
平成30年度の委員会運営方法について 

 

【調査・研究テーマ案】 

  郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性化 

 

（テーマ選定理由） 

人口減少社会の到来と超高齢化社会の進展に伴い、横浜市においても、2019年をピ

ークに人口の減少が見込まれている。 

このように本市を取り巻く状況が変化する中、郊外部では、これまで整備してきた

都市のインフラである、大規模団地や一戸建ての住宅地、交通網などにおいて、複合

的に関連した様々な課題を抱えている。 

将来にわたって持続性ある地域づくりを進めるためには、今あるものをどのように

活用し、街に人を呼び込むかという視点が重要となる。 

そのためには、まずは、生活の基盤であり、最小単位の住環境をしっかりと整備す

ることで、多様な世代が暮らしやすく、世代の循環が生まれる街にする必要がある。 

このことを踏まえ、平成30年度は、本委員会の初年度として、郊外の集合及び戸建

住宅団地の再生と、これによる街の活性化について、参考人からの意見聴取や現地視

察、事例の検証などを行い、調査・研究を行う。 

 

 
郊外部再生・活性化特別委員会 

平成 30 年８月 24 日（金） 



第２回郊外部再生・活性化特別委員会 目次

１．郊外部のまちづくりの基本的方向性
【都市整備局】

２．郊外住宅地再生等に関する取組
【建築局】

３．郊外住宅地におけるまちづくりの取組
【都市整備局】
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１．郊外部のまちづくりの基本的方向性
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市街地の拡大の変遷（人口集中地区）
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 戦後、既存の鉄道路線の沿線を中心に市街地が拡大し、1955年（昭和30年）代以降の
高度経済成長期には、東急田園都市線をはじめとする新たな鉄道整備とあわせた沿線
開発により新たな市街地が形成されました。

 その後も、市営地下鉄の延伸などにより郊外部を中心に計画的な市街地整備を行い、
現在の市街地が形成されています。

人口集中地区（ＤＩＤ地区（40人/ha））の変遷

※図中赤線は、それぞれ、昭和35年から55年まで、
昭和55年から平成17年までに整備された鉄道路線を示す。

東急田園都市線こどもの国線

相鉄いずみ野線
市営地下鉄
ブルーライン

ＪＲ根岸線

市営地下鉄
ブルーライン

みなとみらい線

シーサイドライン

市営地下鉄
ブルーライン

相鉄いずみ野線

1960年（昭和35年） 1980年（昭和55年） 2005年（平成17年）
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人口の推移
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 市街地の拡大に合わせ、これまで人口は増加を続けてきました。
 特に1960年（昭和35年）以降に人口が急増 （131万人（1960年）→277万人（1980年））
しました。
 計画的な市街地を形成するため、

・鉄道整備と合わせた沿線における土地区画整理事業等の実施
・宅地開発要綱等による本市独自の土地利用コントロール
などを行い、市街地の拡大とともに人口が増加してきました。



人口将来推計
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 今後は、2019年（平成31年）をピークに人口が減少することが見込まれています。
 高齢化率は、2035年に３０％を超えることが見込まれています。

【横浜市の年齢３区分別人口】 【横浜市の年齢３区分別人口の割合】

政策局「横浜市将来人口推計（平成29年12月）」



横浜市都市計画マスタープラン（平成25年３月改定）
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都市づくりの目標

①超高齢社会や将来の人口減少社会に対応できる「集約型都市構造」への
転換と、人にやさしい「鉄道駅を中心としたコンパクトな市街地」の形成

②地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和に向けた、エネルギー効率のよい
低炭素型の都市づくり

③首都圏全体の発展をけん引するとともに、国際競争力を高めるための
基盤づくり

④地域特性に応じた、計画的・効率的な土地利用と地域まちづくり

⑤誰もが移動しやすく環境にやさしい交通の実現

⑥横浜らしい水・緑環境の実現と、都市の魅力を生かしたまちづくり

⑦震災や風水害などの自然災害に強い、安全安心のまちづくり



横浜市都市計画マスタープラン
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駅を中心としたコンパクトな市街地イメージ

駅周辺では、

圏域の人口規模や人口構成等に
応じた機能集積と基盤整備を図る

駅徒歩圏（おおむね１KM圏）では、

駅周辺への利便性を生かした
良好な住宅市街地を形成

３

地域の公共交通の維持・活性化、
日常的な買物・サービス施設等の
整備・誘導を図り、豊かな住宅市街
地を形成

駅周辺

駅徒歩圏（おおむね１ｋｍ圏）

駅から離れた郊外住宅地



横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）
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戦略４（２） 『人が、企業が集い躍動するまちづくり』
～誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部～

【コンパクトな郊外部のまちづくりの推進】

①鉄道駅周辺のまちづくり

②郊外住宅地の活性化・魅力向上

③市民に身近な交通ネットワーク等の維持・充実



横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）
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✦現状と課題

 暮らしの中心となる駅周辺では、生活利便施設等の充実や駅前広場等の都市基盤整
備など、誰もが生活しやすく、活動しやすい環境を整えていく必要があります。

 住宅地では、人口減少・少子高齢化が進み、建物の老朽化、生活を支えるサービスの
充実、地域交通の確保、コミュニティの維持などの課題への対応が求められています。



①鉄道駅周辺のまちづくり
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政策２１ コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり

＜主な施策（事業）＞

１ 鉄道駅周辺のまちづくりの推進

・主要な駅周辺において、土地区画整理事業・市街地再開発事業等により、
駅前広場や歩行者空間等の整備、商業・業務施設や都市型住宅、生活利
便施設の集積など、拠点整備を推進します。

・また、規制誘導手法を活用し、地域のニーズに応じた機能集積や賑わい
の創出など民間等による事業化促進を図ります。

横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）



6地区
（8.4ha ）

5地区
（5.4ha）

1地区
（3ha）

0地区
（ 0.0ha ）

事業中

23地区
（37.3ha）

14地区
（19.9ha）

4地区
（4.5ha）

5地区
（12.9ha）

事業完了

合計

組合等

都市機構
等

横浜市

２０１８年７月現在

主要な鉄道駅23地区で
事業が完了

■市街地再開発事業による市街地の形成

大船駅北第二

川和町

川向

東神奈川
一丁目

横浜山下町

北仲通南

事業中地区

完了地区

【凡例】

瀬谷駅南口
第１

横浜駅きた
西口鶴屋
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①鉄道駅周辺のまちづくり（主な取組）



①鉄道駅周辺のまちづくり（主な取組）

■土地区画整理事業による市街地の形成

市街化区域約（33,743ｈａ）
の約20%を区画整理で整備

（震災復興を含む：23％）

８地区
（67.4ha）

５地区
（58.4ha）

0地区
（0.0ha）

３地区
（9.0ha）

事業中

136地区
（6,912.8ha）

97地区
（3,456.9ha）

10地区
（2,298.5ha）

29地区
（1,157.4ha）

事業完了

合計

組合等

都市
機構

横浜市

施行者

２０１８年７月現在

泉ゆめが丘

金沢八景駅東口

ゆめが丘

羽沢

神奈川羽沢南二丁目

二ツ橋

二ツ橋北部

新綱島駅周辺
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川和町駅周辺西 川向町南耕地

東高島駅北

事業中地区

【凡例】組合施行等

都市機構施行



②郊外住宅地の活性化・魅力向上
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政策２１ コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり

＜主な施策（事業）＞

２ 持続可能な郊外住宅地再生の推進

・地域や民間事業者、大学等の多様な主体
と連携しながら、多世代交流型の住宅整
備や生活支援機能の確保、コミュニティ
の充実等に取り組みます。

・また、団地再生ビジョンを策定し、
コーディネーター派遣等の支援や団地再
生コンソーシアム等の取組を進めること
により、団地の総合再生を推進します。

横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）
戦略４（２） 【郊外部活性化のまちづくり】
の図を一部加筆

横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）



②郊外住宅地の活性化・魅力向上
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政策２２ 多様な居住ニーズに対応した住まいづくり
＜主な施策（事業）＞

４ 総合的な空家等対策の推進

・「空家化の予防」「流通や活用の促進」「管理不全の防止」「空家除
却後の跡地活用」を４つの柱とし、地域住民、専門家団体など多様な
主体と連携しながら、空き家所有者向け相談会の開催、中古住宅とし
ての流通や地域の活動拠点等への活用、管理不全な空き家に対する空
家特措法に基づく改善指導等に取り組みます。

政策２１ コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり
＜主な施策（事業）＞

３ 地域まちづくりの誘導・支援の推進

・地区計画等を活用したまちづくりの誘導を進めるとともに、市民発意
のまちづくり活動・施設整備について、地域に働きかける取組や助成
等の支援を行い、地域の魅力向上や課題解決に向けた地域まちづくり
を推進します。

横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）



③市民に身近な交通ネットワーク等の維持・充実
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政策２１ コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり
＜主な施策（事業）＞

６ 地域交通の維持・充実

・地域との連携などにより、駅と主要な拠点を結ぶバス等の公共交通の
維持・充実を図るとともに、住民・NPO・企業等の多様な担い手による
交通サービスや、ＩＣＴ等を活用した新たな技術の導入の可能性の検
討などにより、市民に身近な交通の充実を図ります。併せて、乗降し
やすいノンステップバスの導入を進めます。

横浜市中期４か年計画2018～2021（素案）



③市民に身近な交通ネットワーク等の維持・充実（主な取組）
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事業者

地域ニーズに合った
交通手段の提案
事業採算性の検証

地域組織

地域ニーズの把握
地域の合意形成
利用促進の検討・実践

横浜市

市職員やコーディ
ネーター等の派遣
実証運行の支援

●道路状況の確認
●需要の予測分析
●運行計画の策定
●事業者の選定
●走行環境の改善

●実証運行の赤字
補てん など

話し合い 支援

事業採算性や地域の合意等、課題の解決

新しい交通手段の実現

●バス路線新設
●バス路線再編・改善
●路線型乗合タクシー
●予約型乗合タクシー

＜基本的な考え方＞
●バス・タクシー事業者による運行
●財政支援に頼らない運行
●地域が主体となった取組

こすずめ号

地域交通サポート事業

2018年７月までに、３０地区で
話し合いが実施され、そのうち
１３地区で本格運行に至っています。




事業者



地域ニーズに合った交通手段の提案

事業採算性の検証

地域組織



地域ニーズの把握

地域の合意形成

利用促進の検討・実践

横浜市



市職員やコーディネーター等の派遣

実証運行の支援



●道路状況の確認

●需要の予測分析

●運行計画の策定

●事業者の選定

●走行環境の改善

●実証運行の赤字補てん　など

話し合い

支援

事業採算性や地域の合意等、課題の解決

新しい交通手段の実現



●バス路線新設

●バス路線再編・改善

●路線型乗合タクシー

●予約型乗合タクシー

＜基本的な考え方＞

●バス・タクシー事業者による運行

●財政支援に頼らない運行

●地域が主体となった取組









今回の主なテーマ
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戦略４（２） 『人が、企業が集い躍動するまちづくり』
～誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部～

【コンパクトな郊外部のまちづくりの推進】

①鉄道駅周辺のまちづくり

②郊外住宅地の活性化・魅力向上

③市民に身近な交通ネットワーク等の維持・充実



２. 郊外住宅地再生等に関する取組

（１） 横浜市住生活基本計画の概要

18



①横浜市住生活基本計画の概要

基本的な施策の展開

視点 目標

「人」

からの
視点

目標１
若年世帯から子育て世帯や高齢者世帯
まで、安心して暮らせる住まいの確保や
住まい方の実現

目標２
重層的な住宅セーフティネットの構築に
よる住宅確保要配慮者の居住の安定確保

「住まい」

からの
視点

目標３ 良質な住宅ストックの形成

目標４ 総合的な空家対策の推進

目標５
低炭素社会の実現に向けた環境に
やさしい住まいづくり

「住宅地・

住環境」

からの
視点

目標６
災害に強く、安全・安心な住宅と住環境
の形成

目標７
住み慣れた身近な地域で、誰もが安心
して暮らし続けられる、持続可能な
住宅地・住環境の形成

重点施策

テーマ

テーマ１
民間賃貸住宅を活用した
住宅セーフティネットの
充実

テーマ２ 多世代型住宅の供給促進

テーマ３
大規模団地の総合的な
再生

テーマ４
地域の活性化・まちの
魅力向上に向けた空家の
流通・活用の促進

テーマ５
持続可能な住宅地への
再生

テーマ６ 市営住宅の再生への取組

横浜市住生活基本計画 【計画期間：2017（平成29）年度～2026（平成38）年度】
・横浜市基本構想（長期ビジョン）を上位計画とした住宅分野の基本計画
・住生活基本法に基づく国及び県の住生活基本計画に沿った計画として、横浜市の住まいや

住環境についての基本的な方向性を示す

19



②基本的な施策 目標３

目標３ 良質な住宅ストックの形成

住宅ストックの有効な利活用や環境への配慮の観点からも、良質な住宅が建設され、
適切に維持管理し、長く大切に使っていくことが求められています。
マンション・団地の良好な維持管理や再生に向けた支援の充実をはじめ、新築住宅・

既存住宅ともに総合的な対策を講じることにより、環境にやさしく安全で良質な住宅ストッ
クの形成と、良質な既存住宅が市場で円滑に流通される環境を実現していきます。

（１）大規模団地等の再生支援

（２）長期にわたり使用できる優良な住宅の供給・流通の推進

（３）快適で健康に寄与する住宅の普及促進

（４）良質な既存住宅が市場で適切に評価され、住宅購入者等が安心して選択できる
環境の実現

（５）住宅ストックの適切な維持保全と有効活用の促進に向けた支援

（６）良質な住宅ストック形成に向けた、多様な主体と連携・協働するネットワークの構築

20



③重点施策 テーマ３

テーマ３ 大規模団地の総合的な再生

【取組の背景】

高度経済成長期に数多く開発された郊外部の

大規模団地では、老朽化やコミュニティの希薄化

が課題となっているため、多様な世代が安心して

住み続けられるよう、総合的な再生を推進します。

【取組の内容】

①団地の維持管理と住環境再生への支援

②中・長期的な再生に向けた支援

③団地再生施策の構築

・コンソーシアムによる仕組みづくりの構築

・地域コミュニティの活性化による団地再生の 推進
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目標７
住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられる、
持続可能な住宅地・住環境の形成

横浜市は、都心部やその周辺の古くからある旧市街地、その後開発された内陸部の
市街地など、市街地形成の歴史や経緯が異なる地域からなっています。

市内全体では、少子高齢化、世帯の小規模化、単身世帯の増加が見込まれていますが、
地域ごとには、人口が増加している地域がある一方で人口減少が進行する地域がある
など、地域での課題は多様化・複雑化しています。

これらに的確に対応していくために、地域特性に応じた施策を展開し、持続可能な住宅
地・住環境を形成していきます。

（１）地域における課題解決や魅力資源を活かしたまちづくり

（２）地域で暮らし続けられるための良好な住環境の維持や地域に必要な機能の導入

（３）「住む」住宅地から、多世代のための「住む」「活動する」「働く」を実現できる
郊外住宅地への転換

（４）良質な住宅・良好な住環境等に関する住知識の普及啓発

（５）緑豊かな住環境の実現

④基本的な施策 目標７
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⑤重点施策 テーマ５

テーマ５ 持続可能な住宅地への再生

【取組の背景】

住宅地を取り巻く複合化した課題に対応する

ため、地域特性に応じた施策を展開し、持続可

能な住宅地への再生を進めていきます。

【取組の内容】

①多世代がコミュニティを育める場を備えた
住まいの供給

②医療・介護・福祉サービスや生活支援機能
の確保

③まちなみ景観など地域の個性や魅力の
向上や機能誘導などによる地域の課題解決

④環境・エネルギー対策に配慮したモデル
住宅地の整備

⑤防災や地域交通など地域の課題解決も
含めた持続可能なまちのしくみづくり

多様な担い手の連携による実現

人的リソース 物的リソース

多様な人材、
地域組織・活動、

ボランティア・社会参加など

大規模な土地利用転換用地、
空き地や空家、
公園、農的空間、
豊かな自然など

「住む」「活動する」「働く」を実現できる
郊外住宅地への転換

住 民
民間事業者

大 学 ＮＰＯ

行 政

高齢者世代のサポート 子育て世代のサポート 生活支援機能の確保

若年層流入促進 コミュニティビジネス 街並景観

防 災 地域交通 環境・エネルギー対策

既存建物やインフラの長寿命化・再生 エリアマネジメント等の視点の導入

住 む

働 く
活動
する
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（２） 住宅地再生の取組
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（２）住宅地再生の取組

持続可能な住宅地推進プロジェクト

よこはま団地再生コンソーシアム

団地間の住替え、再生資金の融資など総合的な取組、新たな団地再生支援策の検討 など

大規模集合住宅団地再生
建物の老朽化、居住者の高齢化やコミュニティの希薄化などの課題に
対し、地域住民、NPO法人、大学等が連携しながら、団地の再生計画
づくり、活動拠点整備や共用部分の再整備、若い世代の入居や多世
代交流の促進など総合的な再生を支援

地域住民、民間事業者、行政、大学等と連携しながら、高齢化対応、
子育て支援、医療・介護連携、多世代交流、地域交通、地域エネル
ギーなどに取組み、持続可能な魅力あるまちづくりを推進

マンション関連支援

②再生に関する支援①日常管理の支援
単
棟
レ
ベ
ル

地
域
レ
ベ
ル

団
地
レ
ベ
ル

維持管理適正化 再生の準備段階 再生検討 再生段階

仕
組
み
づ
く
り

再生計画の検討に対する
コーディネーターの派遣等

・共用部分のバリアフリー化の補助
・建替え費用等の補助

維持管理等の相談に対
するマンション管理士等
の派遣など
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（２）-１ 大規模集合住宅団地再生

金沢シーサイドタウン（4412戸）
・空き店舗を活用した活動拠点整備
・エリアマネジメント
・職住近接のお試し居住

すすき野団地（1704戸）
・団地再生計画の策定

若葉台団地（4260戸）
・団地マスタープラン策定
・地域交流拠点整備

南長津田団地（488戸）
・団地再生計画の策定
・交流サロンを併設した地域福
祉交流拠点整備

左近山団地（4796戸）
・団地再生計画の策定
・福祉活動等を実施するＮＰＯ法人の設立
・空き店舗を活用した福祉交流拠点整備
・大学生居住
・団地広場の再整備

南永田団地（2250戸）
・地域活動、介護予防などを実施する
ＮＰＯ法人設立の支援

■高経年の大規模集合住宅団地の立地状況と取組の概要

【団地数】
築約40年以上、約500戸以上の
団地が61団地（分譲28、賃貸33）
【立地】
鉄道駅から離れた郊外部に多くが
立地
【供給主体】
９割が公的住宅団体によって供給
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■ 左近山団地の概要

27

建築年 ：昭和43年
築年数 ：約50年
住戸数 ：200棟、4,796 戸

分譲 2,665戸
ＵＲ賃貸 2,131戸

面積 ：約45ha

※以下、平成27年国勢調査より左近山
集計結果
人 口 ： 8,719人
世帯数 ： 4,361世帯
高齢化率： 43.8％

（２）-１ 大規模集合住宅団地再生

■ 取組の内容
・団地の再生計画の策定
・団地広場の再整備
・空き店舗を活用した福祉交流拠点化
・大学生による地域活動支援事業

左近山団地（郊外住宅団地の典型事例）

27



■ 団地の再生計画「花と緑の左近山アクションプラン」

団地広場の再整備、空き店舗の活用等により、団地の魅力を向上させ、
子育て世代の流入促進及び地域の活性化を図っていくための行動計画

（２）-１ 大規模集合住宅団地再生

■ 団地広場の再整備

アクションプランの実現の一つとして、住民主催の設計コンペを実施し、
団地広場を再整備

デッキ広場 芝生広場イベント広場

【計画図】

左近山団地（郊外住宅団地の典型事例）
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■ 空き店舗を活用した福祉交流拠点化

住民等がＮＰＯ法人を設立し、商店街の
空き店舗を活用して福祉・多世代交流
の拠点「ほっとさこんやま」を開設

・高齢者の買物など生活支援
・多世代が気軽に利用できるカフェ事業
・子育てサロン、セミナー開催など

■ 大学生による地域活動支援事業

横浜国立大学の学生が団地に居住しながら、NPO法人の活動、自治会
や商店会のイベントの運営への参加など、地域で様々な活動に取組ん
でいます。

ほっとさこんやまの外観

（２）-１ 大規模集合住宅団地再生
左近山団地（郊外住宅団地の典型事例）
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①東急田園都市線沿線地域（たまプラーザ駅北側地区）
～土地利用転換の機会を捉えた段階的な機能誘導～
・住民主体のまちづくり活動
・まちづくりの拠点整備
・郊外住宅地を持続可能で魅力あるまちに再生するためエリアマ
ネジメントの実現

②緑区十日市場町周辺地域
～市有地の活用～
・多様な住まいと地域交流の実現
・エリアマネジメント等の持続可能なまちの仕組みづくり

③相鉄いずみ野線沿線地域
～駅前再整備等に合わせた機能誘導と地域活性～
・地域に必要な施設や多世代居住などの機能誘導
・地域資源を生かし、学産公連携した地域活性

④磯子区洋光台駅周辺地区
～多世代交流やコミュニティ活性化～
・賑わいや多世代交流を目指したコミュニティ活動の活性化
・担い手の発掘や地域拠点整備に向けた取組
・団地広場の改修

（２）-２ 持続可能な住宅地推進プロジェクト

横浜市中期４か年計画 2014～2017 から引用

■ 持続可能な住宅地推進プロジェクトの概要
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■目指すまちの将来像「コミュニティ・リビング」

小さなお子様から高齢者まで自宅で安心して
暮らせることを目指し、
・住まいから歩ける範囲に
・暮らしに必要な機能（買い物、福祉、医療、
子育て、コミュニティ活動など）を

・空家や空き地、土地利用転換の機会などを
活用して適切に配置し

・それらを密接に結合させていく
という考え方

平成24年４月：横浜市は、東京急行電鉄株式会社とまちづくりの包括協定

「『次世代郊外まちづくり』の推進に関する協定」を締結

■協定締結

東急田園都市線沿線地域（たまプラーザ駅北側地区）
～土地利用転換の機会を捉えた段階的な機能誘導～

郊外住宅地における超高齢化、住宅の老朽化、地域活力の低下などの課題に

産・学・公・民が連携・協働して、対応するため

■目的

（２）-２ 持続可能な住宅地推進プロジェクト

31



■土地利用転換の機会を捉えた段階的な機能誘導

【凡例】

新しい機能
導入

【ワイズ・リビング・ラボ】
平成29年５月 全面オープン

共創スペース、コミュニティカフェ等

【（仮称）美しが丘一丁目計画】
平成30年10月から順次オープン

地区計画等を活用して誘導してきた
多世代向け住宅、地域利便施設（保育
所、コワーキングスペース、コミュニティ
カフェ等）、広場等

（２）-２ 持続可能な住宅地推進プロジェクト
東急田園都市線沿線地域（たまプラーザ駅北側地区）
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■目的
市有地を活用して、民間活力を導入することにより、周辺住宅地を含めた地域において、
超高齢化や環境に配慮した持続可能な郊外住宅地の再生を図ります。
■事業の特徴
①市有地を活用して、民間企業による多様な住まいや生活支援施設等の整備を誘導
②横浜市と事業者による50年間継続するまちづくりの推進（平成２８年３月：事業者と
５０年間の事業実施協定を締結）

③周辺地域を含めて、住民・企業・行政等の協働によるエリアマネジメント等の実施

緑区十日市場町周辺地域～市有地の活用～

■地域の概要
位置：緑区十日市場町
交通：JR 横浜線十日市場駅

（徒歩約５分）
面積：3.5ha
20街区：多世代向け分譲住宅
21街区：高齢者向け賃貸住宅
22街区：平成30年度公募予定

（２）-２ 持続可能な住宅地推進プロジェクト
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２０街区

２１街区

多世代向け分譲住宅

サービス付高齢者向け賃貸住宅

戸建て住宅

生活支援施設（ミニスーパー、薬局、保育所、学童）

賑わい交流施設（コミュニティスペース、コミュニティカフェ）

地域に開かれた
緑地や広場

■施設の概要～多様な住まいと地域交流の実現～

■持続可能なまちの仕組みづくり
①エリアマネジメント・・・企業や行政と協働するエリアマネジメント組織の立ち上げや

人材育成を専門家が支援
②住まいのマネジメント・・・地元事業者と協働して、住まいに関する総合的な

サポート、住み替えや近居、隣居を誘導
③エネルギーのマネジメント・・・イベントを通じた省エネ行動の普及啓発

緑区十日市場町周辺地域

（２）-２ 持続可能な住宅地推進プロジェクト
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（２）-３ よこはま団地再生コンソーシアム
■目的
①公的住宅団体等が、団地再生の取組で得た知見等を相互に活用する。
②団地再生に向けた新たな施策や政策提言等を、連携、協力して行う。
③団地の新たな価値創造、魅力ある持続可能なまちづくりを実現する。

＜構成団体＞神奈川県、横浜市、神奈川県住宅供給公社、横浜市住宅供給公社、
住宅金融支援機構、 UR都市機構

＜取組内容＞

各団体が抱える団地再生課題 新たな団地再生支援策の検討 必要に応じて国への制度要望等

・分譲団地建替えにおける早期の段階での事業融資の相談

・建替え事業の実施にあたり、高齢者向け返済特例制度（リバースモーゲージ型）の

活用による仮住まい費用、引っ越し費用等の融資

・団地活性化及び建替えに関する制度検討など

・情報発信、普及啓発を目的とした「団地再生シンポジウム」の開催

■活動と進め方
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（３） 総合的な空家対策

36



0.98 

1.04 
1.06 

0.98 0.98 
1.00 

1.03 
1.05 

1.07 
1.09 

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

昭43 昭48 昭53 昭58 昭63 平5 平10 平15 平20 平25

住宅総数 世帯総数 世帯当り住宅総数

（戸、世帯） （戸/世帯）

横浜市の空家をとりまく現状

横浜市の住宅の総数と世帯数の動向（住宅・土地統計調査より）
・住宅の総数は平成25年で約177万戸であり、緩やかな増加傾向が続いている。
・世帯数は平成25年で約159万世帯であり、平成10年以降、住宅総数が世帯数を
上回る状態

図 横浜市の住宅の総数と空き家率
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空家率は10.09% 平成20~25年は上昇傾向
横浜市の住宅の総数と空家率
・空家率は平成25年で10.09%、約17万８千戸。平成20〜25年の期間は上昇
傾向になった。※空家率には、マンション等の空き室も含む。
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図 横浜市の住宅の総数と空家率

%

H25住宅総数
約177万戸

H25空家数
約17万８千戸
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二次的1%

賃貸用の住宅
73%

（109,320戸）

売却用4%

その他の住宅
21%

一戸建て空家の多くが「その他の住宅」

一戸建て住宅と共同住宅等の空家種類別内訳の比較
・一戸建て住宅の空家は、「その他の住宅」が72％（約２万戸）と最も多い。
・共同住宅等の空家は、「賃貸用の住宅」が73％（約11万戸）と最も多い。

二次的2%

賃貸用
11%

売却用
15%

図 一戸建の住宅の空家の内訳

その他の住宅
72％

（20,760戸）

図 共同住宅等の住宅の空家の内訳

◆共同住宅等の「賃貸用の住宅」は流通していると考えられるため、
空家対策の主な対象を“一戸建の空家”とする。

総数149,310戸総数28,740戸
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図 一戸建に占める空き家の推移

一戸建ての「その他の住宅」は５年間で約1.3倍に増加

一戸建ての空家の動向
・売却・賃貸用等以外の、利用されていない「その他の住宅」が約２万戸。平成20〜
25年の期間で約5,000戸、約1.3倍増加している。
・そのうち、「腐朽・破損あり」とされるものが約７千戸ある。
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図 一戸建て住宅総数に占める
「その他の住宅」の空家率の地域別比較(H25)

郊外部より都心部で一戸建てその他空家の割合が高い

41

空家率の地域比較
・横浜市内では、郊外部より都心に
近い区で空家率が高い。
・周辺市区町村と比較すると、東京
都心周辺の一部の区や、
県南・県西の市町が比較的高い。



区別の空家率

区別の一戸建の住宅総数に占める「その他の住宅」の空き家の割合
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その他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	3.940774487471526E-2	3.7037037037037035E-2	1.9071310116086235E-2	6.1003420752565561E-2	5.2944507361268406E-2	4.6589018302828619E-2	3.2436417250276448E-2	2.8470715835140999E-2	4.1704035874439459E-2	3.5214255409418756E-2	2.8000000000000001E-2	3.7420382165605094E-2	2.5341130604288498E-2	2.7757487216946677E-2	1.2663755458515284E-2	2.7135104255926877E-2	2.4424994911459393E-2	2.7942421676545301E-2	腐朽・破損ありその他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空	き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	1.7539863325740319E-2	1.3440860215053764E-2	5.8043117744610278E-3	1.596351197263398E-2	2.0951302378255945E-2	1.2479201331114808E-2	1.2532252119424991E-2	1.1117136659436009E-2	1.6367713004484304E-2	1.4000848536274925E-2	9.4999999999999998E-3	1.2937898089171975E-2	7.7972709551656916E-3	9.4959824689554422E-3	1.7467248908296944E-3	8.2833476149671518E-3	9.9735395888459182E-3	5.9271803556308214E-3	

空き家率

		横浜市の空き家の推移（データ：住宅土地統計調査） ヨコハマシ ア ヤ スイイ ジュウタク トチ トウケイ チョウサ

				H15		H20		H25

		戸建総数 コダ ソウスウ		527,740		566,310		608,030

		空き家数 ア ヤ スウ		20,500		23,800		28,740

		その他の住宅数 タ ジュウタク スウ		13,200		15,970		20,760

		空き家の割合 ア ヤ ワリアイ		3.88%		4.20%		4.73%

		その他の住宅の割合 タ ジュウタク ワリアイ		2.50%		2.82%		3.41%



横浜市の一戸建空家の推移

空き家数	





H15	H20	H25	20500	23800	28740	その他の住宅数	





H15	H20	H25	13200	15970	20760	空き家の割合	3.8844885739189754E-2	4.2026451943281945E-2	4.7267404568853512E-2	その他の住宅の割合	2.5012316671088036E-2	2.8200102417403894E-2	3.414305215203197E-2	

①H20　戸建てに占めるその他空き家 
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																																												第22表　

																																												空き家の種類(4区分)，構造(2区分)別空き家数―市区



																																												腐朽・破損の有無 (2区分),
空き家の種類 (4区分)
		一戸建 イッコ ダテ



																																														総　数 フサ カズ

				割合 ワリアイ		横浜市		鶴見区		神奈川区		西区		中区		南区		保土ケ谷区		磯子区		金沢区		港北区		戸塚区		港南区		旭区		緑区		瀬谷区		栄区		泉区		青葉区		都筑区



		1		空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		23,800		2,570		1,050		620		1,080		2,290		1,460		1,120		1,150		2,050		1,800		1,380		1,690		960		910		850		940		1,500		380

		2		　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		750		30		20		20		10		110		120		50		20		50		0		70		20		40		0		10		10		170		0

		3		　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		3,120		280		120		130		180		380		120		150		180		170		250		120		390		100		160		160		70		90		70

		4		　　売　却　用　の　住  宅		3,960		270		120		40		130		500		100		90		190		440		320		370		380		310		200		100		100		270		30

		5		　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		15,970		1,990		790		430		760		1,310		1,130		840		750		1,380		1,220		820		900		510		550		580		750		970		280

				腐朽・破損ありその他住宅 フキュウ ハソン タ ジュウタク		5,120		960		390		100		190		470		270		300		170		640		340		210		270		100		140		90		210		220		70

				H20居住世帯のある住宅（戸建） キョジュウ セタイ ジュウタク コダテ		542,510		37,470		30,610		10,670		16,180		31,410		33,260		23,820		33,460		38,260		44,240		34,200		44,090		21,480		23,720		22,260		31,300		44,440		21,630



				割合 ワリアイ

		1		二次的住宅 ニジテキ ジュウタク		0.031512605		0.0116731518		0.019047619		0.0322580645		0.0092592593		0.0480349345		0.0821917808		0.0446428571		0.0173913043		0.0243902439		0		0.0507246377		0.0118343195		0.0416666667		0		0.0117647059		0.0106382979		0.1133333333		0

		2		　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		0.131092437		0.1089494163		0.1142857143		0.2096774194		0.1666666667		0.1659388646		0.0821917808		0.1339285714		0.1565217391		0.0829268293		0.1388888889		0.0869565217		0.2307692308		0.1041666667		0.1758241758		0.1882352941		0.0744680851		0.06		0.1842105263

		3		　　売　却　用　の　住  宅		0.1663865546		0.1050583658		0.1142857143		0.064516129		0.1203703704		0.2183406114		0.0684931507		0.0803571429		0.1652173913		0.2146341463		0.1777777778		0.268115942		0.224852071		0.3229166667		0.2197802198		0.1176470588		0.1063829787		0.18		0.0789473684

		4		　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		0.6710084034		0.7743190661		0.7523809524		0.6935483871		0.7037037037		0.5720524017		0.7739726027		0.75		0.652173913		0.6731707317		0.6777777778		0.5942028986		0.5325443787		0.53125		0.6043956044		0.6823529412		0.7978723404		0.6466666667		0.7368421053

				空家総数/居住世帯のある住宅＋空家総数 アキヤ ソウスウ キョジュウ セタイ ジュウタク アキヤ ソウスウ		0.0420264519		0.0641858142		0.0331648768		0.0549158547		0.0625724218		0.0679525223		0.0420506912		0.0449077787		0.0332273909		0.050855867		0.0390964379		0.0387858347		0.0369156837		0.0427807487		0.0369468128		0.0367806145		0.0291563275		0.0326512843		0.0172648796

				空家総数/居住世帯のある住宅 アキヤ ソウスウ キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0438701591		0.0685882039		0.0343025155		0.0581068416		0.0667490729		0.0729067176		0.0438965725		0.0470193115		0.0343693963		0.0535807632		0.0406871609		0.0403508772		0.0383306872		0.0446927374		0.0383642496		0.0381850854		0.0300319489		0.0337533753		0.0175681923

				その他の住宅/居住世帯のある住宅＋空家総数 タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク アキヤ ソウスウ		0.0282001024		0.0497002997		0.0249526216		0.0380868025		0.044032445		0.0388724036		0.0325460829		0.033680834		0.0216700376		0.0342346812		0.0264986968		0.0230466554		0.0196592398		0.0227272727		0.0223304913		0.0250973605		0.0232630273		0.0211144972		0.0127214902

				腐朽・破損ありその他住宅/居住世帯のある住宅＋空き家総数 フキュウ ハソン タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク ア ヤ ソウスウ		0.0090409846		0.023976024		0.0123183828		0.0088573959		0.0110081112		0.0139465875		0.0077764977		0.0120288693		0.0049118752		0.0158769536		0.0073848827		0.0059021922		0.005897772		0.004456328		0.0056841251		0.003894418		0.0065136476		0.004788855		0.0031803726		※HP(H26調査結果　記載数値) チョウサ ケッカ キサイ スウチ

		5		その他の住宅/居住世帯のある住宅 タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0294372454		0.053109154		0.0258085593		0.0402999063		0.0469715698		0.0417064629		0.0339747444		0.0352644836		0.0224148237		0.0360690016		0.0275768535		0.0239766082		0.020412792		0.0237430168		0.0231871838		0.0260557053		0.0239616613		0.0218271827		H25		※HP(H25調査結果　記載数値) チョウサ ケッカ キサイ スウチ

				腐朽・破損ありその他住宅/居住世帯のある住宅 フキュウ ハソン タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0094376141		0.0256204964		0.0127409343		0.0093720712		0.0117428925		0.0149633875		0.0081178593		0.0125944584		0.0050806934		0.0167276529		0.0076853526		0.0061403509		0.0061238376		0.0046554935		0.0059021922		0.0040431267		0.0067092652		0.004950495		0.003236246
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【資料】総務省統計局　平成20年　土地・建物統計調査

その他の住宅/居住世帯のある住宅＋空家総数	横浜市	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	2.8200102417403894E-2	4.9700299700299704E-2	2.4952621604548326E-2	3.8086802480070861E-2	4.4032444959443799E-2	3.8872403560830861E-2	3.2546082949308754E-2	3.3680834001603849E-2	2.1670037561398441E-2	3.4234681220540811E-2	2.6498696785403997E-2	2.304665542439573E-2	1.9659239842726082E-2	2.2727272727272728E-2	2.2330491270807957E-2	2.5097360450021637E-2	2.3263027295285361E-2	2.111449717022203E-2	1.2721490231712857E-2	腐朽・破損ありその他住宅/居住世帯のある住宅＋空き家総数	横浜市	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	9.0409846197312422E-3	2.3976023976023976E-2	1.2318382817435249E-2	8.8573959255978749E-3	1.100811123986095E-2	1.3946587537091989E-2	7.7764976958525347E-3	1.2028869286287089E-2	4.9118751805836466E-3	1.5876953609526172E-2	7.3848827106863593E-3	5.902192242833052E-3	5.8977719528178242E-3	4.4563279857397506E-3	5.6841250507511168E-3	3.8944180008654264E-3	6.5136476426799006E-3	4.7888550282977798E-3	3.1803725579282144E-3	

②H25戸建てに占めるその他空き家 
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																																										第22表　

																																										空き家の種類(4区分)，構造(2区分)別空き家数―市区



																																										腐朽・破損の有無 (2区分),
空き家の種類 (4区分)
		一戸建 イッコ ダテ



																																												総　数 フサ カズ

		割合 ワリアイ		鶴見区		神奈川区		西区		中区		南区		保土ケ谷区		磯子区		金沢区		港北区		戸塚区		港南区		旭区		緑区		瀬谷区		栄区		泉区		青葉区		都筑区		横浜市



		空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		2,600		1,550		1,010		1,420		2,560		2,100		1,270		1,580		2,070		2,120		1,390		2,390		910		1,240		680		1,300		1,600		950		28,740

		　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		130		0		0		160		70		50		60		0		0		20		0		30		20		10		10		0		0		40		600

		　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		340		280		130		60		260		80		90		260		180		240		70		230		60		150		90		160		210		120		3,010

		　　売　却　用　の　住  宅		400		30		650		130		360		290		240		270		40		210		200		250		180		320		280		190		200		130		4,380

		　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		1,730		1,240		230		1,070		1,870		1,680		880		1,050		1,860		1,660		1,120		1,880		650		760		290		950		1,200		660		20,760

		腐朽・破損ありその他住宅 フキュウ ハソン タ ジュウタク		770		450		70		280		740		450		340		410		730		660		380		650		200		260		40		290		490		140		7,330

		H25居住世帯のある住宅（戸建） キョジュウ セタイ ジュウタク コダテ		41,300		31,930		11,050		16,120		32,760		33,960		25,860		35,300		42,530		45,020		38,610		47,850		24,740		26,140		22,220		33,710		47,530		22,670		579,290



		割合 ワリアイ

		二次的住宅 ニジテキ ジュウタク		0.05		0		0		0.1126760563		0.02734375		0.0238095238		0.0472440945		0		0		0.0094339623		0		0.0125523013		0.021978022		0.0080645161		0.0147058824		0		0		0.0421052632		0.0208768267

		　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		0.1307692308		0.1806451613		0.1287128713		0.0422535211		0.1015625		0.0380952381		0.0708661417		0.164556962		0.0869565217		0.1132075472		0.0503597122		0.0962343096		0.0659340659		0.1209677419		0.1323529412		0.1230769231		0.13125		0.1263157895		0.1047320807

		　　売　却　用　の　住  宅		0.1538461538		0.0193548387		0.6435643564		0.0915492958		0.140625		0.1380952381		0.188976378		0.1708860759		0.0193236715		0.0990566038		0.1438848921		0.1046025105		0.1978021978		0.2580645161		0.4117647059		0.1461538462		0.125		0.1368421053		0.1524008351

		　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		0.6653846154		0.8		0.2277227723		0.7535211268		0.73046875		0.8		0.6929133858		0.664556962		0.8985507246		0.7830188679		0.8057553957		0.7866108787		0.7142857143		0.6129032258		0.4264705882		0.7307692308		0.75		0.6947368421		0.7223382046

		空家総数/居住世帯のある住宅＋空家総数 アキヤ ソウスウ キョジュウ セタイ ジュウタク アキヤ ソウスウ		0.0592255125		0.0462962963		0.083747927		0.0809578107		0.0724801812		0.0582362729		0.0468116476		0.0428416486		0.0464125561		0.0449724226		0.03475		0.0475716561		0.0354775828		0.0452885318		0.0296943231		0.0371322479		0.0325666599		0.0402201524		0.0472674046

		空家総数/居住世帯のある住宅 アキヤ ソウスウ キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0629539952		0.0485436893		0.0914027149		0.08808933		0.0781440781		0.0618374558		0.0491105955		0.0447592068		0.048671526		0.0470901821		0.036001036		0.0499477534		0.0367825384		0.0474368783		0.0306030603		0.0385642243		0.0336629497		0.0419056021		0.0496124566

		その他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数) タ ジュウタク キョジュウ セタイ ソウスウ ア ヤ ソウ スウ		0.0394077449		0.037037037		0.0190713101		0.0610034208		0.0529445074		0.0465890183		0.0324364173		0.0284707158		0.0417040359		0.0352142554		0.028		0.0374203822		0.0253411306		0.0277574872		0.0126637555		0.0271351043		0.0244249949		0.0279424217		0.0341430522

		腐朽・破損ありその他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数) フキュウ ハソン タ ジュウタク ソウ		0.0175398633		0.0134408602		0.0058043118		0.015963512		0.0209513024		0.0124792013		0.0125322521		0.0111171367		0.016367713		0.0140008485		0.0095		0.0129378981		0.007797271		0.0094959825		0.0017467249		0.0082833476		0.0099735396		0.0059271804		0.0120553262

		その他の住宅/居住世帯のある住宅 タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0418886199		0.0388349515		0.0208144796		0.0663771712		0.0570818071		0.0494699647		0.034029389		0.0297450425		0.0437338349		0.0368725011		0.029008029		0.0392894462		0.0262732417		0.0290742158		0.0130513051		0.0281815485		0.0252472123		0.0291133657		0.0358369728

		腐朽・破損ありその他住宅/居住世帯のある住宅 フキュウ ハソン タ ジュウタク キョジュウ セタイ ジュウタク		0.0186440678		0.0140933292		0.0063348416		0.017369727		0.0225885226		0.0132508834		0.0131477185		0.0116147309		0.0171643546		0.014660151		0.0098420098		0.013584117		0.0080840744		0.0099464422		0.00180018		0.0086027885		0.0103092784		0.0061755624		0.0126534206































































































































































































































































































































































































































































【資料】総務省統計局　平成20年　土地・建物統計調査（抜粋）

その他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	3.940774487471526E-2	3.7037037037037035E-2	1.9071310116086235E-2	6.1003420752565561E-2	5.2944507361268406E-2	4.6589018302828619E-2	3.2436417250276448E-2	2.8470715835140999E-2	4.1704035874439459E-2	3.5214255409418756E-2	2.8000000000000001E-2	3.7420382165605094E-2	2.5341130604288498E-2	2.7757487216946677E-2	1.2663755458515284E-2	2.7135104255926877E-2	2.4424994911459393E-2	2.7942421676545301E-2	腐朽・破損ありその他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	1.7539863325740319E-2	1.3440860215053764E-2	5.8043117744610278E-3	1.596351197263398E-2	2.0951302378255945E-2	1.2479201331114808E-2	1.2532252119424991E-2	1.1117136659436009E-2	1.6367713004484304E-2	1.4000848536274925E-2	9.4999999999999998E-3	1.2937898089171975E-2	7.7972709551656916E-3	9.4959824689554422E-3	1.7467248908296944E-3	8.2833476149671518E-3	9.9735395888459182E-3	5.9271803556308214E-3	





【資料】総務省統計局　平成25年　土地・建物統計調査



①②のグラフ



その他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	3.940774487471526E-2	3.7037037037037035E-2	1.9071310116086235E-2	6.1003420752565561E-2	5.2944507361268406E-2	4.6589018302828619E-2	3.2436417250276448E-2	2.8470715835140999E-2	4.1704035874439459E-2	3.5214255409418756E-2	2.8000000000000001E-2	3.7420382165605094E-2	2.5341130604288498E-2	2.7757487216946677E-2	1.2663755458515284E-2	2.7135104255926877E-2	2.4424994911459393E-2	2.7942421676545301E-2	腐朽・破損ありその他の住宅/(居住世帯ありの総数＋空き家総数)	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	1.7539863325740319E-2	1.3440860215053764E-2	5.8043117744610278E-3	1.596351197263398E-2	2.0951302378255945E-2	1.2479201331114808E-2	1.2532252119424991E-2	1.1117136659436009E-2	1.6367713004484304E-2	1.4000848536274925E-2	9.4999999999999998E-3	1.2937898089171975E-2	7.7972709551656916E-3	9.4959824689554422E-3	1.7467248908296944E-3	8.2833476149671518E-3	9.9735395888459182E-3	5.9271803556308214E-3	その他の住宅/居住世帯のある住宅＋空家総数	横浜市	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	2.8200102417403894E-2	4.9700299700299704E-2	2.4952621604548326E-2	3.8086802480070861E-2	4.4032444959443799E-2	3.8872403560830861E-2	3.2546082949308754E-2	3.3680834001603849E-2	2.1670037561398441E-2	3.4234681220540811E-2	2.6498696785403997E-2	2.304665542439573E-2	1.9659239842726082E-2	2.2727272727272728E-2	2.2330491270807957E-2	2.5097360450021637E-2	2.3263027295285361E-2	2.111449717022203E-2	1.2721490231712857E-2	腐朽・破損ありその他住宅/居住世帯のある住宅＋空き家総数	横浜市	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	保土ケ谷区	磯子区	金沢区	港北区	戸塚区	港南区	旭区	緑区	瀬谷区	栄区	泉区	青葉区	都筑区	9.0409846197312422E-3	2.3976023976023976E-2	1.2318382817435249E-2	8.8573959255978749E-3	1.100811123986095E-2	1.3946587537091989E-2	7.7764976958525347E-3	1.2028869286287089E-2	4.9118751805836466E-3	1.5876953609526172E-2	7.3848827106863593E-3	5.902192242833052E-3	5.8977719528178242E-3	4.4563279857397506E-3	5.6841250507511168E-3	3.8944180008654264E-3	6.5136476426799006E-3	4.7888550282977798E-3	3.1803725579282144E-3	

H25　25表

																				1		2		3		4		5		6		7

																				1		2		3		4		5		6		7



																		第25表　		空き家の種類(4区分)，腐朽・破損の有無(2区分)，建て方(2区分)，

																				構造(2区分)別空き家数―市区



																		Table 25.  		Vacant Dwellings by Vacant Status (4 Groups), Situation of Dilapidation (2 Groups),

																				Type of Building (2 Groups) and Construction Material (2 Groups) - Shi and Ku



																空き家の種類 (4区分),
腐朽・破損の有無 (2区分)
				総　数 フサ カズ		一戸建 イッコ ダテ						長屋建・共同住宅・その他

																						Detached houses						Tenement-houses, apartments and others

																						総　数 フサ カズ		木　造 キ ヅクリ		非木造 ヒ モクゾウ		総　数 フサ カズ		木　造 キ ヅクリ		非木造 ヒ モクゾウ

																Vacant status (4 Groups) and
situation of dilapidation (2 Groups)


																				Total		Total		Wooden		Non-wooden		Total		Wooden		Non-wooden





																100   横　　  浜　  　市 		Yokohama-shi

		053  		1410036     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		178,050		28,740		27,790		950		149,310		43,490		105,820

		053  		1410036     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		2,660		600		560		40		2,060		230		1,840

		053  		1410036     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		112,330		3,010		2,910		100		109,320		35,370		73,960

		053  		1410036     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		10,460		4,380		4,260		120		6,090		450		5,640

		053  		1410036     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		52,590		20,760		20,070		690		31,830		7,450		24,380

		053  		1410036     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		35,830		9,410		9,200		210		26,420		14,540		11,880

		053  		1410036     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		250		70		70		-		180		60		120

		053  		1410036     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		20,640		990		940		40		19,650		11,470		8,180

		053  		1410036     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,320		1,030		1,020		10		290		110		180

		053  		1410036     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		13,620		7,330		7,170		160		6,300		2,900		3,390

		053  		1410036     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		142,220		19,330		18,590		740		122,890		28,950		93,930

		053  		1410036     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		2,420		530		490		40		1,880		170		1,720

		053  		1410036     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		91,700		2,020		1,970		60		89,670		23,900		65,770

		053  		1410036     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		9,140		3,350		3,230		110		5,800		340		5,460

		053  		1410036     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		38,970		13,430		12,900		530		25,540		4,550		20,990

																101　 鶴　　  見　　　区		Tsurumi-ku

		053  		1410156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		17,050		2,600		2,530		60		14,450		4,770		9,680

		053  		1410156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		280		130		100		20		150		40		110

		053  		1410156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,890		340		330		20		9,550		3,540		6,010

		053  		1410156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		790		400		400		-		390		70		320

		053  		1410156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		6,100		1,730		1,710		20		4,370		1,130		3,240

		053  		1410156     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,870		960		940		20		2,910		1,810		1,100

		053  		1410156     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1410156     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,130		90		70		20		2,040		1,280		760

		053  		1410156     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		100		100		100		-		-		-		-

		053  		1410156     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,620		770		770		-		850		530		320

		053  		1410156     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		13,190		1,640		1,590		50		11,540		2,970		8,580

		053  		1410156     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		250		130		100		20		120		40		90

		053  		1410156     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,760		250		250		-		7,510		2,260		5,250

		053  		1410156     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		690		300		300		-		390		70		320

		053  		1410156     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,480		960		940		20		3,520		600		2,920

																102　 神　 奈　 川　  区		Kanagawa-ku

		053  		1410256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		15,830		1,550		1,510		50		14,280		5,340		8,930

		053  		1410256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1410256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		11,490		280		260		30		11,200		4,280		6,920

		053  		1410256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		680		30		30		-		650		20		630

		053  		1410256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,650		1,240		1,220		20		2,410		1,040		1,370

		053  		1410256     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,040		560		560		-		2,480		1,910		570

		053  		1410256     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410256     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,030		100		100		-		1,930		1,590		340

		053  		1410256     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		10		10		-		20		-		20

		053  		1410256     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		980		450		450		-		530		320		210

		053  		1410256     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		12,790		990		950		50		11,800		3,430		8,370

		053  		1410256     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1410256     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,460		180		160		30		9,280		2,690		6,590

		053  		1410256     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		640		20		20		-		630		20		610

		053  		1410256     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,660		790		770		20		1,870		720		1,160

																103　 西　　　　　    区		Nishi-ku

		053  		1410356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		7,090		1,010		1,000		10		6,080		1,360		4,720

		053  		1410356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		30		-		-		-		30		20		10

		053  		1410356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,220		130		130		-		5,090		1,180		3,910

		053  		1410356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,030		650		650		10		380		60		320

		053  		1410356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		810		230		230		-		580		100		490

		053  		1410356     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,650		340		330		10		1,300		510		790

		053  		1410356     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410356     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,170		20		20		-		1,150		500		650

		053  		1410356     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		270		250		240		10		20		-		20

		053  		1410356     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		210		70		70		-		140		10		130

		053  		1410356     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		5,440		670		670		-		4,770		850		3,930

		053  		1410356     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		30		-		-		-		30		20		10

		053  		1410356     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,040		110		110		-		3,940		680		3,260

		053  		1410356     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		770		410		410		-		360		60		300

		053  		1410356     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		600		150		150		-		450		90		360

																104　 中　　　　　    区		Naka-ku

		053  		1410456     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		11,690		1,420		1,310		110		10,270		1,210		9,060

		053  		1410456     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		1,460		160		160		-		1,300		60		1,240

		053  		1410456     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,280		60		60		-		5,220		810		4,410

		053  		1410456     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		500		130		130		-		370		30		330

		053  		1410456     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,450		1,070		960		110		3,380		300		3,080

		053  		1410456     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,630		390		390		-		2,240		540		1,710

		053  		1410456     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		30		30		-		40		-		40

		053  		1410456     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,330		20		20		-		1,320		380		940

		053  		1410456     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		60		60		60		-		-		-		-

		053  		1410456     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,170		280		280		-		890		160		730

		053  		1410456     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		9,060		1,040		920		110		8,020		670		7,350

		053  		1410456     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		1,390		130		130		-		1,260		60		1,200

		053  		1410456     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,950		40		40		-		3,910		430		3,470

		053  		1410456     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		440		70		70		-		370		30		330

		053  		1410456     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,280		790		680		110		2,490		140		2,340

																105　 南　　　　　    区		Minami-ku

		053  		1410556     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		13,250		2,560		2,390		170		10,700		3,030		7,670

		053  		1410556     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		100		70		70		-		40		-		40

		053  		1410556     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,010		260		260		-		7,750		2,200		5,560

		053  		1410556     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		600		360		340		20		240		-		240

		053  		1410556     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,540		1,870		1,730		150		2,670		830		1,830

		053  		1410556     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,450		890		860		20		2,560		1,340		1,220

		053  		1410556     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		30		10		10		-		20		-		20

		053  		1410556     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,160		90		90		-		2,070		970		1,100

		053  		1410556     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		50		50		50		-		-		-		-

		053  		1410556     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,200		740		710		20		470		370		100

		053  		1410556     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		9,810		1,670		1,530		140		8,140		1,690		6,440

		053  		1410556     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		50		50		-		20		-		20

		053  		1410556     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,850		170		170		-		5,680		1,230		4,450

		053  		1410556     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		550		310		290		20		240		-		240

		053  		1410556     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,340		1,140		1,020		120		2,200		470		1,730

																106　 保  土  ケ　谷　区		Hodogaya-ku

		053  		1410656     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		12,480		2,100		2,030		70		10,380		2,990		7,380

		053  		1410656     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		50		30		20		20		-		20

		053  		1410656     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,440		80		80		-		6,360		2,400		3,960

		053  		1410656     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		920		290		290		-		630		10		620

		053  		1410656     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		5,060		1,680		1,630		50		3,380		580		2,790

		053  		1410656     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,990		550		540		20		1,440		1,110		330

		053  		1410656     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410656     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,100		40		40		-		1,060		910		160

		053  		1410656     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		70		70		70		-		-		-		-

		053  		1410656     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		820		450		430		20		370		200		170

		053  		1410656     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		10,490		1,550		1,490		50		8,940		1,890		7,060

		053  		1410656     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		50		30		20		20		-		20

		053  		1410656     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,330		40		40		-		5,290		1,490		3,800

		053  		1410656     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		850		220		220		-		630		10		620

		053  		1410656     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,240		1,240		1,200		40		3,000		380		2,620

																107　 磯　　  子　　　区		Isogo-ku

		053  		1410756     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		8,200		1,270		1,230		30		6,930		2,510		4,420

		053  		1410756     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		160		60		60		-		100		-		100

		053  		1410756     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,080		90		90		-		5,990		2,320		3,670

		053  		1410756     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		590		240		230		10		350		150		200

		053  		1410756     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,370		880		860		20		490		40		450

		053  		1410756     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,100		420		420		-		1,680		910		770

		053  		1410756     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410756     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,560		10		10		-		1,540		810		730

		053  		1410756     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		160		70		70		-		80		80		-

		053  		1410756     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		390		340		340		-		60		10		40

		053  		1410756     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		6,090		850		810		30		5,250		1,600		3,650

		053  		1410756     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		160		60		60		-		100		-		100

		053  		1410756     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,520		80		80		-		4,450		1,500		2,940

		053  		1410756     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		440		170		160		10		260		70		200

		053  		1410756     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		980		540		520		20		440		30		410

																108　 金　　  沢　　　区		Kanazawa-ku

		053  		1410856     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		7,990		1,580		1,500		70		6,410		1,890		4,520

		053  		1410856     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410856     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,700		260		260		-		5,430		1,710		3,730

		053  		1410856     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		530		270		270		-		260		-		260

		053  		1410856     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,760		1,050		970		70		720		190		530

		053  		1410856     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,230		540		490		50		690		480		220

		053  		1410856     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410856     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		670		70		70		-		600		390		220

		053  		1410856     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		50		50		50		-		-		-		-

		053  		1410856     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		500		410		360		50		90		90		-

		053  		1410856     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		6,760		1,040		1,020		20		5,720		1,410		4,310

		053  		1410856     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410856     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,020		190		190		-		4,830		1,320		3,510

		053  		1410856     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		470		210		210		-		260		-		260

		053  		1410856     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,260		630		610		20		630		100		530

																109　 港　　  北　　　区		Kohoku-ku

		053  		1410956     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		17,890		2,070		1,980		100		15,810		4,760		11,060

		053  		1410956     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410956     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		13,060		180		120		60		12,890		4,110		8,780

		053  		1410956     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		470		40		40		-		430		-		430

		053  		1410956     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,350		1,860		1,820		40		2,490		650		1,850

		053  		1410956     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,690		850		820		30		2,840		1,490		1,350

		053  		1410956     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410956     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,250		120		100		30		2,120		1,260		870

		053  		1410956     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		60		-		-		-		60		-		60

		053  		1410956     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,380		730		730		-		650		230		420

		053  		1410956     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		14,200		1,220		1,160		70		12,970		3,270		9,710

		053  		1410956     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1410956     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,820		50		20		30		10,760		2,850		7,910

		053  		1410956     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		400		40		40		-		370		-		370

		053  		1410956     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,980		1,130		1,090		40		1,840		420		1,430

																110　 戸　　  塚　　　区		Totsuka-ku

		053  		1411056     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		9,670		2,120		2,100		20		7,540		1,960		5,580

		053  		1411056     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		80		20		20		-		60		40		20

		053  		1411056     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,730		240		240		-		4,490		1,340		3,140

		053  		1411056     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		390		210		210		-		180		40		140

		053  		1411056     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,470		1,660		1,640		20		2,820		550		2,270

		053  		1411056     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,360		810		810		-		1,550		530		1,010

		053  		1411056     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		40		20

		053  		1411056     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		930		100		100		-		830		340		490

		053  		1411056     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		50		50		50		-		-		-		-

		053  		1411056     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,320		660		660		-		660		160		500

		053  		1411056     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		7,310		1,310		1,290		20		6,000		1,430		4,570

		053  		1411056     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1411056     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,800		140		140		-		3,660		1,000		2,650

		053  		1411056     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		340		160		160		-		180		40		140

		053  		1411056     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,160		1,000		980		20		2,160		390		1,770

																111　 港　　  南　　　区		Konan-ku

		053  		1411156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		8,630		1,390		1,300		90		7,240		1,890		5,340

		053  		1411156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		40		-		-		-		40		-		40

		053  		1411156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,990		70		70		-		4,920		1,680		3,240

		053  		1411156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		660		200		140		60		460		-		460

		053  		1411156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,930		1,120		1,090		30		1,810		210		1,600

		053  		1411156     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,050		420		420		-		1,630		660		980

		053  		1411156     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1411156     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,040		-		-		-		1,040		520		520

		053  		1411156     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		40		40		40		-		-		-		-

		053  		1411156     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		950		380		380		-		570		130		440

		053  		1411156     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		6,580		970		890		90		5,600		1,240		4,370

		053  		1411156     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1411156     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,950		70		70		-		3,880		1,160		2,720

		053  		1411156     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		630		170		110		60		460		-		460

		053  		1411156     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,980		740		710		30		1,240		80		1,160

																112　 旭　　　　　    区		Asahi-ku

		053  		1411256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		10,410		2,390		2,350		40		8,020		2,560		5,460

		053  		1411256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		100		30		30		-		70		-		70

		053  		1411256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,150		230		230		-		5,920		1,980		3,940

		053  		1411256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		690		250		240		20		440		-		440

		053  		1411256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,470		1,880		1,850		20		1,590		580		1,010

		053  		1411256     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,290		860		860		-		1,430		900		530

		053  		1411256     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411256     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,180		140		140		-		1,040		630		410

		053  		1411256     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		130		80		80		-		50		-		50

		053  		1411256     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		980		650		650		-		330		270		60

		053  		1411256     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		8,120		1,530		1,490		40		6,590		1,660		4,930

		053  		1411256     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		100		30		30		-		70		-		70

		053  		1411256     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,970		90		90		-		4,880		1,350		3,530

		053  		1411256     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		560		180		160		20		390		-		390

		053  		1411256     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,490		1,230		1,210		20		1,260		310		950

																113　 緑　　　　　    区		Midori-ku

		053  		1411356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		6,700		910		910		-		5,790		1,630		4,160

		053  		1411356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		20		20		-		50		-		50

		053  		1411356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,600		60		60		-		4,540		1,310		3,230

		053  		1411356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		300		180		180		-		120		-		120

		053  		1411356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,740		650		650		-		1,080		310		770

		053  		1411356     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,080		230		230		-		850		450		400

		053  		1411356     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411356     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		610		-		-		-		610		250		350

		053  		1411356     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1411356     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		440		200		200		-		240		200		40

		053  		1411356     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		5,620		680		680		-		4,940		1,170		3,760

		053  		1411356     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		20		20		-		50		-		50

		053  		1411356     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,000		60		60		-		3,940		1,060		2,870

		053  		1411356     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		270		150		150		-		120		-		120

		053  		1411356     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,290		450		450		-		840		110		730

																114　 瀬　　  谷　　　区		Seya-ku

		053  		1411456     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		5,370		1,240		1,210		30		4,130		1,550		2,580

		053  		1411456     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1411456     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,900		150		150		-		3,750		1,380		2,370

		053  		1411456     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		460		320		320		-		130		20		110

		053  		1411456     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,010		760		720		30		250		150		100

		053  		1411456     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		920		340		320		10		580		460		110

		053  		1411456     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1411456     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		470		-		-		-		470		360		110

		053  		1411456     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		80		60		60		-		20		20		-

		053  		1411456     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		350		260		250		10		80		80		-

		053  		1411456     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		4,460		900		890		20		3,550		1,080		2,470

		053  		1411456     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411456     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,430		150		150		-		3,270		1,020		2,250

		053  		1411456     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		370		260		260		-		110		-		110

		053  		1411456     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		660		490		470		20		170		60		100

																115　 栄　　　　　    区		Sakae-ku

		053  		1411556     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		3,320		680		680		-		2,640		1,090		1,550

		053  		1411556     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		10		10		-		50		-		50

		053  		1411556     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,240		90		90		-		2,150		980		1,170

		053  		1411556     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		360		280		280		-		80		10		70

		053  		1411556     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		640		290		290		-		350		90		260

		053  		1411556     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		350		120		120		-		230		190		40

		053  		1411556     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1411556     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		260		30		30		-		230		190		40

		053  		1411556     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		40		40		40		-		-		-		-

		053  		1411556     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		40		40		40		-		-		-		-

		053  		1411556     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		2,960		560		560		-		2,410		900		1,510

		053  		1411556     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		-		-		-		50		-		50

		053  		1411556     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,980		60		60		-		1,920		790		1,130

		053  		1411556     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		320		240		240		-		80		10		70

		053  		1411556     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		600		250		250		-		350		90		260

																116　 泉　　　　　    区		Izumi-ku

		053  		1411656     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		4,040		1,300		1,280		10		2,740		1,120		1,630

		053  		1411656     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411656     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,480		160		160		-		2,330		1,030		1,300

		053  		1411656     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		270		190		190		-		80		-		80

		053  		1411656     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,290		950		940		10		340		90		250

		053  		1411656     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		810		390		390		-		410		340		70

		053  		1411656     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411656     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		460		100		100		-		370		310		60

		053  		1411656     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1411656     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		330		290		290		-		50		30		20

		053  		1411656     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		3,230		900		890		10		2,330		780		1,550

		053  		1411656     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411656     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,020		60		60		-		1,960		720		1,240

		053  		1411656     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		260		180		180		-		80		-		80

		053  		1411656     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		960		660		650		10		290		60		230

																117　 青　　  葉　　　区		Aoba-ku

		053  		1411756     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		11,590		1,600		1,580		20		9,990		2,360		7,630

		053  		1411756     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		80		-		-		-		80		40		40

		053  		1411756     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,830		210		210		-		7,620		1,920		5,710

		053  		1411756     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		410		200		200		-		210		-		210

		053  		1411756     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,280		1,200		1,170		20		2,080		410		1,670

		053  		1411756     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,780		570		550		20		1,210		690		520

		053  		1411756     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		20		-

		053  		1411756     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,060		60		60		-		1,000		580		420

		053  		1411756     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1411756     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		680		490		460		20		190		90		100

		053  		1411756     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		9,810		1,030		1,030		-		8,780		1,670		7,110

		053  		1411756     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		20		40

		053  		1411756     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,770		150		150		-		6,620		1,330		5,290

		053  		1411756     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		380		170		170		-		210		-		210

		053  		1411756     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,600		710		710		-		1,890		320		1,570

																118　 都　　  筑　　　区		Tsuzuki-ku

		053  		1411856     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		6,860		950		890		60		5,910		1,470		4,440

		053  		1411856     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		120		40		40		-		70		30		50

		053  		1411856     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,250		120		120		-		4,130		1,220		2,910

		053  		1411856     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		810		130		130		-		680		20		660

		053  		1411856     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,680		660		600		60		1,030		210		820

		053  		1411856     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		550		180		150		20		370		230		140

		053  		1411856     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1411856     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		220		-		-		-		220		200		20

		053  		1411856     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		60		40		40		-		20		-		20

		053  		1411856     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		260		140		110		20		120		20		100

		053  		1411856     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		6,320		780		740		40		5,540		1,250		4,290

		053  		1411856     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		120		40		40		-		70		30		50

		053  		1411856     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,030		120		120		-		3,910		1,020		2,890

		053  		1411856     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		750		90		90		-		660		20		640

		053  		1411856     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,420		520		480		40		900		180		720

																130   川　  　崎  　　市 		Kawasaki-shi

		053  		1413036     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		78,460		6,510		6,040		470		71,950		18,630		53,310

		053  		1413036     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		580		40		40		-		540		200		340

		053  		1413036     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		59,840		960		880		90		58,880		16,480		42,400

		053  		1413036     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		4,420		1,920		1,770		140		2,510		160		2,340

		053  		1413036     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		13,610		3,590		3,350		240		10,020		1,790		8,230

		053  		1413036     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		15,370		1,720		1,600		120		13,640		6,940		6,700

		053  		1413036     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		170		-		-		-		170		100		70

		053  		1413036     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,960		370		350		20		10,590		6,000		4,590

		053  		1413036     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		560		340		290		50		230		90		140

		053  		1413036     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,670		1,020		960		60		2,650		750		1,900

		053  		1413036     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		63,090		4,790		4,440		350		58,300		11,690		46,610

		053  		1413036     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		410		40		40		-		370		100		270

		053  		1413036     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		48,880		600		530		70		48,290		10,480		37,810

		053  		1413036     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		3,860		1,580		1,480		100		2,280		80		2,200

		053  		1413036     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		9,940		2,570		2,390		180		7,370		1,040		6,330

																131　 川　　  崎　　　区		Kawasaki-ku

		053  		1413156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		11,490		1,230		1,040		190		10,260		2,610		7,640

		053  		1413156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		-		60

		053  		1413156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,960		260		230		30		9,700		2,560		7,140

		053  		1413156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,310		890		750		140		410		40		380

		053  		1413156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		160		70		60		20		80		20		70

		053  		1413156     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,540		450		400		50		2,090		1,550		550

		053  		1413156     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		-		60

		053  		1413156     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,070		140		140		-		1,940		1,530		410

		053  		1413156     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		360		260		220		50		100		20		80

		053  		1413156     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		50		50		50		-		-		-		-

		053  		1413156     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		8,950		780		640		150		8,160		1,070		7,100

		053  		1413156     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413156     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,890		130		90		30		7,760		1,030		6,730

		053  		1413156     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		950		630		530		100		320		20		300

		053  		1413156     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		110		30		10		20		80		20		70

																132　 幸　　　　　    区		Saiwai-ku

		053  		1413256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		7,130		720		680		50		6,410		1,850		4,560

		053  		1413256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		20		40

		053  		1413256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,900		110		80		30		4,790		1,410		3,380

		053  		1413256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		350		60		60		-		290		-		290

		053  		1413256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,820		550		530		20		1,270		420		840

		053  		1413256     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,610		250		240		20		1,350		740		610

		053  		1413256     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413256     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,130		60		40		20		1,070		480		590

		053  		1413256     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1413256     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		450		160		160		-		280		260		20

		053  		1413256     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		5,520		470		440		30		5,050		1,100		3,950

		053  		1413256     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		-		-		-		60		20		40

		053  		1413256     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,770		50		40		20		3,720		930		2,790

		053  		1413256     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		320		30		30		-		290		-		290

		053  		1413256     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,370		390		370		20		990		160		820

																133　 中　　  原　　　区		Nakahara-ku

		053  		1413356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		13,170		970		840		130		12,200		2,790		9,410

		053  		1413356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		160		30		30		-		130		80		50

		053  		1413356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,330		110		90		20		9,210		2,220		6,990

		053  		1413356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		480		190		190		-		290		120		170

		053  		1413356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,200		630		530		100		2,570		380		2,190

		053  		1413356     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,670		190		130		60		3,480		1,130		2,350

		053  		1413356     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		-		-		-		50		50		-

		053  		1413356     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,970		-		-		-		1,970		870		1,110

		053  		1413356     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		70		-		-		-		70		70		-

		053  		1413356     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,570		190		130		60		1,380		140		1,240

		053  		1413356     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		9,500		780		720		60		8,720		1,670		7,050

		053  		1413356     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		100		30		30		-		80		20		50

		053  		1413356     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,350		110		90		20		7,240		1,360		5,880

		053  		1413356     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		420		190		190		-		220		50		170

		053  		1413356     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,630		440		400		40		1,190		240		950

																134　 高　　  津　　　区		Takatsu-ku

		053  		1413456     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		12,560		640		570		80		11,910		3,430		8,480

		053  		1413456     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		100		-		-		-		100		40		60

		053  		1413456     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,670		170		170		-		10,500		3,040		7,460

		053  		1413456     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		380		40		40		-		340		-		340

		053  		1413456     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,410		430		360		80		970		340		630

		053  		1413456     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,180		220		220		-		1,970		1,220		750

		053  		1413456     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		-		-		-		50		30		20

		053  		1413456     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,930		130		130		-		1,800		1,100		700

		053  		1413456     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1413456     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		180		80		80		-		100		100		-

		053  		1413456     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		10,370		430		350		80		9,940		2,210		7,740

		053  		1413456     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		-		-		-		50		10		40

		053  		1413456     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,740		30		30		-		8,700		1,950		6,750

		053  		1413456     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		360		40		40		-		310		-		310

		053  		1413456     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,230		350		270		80		880		250		630

																135　 多　　  摩　　　区		Tama-ku

		053  		1413556     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		15,450		1,020		1,020		-		14,440		4,010		10,430

		053  		1413556     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		-		-		-		70		20		50

		053  		1413556     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		12,220		100		100		-		12,120		3,870		8,250

		053  		1413556     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		460		210		210		-		250		-		250

		053  		1413556     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,710		710		710		-		2,000		130		1,870

		053  		1413556     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,700		300		300		-		2,400		1,270		1,130

		053  		1413556     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413556     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,100		40		40		-		2,070		1,180		880

		053  		1413556     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		80		40		40		-		40		-		40

		053  		1413556     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		510		220		220		-		290		80		210

		053  		1413556     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		12,760		720		720		-		12,040		2,750		9,290

		053  		1413556     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		-		-		-		70		20		50

		053  		1413556     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,110		60		60		-		10,050		2,690		7,370

		053  		1413556     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		380		170		170		-		210		-		210

		053  		1413556     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,200		490		490		-		1,700		40		1,660

																136　 宮　　  前　　　区		Miyamae-ku

		053  		1413656     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		9,770		680		670		20		9,090		1,700		7,390

		053  		1413656     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		20		-

		053  		1413656     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,260		140		140		-		7,120		1,560		5,560

		053  		1413656     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,000		300		300		-		700		-		700

		053  		1413656     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,500		240		230		20		1,250		120		1,130

		053  		1413656     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,350		110		110		-		1,240		570		670

		053  		1413656     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		20		-

		053  		1413656     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,120		-		-		-		1,120		490		630

		053  		1413656     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413656     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		210		110		110		-		100		60		40

		053  		1413656     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		8,420		580		560		20		7,850		1,120		6,720

		053  		1413656     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413656     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,140		140		140		-		6,000		1,070		4,930

		053  		1413656     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,000		300		300		-		700		-		700

		053  		1413656     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,290		140		120		20		1,150		60		1,090

																137　 麻　　  生　　　区		Asao-ku

		053  		1413756     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		8,890		1,250		1,240		10		7,650		2,240		5,400

		053  		1413756     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		120		20		20		-		110		30		80

		053  		1413756     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,500		70		70		-		5,430		1,820		3,610

		053  		1413756     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		450		220		220		-		230		10		220

		053  		1413756     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,820		950		930		10		1,870		380		1,490

		053  		1413756     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,320		210		210		-		1,110		470		640

		053  		1413756     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413756     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		620		-		-		-		620		360		260

		053  		1413756     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1413756     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		710		210		210		-		490		110		380

		053  		1413756     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		7,570		1,030		1,020		10		6,530		1,780		4,760

		053  		1413756     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		120		20		20		-		110		30		80

		053  		1413756     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,890		70		70		-		4,810		1,460		3,350

		053  		1413756     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		450		220		220		-		230		10		220

		053  		1413756     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,110		730		720		10		1,380		270		1,110

																150   相   模   原    市		Sagamihara-shi

		053  		1415036     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		35,920		7,300		7,000		300		28,610		7,770		20,850

		053  		1415036     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		980		490		450		30		490		70		420

		053  		1415036     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		23,620		700		700		-		22,920		6,620		16,300

		053  		1415036     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,170		770		720		40		400		60		340

		053  		1415036     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		10,150		5,350		5,130		220		4,800		1,010		3,790

		053  		1415036     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		6,920		2,690		2,570		120		4,220		1,650		2,570

		053  		1415036     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		170		100		100		-		70		20		50

		053  		1415036     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,680		330		330		-		3,360		1,350		2,010

		053  		1415036     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		330		230		200		30		100		20		80

		053  		1415036     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,740		2,040		1,950		100		700		270		430

		053  		1415036     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		29,000		4,610		4,430		180		24,390		6,120		18,270

		053  		1415036     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		810		390		360		30		420		60		360

		053  		1415036     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		19,940		370		370		-		19,570		5,280		14,290

		053  		1415036     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		840		540		520		20		300		40		260

		053  		1415036     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		7,410		3,310		3,180		130		4,100		740		3,360

																151   緑              区		Midori-ku

		053  		1415156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		8,500		3,260		3,080		180		5,240		1,850		3,390

		053  		1415156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		550		380		350		30		170		30		140

		053  		1415156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,060		200		200		-		3,870		1,560		2,300

		053  		1415156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		370		300		300		-		60		40		20

		053  		1415156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,520		2,370		2,230		140		1,140		220		920

		053  		1415156     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,200		1,300		1,220		80		900		300		600

		053  		1415156     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		130		100		100		-		30		-		30

		053  		1415156     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		670		150		150		-		520		250		260

		053  		1415156     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		150		130		130		-		20		20		-

		053  		1415156     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,270		930		850		80		340		30		310

		053  		1415156     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		6,290		1,960		1,860		100		4,340		1,550		2,790

		053  		1415156     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		420		290		260		30		140		30		110

		053  		1415156     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,400		50		50		-		3,350		1,310		2,040

		053  		1415156     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		220		170		170		-		50		20		20

		053  		1415156     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,250		1,450		1,380		60		810		190		620

																152   中      央      区		Chuo-ku

		053  		1415256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		13,010		1,950		1,900		50		11,060		2,110		8,950

		053  		1415256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		120		20		20		-		110		20		90

		053  		1415256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,210		290		290		-		8,930		1,780		7,140

		053  		1415256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		390		210		180		30		180		-		180

		053  		1415256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,280		1,440		1,420		20		1,840		310		1,540

		053  		1415256     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,370		730		700		30		1,640		450		1,190

		053  		1415256     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		40		-		-		-		40		20		20

		053  		1415256     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,480		120		120		-		1,370		320		1,040

		053  		1415256     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		160		80		50		30		80		-		80

		053  		1415256     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		690		530		530		-		160		110		50

		053  		1415256     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		10,640		1,220		1,200		20		9,420		1,660		7,760

		053  		1415256     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		80		20		20		-		70		-		70

		053  		1415256     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,730		170		170		-		7,560		1,460		6,100

		053  		1415256     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		230		130		130		-		100		-		100

		053  		1415256     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,590		900		880		20		1,690		190		1,490

																153   南              区		Minami-ku

		053  		1415356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		14,410		2,090		2,020		80		12,310		3,810		8,500

		053  		1415356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		300		80		80		-		220		30		190

		053  		1415356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,340		210		210		-		10,130		3,270		6,850

		053  		1415356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		410		250		240		20		150		20		130

		053  		1415356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,360		1,540		1,480		60		1,810		490		1,330

		053  		1415356     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,340		660		650		20		1,680		900		780

		053  		1415356     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1415356     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,540		60		60		-		1,470		770		700

		053  		1415356     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1415356     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		790		580		570		20		210		130		80

		053  		1415356     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		12,070		1,430		1,370		60		10,640		2,910		7,720

		053  		1415356     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		300		80		80		-		220		30		190

		053  		1415356     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,800		150		150		-		8,650		2,500		6,150

		053  		1415356     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		390		240		220		20		150		20		130

		053  		1415356     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,570		960		920		40		1,610		360		1,250

																201　 横　 須　 賀　  市		Yokosuka-shi

		053  		1420146     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		28,830		10,130		9,530		590		18,700		5,880		12,820

		053  		1420146     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		4,310		1,700		1,430		260		2,610		570		2,050

		053  		1420146     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		12,060		730		700		20		11,330		4,060		7,280

		053  		1420146     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,400		760		680		80		640		90		550

		053  		1420146     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		11,060		6,940		6,720		220		4,120		1,170		2,950

		053  		1420146     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		8,910		3,730		3,610		110		5,190		2,340		2,850

		053  		1420146     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		440		160		130		30		280		-		280

		053  		1420146     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,820		260		260		-		3,560		1,620		1,940

		053  		1420146     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		300		160		130		20		150		30		110

		053  		1420146     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,350		3,150		3,090		50		1,200		690		510

		053  		1420146     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		19,910		6,400		5,920		480		13,510		3,540		9,980

		053  		1420146     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		3,870		1,540		1,310		230		2,330		570		1,760

		053  		1420146     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,240		470		440		20		7,770		2,440		5,330

		053  		1420146     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,100		600		540		60		490		60		440

		053  		1420146     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		6,710		3,790		3,620		170		2,920		480		2,440

																203　 平　　  塚　　　市		Hiratsuka-shi

		053  		1420346     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		12,170		2,450		2,310		140		9,720		2,990		6,730

		053  		1420346     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		310		70		70		-		240		20		210

		053  		1420346     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,350		720		650		70		7,630		2,200		5,430

		053  		1420346     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		440		20		20		-		420		-		420

		053  		1420346     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,070		1,640		1,570		70		1,430		760		670

		053  		1420346     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,290		1,250		1,230		20		2,040		960		1,080

		053  		1420346     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		110		-		-		-		110		-		110

		053  		1420346     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,550		440		440		-		1,110		520		590

		053  		1420346     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		300		-		-		-		300		-		300

		053  		1420346     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,330		800		780		20		520		440		90

		053  		1420346     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		8,890		1,200		1,090		120		7,680		2,030		5,650

		053  		1420346     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		200		70		70		-		130		20		100

		053  		1420346     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,800		280		210		70		6,520		1,680		4,840

		053  		1420346     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		140		20		20		-		120		-		120

		053  		1420346     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,740		830		790		50		910		330		580

																204　 鎌　　  倉　　　市		Kamakura-shi

		053  		1420446     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		9,630		3,650		3,500		150		5,990		2,400		3,590

		053  		1420446     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		840		500		490		10		340		30		310

		053  		1420446     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,370		190		190		-		3,170		1,700		1,480

		053  		1420446     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		750		450		430		20		300		10		290

		053  		1420446     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,680		2,500		2,390		120		2,170		660		1,520

		053  		1420446     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,200		940		920		20		1,260		750		510

		053  		1420446     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1420446     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		840		60		60		-		780		540		240

		053  		1420446     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		190		180		160		20		10		10		-

		053  		1420446     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,140		680		680		-		460		200		270

		053  		1420446     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		7,440		2,710		2,580		130		4,730		1,650		3,080

		053  		1420446     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		820		480		470		10		340		30		310

		053  		1420446     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,530		140		140		-		2,390		1,160		1,230

		053  		1420446     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		560		270		270		-		290		-		290

		053  		1420446     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,530		1,820		1,710		120		1,710		460		1,250

																205　 藤　　  沢　　　市		Fujisawa-shi

		053  		1420546     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		22,890		4,210		4,100		110		18,670		5,890		12,780

		053  		1420546     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		920		400		400		-		520		100		420

		053  		1420546     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		15,940		660		640		20		15,280		4,850		10,430

		053  		1420546     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,120		350		320		30		770		30		740

		053  		1420546     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		4,910		2,810		2,750		60		2,100		910		1,200

		053  		1420546     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		3,340		1,050		1,050		-		2,280		1,200		1,080

		053  		1420546     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		160		70		70		-		90		20		60

		053  		1420546     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,150		180		180		-		1,970		970		990

		053  		1420546     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1420546     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,000		770		770		-		230		210		20

		053  		1420546     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		19,550		3,160		3,050		110		16,390		4,690		11,700

		053  		1420546     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		760		330		330		-		430		80		350

		053  		1420546     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		13,790		480		460		20		13,310		3,880		9,430

		053  		1420546     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,090		320		280		30		770		30		740

		053  		1420546     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,910		2,040		1,980		60		1,870		700		1,180

																206　 小　 田　 原　  市		Odawara-shi

		053  		1420646     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		12,770		3,290		3,240		50		9,480		3,710		5,770

		053  		1420646     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		470		180		180		-		290		60		230

		053  		1420646     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,910		560		560		-		8,340		3,330		5,010

		053  		1420646     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		230		70		70		-		150		-		150

		053  		1420646     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,170		2,470		2,420		50		690		320		370

		053  		1420646     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,580		1,140		1,120		20		1,440		1,100		350

		053  		1420646     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		30		30		-		20		20		-

		053  		1420646     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,400		160		160		-		1,240		890		350

		053  		1420646     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1420646     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,130		940		920		20		180		180		-

		053  		1420646     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		10,180		2,150		2,120		30		8,030		2,610		5,420

		053  		1420646     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		420		150		150		-		270		30		230

		053  		1420646     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,510		400		400		-		7,100		2,440		4,670

		053  		1420646     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		220		60		60		-		150		-		150

		053  		1420646     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,040		1,530		1,500		30		510		140		370

																207　 茅　 ケ　 崎　  市		Chigasaki-shi

		053  		1420746     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		12,820		2,480		2,450		30		10,340		2,690		7,660

		053  		1420746     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		450		210		190		20		240		100		140

		053  		1420746     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,860		340		340		-		5,520		2,170		3,350

		053  		1420746     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		330		220		220		-		120		-		120

		053  		1420746     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		6,170		1,720		1,700		20		4,460		410		4,050

		053  		1420746     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,390		890		880		20		1,490		650		850

		053  		1420746     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		30		30		-		30		30		-

		053  		1420746     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,410		190		190		-		1,220		540		690

		053  		1420746     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		70		20		20		-		50		-		50

		053  		1420746     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		850		660		640		20		190		80		110

		053  		1420746     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		10,440		1,590		1,570		20		8,850		2,040		6,810

		053  		1420746     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		390		180		160		20		220		80		140

		053  		1420746     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,450		150		150		-		4,300		1,640		2,660

		053  		1420746     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		260		200		200		-		70		-		70

		053  		1420746     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		5,330		1,060		1,060		-		4,260		330		3,940

																208　 逗　　  子　　　市		Zushi-shi

		053  		1420846     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		4,840		1,430		1,350		80		3,410		560		2,850

		053  		1420846     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		2,160		260		230		30		1,900		20		1,890

		053  		1420846     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		930		60		50		10		870		410		460

		053  		1420846     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		150		90		80		10		60		-		60

		053  		1420846     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,600		1,020		990		30		570		130		440

		053  		1420846     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		960		440		440		-		520		190		330

		053  		1420846     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		80		40		40		-		40		20		20

		053  		1420846     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		300		30		30		-		260		90		180

		053  		1420846     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1420846     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		570		360		360		-		220		80		130

		053  		1420846     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		3,880		990		910		80		2,890		370		2,520

		053  		1420846     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		2,080		220		180		30		1,870		-		1,870

		053  		1420846     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		630		30		20		10		600		320		280

		053  		1420846     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		140		80		70		10		60		-		60

		053  		1420846     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,020		660		630		30		360		50		310

																210　 三　　  浦　　　市		Miura-shi

		053  		1421046     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		3,870		1,990		1,880		110		1,880		550		1,340

		053  		1421046     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		610		370		330		30		240		10		240

		053  		1421046     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,340		230		210		20		1,110		400		710

		053  		1421046     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		180		80		80		-		90		-		90

		053  		1421046     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,750		1,310		1,250		60		440		140		300

		053  		1421046     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,400		900		860		40		500		330		170

		053  		1421046     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		50		50		-		10		-		10

		053  		1421046     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		440		170		150		20		270		200		70

		053  		1421046     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1421046     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		890		660		640		30		220		120		100

		053  		1421046     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		2,470		1,090		1,020		70		1,380		220		1,160

		053  		1421046     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		550		310		280		30		240		10		230

		053  		1421046     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		900		70		70		-		830		190		640

		053  		1421046     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		150		60		60		-		90		-		90

		053  		1421046     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		860		650		610		30		220		20		200

																211　 秦　　  野　　　市		Hadano-shi

		053  		1421146     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		10,430		2,220		2,170		60		8,200		3,660		4,540

		053  		1421146     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		330		130		120		10		200		90		110

		053  		1421146     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,320		800		780		20		7,520		3,280		4,240

		053  		1421146     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		160		90		60		20		80		-		80

		053  		1421146     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,610		1,200		1,200		-		400		290		110

		053  		1421146     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,380		870		850		10		1,510		960		550

		053  		1421146     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		90		90		80		10		-		-		-

		053  		1421146     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,700		260		260		-		1,440		910		530

		053  		1421146     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1421146     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		570		500		500		-		70		50		20

		053  		1421146     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		8,050		1,360		1,320		40		6,690		2,700		3,990

		053  		1421146     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		240		40		40		-		200		90		110

		053  		1421146     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		6,620		540		520		20		6,080		2,370		3,710

		053  		1421146     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		150		70		50		20		80		-		80

		053  		1421146     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,040		710		710		-		330		240		90

																212　 厚　　  木　　　市		Atsugi-shi

		053  		1421246     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		14,460		2,200		2,160		40		12,260		3,860		8,400

		053  		1421246     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		110		40		40		-		70		30		40

		053  		1421246     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		10,790		390		390		-		10,400		3,660		6,740

		053  		1421246     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		1,310		360		360		-		950		20		930

		053  		1421246     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,260		1,420		1,380		40		840		150		690

		053  		1421246     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		2,520		670		660		20		1,840		480		1,360

		053  		1421246     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		40		40		-		30		30		-

		053  		1421246     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,430		210		210		-		1,230		410		810

		053  		1421246     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		510		20		20		-		490		-		490

		053  		1421246     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		510		410		390		20		100		40		60

		053  		1421246     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		11,950		1,530		1,510		20		10,420		3,380		7,040

		053  		1421246     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		40		-		-		-		40		-		40

		053  		1421246     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		9,360		180		180		-		9,170		3,250		5,920

		053  		1421246     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		800		340		340		-		460		20		440

		053  		1421246     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,750		1,010		990		20		740		110		630

																213　 大　　  和　　　市		Yamato-shi

		053  		1421346     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		13,040		2,090		2,000		90		10,950		2,750		8,200

		053  		1421346     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		340		160		160		-		180		-		180

		053  		1421346     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		8,940		330		330		-		8,610		2,460		6,150

		053  		1421346     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		180		160		160		-		20		-		20

		053  		1421346     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		3,580		1,450		1,360		90		2,130		280		1,850

		053  		1421346     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,900		610		610		-		1,280		680		610

		053  		1421346     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		-		-		-		20		-		20

		053  		1421346     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,180		100		100		-		1,070		580		490

		053  		1421346     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1421346     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		680		490		490		-		190		90		90

		053  		1421346     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		11,140		1,480		1,380		90		9,660		2,070		7,590

		053  		1421346     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		320		160		160		-		160		-		160

		053  		1421346     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		7,760		220		220		-		7,540		1,880		5,660

		053  		1421346     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		150		130		130		-		20		-		20

		053  		1421346     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,910		960		870		90		1,940		190		1,750

																214　 伊　 勢　 原　  市		Isehara-shi

		053  		1421446     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		6,560		1,070		1,040		30		5,490		1,880		3,610

		053  		1421446     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70		60		60		-		20		-		20

		053  		1421446     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		5,080		330		310		20		4,750		1,540		3,210

		053  		1421446     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		100		60		60		-		50		-		50

		053  		1421446     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,300		620		620		10		680		350		330

		053  		1421446     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,580		480		470		10		1,100		560		540

		053  		1421446     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1421446     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,220		240		240		-		980		440		540

		053  		1421446     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1421446     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		330		210		200		10		120		120		-

		053  		1421446     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		4,980		590		570		20		4,390		1,320		3,070

		053  		1421446     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60		50		50		-		20		-		20

		053  		1421446     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,860		90		70		20		3,770		1,090		2,670

		053  		1421446     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		90		40		40		-		50		-		50

		053  		1421446     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		970		410		410		-		560		230		330

																215　 海　 老　 名　  市		Ebina-shi

		053  		1421546     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		5,480		1,130		1,130		-		4,350		1,070		3,270

		053  		1421546     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		460		70		70		-		390		40		350

		053  		1421546     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,360		230		230		-		3,130		910		2,210

		053  		1421546     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		410		110		110		-		300		-		300

		053  		1421546     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,250		720		720		-		530		120		410

		053  		1421546     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		810		440		440		-		360		300		60

		053  		1421546     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1421546     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		460		100		100		-		360		300		60

		053  		1421546     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		40		40		40		-		-		-		-

		053  		1421546     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		310		310		310		-		-		-		-

		053  		1421546     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		4,670		690		690		-		3,980		770		3,210

		053  		1421546     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		460		70		70		-		390		40		350

		053  		1421546     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		2,900		140		140		-		2,760		610		2,150

		053  		1421546     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		380		80		80		-		300		-		300

		053  		1421546     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		940		410		410		-		530		120		410

																216　 座　　  間　　　市		Zama-shi

		053  		1421646     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		6,590		1,230		1,230		-		5,360		1,790		3,570

		053  		1421646     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		130		60		60		-		70		20		50

		053  		1421646     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		4,190		140		140		-		4,050		1,350		2,700

		053  		1421646     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		280		70		70		-		200		30		170

		053  		1421646     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		2,000		950		950		-		1,040		390		650

		053  		1421646     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		1,240		420		420		-		820		290		530

		053  		1421646     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		20		20		-		40		20		10

		053  		1421646     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		610		60		60		-		550		180		370

		053  		1421646     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1421646     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		580		350		350		-		240		90		150

		053  		1421646     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		5,350		800		800		-		4,540		1,500		3,040

		053  		1421646     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		80		40		40		-		40		-		40

		053  		1421646     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,580		80		80		-		3,500		1,170		2,330

		053  		1421646     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		280		70		70		-		200		30		170

		053  		1421646     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,410		610		610		-		800		300		500

																217　 南　 足　 柄　  市		Minamiashigara-shi

		053  		1421746     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,850		830		820		10		1,020		370		660

		053  		1421746     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		40		40		-		10		10		-

		053  		1421746     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		960		90		90		-		870		330		540

		053  		1421746     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		90		90		90		-		-		-		-

		053  		1421746     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		750		600		590		10		150		30		120

		053  		1421746     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		340		270		270		-		80		30		50

		053  		1421746     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1421746     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		100		30		30		-		70		20		50

		053  		1421746     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		-		-		-		-		-		-		-

		053  		1421746     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		230		230		230		-		10		10		-

		053  		1421746     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		1,510		560		550		10		950		340		610

		053  		1421746     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50		40		40		-		10		10		-

		053  		1421746     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		860		60		60		-		800		300		490

		053  		1421746     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		90		90		90		-		-		-		-

		053  		1421746     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		510		370		360		10		140		20		120

																218　 綾　　  瀬　　　市		Ayase-shi

		053  		1421846     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,770		1,030		1,030		-		1,740		770		970

		053  		1421846     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1421846     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,740		200		200		-		1,550		690		860

		053  		1421846     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		320		300		300		-		20		10		10

		053  		1421846     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		680		510		510		-		170		70		100

		053  		1421846     		            		  				6				　腐　朽 ･ 破　損　 あ　り クサ キュウ ヤブ ソン		14-A		600		300		300		-		300		200		90

		053  		1421846     		            		  				7				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10		10		10		-		-		-		-

		053  		1421846     		            		  				8				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		340		90		90		-		250		170		80

		053  		1421846     		            		  				9				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30		30		30		-		-		-		-

		053  		1421846     		            		  				10				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		220		170		170		-		50		40		10

		053  		1421846     		            		  				11				　腐　朽 ･ 破　損　 な　し クサ キュウ ヤブ ソン		14-B		2,170		730		730		-		1,440		560		870

		053  		1421846     		            		  				12				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20		20		20		-		-		-		-

		053  		1421846     		            		  				13				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		1,410		110		110		-		1,300		520		770

		053  		1421846     		            		  				14				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		290		270		270		-		20		10		10

		053  		1421846     		            		  				15				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		460		340		340		-		120		30		90











































































































































































































































































































































































































































































































































































H25 戸建空家

																				2

																				2



																		第25表　





																		Table 25.  





																空き家の種類 (4区分),
腐朽・破損の有無 (2区分)
				一戸建 イッコ ダテ

																				Detached houses

																				総　数 フサ カズ

																Vacant status (4 Groups) and
situation of dilapidation (2 Groups)


																				Total





																100   横　　  浜　  　市 		Yokohama-shi

		053  		1410036     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		28,740

		053  		1410036     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		600

		053  		1410036     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		3,010

		053  		1410036     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		4,380

		053  		1410036     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		20,760

																101　 鶴　　  見　　　区		Tsurumi-ku

		053  		1410156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,600

		053  		1410156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		130

		053  		1410156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		340

		053  		1410156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		400

		053  		1410156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,730

																102　 神　 奈　 川　  区		Kanagawa-ku

		053  		1410256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,550

		053  		1410256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1410256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		280

		053  		1410256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		30

		053  		1410256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,240

																103　 西　　　　　    区		Nishi-ku

		053  		1410356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,010

		053  		1410356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1410356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		130

		053  		1410356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		650

		053  		1410356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		230

																104　 中　　　　　    区		Naka-ku

		053  		1410456     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,420

		053  		1410456     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		160

		053  		1410456     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		60

		053  		1410456     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		130

		053  		1410456     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,070

																105　 南　　　　　    区		Minami-ku

		053  		1410556     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,560

		053  		1410556     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		70

		053  		1410556     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		260

		053  		1410556     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		360

		053  		1410556     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,870

																106　 保  土  ケ　谷　区		Hodogaya-ku

		053  		1410656     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,100

		053  		1410656     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		50

		053  		1410656     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		80

		053  		1410656     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		290

		053  		1410656     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,680

																107　 磯　　  子　　　区		Isogo-ku

		053  		1410756     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,270

		053  		1410756     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		60

		053  		1410756     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		90

		053  		1410756     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		240

		053  		1410756     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		880

																108　 金　　  沢　　　区		Kanazawa-ku

		053  		1410856     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,580

		053  		1410856     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1410856     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		260

		053  		1410856     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		270

		053  		1410856     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,050

																109　 港　　  北　　　区		Kohoku-ku

		053  		1410956     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,070

		053  		1410956     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1410956     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		180

		053  		1410956     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		40

		053  		1410956     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,860

																110　 戸　　  塚　　　区		Totsuka-ku

		053  		1411056     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,120

		053  		1411056     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20

		053  		1411056     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		240

		053  		1411056     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		210

		053  		1411056     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,660

																111　 港　　  南　　　区		Konan-ku

		053  		1411156     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,390

		053  		1411156     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1411156     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		70

		053  		1411156     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		200

		053  		1411156     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,120

																112　 旭　　　　　    区		Asahi-ku

		053  		1411256     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		2,390

		053  		1411256     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		30

		053  		1411256     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		230

		053  		1411256     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		250

		053  		1411256     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,880

																113　 緑　　　　　    区		Midori-ku

		053  		1411356     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		910

		053  		1411356     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		20

		053  		1411356     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		60

		053  		1411356     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		180

		053  		1411356     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		650

																114　 瀬　　  谷　　　区		Seya-ku

		053  		1411456     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,240

		053  		1411456     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10

		053  		1411456     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		150

		053  		1411456     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		320

		053  		1411456     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		760

																115　 栄　　　　　    区		Sakae-ku

		053  		1411556     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		680

		053  		1411556     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		10

		053  		1411556     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		90

		053  		1411556     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		280

		053  		1411556     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		290

																116　 泉　　　　　    区		Izumi-ku

		053  		1411656     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,300

		053  		1411656     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1411656     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		160

		053  		1411656     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		190

		053  		1411656     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		950

																117　 青　　  葉　　　区		Aoba-ku

		053  		1411756     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		1,600

		053  		1411756     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		-

		053  		1411756     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		210

		053  		1411756     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		200

		053  		1411756     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		1,200

																118　 都　　  筑　　　区		Tsuzuki-ku

		053  		1411856     		            		  				1				空　　き　　家　　総　　数 ア ヤ フサ カズ		4-A		950

		053  		1411856     		            		  				2				　　二　 次　 的　 住　 宅 ニ ツギ マト ジュウ タク		4-C		40

		053  		1411856     		            		  				3				　　賃　貸　用　の　住  宅 チン カシ ヨウ ジュウ タク		4-D1		120

		053  		1411856     		            		  				4				　　売　却　用　の　住  宅		4-D2		130

		053  		1411856     		            		  				5				　　そ　の　他　の　住  宅 タ ジュウ タク		Others		660





























































































































































































































































































































































































Sheet2

						H20		H20		H25		H25

				戸建総数		566,310		100%		608,030		100%

				空き家総数		23,800		0.0420		28,740		0.0423

				うちその他空き家		15,970		0.0282		20,760		0.0341



空き家総数	H20	H20	H25	H25	23800	0	28740	0	うちその他空き家	H20	H20	H25	H25	15970	0	20760	0	

Sheet3







横浜市空家等対策計画の概要（H28年2月策定）

目的
空家等対策を総合的かつ計画的に実施

するため、横浜市の基本的な取組姿勢や対策を示す。

位置づけ
空家特措法第６条に規定する空家等対策計画

計画期間
2015(H27)年度〜2018(H30)年度までの４年間

空家対策の基本的な理念
○市民の安全・安心を確保するための実効性のある対応
○地域の活性化・まちの魅力向上に向けた流通・活用の促進
○実現に向けた地域住民、専門家団体など多様な主体の連携

県内初！
政令市初！
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住宅の状況に応じた総合的な空家対策

一戸建の空家
(その他の住宅)

20,760戸
腐朽・破損あり

7,330戸
一戸建の住宅
608,030戸

《空家化予防》 《流通・活用の促進》 《管理不全の解消》 《除却等指導》

一戸建の空家（その他の住宅）の内訳と対策のイメージ
・一戸建の住宅は約60万戸あり、そのうち一戸建の空家は約２万戸、さらに腐朽・破
損ありの住宅は約７千戸ある。
・「腐朽・破損あり」のうち、管理不全でそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある場合、特定空家として、除却等の指導対象となりうる。
・住宅の状況に応じて、空家化の予防、流通・活用の促進、管理不全の解消等の対
策を講じていく必要がある。

44



４つの取組の柱と代表的な施策

取組の柱 代表的な施策

①空家化の予防
・啓発リーフレットの作成・配布
・専門家団体と連携した相談窓口設置・相談会の開催
・空き家の譲渡所得特別控除制度の周知・対応

②空家の
流通・活用促進

・空家の流通・活用マニュアルの作成
（地域活動拠点等への活用等）
・リノベーションによる市場流通の促進

③管理不全な
空家の防止・解消

・空家特措法に基づく改善指導の実施
→特定空家等への対応
・シルバー人材センターによる除草等の維持管理

④空家に係る
跡地の活用 ・密集市街地における防災広場としての跡地活用

Ｚｚｚ・・・
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（４） 大規模土地利用転換への対応
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（４）大規模土地利用転換への対応

開発構想の早い段階で、横浜市が事業者に対して上位計画や行政ニーズ、
地域ニーズを踏まえた助言を行うことで適切な土地利用を誘導している。

２ 土地利用総合調整会議

１ 土地利用転換の現状

事 例 主な助言

・マンション建設により、保育施設や学校
教室が不足するおそれがある。

・保育施設設置の要請
・生徒数増加に対する事前協議・調整の要請

・大型商業施設、物流施設、工場等の新
規立地により周辺環境が変化する。

・騒音、振動対策の要請
・交通計画の関係部署協議の要請
・駐車場、駐輪場確保の要請

・大規模な工場の撤退等により 土地利用転換が発生している。
・このような土地利用転換は、周辺環境に影響を与えることがある。
・総合的に土地利用や計画を調整する必要がある。

※助言は行政指導のため、土地利用計画に反映されないものもある。
47



３. 郊外住宅地におけるまちづくりの取組
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（１） 地域まちづくりの取組
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地域まちづくり推進条例

地域まちづくり推進条例（平成17年2月25日横浜市条例第４号）

（目的）

第１条 この条例は、市民等及び横浜市が協働して行う地域まちづくりに関

し、市民等及び市の責務を明らかにするとともに、地域まちづくりに関する施策の基

本的事項を定めることにより、安全で快適な魅力あるまちの実現に資する

ことを目的とする。

本条例に基づき、地域まちづくりに関する支援を実施

事業による支援
・ヨコハマ市民まち普請事業
・地域まちづくりプランに基づく
施設整備

ルール・プランの策定等による支援
・地区計画、建築協定
・地域まちづくりルール
・地域まちづくりプラン
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市民との協働による地域まちづくりの流れ

市民

・地域まちづくり
グループ

・建築協定
運営委員会

地域まちづくり
プラン・ルールの検討

地域まちづくり
組織

地区計画、建築協定（見直しも含む）
等の検討

市によるまちづくりの各段階に応じた支援

ヨコハマ市民まち普請事業

施設整備

ﾙｰﾙ運用

自主活動

事業実施
市街地再開発事業、土地区画整理事業

の検討

支援

まちづくりコーディネーター等
の派遣・活動助成

事業助成
（プランに基づく施設整備・まち普請）

「出前塾」※等

※市職員による支援

初期段階 準備段階 計画段階 推進段階
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（２） 郊外住宅地での取組事例
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地区 概要

①本郷台住宅地区（栄区） 建築協定から地区計画へ移行

②西柴団地自治会地区
建築協定（金沢区）

建築協定の見直し

③メール・ド磯子
まちづくりルール（磯子区）

建築協定から地域まちづくりルールへ移行

④東本郷地区 （緑区） 地区プラン、アクションプランの策定・実現

⑤もりのお茶の間（金沢区） 空家活用による地域交流拠点の整備
（ヨコハマ市民まち普請事業）

郊外住宅地における地域まちづくりの事例
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元町の構成建築協定から地区計画へ移行

活用した手法等：

地区計画（H19.3.5決定）
地域の自主ルール

① 本郷台住宅地区（栄区）

【課題等】

・高齢化による将来的な建築協定の

運営への不安

・建築協定未加入宅地の増加

・建築協定地区に隣接する遊水地での

建設計画

【現状】

昭和40年代に開発された戸建て住宅を

主体とする約６３．３haの住宅地

地区計画
地区の特性に応じて、建物の用途、建ぺい率・容積率、高さなどの制限や、道路、公園などについて、
きめ細かく定める 「地区レベルの都市計画」。都市計画法に基づくもの。 54



戸塚区

港南区

対象区域

約63.3ha

【位置図】
【取組】

〇建築協定から地区計画へ移行

（主な制限内容）

・建てられる建築物

戸建て住宅等

兼用住宅等

老人ホーム、診療所等

・容積率等を緩和（一部地区）

・敷地境界から外壁後退１ｍ 等

〇「本郷台まちづくりガイドライン」を

策定

・外壁の色彩や、空地の管理などを規定

※下線斜字 追加・変更された項目

旧建築協定区域

（隣接地含む）

栄本郷台地区

本郷台駅
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元町の構成建築協定の見直し

活用した手法等 ：
建築協定(H28.11.4認可)

② 西柴団地自治会地区
建築協定（金沢区）

【課題等】

・40%を超える高齢化率、若い世代

の呼び込み

・将来的な空家や空き地の増加への

危機感

・子育て施設や介護・支援施設等の必要性

【現状】

・昭和40年代に開発された

約1,500区画の戸建て住宅地

建築協定
土地の所有者等の全員の合意によって建築基準法等の基準にさらに一定の制限を加え、互いに

守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を市長が認可するもの。認可後の運営は、地域の皆さん
が組織する運営委員会によって行われる。 56



金沢文庫駅

西柴団地自治会地区【位置図】【取組】

〇新たな建築協定の内容

・建てられる建築物

戸建て住宅

兼用住宅

長屋（３戸まで）

寄宿舎（シェアハウス）等

老人ホーム、保育所等

・敷地面積150㎡以上

・階数２階以下

※下線斜字 追加・変更された項目
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元町の構成建築協定から地域まちづくりルールへ移行
活用した手法等 ：
地域まちづくりルール（H25.4.5認定）

【課題等】

・建築協定未加入の宅地における

単身者向け共同住宅の建築

・住環境の維持保全

③ メール・ド磯子
まちづくりルール（磯子区）

【現状】

昭和45年に開発された約50区画

の戸建て住宅地

地域まちづくりルール
横浜市地域まちづくり推進条例に定められている制度。街並みや住環境を守るための制限だけでな
く、生活環境に関することなども自由に定めることができる。
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メール・ド
磯子地区

【位置図】【取組】

〇「建築協定」から

「地域まちづくりルール」に変更

（ルールの内容）

・建てられる建物

戸建て住宅、長屋等

兼用住宅、共同住宅（各戸50㎡以上）

高齢者向け施設

・生活環境等のルール

空家等の維持管理

ごみ捨てのルールに関すること等

※下線斜字 追加・変更された項目

JR新杉田駅

京急杉田駅
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地区プラン、アクションプランの策定、プランの実現

④ 東本郷地区（緑区）

【課題等】

・歩行空間が不十分

・高台にある地域防災拠点への

避難ルート

・河川敷、公園などの緑の保全

【現状】

高低差のある地形に、戸建て住宅や

集合住宅などが立ち並ぶ約１１９ha

の住宅地

活用した手法等 ：
都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ地区プラン（H17.７策定）

アクションプラン（H18.4策定）
アクションプラン追加版（H29.4策定）
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【位置図】

鴨居駅
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【取組等】

〇地区住民・住民団体の有志によって平成14年にまちづくり協議会設立

〇まちづくり協議会が区とともに、「東本郷地区まちづくりプラン」や

「アクションプラン」を策定

（アクションプランの内容）

・地区横断的な防災計画づくり

・市道鴨居297号線の歩行者空間の改善

・小型バス運行と合わせた道路環境の改善

・緑の地域づくり

〇バス通り沿いの民有地の協力による歩行者空間の確保などが実現

整備前 整備後（H28.3完成）

鶴見川沿いに竹製ベンチ設置

（H30.3完成）

バス停空間の充実
（H27.6完成）
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元町の構成空家活用による地域交流拠点の整備（ヨコハマ市民まち普請事業）

⑤ もりのお茶の間（金沢区）

【課題等】

・地域ぐるみでの青少年の育成

・高齢者や子育て世代の孤立

・地域活動の後継者不足

活用した手法等 ：
ヨコハマ市民まち普請事業（H28.11竣工）

ヨコハマ市民まち普請事業
市民による身近な施設整備の提案を募集し、公開コンテストにより選考されたものに対して最大500万
円を助成する事業。市民ならではの創意工夫にあふれた多彩な施設が市内各地で整備されている。
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【取組等】 【位置図】
〇「誰もが暮らしやすい六浦東地区」を目指して、
平成28年度に地域住民がまち普請事業を活用

して空家を地域交流拠点に整備

<４つの事業を支え合って運営>
①サロン事業

喫茶・軽食・ランチの提供、憩いの場

②支えあい事業
高齢者や子育ての支援
防災ボランティア事業を実施

③レンタルボックス・貸しスペース事業
住民の手作り品の販売、集いの場の提供

④スクール事業
生涯学習の実施、児童生徒対象の塾の開設

★

金沢八景駅

関東学院大学

もりのお茶の間
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《参考》

地域まちづくりに関するルール等の概況
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元町まちづくり協定の区域地域まちづくりに関するルール等の概況 平成30年３月31日 現在

制度名称 地区数

地区計画 １１９

建築協定 １７５

地域まちづくりルール １９

地域まちづくりプラン １９

ﾖｺﾊﾏ市民まち普請事業 ４７

プランに基づく施設整備 １０

【ルール等及び事業の実施地区】

合計 ３８９地区

ル
ー
ル
・
プ
ラ
ン

整
備
事
業

制度名称 団体数

地域まちづくり組織 ３６

地域まちづくりグループ ７４

建築協定運営委員会 １７１

【市に登録されている団体数】

合計 ２８１団体
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地域まちづくりに関するルール等の概況 平成30年３月31日

【ルール実施エリア図】
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横浜市住生活基本計画 

 

みんなで創る、自分らしく暮らせるまちヨコハマ 
〜 どこでも誰もが安心して暮らせる住環境を目指して 〜 

 

 

 

 

 

 

 

2018（平成 30）年２⽉ 

横 浜 市 

 

  

概要版 



1 

 

横浜市住生活基本計画の基本的な枠組 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の目的と位置づけ、期間 
 
■計画の目的と位置づけ 

横浜市基本構想（長期ビジョン）を上位計画とした住宅分野

の基本計画で、住生活基本法に基づく国及び県の住生活基本計

画に沿った計画として、横浜市の住まいや住環境についての基

本的な方向性を示しています。 

■計画期間  

2017（平成 29）年度から 2026（平成 38）年度までの 10 年間 
      

 
理念 

みんなで創る、 

自分らしく暮らせるまちヨコハマ 

～どこでも誰もが安心して 

暮らせる住環境を目指して～ 
    

横浜の住まい・住環境のあるべき姿 
 

やさしさがあふれるまち 

● 人にやさしい 

● 暮らしにやさしい 

● 環境にやさしい 
 

つながりを感じられるまち 

● 未来につながる 

● 人と人とがつながる 

● 多様な主体がつながる 
 

あんしんして暮らせるまち 

● 居住のあんしん 

● 安全であんしんな住環境 

● あんしんなコミュニティ 

 

基本的な施策の展開 
 

視 点         目 標 

「人」 

からの視点 

目標１ 
若年世帯から子育て 
て暮らせる住まいの 

目標２ 
重層的な住宅セーフ 
保要配慮者の居住の 

「住まい」 

からの視点 

目標３ 良質な住宅ストック 

目標４ 総合的な空家対策の 

目標５ 
低炭素社会の実現に 
くり 

「住宅地 

・住環境」 

からの視点 

目標６ 災害に強く、安全・ 

目標７ 
住み慣れた身近な地 
けられる、持続可能 

改定のポイント 

● 地域の中で誰もが安心して暮らせる住まいの確保や 

住まい方の実現  
第４章 基本的な施策の展開 目標２（３）、目標１（３） 

第５章 重点施策 テーマ１、テーマ２、テーマ６ 
 

● 地域特性に応じたマンション・団地や郊外住宅地の再生 

第４章 基本的な施策の展開 目標３（１）、目標７ 

第５章 重点施策 テーマ３、テーマ５ 
 

● まちの魅力向上に向けた総合的な空家対策の推進 

第４章 基本的な施策の展開 目標４ 

第５章 重点施策 テーマ４ 
   

計画の実現に向けて 
 

評価検証 

■施策の達成状況を図るための成

果指標を設定します。 
 
■社会経済情勢の変化に的確に対

応するため、原則として５年ご

とに見直しを行います。 

 

 

住生活を取り巻く現状 
  
■「人」「住まい」「住宅地・住環

境」からの視点による現状 

■エリア別の状況   

■近年の住宅政策の動向   

 ・国の主な住宅政策 

・横浜市の主な住宅政策 
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世帯や高齢者世帯まで、安心し
確保や住まい方の実現 

ティネットの構築による住宅確
安定確保 

の形成 

推進 

向けた環境にやさしい住まいづ 
 

安心な住宅と住環境の形成 

域で、誰もが安心して暮らし続
な住宅地・住環境の形成 

重点施策 
 

テーマ 

テーマ１ 
民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの

充実 

テーマ２ 多世代型住宅の供給促進 

テーマ３ 大規模団地の総合的な再生 

テーマ４ 
地域の活性化・まちの魅力向上に向けた空家の流通・

活用の促進 

テーマ５ 持続可能な住宅地への再生 

テーマ６ 市営住宅の再生への取組 

 
 

多様な主体による連携・共働 

横浜市の住宅施策は、多様化する居住ニーズや地域課題にきめ細かく対応する必要があるため、行政だ

けでなく、市民や自治会町内会、民間事業者、ＮＰＯ等など多様な主体が連携しながら、施策の担い手と

して主体的な役割を果たしていく必要があります。 

 

市 民 

ＵＲ都市機構、地方住宅
供給公社、神奈川県等 

ＮＰＯ、専門家、大学等 

自治会町内会 

横浜市 

民間事業者 

住生活を取り巻く課題 
  

「人」 

からの視点 

① 高齢者の住まいや暮らしの安定   ② 子育て世帯が安心して暮らせる住環境の向上 

③ 世帯規模と住宅規模のミスマッチの解消 ④ 増加する住宅の確保に配慮を必要とする方々への対応

⑤ 世代間や地域とのつながりによる暮らしの不安の解消   

「住まい」 

からの視点 

① 高経年化するマンション・団地への対応  ② 増加する空家への対応 

③ 既存住宅ストックの流通促進、中古住宅市場の活性化への対応 

④ 環境への配慮、住生活関連産業における市内企業の活躍 
 
「住宅地 
・住環境」 

からの視点 

① 災害に強く、安全・安心な住宅地・住環境の形成  ② 持続可能な住宅地・住環境の形成 

③ 地区区分ごとの特性及び課題 
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第１章 計画の目的と位置づけ、期間 
 
■計画の目的 

横浜市では、1995（平成７）年５月に「横浜市住宅基本計画」を策定し、「住みたいまち、安心して住み続

けられるまち 生活快適都市よこはま」を基本理念として住宅政策を推進してきました。その後、国におい

ては、本格的な少子高齢社会の到来、住宅ストックの量の充足など社会経済情勢の著しい変化を背景に、2006

（平成 18）年に「住生活基本法」を制定し、住宅の「量」の確保から居住環境を含めた「質」の向上へと住

宅政策が大きく転換されました。 

そこで、2011（平成 23）年 12 月に、第４次横浜市住宅政策審議会から「今後の住宅政策のあり方」につ

いて答申を受け、横浜市住生活基本計画を策定しました。 

計画の策定から概ね５年を迎え、住まいや住環境の変化等に対応するため、2016（平成 28）年５月に、第

６次横浜市住宅政策審議会に諮問を行い、「活力と魅力あふれ安全で持続可能なまちの実現に向けた、今後の

住宅政策の展開」について、2017（平成 29）年４月に答申を受けました。 

本計画は、住生活基本法の趣旨と審議会の答申を踏まえ、今後 10 年間の横浜市の住まいや住環境につい

ての基本的な方向性を示すことを目的に策定しています。 

 

■計画の位置づけ 

横浜市基本構想（長期ビジョン）を上位計画とした住宅分野の基本計画で、住生活基本法に基づく国及び

県の住生活基本計画に沿った計画として、横浜市の住まいや住環境についての基本的な方向性を示していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画期間 

2017（平成 29）年度から 2026（平成 38）年度までの 10 年間とします。なお、社会経済情勢の変化に的確

に対応するため、原則として５年ごとに見直しを行います。 

  

     



4 

 

  
第２章 住生活の現状と課題 
■住生活を取り巻く現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近年の住宅政策の動向 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
■住生活を取り巻く課題 

「人」からの視点 「住まい」からの視点 「住宅地・住環境」からの視点 
 
① 高齢者の住まいや暮らしの安定 

  

② 子育て世帯が安心して暮らせる住

環境の向上 

 

③ 世帯規模と住宅規模のミスマッチの

解消 

 

④ 増加する住宅の確保に配慮を必要

とする方々への対応 

 

⑤ 世代間や地域とのつながりによる暮

らしの不安の解消 

 

 
① 高経年化するマンション・団地へ

の対応 
 
② 増加する空家への対応 
 
③ 既存住宅ストックの流通促進、中

古住宅市場の活性化への対応 
 
④ 環境への配慮、住生活関連産業

における市内企業の活躍 

 
① 災害に強く、安全・安心な住宅

地・住環境の形成 

 

② 持続可能な住宅地・住環境の形

成 

 

③ 地区区分ごとの特性及び課題 

   

横浜市の人口は、2019（平成 31）年にピークを迎えると予測されていますが、その後も高齢者人口は増

加し、2015（平成 27）年の約 87 万人から、2030（平成 42）年には、約 100 万人に達すると見込まれてい

ます。 

市内の居住世帯のある住宅は、2013（平成 25）年時点で、約 158 万戸あります。そのうち、旧耐震建築

基準となる 1980（昭和 55）年以前築の住宅が 21％を占めるなど、高経年の住宅が一定数存在します。 

市内全体では、少子高齢化、世帯の小規模化、単身世帯の増加が見込まれていますが、地域ごとには、

人口が増加している地域がある一方で人口減少が進行する地域があるなど、地域での課題は多様化・複雑

化しています。 

横浜市の二酸化炭素排出量の構成のうち、家庭部門の占める割合は全国と比較して大きく、2015（平

成27）年度では22.6％となっています。 

2013（平成25）年時点で市内の空家総数は約17万８千戸であり、住宅総数の約１割を占めています。

特に一戸建ての空家のうち、別荘、賃貸・売却用以外の「その他の住宅」は、2008（平成20）年から

2013（平成25）年の５年間で約1.3倍に増加しており、今後も増加が見込まれます。 

市内の分譲マンションストック数は、2013（平成25）年時点で約38万戸です。そのうち、築35年以上

の分譲マンションは約7.2万戸ですが、10年後には２倍、30年後に５倍になると推計されています。 

国では、住生活基本法に基づき、2016（平成28）年３月に新たな住生活基本計画（全国計画）が策定

され、少子高齢化・人口減少等の課題を受け止めた新たな住宅政策の方向性が提示されました。 

横浜市では、社会状況の変化を踏まえた都市計画マスタープランの見直しや、横浜市空家等対策計画

の策定を進めてきました。また、高齢化の進展や高齢者の居住ニーズの多様化を見据え、横浜市高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画や、高齢者居住安定確保計画の見直しを行いました。さらに、2011

（平成23）年に発生した東日本大震災の教訓等を踏まえ、横浜市防災計画の修正や、横浜市地震防災戦

略を策定しました。 
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第３章 施策の理念、方針・目標 
  
理 念 

みんなで創る、自分らしく暮らせるまちヨコハマ 

～どこでも誰もが安心して暮らせる住環境を目指して～ 

 

横浜の住まい・住環境のあるべき姿 
 

やさしさ 

があふれるまち 

つながり 

を感じられるまち 

あんしん 

して暮らせるまち 

●人にやさしい 

●暮らしにやさしい 

●環境にやさしい 

●未来につながる 

●人と人とがつながる 

●多様な主体がつながる 

●居住のあんしん 

●安全であんしんな住環境 

●あんしんなコミュニティ 
 
 

 

計画の実現に向けて 

多様な主体による連携・共働 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針・目標 

住生活に関する複合的な課題に対応するため、「人」・「住まい」・「住宅地・住環境」という３つの視点

に基づく７つの目標を掲げ、取組を推進します。 
 

視 点 目 標 

「人」 

からの視点 

目標１ 
若年世帯から子育て世帯や高齢者世帯まで、安心して暮らせる住ま
いの確保や住まい方の実現 

目標２ 
重層的な住宅セーフティネットの構築による住宅確保要配慮者の居
住の安定確保 

「住まい」 

からの視点 

目標３ 良質な住宅ストックの形成 

目標４ 総合的な空家対策の推進 

目標５ 低炭素社会の実現に向けた環境にやさしい住まいづくり 

「住宅地 

・住環境」 

からの視点 

目標６ 災害に強く、安全・安心な住宅と住環境の形成 

目標７ 
住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられる、持続
可能な住宅地・住環境の形成 

 

 

  

市 民 

ＵＲ都市機構、地方住宅
供給公社、神奈川県等 

ＮＰＯ、専門家、大学等 民間事業者 

自治会町内会 

横浜市 
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第４章 基本的な施策の展開 
 

  目標１   若年世帯から子育て世帯や高齢者世帯まで、安心して暮らせる住まいの確保や住まい方の実現 

 

 

 

 

（１）若年世帯や子育て世帯が安心して子育てができる住まいを選択し、地域の中で安心して暮らせる

住環境の実現 

（２）高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域包括ケアを推進するため、将

来の介護等に備えた住まいを確保し、地域の中で生き生きとした生活や活動ができる住環境の実現 

（３）子育て世帯や高齢者など多世代が集まり助け合える住まいや住まい方の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 目標２   重層的な住宅セーフティネットの構築による住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など、民間住宅市場において自力で住宅を確保することが難し

い方々が、安心して暮らせる住まいを確保でき、住み続けられる住環境の実現 

 

 

 

 

（１）公営住宅、公的賃貸住宅の供給及び民間賃貸住宅への入居の円滑化により、自力で住宅を確保す

ることが難しい方々が住まいを確保できる環境を実現 

（２）入居支援と入居者の暮らしを支える居住支援の連携により、だれもが安心して暮らせる環境を実現

（３）低額所得の若年・中高年単身者等への対応と民間賃貸住宅の活用 

（４）身近な場所での相談体制の充実と、労働・福祉施策との連携 

 

 

 

 

 
 
  

≪身近な場所での相談体制の充実≫ 

「
人
」
か
ら
の
視
点 

若年世帯から子育て世帯や高齢者世帯まで、居住ニーズやライフステージの変化に合わせて、適切な住宅を

選択することができる環境整備が求められています。 

子育てにやさしい住宅や高齢者に配慮された住宅、シェアハウス等の住まい方など、多様な住まい方やくらし

方ができる住宅の供給を目指します。また、各世帯が必要とする質や広さの住まいに、収入や家族構成などの

世帯の状況に応じて居住し、誰もが安心して暮らし続けることができる住環境を実現していきます。 

民間賃貸住宅市場において、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など、住宅の確保に特に

配慮を要する方々の増加及び多様化への対応が求められています。 

住宅セーフティネットの根幹である市営住宅をはじめとして、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅を含めた重層

的なセーフティネットを構築し、民間住宅市場において自力で住宅を確保することが難しい方々が、安心して暮

らせる住まいを確保し、住み続けられる住環境を実現していきます。 

高齢者施設・住まいの相談センター 住まいの相談窓口 

連
携
に
よ
る 

住
宅
と
施
設
の
橋
渡
し 

≪横浜市地域子育て応援マンション認定制度≫ 

○認定マンションの種類 

 

 
       
○認定マンションの特長 

 ハウスクエア横浜 

住まいの相談 

カウンター 
 

横浜市住宅リフォーム 

促進協議会 

住まい・まちづくり 

相談センター 

住まいるイン 

 
横浜市住宅供給公社 

東急電鉄  

住まいと暮らしの 

コンシェルジュ 

たまプラーザ テラス店 
 

東京急行電鉄 

豊かなくらしと住まい 

のデザイン相談室 

 
神奈川県建築士事務所協会 

横浜支部 

 ハマ建住まいの 

相談窓口 

 

 
横浜市建築士事務所協会 

くらそラウンジ 

二俣川店 

緑園都市店 

 
相鉄不動産販売 
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  目標３   良質な住宅ストックの形成 

環境にやさしく、安全で良質な住宅ストックの形成と、良質な既存住宅が市場で円滑に流通される環境の実現 
 

 

 

 

 

（１）大規模団地等の再生支援 

（２）長期にわたり使用できる優良な住宅の供給・流通の推進 

（３）快適で健康に寄与する住宅の普及促進 

（４）良質な既存住宅が市場で適切に評価され、住宅購入者等が安心して選択できる環境の実現 

（５）住宅ストックの適切な維持保全と有効活用の促進に向けた支援 

（６）良質な住宅ストック形成に向けた、多様な主体と連携・協働するネットワークの構築 

 

 

 

 

 

  
  

住宅ストックの有効な利活用や環境への配慮の観点からも、良質な住宅が建設され、適切に維持管理し、長く

大切に使っていくことが求められています。 

マンション・団地の良好な維持管理や再生に向けた支援の充実をはじめ、新築住宅・既存住宅ともに総合的な

対策を講じることにより、環境にやさしく安全で良質な住宅ストックの形成と、良質な既存住宅が市場で円滑に流

通される環境を実現していきます。 

「
住
ま
い
」
か
ら
の
視
点 

≪既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた方向性≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「既存住宅流通を取り巻く状況と活性化に向けた取り組み」に基づき作成 

必要に応じて適切な 

リフォームを実施 

・長期優良住宅化リフォームの実施 

・住宅金融支援機構等による融資 等 

住宅の状態に応じた価格で売買 
 

・個々の住宅の性能や維持管理の 

状態を踏まえた建物評価 等 

維持保全 

記録 

設計図書 インスペクション 

適切な維持管理を実施 
 

・定期的な点検、補修・修繕・更新 

・履歴の作成・保存 等 

インスペクション等により 

安心して住宅を売買 

・インスペクションの実施 

・既存住宅売買瑕疵保険の加入 等 

居 住 売 却 
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  目標４   総合的な空家対策の推進 

「空家化の予防」、「流通・活用の促進」、「管理不全の防止」、「跡地活用」を柱とした総合的な空家対策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

（１）空家化の予防           （２）空家の流通・活用促進   

（３）管理不全な空家の防止・解消    （４）空家に係る跡地の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  目標５   低炭素社会の実現に向けた環境にやさしい住まいづくり 
省エネルギー住宅の普及と環境に配慮したライフスタイルへの転換により、住宅分野でのさらなる温暖化対策を推進 

 

 

 

 

 

 

（１）総合的な環境配慮の取組を促す、分かりやすい表示制度の普及 

（２）省エネルギー性能が高い良質な新築住宅の供給促進 

（３）新築住宅に比べストック数が多い既存住宅の省エネルギー改修等の普及 

（４）住生活に関連した地域経済の活性化 

 

 

  
  

「
住
ま
い
」
か
ら
の
視
点 

横浜市の空家は増加傾向にあり、特に一戸建ての空家のうち、その他の住宅（別荘、賃貸・売却以外）の空家

については、2008（平成 20）年から 2013（平成 25）年までの５年間で約 1.3 倍に増加しています。この中には、

適正に管理されず放置され、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものも生じてきています。今後

もこのような空家が増加していくものと予想され、その対応が求められています。 

このような中、横浜市は、空家等対策協議会での協議を踏まえ、2016（平成 28）年２月に「横浜

市空家等対策計画」を策定しました。住まいが空家になる前の利用中の状況から除却後の跡地利用ま

で、住まいの各段階の状況に応じた対策を講じることにより、総合的な空家対策を推進していきま

す。 

横浜市は、二酸化炭素排出量の構成のうち家庭部門の占める割合が全国の割合と比較して大きく、低炭素社

会の実現に向けて、住宅分野の温暖化対策は温室効果ガス削減に大きく寄与する重要な取組です。 

新築及び既存住宅における省エネルギー化の促進や省エネルギー性能の表示制度の普及、ＨＥＭＳの設置

等のエネルギー消費量の見える化による日々の生活における省エネルギー行動の実践など、環境に配慮したライ

フスタイルへの転換により、住宅分野での更なる温暖化対策を推進していきます。 

併せて、省エネルギー住宅や関連設備等の住生活に関連した地域経済の活性化に取り組みます。 

≪空家法について≫ 

全国的に「空家」が原因で様々な問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、「空家

等対策の推進に関する特別措置法（2014 年 11 月 27 日公布）」が平成 27 年５月 26 日に完全施行されました。 

 この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著

しい影響を及ぼしている特定空家等に 

対して、行政が「助言」や「指導」、 

「勧告」、「命令」、「代執行」等の 

行政措置を行うことができること、 

などが定められています。 

 

≪ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）≫     ≪エコリノベーション（省エネ改修）≫ 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備

システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネ

ルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することによ

り、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指

した住宅。 

既存住宅のエコリノベーション（省エネ改修）に対する補助

やエコリノベーションの学びの場となるアカデミーの開催な

どにより、エネルギーを賢く利用する住まい・住まい方につい

て、市民等に普及を図っています。 
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  目標６   災害に強く、安全・安心な住宅と住環境の形成 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（１）地震時の倒壊を未然に防ぐ住宅の耐震化の促進 

（２）燃えにくいまち・燃え広がらないまちづくりの推進 

（３）身近な道路や宅地等を災害に強くするための市街地環境の改善の推進 

（４）今後発生が懸念されている大規模災害への備え 

（５）地域主体の防災・防犯対策の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  目標７  住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられる、持続可能な住宅地・住環境の形成 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域における課題解決や魅力資源を活かしたまちづくり 

（２）地域で暮らし続けられるための良好な住環境の維持や地域に必要な機能の導入 

（３）「住む」住宅地から、多世代のための「住む」「活動する」「働く」を実現できる郊外住宅地への転換 

（４）良質な住宅・良好な住環境等に関する住知識の普及啓発 

（５）緑豊かな住環境の実現 

 

 
  

「
住
宅
地
・
住
環
境
」
か
ら
の
視
点 

住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けていくためには、災害時に市民の生命や財産を守ることができる

住宅や住環境の確保が重要です。 

横浜市では、東日本大震災を踏まえ、横浜市防災計画震災対策編を抜本的に見直しました。更に、被害をよ

り一層軽減するための減災目標を設定し、その目標達成に向けた具体的なプランとして、「横浜市地震防災戦

略」を策定しました。その中では、人的被害を 2022（平成 34）年度までに半減するなどの目標に対して、建物倒

壊等による被害の防止や火災による被害の軽減に取り組むこととしています。 

このように、自然災害等に対する防災・減災対策を推進し、災害に強く、誰もが安全・安心して暮らせる住宅・

住環境の形成と災害時の迅速な住まいの応急、復旧へ向けた事前の取組を引き続き進めていきます。 

横浜市は、都心部やその周辺の古くからある旧市街地、その後開発された内陸部の市街地など、市街地形成

の歴史や経緯が異なる地域からなっています。 

市内全体では、少子高齢化、世帯の小規模化、単身世帯の増加が見込まれていますが、地域ごとには、人口

が増加している地域がある一方で人口減少が進行する地域があるなど、地域での課題は多様化・複雑化してい

ます。 

これらに的確に対応していくために、地域特性に応じた施策を展開し、持続可能な住宅地・住環境を形成して

いきます。 

≪狭あい道路拡幅整備事業≫ 

○条例改正による新たな取組 

① 建築の際の協議の義務化 

② すみ切を設けた角地の買取り協議の実施 

③ 道路状の整備の促進 

④ 形状の変更や支障物の設置の禁止 

 

≪持続・継続的な取組に向けた活動拠点の形成≫ 

地域活動の拠点であり、地域情報の発信や市民活動の支援を行う場、地域住民のコミュニティ形成の場として、

常に開かれた拠点が地域に必要となっています。 

CC ラボ（磯子区洋光台周辺地区） みなまきラボ（相鉄いずみ野線沿線地域） 
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第５章 重点施策 

「第４章 基本的な施策の展開」の「人」「住まい」「住宅地・住環境」の３つの視点から、特に先導的で

波及効果が大きいと期待される施策や、施策の組合せによってより相乗効果が高まることが期待できるも

のを、重点施策と位置付け、市民、ＮＰＯ、専門家、民間事業者等と一体となって取り組んでいきます。  

   民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの充実 
 
【取組の背景】 

子育て世帯・高齢者世帯といった住宅確保要配慮者が増加していることから、公営住宅・公的賃貸住

宅を中心とした従来の住宅セーフティネットに加え、民間賃貸住宅への入居支援・居住支援を進めてい

きます。 

 

【取組の内容】 

○ 民間住宅あんしん入居事業の推進  ○ 高齢者向け住宅への住替え支援の促進 

○ 身近な相談・情報拠点の充実化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 多世代型住宅の供給促進 
  
【取組の背景】 

急速に進む高齢化を踏まえ、高齢者の方が、介護が

必要になっても子育て世代などとともに地域の中で

安心して住み続けられるよう、生活支援などの必要

な機能を備えた住宅の供給を促進していきます。 

 

【取組の内容】 

○ よこはま多世代・地域交流型住宅 

・横浜市が公募により選定した民間事業者等が、 

公有地を活用して、よこはま多世代・地域交流 

型住宅の整備及び運営を行います。 

・また、民有地を活用する場合は、「よこはま 

多世代・地域交流型住宅認定制度」に基づき、 

民間事業者等からの申請により、横浜市が 

よこはま多世代・地域交流型住宅を認定します。 
 

   

テーマ１ 

テーマ２ 

住宅セーフティネット法の改正に伴って創設された、新たな住宅セーフティネット制度の概要 
 

子育て世帯や高齢者世帯などの住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空家を活用し

た住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住宅の改

修や入居者負担の軽減、居住支援協議会等による居住支援活動等への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土交通省住宅局 

交流・生活利便施設 

高齢者向け住宅 
一般住宅 
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 大規模団地の総合的な再生 
 
【取組の背景】 

高度経済成長期に数多く開発された郊外

部の大規模団地では、老朽化やコミュニティ

の希薄化が課題となっているため、多様な世

代が安心して住み続けられるよう、総合的な

再生を推進します。 

 

【取組の内容】 

○ 団地の維持管理と住環境再生への支援 

 

○ 中・長期的な再生に向けた支援 

 

○ 団地再生施策の構築 

①コンソーシアムによる仕組みづくりの 

構築 

②地域コミュニティの活性化による団地 

再生の推進    
   

 地域の活性化・まちの魅力向上に向けた空家の流通・活用の促進 
 
【取組の背景】 

増加傾向にある空家のうち、利用可能な空家

を地域の資源ととらえ、多様な主体と連携しな

がら、地域の活性化につなげていきます。 

 

【取組の内容】 

○ 専門家団体と連携した相談体制の整備 

        

○ 空家の流通・活用の手引きの作成 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【横浜市建築局「空家の流通・活用の手引き」より抜粋】 
 

  

テーマ４ 

テーマ３ 

＜空家の活用事例＞ 

➊ 土地 

 （空家の庭の活用） 

 

 
 
 

➍ サロン、小規模保育

事業、デイサービスの

複合施設 

➋ 住宅 

 （エコな 

リノベーション

で中古住宅と

して流通） 

 
 

➎ 地域住民が運営する 

多世代交流サロン 

 

➌ サロンでランチを提供 

まちカフェ 

 

 
 

➏ 子どもの居場所を核

にした多世代サロン 
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 持続可能な住宅地への再生 
 
【取組の背景】 

住宅地を取り巻く複合化した課題に対応す

るため、地域特性に応じた施策を展開し、持

続可能な住宅地への再生を進めていきます。 

 

【取組の内容】 

○ 多世代がコミュニティを育める場を 

備えた住まいの供給 

  

○ 医療・介護・福祉サービスや生活支援 

機能の確保 

 

○ まちなみ景観など地域の個性や魅力の    

向上や機能誘導などによる地域の課題解   

決  

 

○ 環境・エネルギー対策に配慮したモデ  

ル住宅地の整備 

 

○ 防災や地域交通など地域の課題解決も   

含めた持続可能なまちのしくみづくり 
 

   

 市営住宅の再生への取組 
 
【取組の背景】 

市営住宅では、多様化する住宅確保要

配慮者の居住ニーズに応えることが求め

られています。 

住宅の老朽化に的確に対応するほか、

入居者の高齢化を踏まえて、多様な世帯

と地域の中で安心して住み続けられる住

まいを供給するとともに、更なるコミュ

ニティの充実を図る必要があります。 

 

【取組の内容】 

○ 市営住宅の戸数の維持 

 

○ 再生の進め方 

 

○ 地域のまちづくりに配慮した 

市営住宅団地の再生  
 

テーマ５ 

テーマ６ 

世代構成のバランスへの配慮 生活の拠点の形成 

地域防災 

他施設との複合化 

集約により生み出した土地の活用 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018（平成 30）年２月発行  

編集・発行 

横浜市建築局住宅部住宅政策課 
 

 

〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１ 

電話：０４５－６７１－２９２２ ＦＡＸ：０４５－６４１－２７５６ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

◇空家総数（共同住宅等の空室を含む） 

◇一戸建の空家（空家総数とその他の住宅数） 

(1)目的 
空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、横浜市の基
本的な取組姿勢や対策を示します。 

(2)位置づけ 
空家法第６条に規定する空家等対策計画 

(3)計画期間 
2015(平成 27)年度から 2018(平成 30)年度までの４年間 

 
・空家総数は約 17万 8千戸であり、住宅総数の約 1割。 
・全国に比べて空家率は低いが、一戸建の空家は増加している
(「その他の住宅」については、５年間で約 1.3倍に増加)。 
・郊外部に比べ都心部の空家率が高く、老朽化など課題のある空
家も多い(特に密集市街地)。 
・持家で暮らす単身高齢世帯が増加傾向にあり、今後空家化する
ことが想定される。 
・空家化には、所有者の高齢化、相続問題、流通・活用のノウハ
ウ不足等、様々な要因が複合的に関係している。 

「平成 25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局）より 

◇一戸建の空家の内訳と対策イメージ 

(1)対象とする空家等の種類 
対策の主な対象を「一戸建の空家」とします。 

(4)空家等対策の基本的な理念 
○市民の安全・安心を確保するための実効性の 
ある対応 

○地域の活性化・まちの魅力向上に向けた 
流通・活用の促進 

○実現に向けた地域住民、専⾨家団体など 
多様な主体の連携 

３ 空家等対策の基本的な方針 

(6)空家等対策の取組方針 
①空家化の予防、 
②空家の流通・活用促進、 
③管理不全な空家の防止・解消、 
④空家に係る跡地の活用 
を取組の柱とし、住まいが空家になる前の利用中
の状態から、空家除却後の跡地活用まで、住まい
の各段階の状況に応じた対策を講じていきます。 

１ 計画の目的と位置づけ 

２ 横浜市の空家をとりまく現状 

(5)空家等に関する対策の実施体制の整備 
専⾨家団体との連携・協力に関する「空家等対
策に関する協定」を締結するなど、空家対策に
取り組むための実施体制を整えます。【詳細は裏
面※１を参照】 

(2)空家等対策の対象地区 
横浜市域のうち、「主に一戸建の住宅が立地
する市街地」とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①空家化の予防 

③管理不全な空家の防止・解消 

④空家に係る跡地の活用 

②空家の流通・活用促進 

(状態) 

○市民への情報発信（啓発パンフレットの配布、様々なツールを活用した広報の展開） 
○納税通知書を活用した全住宅所有者への空家適正管理のお願い 
○専⾨家団体の相談窓口への案内や「住まいの相談窓口」との連携 
○専⾨家団体と連携した空家相談会の実施 
○木造住宅耐震等改修補助の実施 
○地域への啓発活動（出前相談会）の検討 
○高齢者ひとり一人への支援に向けた専⾨家等との連携の検討 
 
 
 
 

○まちづくり NPO 等と連携した地域活動拠点、社会福祉施設、子育て支援施設への
活用マッチング 

○地域の活動拠点等の活用マニュアルの作成と課題解決に向けた検討 
 （法制度、資金面等） 
○空家所有者と利用希望者で情報を共有する仕組み(空家バンク)の検討 

○専⾨家団体の相談窓口への案内や「住まいの相談窓口」との連携(再掲) 
○季節に応じた適正管理の注意喚起 
○地域(町内会、社会福祉協議会等)での見守り事例の紹介 
○地域の人材(高齢者)を活かした維持管理の仕組みの構築 
○空家協力事業者の紹介の仕組みの検討 

○空家法を活用した区局連携体制による改善指導の実施 
○本市独自の特定空家等の判断基準の策定【詳細は裏面※２を参照】 
○緊急対応措置の検討 
 

◆中古住宅としての市場流通◆ 

○不燃化推進地域における除却補助（建築物不燃化推進事業補助）の実施 
○防災広場としての跡地の活用 
○建築士による調査・助言（木造建築物安全相談事業）の実施 
○跡地を活用した個別建替えや共同建替えの誘導策の検討 

○コミュニティスペース、菜園等跡地活用の検討 

◆密集市街地対策との連携◆ 

◆その他◆ 

４ 具体的な施策 

◆行政による改善指導◆ 

◆所有者啓発・地域での取組支援◆ 

利
用
中 

空
家
化 

放
置
・
管
理 

不
全
状
態 

除
却 

跡
地
の 

活
用 

○専⾨家団体の相談窓口への案内や「住まいの相談窓口」との連携(再掲) 
○エコリノベーション補助（改修費補助）の実施 
○エコリノベーションアカデミー(講習会)の開催 
○リノベーション事例集の作成 
○子育て世帯や若者の居住促進を目的とした中古住宅の活用 
  (例:子育てりぶいん事業や大学・地域と連携したシェアハウスモデル事業) 
○中古戸建住宅の流通促進の国等の取組との連携の検討 
  (例:インスペクション制度、住宅履歴情報等) 
◆地域の活動拠点等住宅以外の用途への活用◆ 

 (3)空家等の調査 
平成 25 年に密集市街地と郊外部を対象に
調査を実施しました。 
今後も施策展開にあたり、必要に応じて地域
を絞った形で調査を実施します。 
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横浜市建築局 
 
 

横浜市空家等対策計画 

概要版 

 本市の空家数は増加傾向にあり、特に一戸建の空家のうち、別荘、賃貸・売却用以外

の「その他の住宅」は、平成 20 年から平成 25 年の５年間で約 1.3 倍に増加してい

ます。このなかには、適正に管理されず、放置され、周辺の住環境に悪影響を及ぼすも

のも生じてきています。少子高齢化の進行に伴い、今後もこのような空家が増加してい

くものと予想されます。 

 このため、本市においては、関係区局から構成される庁内プロジェクトを設置し、対

策の検討を進めるとともに、不動産、法務、建築、まちづくり NPO 等の専門家団体と

「空家等対策に関する協定」を締結し、空家の流通・活用に向けた取組を進めてきまし

た。平成 27 年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたこと

を契機に、本市の基本的な取組姿勢や対策を市民の皆様に示し、空家対策を一層総合的

かつ計画的に推進するため、横浜市空家等対策計画を策定しました。 

（※２）特定空家等の対応方針及び判断基準の考え方 
(1)特定空家等の対応方針 
  ・指導が必要な空家等が継続的に増加するなか、特に早急に改善を図る必要があるような、老朽化が進行し、周辺に

著しい悪影響、危険等をもたらすものについて、特定空家等として取り扱い、改善指導を徹底していきます。 
  ・まずは、初期指導を行い、その経過や所有者の状況等を踏まえて、特定空家等の当否を判断します。 
  ・特定空家等の判断については、関係区局から構成される特定空家等判定委員会（以下「判定委員会」という。）に

て行います。必要に応じて、学識経験者、弁護士などに判定委員会への出席をもとめ、又は意見を聞くことができるも
のとします。また、判定委員会での判断結果については、協議会に報告します 

 
(2)特定空家等の判断基準の考え方 
   国のガイドラインに示された基準を参考に、空家等の状態及び周辺への影響等を踏まえ、地域住民の生命、身体、財
産、生活環境等に著しく影響を及ぼす恐れがあると総合的に判断されるものを、特定空家等とします。具体的な判断基
準については、別途策定します。【具体的な判断基準については、ホームページをご覧ください。】 

 

（※１）空家等に関する対策の実施体制の整備 

■【空家所有者・管理者 対象】 
所有・管理している空家についての相談対応 
横浜市内に空家を所有している、又は管理している方が

抱える様々な問題について、不動産や法務、建築などの専
⾨家団体と連携し、相談窓口を設けています。 

   本計画を策定するにあたり、空家法第７条に基づき、平成 27年８月に横浜市空家等対策協議会を組織しました。 
協議会では、専⾨的な視点から多角的な議論を行うため、幅広い分野の学識者や専⾨家などから委員を選出しました。 

建物に関すること 区政推進課 
(建築局建築指導課) 

火災に関すること 消防署 
(消防局予防課) 

防犯に関すること 地域振興課 
(市民局地域防犯支援課) 

ごみに関すること 地域振興課 
(資源循環局街の美化推進課) 

衛生害虫等に関すること 生活衛生課 
(健康福祉局生活衛生課) 

道路側への樹木の繁茂 土木事務所 
(道路局管理課) 

隣地側への樹木の繁茂 区政推進課 
(建築局建築指導課) 

 

■【近隣住民 対象】 
近隣で放置されている空家についての相談対応 
まずは相談内容に応じて区役所の担当部署が対応し

ます。相談が多岐にわたる場合は、担当部署が連携して
対応します。※括弧書きの部署も連携して対応します。 

不動産の売買や賃貸に 
関すること 

公益社団法人  
神奈川県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 
 全日本不動産協会神奈川県本部
横浜支部 

相続や権利関係等に 
関すること 

横浜弁護士会 
(28年４月より「神奈川県弁護士会」) 

相続登記等に関すること 神奈川県司法書士会 
境界の調査・確認等に 
関すること 

神奈川県土地家屋調査士会 

建物に関すること 一般社団法人  
横浜市建築士事務所協会 

空家及び跡地の活用に
関すること 

NPO法人 
横浜プランナーズネットワーク 

不動産の評価に 
関すること 

一般社団法人 
 神奈川県不動産鑑定士協会 

 

(2)空家等に対する相談対応体制について                                                        

(3)空家法に基づく協議会の組織                                                        

建築局が中心となり、区役所、政策局、財政局、市民局、健康福祉局、資源循環局、都市整備局、道路局、消防
局などから構成される庁内プロジェクトを設置し、関係区局が連携して取組を進めます。 

(1)庁内推進体制の整備                                                             

平成 28年 2月 編集・発行 横浜市建築局住宅部住宅政策課 
〒231－0017 横浜市中区港町１－１ 
電話：045-671-2922 FAX：045-641-2756 
ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/minju/akiya-akichi/akiya-top-page.html 

横浜市空家対策 で 

※協定団体は平成 28年 2月時点 
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