ᛦ௹ᅚỆᚡλẴỦЭỆẆஜửợẪấᛠỚẪẻẰẟẇ

２・３ペー ジ

調査票甲の記入のしかた
˰ܡȷעםወᚘᛦ௹ưƸŴወᚘඥƴǑƬƯӈƳ̾ʴऴ̬إᜱ
ՃŴ૾עπσ˳ׇƷᎰՃƳƲᲣƴƸŴወᚘඥƴǑǔܣᅼ፯Ѧƕ
ᛢƤǒǕƯƍǇƢŵ

４・５ペー ジ

ƕܭǊǒǕƯƓǓŴ˰ܡȷעםወᚘᛦ௹ƴࢼʙƢǔǋƷᲢᛦ௹

ģૠ܌Ĥ

８・９ペー ジ

ģȞȸǯĤ
ȞȸǯųųƸŴųƷ
ǑƏƴƵǓƭƿƠǇƢŵ

２

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第 面︶

ᚡλ̊

６・７ペー ジ

Ūᛦ௹ᅚƷᚡλƴᨥƠƯŴᙲʙᛟଢŴڎኖŴܭငᆋƷᛢᆋଢኬ
ųƳƲƕࢫƴᇌƪǇƢŵ
Ūᛦ௹ᅚƸŴ࣏ƣ᱅ƷᤲᇿӍƸǷȣȸȗȚȳǷȫưᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ŪƖ᧓ᢌƑƨئӳƸŴෞƠǴȠưƖǕƍƴෞƠƯƔǒᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ŪƔǒƸǈЈƞƳƍǑƏƴᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
Ūᛦ௹ᅚƸŴೞưᛠǈӕǓǇƢƷưŴ൲ƞƳƍưƘƩƞƍŵ

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第 面︶

ᛦ௹ᅚƷᚡλ૾ඥƴƭƍƯ

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第１面︶

ᛦ௹ᅚƷᚡλϋܾƸŴወᚘඥƴؕƮƖӈƴ̬ᜱƞǕǇƢ

●世帯と世帯員の決め方
●あなたの世帯の記入箇所

平 成 30 年 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査

３

ૠ܌ƸŴӫƮǊưᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
 ą

N 

ƂݱૠᇹᲫˮǇưᚡλഇƕƋǔئӳƃ





5

ᲪƷئӳưǋᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
・ ペー ジ

10

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第 面︶

 ą

11 4
Ūᛦ௹ƷϋܾŴᛦ௹ᅚƷᚡλ૾ඥƳƲƴƭƍƯŴǘƔǒƳƍໜƕƋǓǇ
ųƠƨǒŴǳȸȫǻȳǿȸƴƓբӳǘƤƍƨƩƘƔŴᛦ௹ՃƕᚧբƠƨ
ųᨥƴƝឋբƘƩƞƍŵ

住宅・土地統計調査
コールセンター


+2ᩓᛅƷئӳᲴᲧᲧ

ᚨፗ᧓Ჴ࠰உଐǇư èƓƔƚ᧓ᢌƍƷƳƍǑƏƴƝදॖƘƩƞƍŵ

èȊȓȀǤȤȫƷᡫᛅ૰ƸŴɟᑍƷܭᩓᛅ
ųƷئӳŴμɟࢷƴࠊϋᡫᛅ૰ưƝМဇƍ
ųƨƩƚǇƢŵ
ᲢםȷଐȷᅔଐƴǋƝМဇƴƳǕǇƢᲣųઃ࠘ᩓᛅȷ2*5ƷئӳŴƦǕƧǕܭƷᡫᛅ
ų૰ƱƳǓǇƢŵ
è+2ᩓᛅဇᩓᛅဪӭƷᡫᛅ૰ƸŴܭƷᡫᛅ
ų૰ƱƳǓǇƢŵ
Ӗ˄᧓ᲴҜЭᲲ᳸ҜࢸᲳ

Ūɦᚡ34ǳȸȉƔǒžᛦ௹ᅚƷᚡλƷ
ųƠƔƨſƷᛟଢǛѣဒưƝᚁƍƨƩƘ
ųȚȸǸƴǢǯǻǹưƖǇƢŵ
Ƃƃ
Ĭž࠰˰ܡȷעםወ
ᚘᛦ௹ſǭȣȳȚȸȳǵ
ǤȈƷȐȊȸǛǯȪȃǯ
ƠǇƢŵ
ĭžᛦ௹ᅚƷᚡλƷƠƔƨſ
ƷᛟଢѣဒǛƝᚁƘƩƞ
ƍŵ
ዮѦႾወᚘޅțȸȠȚȸǸ

74.JVVRUYYYUVCVIQLR

Ძ

ᛦ௹ᅚƸųɭ࠘ƝƱųƴᚡλƠǇƢ

世帯の
決め方

● 一般の家庭のように住居と生計をともにしている人々の集まりを
一つの世帯
● 一人で一戸をかまえている人（一人でアパートなどに住んでいる人
を含む）は、一人で一つの世帯
ƱƠǇƢŵ
※生計をともにしていない場合は、別の調査票に記入していただきますので、本冊子が
入っていた封筒の【◆連絡先】にご連絡いただき追加の調査票をお受け取りください。

● 次の人たちは、それぞれに示すように世帯を決めます。
・ 間借りしている人
・ 住み込みの従業員

・同居している人

Ŧҥ៲ᎍ 一人で一つの世帯
ŦۡپƳƲƷܼଈ 家族ごとに一つの世帯

・ 単身の住み込みの家事手伝い

雇主の世帯に含めます
ŦሥྸᎍȷܼɼƳƲ 一つの世帯

・ 会社や学校の寮・寄宿舎に住んでいる人

Ŧҥ៲ᎍ 棟ごとに一つの世帯
ŦۡپƳƲƷܼଈ 家族ごとに一つの世帯

ƋƳƨƷɭ࠘ƴųƾƩǜ˰ǜưƍǔʴųǛɭ࠘ՃƱƠǇƢ
10月１日（月）現在ŴƋƳƨƷɭ࠘ƴŴ

ふだん
住んでいる人
とは

● すでに３か月以上住んでいる人
● まだ３か月にならないが、３か月以上にわたって住むことに
なっている人
ǛƍƍǇƢŵ

● 次の人たちは、それぞれに示す場所で調査します。
ᐯܡǛɧנƴƢǔ᧓ƕ

・ 単身赴任・出かせぎ・出張などで
一時的に不在の人
・ 学校の学生寮・寄宿舎などから
通学している学生・生徒

ŦᲭƔஉசƷƱƖ自宅
ŦᲭƔஉˌɥƴǘƨǔƱƖ赴任先、出かせぎ先、出張先など

その学生寮・寄宿舎
λᨈȷλƠƯƔǒ

・ 病院・療養所などに入院している人

ŦᲭƔஉƴƳǒƳƍʴ自宅
ŦƢưƴᲭƔஉˌɥƷʴ入院・入所先

・ 船に乗り組んでいる人

自宅

・ ２か所に住居をもっている人

ふだん寝泊まりする日数の多い住居



調査票第１面下部の 世帯の種類
していただく欄が異なります。

欄に記入してある世帯の種類に応じて、記入
※「世帯の種類」欄に記入がない場合は、お手数ですが
本冊子の入っていた封筒の【◆連絡先】にご連絡ください。

ŬƋƳƨƷ世帯の種類 ƸŴ

Ŭɦᚡƴᚡ᠍ƞǕƨႸƕƋƳƨƷɭ࠘ƷᚡλሖưƢŵ

ųഏƷĬ᳸İƷƏƪŴƲǕưƢƔᲹ

èžႸဪӭſƱƸŴᛦ௹ᅚƴƋǔᛦ௹ႸƷဪӭǛ
ſ
ųᅆƢɥƷૠ܌ưƢŵ

●世帯と世帯員の決め方
●あなたの世帯の記入箇所

ƋƳƨƷɭ࠘Ʒᚡλሖ

住宅ƴ˰ǜưƍǔɭ࠘
Ū˰ܡƴ˰ǜưƍǔɼɭ࠘ƕᚡλƢǔഇ

①主世帯
ȷɟƭƷɭ࠘ƕ˰ǉئӳƷƦƷɭ࠘

ȷᇹᲫ᩿ᲢμႸᲣ
ȷ
ȷᇹᲬ᩿ᲢμႸᲣ

ȷᲬɭ࠘ˌɥƕ˰ǉئӳƷܼɼƳƲ
ųƷɭ࠘

ȷᇹᲭ᩿ᲢμႸᲣ
ȷᇹᲮ᩿ᲢμႸᲣ

②同居世帯
ȷɼɭ࠘ƱဃᚘǛƱǋƴƠƯƍƳƍ
ųᚃǍ܇Ʒɭ࠘
ȷӐʴǍӷ·Ʊ˰އǛƱǋƴƠƯ
ų˰ǜưƍǔɭ࠘
ȷ˰ǈᡂǈƷࢼಅՃƷɭ࠘

Ū˰ܡƴ˰ǜưƍǔӷއɭ࠘ƕᚡλƢǔഇ
ȷᇹᲫ᩿ᲢμႸᲣ
Უ
Უ
ȷᇹᲬ᩿ᲢμႸᲣ
ȷᇹᲭ᩿ᲢႸဪӭᲳ᳸Უ
ȷ
ȷᇹᲮ᩿ᲢႸဪӭ᳸Უ

住宅以外の建物ƴ˰ǜưƍǔɭ࠘
Ტ˟ᅈȷܖఄሁƷݜȷ݃ܿᑀŴȷܿජŴ
ųئƳƲƷཋƴ˰ǜưƍǔɭ࠘Უ

③管理者・家主などの世帯

Ū˰ٳˌܡƷཋƴ˰ǜưƍǔሥྸᎍȷܼɼ
ųƳƲƷɭ࠘ӏƼɟᑍƷɭ࠘ƕᚡλƢǔഇ
ȷᇹᲫ᩿ᲢμႸᲣ
ȷᇹᲬ᩿ᲢμႸᲣ

④一般の世帯
（家族で住んでいる世帯）
⑤単身者世帯
単身者又は
単身者の集まりの世帯

ȷᇹᲭ᩿ᲢႸဪӭᲳᲣ
Ჳ
᳸
ȷᇹᲮ᩿ᲢႸဪӭ᳸Უ

Ū˰ٳˌܡƷཋƴ˰ǜưƍǔҥ៲ᎍɭ࠘
ųƕᚡλƢǔഇ
ȷᇹᲫ᩿ᲢႸဪӭᲫᲢǢᲣɭ࠘ʴՃƷӳᚘᲣ
ȷᇹᲬ᩿ᲢႸဪӭᲲᲣ


ᛦų௹ųᅚųƷųᚡųλų̊ųȷų
Šᛦ௹ᅚųᇹᲫ᩿

１ 世帯の構成

⛔⸘ᄥ㇢

N

ŪƋƳƨƷɭ࠘ƴ生計をともにしてふだん一緒に住んで
いる人(世帯員)全員ƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
※ 生計をともにしていない場合は、別の調査票に記入し
ていただきますので、本冊子が入っていた封筒の
【◆連絡先】にご連絡いただき追加の調査票をお受け

5

取りください。
ŪƾƩǜ˰ǜưƍǔʴƱƸŴ10月 １ 日（月）現在ŴƋƳƨ
ųƷɭ࠘ƴ Ŵ
ŦƢưƴᲭƔஉˌɥ˰ǜưƍǔʴ
ŦǇƩᲭƔஉƴƳǒƳƍƕŴᲭƔஉˌɥƴǘƨƬƯ
ų˰ǉƜƱƴƳƬƯƍǔʴ
ǛƍƍǇƢŵ

 5

Ūҥ៲ឨ˓ǍЈƔƤƗƳƲưŴᲭƔஉˌɥƴǘƨƬƯɧ
ųנƷʴǍםȷଐƷǈ࠙ܡƠƯƍǔʴƸɭ࠘ՃƴƸԃǊ
ųǇƤǜŵ

N

 
 N
 

ŪܼଈˌٳƷʴưǋŴƋƳƨƷɭ࠘ƴᲭƔஉˌɥ๛נƠ
ųƯƍǔƔŴ๛נƢǔƜƱƴƳƬƯƍǔʴƕƍǔئӳƸŴ
ųƦƷʴǋɭ࠘ՃƴԃǊǇƢŵ

調査員記入欄
Ūᛦ௹ՃƕᚡλƠǇƢƷưŴƋƳƨƷɭ࠘ưᚡλƢǔ࣏
ųᙲƸƋǓǇƤǜŵ

 



ᚡųλųƴųƭųƍųƯųƷųᛟųଢ

世帯の家計を主に支える人
Ū
● 「世帯の家計を主に支える人」ƱƸŴƋƳƨƷ
ųɭ࠘ƴƾƩǜ˰ǜưƍǔʴưŴܼᚘƷɼƳӓλ
ųǛࢽƯƍǔʴǛƍƍǇƢŵ

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第１面︶

 

 

45 

Ū
ŪƾƩǜ˰ǜưƍƳƍҥ៲ឨ˓ɶƷᣐͪᎍƔǒ
ųƷᡛƴǑǓܼᚘǛૅƑƯƍǔǑƏƳئӳƸŴ
ųᡛǛƠƯƍǔʴưƸƳƘŴあなたの世帯のう
ųちの一人を代表者とし、その代表者をこの欄に
ų記入します。ᲢƜƷئӳŴҥ៲ឨ˓ɶƷᣐͪᎍ
ųƸƋƳƨƷɭ࠘ƴƸԃǊǇƤǜŵᲣ




配偶者の有無



ŪᣐͪᎍƕƾƩǜɟደƴ˰ǜưƍƳƍئӳưǋŴ
ųᣐͪᎍ「あり」ƱƠǇƢŵ

5

続き柄
ŪዓƖƸŴ本人（世帯の家計を主に支える人）
ųからみた続き柄ǛŴɭ࠘ՃƝƱƴᢠ৸ᏃƷɶƔ
ųǒᢠǜưƖǇƢŵ

 

N



Šᛦ௹ᅚųᇹᲬ᩿
２ 世帯全員の１年間の収入（税込み）
ŪƜƜưƍƏӓλƴƸŴиಅȷϋᎰƴǑǔӓλ
ųǍ࠰ȷऍዅƳƲƷዅ˄ǋԃǊǇƢŵ
ŪႻዓȷពɨǍᡚᎰƳƲƷɟႎƳӓλƸԃ
ųǊǇƤǜŵ

３ 勤めか

自営かなどの別

● 「会社・団体・公社又は個人」ƴƸŴ˟ᅈȷ
ų˳ׇƷᅈᧈȷӕዸࢫȷྸʙƳƲƷࢫՃǋԃǊ
ųǇƢŵ
Ū「商工その他」ƴƸŴ̾ʴኺփƷՠࡃɼȷ
ųئɼƷǄƔŴಅҔȷࡰᜱٟȷဒܼǍܼࡊư
ųϋᎰǛƠƯƍǔʴǋԃǊǇƢŵ

４ 通勤時間（片道）
ŪᐯܡǛЈƯƔǒѮǊέƴბƘǇưƷƾƩǜ
ųƷᙲ᧓ǛᚡλƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴᙲ
ų᧓ƴƸŴʈǓ੭ƑƳƲƷ᧓ǋԃǊǇƢŵ
Ūဃԡ̬ᨖٳʩՃŴȐǹƷᢃ᠃ᎍƳƲƷǑƏƴ
ųᨽǘǕƯᅈٳưˁʙǛƠƯƍǔئӳƸŴޓ
ųƠƯƍǔ˟ᅈŴփಅƳƲǇưƷᡫѮ᧓Ǜ
ųᚡλƠƯƘƩƞƍŵ

Ჰ

５ 子の住んでいる場所

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第 面︶

Ū܇Ʒ˰ǜưƍǔئǇưƷᙲ᧓
Ū
ųƸŴƾƩǜᘍƖஹƠƯƍǔʩᡫെ
ųᲢࢻഩǛԃǉŵᲣƴǑǔǋƷƱƠǇ
ųƢŵƳƓŴᙲ᧓ƴƸŴʈǓ੭ƑƳ
ųƲƷ᧓ǋԃǊǇƢŵ

２

７ 前住居
８ 居住室
Ū「居住室」ƱƸŴ᧓އȷᒧƷ᧓ȷܴݏȷ૬ȷ
ųܲ᧓ȷʿ᧓ȷʙܴψӨƳƲǛƍƍǇƢŵ
ŪǯȭȸǼȃȈȷƠλǕƳƲƷӓኛǹȚȸǹ
ųǍŴ්ƠƳƲƷᢿЎǛᨊƍƨ࠼ƞƕᲭုƴ
ųƨƳƍᢿЎƸܴ˰އμ˳Ʒ࠼ƞƴƸԃǊǇ
ųƤǜŵ
ᲢɦƷưƸųųƷᢿЎƴƳǓǇƢŵᲣ
èᲬ᨞ƯˌɥƷئӳŴ
ųᲬ᨞ˌɥƷܴ˰އǋ

  5

ųᚡλƠƯƘƩƞƍŵ

Ūž᩿ᆢƷҥˮ੭ምଔᙸᘙſƕȚȸǸƴƋ
ųǓǇƢƷưŴӋᎋƴƠƯƘƩƞƍŵ


 
Ჱ

Šᛦ௹ᅚųᇹᲭ᩿
９ 持ち家か

借家かなどの別

Ū「持ち家」ƱƸŴƦƷɭ࠘ƕμᢿӍƸɟᢿǛ
ųஊƠƯƍǔ˰ܡǛƍƍǇƢŵ
Ū「持ち家」ƴƸŴஇᡈሰƠƨ˰ܡưႇᚡƕฎ
ųǜưƍƳƍئӳǍŴȭȸȳƳƲưૅƍƕܦʕ
ųƠƯƍƳƍئӳǋԃǊǇƢŵ

10 １か月の家賃又は間代及び共益費又は管理費
Ū「家賃又は間代」Ʊ「共益費又は管理費」ƕЎ
ųƚǒǕƳƍئӳƸŴ̝ܯŴžܼӍƸ᧓ˊſƱ
ųƠŴžσႩᝲӍƸሥྸᝲſƸžᲪόſƱƠƯᚡ
ųλƠƯƘƩƞƍŵ
Ūӷއɭ࠘ƕƍǔɭ࠘ưƸŴӷއɭ࠘ƷЎǋԃǊ
ųƨžዮ᫇ſǛᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ųӷއɭ࠘ưƸӷއɭ࠘ưਃƠƯƍǔ᫇Ǜᚡ
ųλƠƯƘƩƞƍŵ


14 高齢者等のための設備等
Ū「またぎやすい高さの浴槽」ƱƸŴඹƍئƔǒ
ųෘƷጂǇưƷ᭗ƞƕ᭗ᱫᎍǍᨦƕƍᎍƴᣐ
ųॾƞǕƨᚨᚘƷෘǛƍƍǇƢŵ
Ū「廊下などが車いすで通行可能な幅」ƸŴɟᑍ
ųႎƳƍƢưƸŴኖEOˌɥƷࠢưƢŵ
Ū「段差のない屋内」ƱƸŴ᭗ᱫᎍƳƲƕދϋư
ųെࠀƴƭǇƣƍƨǓƠƳƍǑƏƴᚨᚘƞǕƨ
ųǋƷǛƍƍǇƢŵ

Ჲ

11 床面積
Ū「床面積」ƴƸŴ˰ܡμ˳Ʒ᩿ᆢǛᚡλƠƯ
ųƘƩƞƍŵ
ᲢɦƷưƸųƷᢿЎƴƳǓǇƢŵᲣ
èᲬ᨞ƯˌɥƷئӳŴ
ųᲬ᨞ˌɥƷ᩿ᆢǋᚡ
ųλƠƯƘƩƞƍŵ

N N

 

Ūӷއɭ࠘ƕƍǔɭ࠘ưƸŴӷއɭ࠘ƕ̅ဇƠƯ
ųƍǔᢿЎƷ᩿ᆢǋԃǊǇƢŵ
Ūž᩿ᆢƷҥˮ੭ምଔᙸᘙſƕȚȸǸƴ
ųƋǓǇƢƷưŴӋᎋƴƠƯƘƩƞƍŵ

（ウ）二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓はあり
ますか
● 「二重以上のサッシ」ƱƸŴٳᆸƱϋᆸƕʚ
ųˌɥƷನᡯƱƳƬƨᆸƷƜƱǛƍƍǇƢŵ
●
Ū 「複層ガラス」ƱƸŴᙐૠƷǬȩǹǛኵǈӳ
ųǘƤŴƢƖ᧓ƴᆰൢޖǛƭƘǔƜƱƴǑƬƯŴ
ųૺ༏јௐǛǋƨƤƨǋƷǛƍƍǇƢŵ

16 住宅の建て替え

新築

●調 査 票の記 入のしかた
︵調査票第 面︶

15 省エネルギー設備等

３

購入などの別

Ū「建て替え」ƱƸŴˌЭƴƋƬƨਤƪܼǛْƠ
ųƯŴƦƜƴૼሰƢǔƜƱǛƍƍǇƢŵ
Ū「リフォーム」ƱƸŴᙹƷݱٻƴƔƔǘǒƣŴ
ųفોሰǍો̲ʙሁǛƠƨئӳǛƍƍǇƢŵ
Ū「新築の住宅を購入」ƱƸŴૼሰƷƯ٥Ǔ˰
ųܡӍƸЎᜯ˰ܡǛទλƠƨئӳǛƍƍǇƢŵ

Ჳ

Šᛦ௹ᅚųᇹᲮ᩿
18 平成26年１月以降における住宅の
耐震診断の有無
Ū「耐震診断」ƱƸŴሰʙಅᎍƳƲƷሰٟƴ
ų̔᫂ƠƯŴעᩗƴݣƢǔܤμࣱƴƭƍƯᛦǂǔ
ųƜƱǛƍƍǇƢŵ

20 所有地か

借地かなどの別

Ū「定期借地権など」ƴƸŴཋᜯบཎኖ˄͈ע
ųೌǛԃǊǇƢŵ

21 敷地面積
ŪЎᜯȞȳǷȧȳƳƲưŴཋϋƷӲ˰ܡƷਤƪ
ųЎƴࣖơƯཋμ˳ƷעƷɟᢿǛஊƠƯ
ųƍǔئӳƸŴƋƳƨƷɭ࠘ƷਤƪЎƴႻ࢘Ƣǔ
ųעƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ЎᜯȞȳǷȧȳƳƲ


ע

Ūž᩿ᆢƷҥˮ੭ምଔᙸᘙſƕȚȸǸƴƋǓ
Ū
ųǇƢƷưŴӋᎋƴƠƯƘƩƞƍŵ

22 取得方法・取得時期等
（ア）だれから買ったり借りたりなどしたのですか
ŪᙐૠƷ૾ඥƴǑƬƯӕࢽƠƨئӳƸŴஇǋ᩿ᆢ
ųƷٻƖƍᢿЎǛӕࢽƠƨ૾ඥƴƭƍƯᚡλƠ
ųƯƘƩƞƍŵ
ŪːʼᎍưƸƳƘŴעǛᝰƬƨǓ͈ǓƨǓƠƨ
ųႻ૾ƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
（イ）いつ買ったり借りたりなどしたのですか
Ū͈עƷئӳƸŴڎኖૼưƸƳƘŴஇИƷ
ųڎኖƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
ŪႻዓǍពɨƴǑƬƯעǛӕࢽƠƨئӳƸŴႻ
ųዓǍពɨǛӖƚƨƴƭƍƯᚡλƠƯƘƩ
ųƞƍŵ


23 現住居以外の住宅
※ 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことがで
きないような「廃屋」は、現住居以外の住宅には
含めません。
（ア）所有していますか
Ū「所有している」ƴƭƍƯƸŴႇᚡƷஊƴƔƔ
ųǘǒƣŴܭငᆋƕኛ˄ƞǕƯƓǓŴྵƴƦƷ
ų˰ܡǛஊƠƯƍǔئӳŴӍƸႻዓƷዓƖɶƷ
ų˰ܡƕƋǔئӳƴᚡλƠƯƘƩƞƍŵ
（イ）住宅の種類
Ū（２）
「 居住世帯のない住宅（空き家）」ƱƸŴƋ
ųƳƨƕྵƴஊƠƯƍǔ˰ܡƴɭ࠘ƕ˰ǜưƓ
ųǒƣŴᆰƖܼƱƳƬƯƍǔƜƱǛƍƍǇƢŵ
ŪƾƩǜžଷ᧓Ʃƚ̅ဇƠƯƍǔ˰ܡſǍŴ˴ʴƔ
ųƷʴƕʩˊưݏජǇǓƠƯƍǔ˰ܡŴሰɶƷ˰
ųܡƸԃǊǇƤǜŵ
● 二次的住宅・別荘用
സಅưƘƳƬƨƱƖƴݏජǇǓƢǔƳƲƨǇƴ
̅ဇƢǔ˰ܡǛžʚഏႎ˰ܡſƱƍƍŴᡵǍ˞
ୗƴᢤȷᢤ݊ȷ̬ƳƲƷႸႎưМဇƢǔ˰ܡ
ǛžКᒱſƱƍƍǇƢŵ

N 

● 貸家用
ƠƯƍǔ˰ܡǍƢƜƱǛႸႎƴஊƠƯ
ƍǔ˰ܡǛƍƍǇƢŵƳƓŴКᒱǋԃǊǇƢŵ
● その他
̊ƑƹŴƋƳƨƕŴྵנŴᎊʴțȸȠƳƲƷᚨ
ƴλއƠƯƍƯᛡǋ˰ǜưƍƳƍᐯܡǍŴ̅ဇႸ
ႎƕƳƘŴྵנŴᆰƖܼƱƠƯஊƠƯƍǔ˰ܡ
ƳƲǛƍƍǇƢŵ

（ア）所有していますか
Ū「所有している」ƴƭƍƯƸŴႇᚡƷஊƴƔƔ
ųǘǒƣŴܭငᆋƕኛ˄ƞǕƯƓǓŴྵƴƦƷ
ųעםǛஊƠƯƍǔئӳŴӍƸႻዓƷዓƖɶƷ
ųעםƕƋǔئӳƴᚡλƠƯƘƩƞƍŵ

●調 査 票の記 入のしかた
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24 現住居以外の土地

4

（イ）土地の種類
Ū「農地」Ǎ「山林」ƷǑƏƳעםưƋƬƯǋཋ
ųƕƬƯƍǔئӳƸ「宅地など」ƱƠǇƢŵ
Ū᎓˺્ూעƸŴעܡƳƲᲢᠾٳˌעƷעםᲣƱƠ
ųƯৢƍǇƢŵ
ų˞᎓ဋƴƭƍƯƸŴƍƭưǋ᎓˺ưƖǔཞඞƴƋ
ųǔئӳƔŴ᎓˺Ʒॖ࣬ƕƋǔئӳƸŴᠾעƱƠǇ
ųƢŵ


᩿ᆢƷҥˮ੭ምଔᙸᘙ
「７前住居」、
「８居住室」、
「 11床面積」、
「 21敷地面積」Ǜ
ƝׅሉƷᨥƴŴӋༀƘƩƞƍŵ

畳
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0

㎡
0.8
1.7
3.3
5.0
6.6
7.4
8.3
9.9
11.6

畳
坪
8.0
0.25
9.0
0.50
10.0
1.00
15.0
1.50
20.0
2.00
30.0
2.25
40.0
2.50
50.0
3.00
100.0
3.50
1畳＝ 1.65289㎡＝ 0.5坪

㎡
13.2
14.9
16.5
24.8
33.1
49.6
66.1
82.6
165.3

坪
4.00
4.50
5.00
7.50
10.00
15.00
20.00
25.00
50.00

࠰˰ܡȷעםወᚘᛦ௹ƷኽௐƔǒŴ
ഏƷǑƏƳƜƱƕЎƔǓǇƠƨ



