□ カフェ風 □□ 和風 □□ 北欧風

□□ 南欧風 □□ フレンチモダン □□ リゾートスタイル

MEMO
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理想のすまいを想像しよう– リビング

MEMO

位置は？：１階 ２階 その他
広さは？：

32

リビング

写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos


キッチン

MEMO

位置は？：１階 ２階 その他
広さは？：
タイプは？：オープン セミオープン 分離型
レイアウト：対面式 Ⅰ型 Ⅱ型 L型 アイランド型 その他（ ）

33

理想のすまいを想像しよう– キッチン 写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos


子ども部屋

MEMO
位置は？：１階 ２階 その他
広さは？：
タイプは？

34

理想のすまいを想像しよう– 子供部屋 写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos


バス・サニタリー

MEMO
位置は？：１階 ２階 その他
広さは？：

35

理想のすまいを想像しよう– バス・サニタリー写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos


収納

MEMO
納戸 ：１階 ２階 その他
ロフト ：１階 ２階 その他
ウォークインクローゼット：１階 ２階 その他
シューズクローゼット ：１階 ２階 その他
パントリー：
その他 ：

36

理想のすまいを想像しよう – 収納 写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos


その他

MEMO
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理想のすまいを想像しよう – その他 写真の保存はこちらをクリック

マイページから♡を押していただきます。
写真を整理して、工務店に伝える

デザイン事例を作ります。

https://auka.jp/photos
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お客様に
おすすめの工務店



お客様の工務店選びの基準

39

MEMO/

【aukaへご登録いただいた情報】

①地震でも安全・安心な高耐震な家

②性能が良くて快適に過ごせる家

③こだわるよりも、コスパ重視で家を建てたい

④営業担当との相性が大事

⑤職人の技術・施工能力が高い会社

⑥アフターフォローが徹底している会社

【ヒアリング時のご要望】

• 西区（できれば野中）を中心に土地を探したい

• 収納は多めに設けたい

• 書斎があった方が良い

• リビングは18帖以上

• お風呂は１帖以上

プロフィール情報と、お電話でのヒアリング
内容を整理し、お客様ごとの優先順位を

整理します



おすすめの工務店
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マッチ度№１．お客様へ、ここがおススメ！

★この基準に合致しています。

①【地震でも安全・安心な高耐震な家】

→耐震等級３級以上、安心して生活ができる高性能な家を提供

②【性能が良くて快適に過ごせる家】

→リブワークでは、震災からの少しでも早い復興支援のため「熊本地震緊急支援」を実施。
例えば地盤調査・防蟻処理費 など付帯工事一式も含まれるコミコミ価格で、耐震性、省エ
ネ性能は高性能（耐震等級３、省エネ等級４対応）を実現した住まいの開発。このような
活動を通して、積極的に地元を支援していている企業です。

③ 【こだわるよりも、コスパ重視で家を建てたい】

→定額制・低価格の商品BLANCO（ブランコ）があり、ローコストで高品質の住宅が手
の届く価格で建てられます。

⑥ 【アフターフォローが徹底している会社】

→震災時も徹底したアフターフォローを実施。定評があります。

★その他の合致ポイント

• 【西区の土地情報】を豊富に持っています。

★アンマッチポイント

特になし

リブワーク
-https://www.libwork.co.jp/-

「登録時の情報」「アドバイザーのヒアリング内容」を元に作成しております。追加の要望
等、その他の残債が追加された場合には、ご紹介する工務店も変更されることがあります。

「予算」「希望条件」からマッチ度の高い
会社と、相性の良い担当者をご紹介します。

また、アンマッチポイントとして
条件に合わない点は誠実にお伝えします



おすすめの工務店

GinnanStyle（リノベ不動産）
今までにない、ワクワクを！-

https://auka.jp/brands/9

マッチ度№2．お客様へ、ここがおススメ！

★この基準に合致しています。

①【地震でも安全・安心な高耐震な家】

→ホームインスペクションを実施した中古住宅の仲介＋リノベーションの施工により高耐
震な家が実現可能です。

②【性能が良くて快適に過ごせる家】

→リノベーションを実施することで、高性能な家に

③ 【こだわるよりも、コスパ重視で家を建てたい】

→中古＋リノベーションのため、資産性の高い中古物件を低価格で入手することが可能で
す。

⑥ 【アフターフォローが徹底している会社】

→ご提案〜契約後まで同じ担当者が一貫して対応するため、アフターフォローも徹底して
います。

★その他の合致ポイント

• 新築用の分譲宅地以外に、中古住宅の選択肢が広がることで、ご希望エリアで希望物件
が見つかる可能性が高まります。

• リノベーション済物件のご紹介とは性質が異なるため、ご希望の間取りを実現できます。

★アンマッチポイント

• 中古住宅をベースにするため、【高耐震・・・】という条件を満たそうとする場合、補
強工事に費用がかかります。

「登録時の情報」「アドバイザーのヒアリング内容」を元に作成しております。追加の要望
等、その他の残債が追加された場合には、ご紹介する工務店も変更されることがあります。

「予算」「希望条件」からマッチ度の高い
会社と、相性の良い担当者をご紹介します。

また、アンマッチポイントとして
条件に合わない点は誠実にお伝えします



おすすめの工務店

マッチ度№3．お客様へ、ここがおススメ！

★この基準に合致しています。

①【地震でも安全・安心な高耐震な家】

→耐震等級３級以上、「全国工務店グランプリ1位」に輝いた施工品質をお約束します

②【性能が良くて快適に過ごせる家】

→アネシスグループで、高性能・高品質な住宅を実現しています。

⑥ 【アフターフォローが徹底している会社】

→アフターフォローに並々ならぬ力を入れています。

★アンマッチポイント

• 西区の土地情報は他の２社と比較して、あまり豊富ではありません。

• 安心・安全で住める性能を重視される会社であるため【こだわるよりもコスパ重視】と
いう条件とは合致しません。

アネシス（プロポーズタウン）
-まちとつながりをデザインする-

https://auka.jp/brands/3

「登録時の情報」「アドバイザーのヒアリング内容」を元に作成しております。追加の要望
等、その他の残債が追加された場合には、ご紹介する工務店も変更されることがあります。

「予算」「希望条件」からマッチ度の高い
会社と、相性の良い担当者をご紹介します。

また、アンマッチポイントとして
条件に合わない点は誠実にお伝えします




