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1. 序論

1-1. 研究の背景

わが国では，憲法第 25 条（生存権の保障）の趣旨に則り，住宅

セーフティネットの一つとして，公営住宅が整備されている 1)。公

営住宅とは，公営住宅法に基づき，国と地方自治体が協力して，住

宅に困窮する低額所得者に対し，低廉な家賃で供給されるものであ

る 1)。平成 27 年の国勢調査では，総人口が平成 22 年を基準として，

約 94 万人減少したことが明らかになった。わが国の将来人口は，

2060 年に 2010 年と比較して約 4132 万人減少すると推計されてい

るが 2）, 近年の人口減少を受けて，空き住戸が多数を占める公営住

宅団地がある一方で，利便性に優れた立地では応募倍率が高い．そ

のため，利便性の良い立地では一般の空き家をセーフティネット住

宅に活用する一方で，空き住戸が増加する公営住宅では，戸数削減

を伴う再編が検討課題として顕在化している。

公営住宅の建替えにおいては , 国土交通省策定の指針「公営住宅

等長寿命化計画策定指針」3）が活用されている。この中で , 中長期

にわたる事業手法を具体的にどのように定めていくかは各自治体

に委ねられている。Fig.1 に示すように約 216 万戸（平成 26 年度）

存在する公営住宅のうち , 築後 30 年以上経過したストックは 131
万戸と , 全体の約 6 割を占め規定の耐用年数を迎えつつある 2）。こ

れにより , 各自治体では , 昭和 40 ～ 50 年に建設した公営住宅を中

心とした再編計画を早急に策定する必要があり , 業務量の平準化の

ための方策が模索されている。しかし , 再編には既存入居者の移転

先となる空き公営住宅を周辺に確保するか , 新たに受け皿となる公

営住宅を建設しなければならず , どのように再編を進めるべきか難

しい問題である。また , 戸数削減を伴う再編計画では , 強制的に入

居者を移転させることが出来ず , 入居者の同意を得る必要がある。

入居者を納得させるためには説明責任が求められるため , 再編計画
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Fig.1 Stock of public housing by year of construction 
（This image was recreated by Kouya Inada from data2） provided by the 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.） 
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に根拠を示す必要があり , 複数ある再編案に客観性をもたせる必要

がある。したがって , 再編計画の効果的な策定を支援するプログラ

ムの作成が必要である。

1-2. 既往研究および現行制度と本研究の位置づけ

佐々木ら 3）は，宇部市営住宅を対象として，団地特性の類型化

を行い，類型ごとの再編計画課題を整理した。その中で，再編対象

の住棟や，その手法の選定に関しては，構造上の老朽化に着目した

判定に留まっていることを指摘したうえで , 自治体がストック活用

計画を策定する場合には，その構造的老朽化や利用陳腐化の程度判

定が難しい点も指摘している。

そのほか , 小山ら 4) は空き住戸に着目し，住戸面積，負担家賃額

の観点から，廃止・削減に伴い転居が必要となる世帯の算出を試み

ている。小山らの研究は，香川県営住宅の再編計画を対象にしてい

るが，香川県営住宅は，管理戸数が 2015 年時点で 4,276 戸と，今

回研究対象となる神戸市営住宅の 46,161 戸の 10 分の 1 にも満た

ない戸数であり大都市とに応用するには無理がある。

公営住宅の再編に関する研究には，瀬戸口ら 5) による夕張市営住

宅の再編計画を対象とした研究などがあり , 戸数削減を伴う再編を

提案している。しかし，3 大都市圏規模の大都市における公営住宅

の再編に関しては研究が進んでおらず，その方策が模索されている

段階である。

また，現行の再編においては , 国土交通省策定の公営住宅長寿命

化計画 6) が指針とされている。現行の再編計画の内 , この指針で十

分にカバーできている点は ,LCC コストの算出や , 事業実施時期の

検討などである。一方 , カバーできていない点は概ね 3 点に集約さ

れる。

まず ,住宅と住棟ごとの2段階で判定を行うことで ,非効率になっ

ている点が挙げられる。これに対し , 住棟ごとの入居者データを用

いると , 初めから住棟基準で判定でき 1 段階で判定が済む。

次に不十分な点は , 再編の際に検討する項目の選別や重み付けが

各自治体に委ねられている点である。築年数や入居者属性などの項

目の重み付けを自治体の担当者の個人的判断で行うことは難しい。

さらに , 現行の指針では同じ再編計画案を何度も検討するため ,
一部の再編計画案しか検討できないという問題がある。可能な仮転

居組み合わせを全て求め , 建替えコストや削減可能戸数などの観点

から再編案絞り込めることができれば , 根拠に基づく再編計画を立

てられる。

そこで本研究では , 既往研究で取り上げられていない大都市に着

目し , 転居の可能性を考慮して再編計画の策定を支援するプログラ

ムを作成する。分析においては住棟ごとの入居者データを活用する。

1-3. 研究の目的と方法

研究の目的は，大都市の公営住宅において，再編対象となりうる

住棟を効率的かつ効果的に選定する手法を開発することである。こ

れは , 大きく２つの目的からなる（Fig.2）。
(a)まず , どの住宅から再編に取り掛かるべきか , 膨大な検討が

必要である現状に対し , 行政保有のデータを用いて , 早めに再編に

取り掛かるべき再編の優先度が高い公営住宅を , 住棟ごとに統計的

に浮かび上がらせる手法を検討する。この目的に対し , 主成分分析

とクラスター分析によるクラスタリングを検討する。

ここで , 主成分分析とは , 多数の説明変数をより少ない指標であ

る合成変数に縮約して統計学上のデータ解析手法のひとつである。

情報の損失を最小限にしつつ ,できるだけ少ない変数に置き換える

ことで多くのデータを横断的に見る場合に有効である。要約した合

成変数のことを「主成分（または単に成分）」と呼ぶ。また , クラ

スター分析とは ,異なるものの集まりから互いに似通ったものをグ

ルーピングし ,データ解析手法のひとつである。今回は多変量解析

に適している非階層型のクラスター分析を行う。

(b)第 2 に , そうした再編優先度が高い住棟群から , どの住棟を

除却し , 建替えていくかを効率的に決定する手法の検討である。こ

の目的に対し ,GIS と Python3 を用いて , 転居の可能性に着目した ,
組み合わせ計算プログラムの開発を行う。

本論の提案手法により , 行政の負担を減少させ , 議論の下地を構

築すること , 入居者説明などの利害関係者間の合意形成においても

行政の決定の強い後ろ盾となることを意図している。一方で , 本研

究の手法は , あくまで支援ツールであり , 再編可能な組み合わせを

洗い出すことで , 各自治体の再編計画策定の判断を支援するもので

ある。

研究対象は , 主対象となる神戸市市営住宅 1049 棟 ,46,161 戸 ,
神戸市市営住宅との比較検討等の際に対象となる兵庫県営住宅 70
棟 2,563 戸 , 京都市市営住宅 400 棟 ,18,429 戸である。また , 対象

となる住宅は何れも賃貸住宅である。自治体からの協力を得て , 個

Fig.2 Research flow 
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人情報を除く公営住宅の入居者データを入手し , 活用した。どこの

自治体でも保有しているデータであり , 他の自治体における汎用性

は確保されている。

2. 研究の対象となる公営住宅の概要

2-1. 現在の市営住宅の概要

再編対象となる神戸市市営住宅では , 阪神淡路大震災の復興住宅

として民間の住宅を多数借り上げ住宅とするなど，多数の公営住

宅を供給したため，1995 年から数年間の供給住宅数が多い。一方，

この年代の住宅供給を除けば，全国的な住宅供給と概ね同じ傾向を

示しており，典型的な住宅供給政策が採られていたことが分かる。

また，1980 年頃前は建設年代が古くなると入居率が低くなる傾

向にあるが，以後の住宅では，概ね 89％程度で推移している（Fig.3)。
2-2. 公営住宅の再編について

神戸市では , 平成 23 年から令和 2 年度までに「第 2 次住宅マネ

ジメント計画」を策定しており , 住宅ストックをできるだけ長く使

うことを目指す一方で , 老朽化の進行している住宅などの改修に適

さない住宅については , 計画的に , 建替え , もしくは市営住宅とし

ての用途の廃止を掲げている。この第２次マネジメント計画の次の

再編計画が現在計画中であり , 計画の早期策定が求められている。

再編事業は Fig.4 のようにいくつかの住棟が関連しあって進む。

まず , 仮転居先となる住棟にエレベーターを設置する。次にこの住

棟への入居者の移転 , 及び他の住棟の除却 , 余剰地の売却などのス

テップを踏む。この事業には 5 年から 20 年程度の時間がかかる。

3. 再編優先度の高い住棟の分類

3-1. 分類手法の流れ

3 章では , 手法 (a) に該当する主成分分析・クラスター分析を用

いた公営住宅の住棟ごと再編優先度判定を検討した。再編優先度判

定とは「早めに再編に取り掛かりやすい住棟のあたりをつけること」

と定義する。

分類の流れは , まず予備分析として現在再編計画を検討中の住

棟（以下再編中住棟 , あるいは再編中の住棟と記す）を含めた住棟

群で分析を行い , 再編対象となる住棟を捕捉できる妥当性を確認し

た。その手法は , まず候補となる判定項目群から , 試行錯誤して分

析に適した項目を決定し , その後，主成分分析を用いて , 複数の項

目を再編容易性を含む 2 軸に大きくまとめ , 次にクラスター分析を

用いて，住棟を再編優先度で分類し , 十分妥当性が担保できること

を確認した後 , 同様の手法を用いて , 再編優先度判定を行った。

3-2. 再編中住棟を含めた予備分類

神戸市市営住宅担当者にヒアリングした結果 , 神戸市市営住宅の

再編に関して現状主に考慮されている項目が表 1の第 1列に示すも

のであることがわかった。そこからより少ない主成分でデータの特

徴を可視化できる合成変数を得られるよう ,2 列目と 3 列目で示す

ように適切な因子を絞り込んだ結果 ,次の項目を得た。使用する項

目は , 多各住棟の「築年数」「入居率」「空き戸数」「子供の割合」「住

宅密集度」の 5 つである (Table1)。
築年数は , 住棟の耐用年数と関係している。公営住宅建替事業の

実施要件のひとつに「耐用年限の２分の１を経過していること」と

定められていることから，耐用年数が最も長い 70 年である耐火構

造であれば , 築後３５年が更新時期の目安となる。

空き戸数と入居率は , ともに行政の歳入に直結するものであり ,

Table1 Flow of determining the items to be 
used in the analysis (Some excerpts)

Fig.3 Number of Managed Units and Occupancy Rate  
by Year of Construction in Kobe Municipal Housing

Fig.4 Schematic of a typical reorganizing process  
with temporary relocation

Table2 Results of principal component analysis of the adopted items
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空き戸数は多いほど , 入居率は低いほど , 再編の優先度が上がる。

子供の割合は「20 歳未満の入居者の割合」を用いた。子供の割

合が高い住棟には子育て世帯が多く入居している。子育て世帯は仮

転居可能な住戸型・面積が制限される傾向にあり , 仮転居の難易度

が上がるため , 因子としての妥当性がある。

住宅密集度は「ある地域内にどの程度公営住宅が密集しているか」

という指標で , 今回は最小の行政単位である「同一小学校区内にお

ける住棟数」とした。公営住宅が密集しているエリアは住宅確保要

配慮者が多くなるため , ソーシャルミックスの観点から再編の優先

度が高いことが , 因子として用いる理由である。

Table.2 に上記項目を主成分分析にかけた結果を示す。今回は

0.55 以上の因子負荷量を持つ因子を主成分に特に強く寄与してい

るとして第 1成分と第 2成分を定義した。第 1成分は築年数 ,入居

率 ,住宅密集度が ,第 2成分では子供の割合 ,空き個数が強く寄与

していることから ,第 1 成分を「総合的な課題度」，第 2 成分を「転

居の容易度」とした。総合的な課題度が高い住棟は「再編すべき住

棟」, 転居の容易度が高い住棟は「再編できる住棟」とみなせ , そ

Fig.10 The results of the cluster analysis, 
excluding the residential buildings under reorganization

Fig.11 Distribution of Kobe Municipal Housing by Cluster

Fig.12 Pointed area

Fig.13 Priority areas for reorganizing

Fig.5 The results of the cluster analysis, 
including the residential buildings under reorganization

Fig.7 A typical residential 
building in Cluster 2

Fig.6 A typical residential 
building in Cluster 1

Fig.8 A typical residential 
building in Cluster 3

Fig.9 A typical residential 
building in Cluster 4
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のどちらも高い住棟ほど再編の優先度が高いと判断できる。この 2

つの主成分での寄与率は約 67％であり , その他の因子を用いた場

合に比べ寄与率が相対的に高く ,かつ主成分を上記のように再編の

観点から適切に解釈できた。

住棟ごとに第 1 成分 , 第 2 成分を持つため ,X 軸に第 1 成分 ,Y 軸

に第 2 成分をとると , 第 1 象限に存在する住棟がおおよそ再編の優

先度が高くなる。この考え方に基づき , 対象住棟にクラスター分析

を行った結果が Fig.5 である。今回は 4 つの象限それぞれに対応

するようデータを 4 つのクラスターに分割した。これにより , 神戸

市市営住宅の再編の優先度を視覚化した。第 1 象限に位置する住

棟群であるクラスター 1 が最も再編優先度が高く , 以降クラスター

2,3,4 と再編優先度が下がる。各クラスターの典型的な住棟につい

ては Fig.6 ～ 9 に示す。

また ,Fig.5 から , 再編中住棟が概ねクラスター 1，あるいはクラ

スター 2，3クラスター 1寄りに位置していることが分かる。ここで ,
クラスター分析により , 再編の優先度が高い住棟を概ね捕捉出来て

いることから , 提案手法が早めに再編に取り掛かるべき住棟を明ら

かにする手法としての妥当性を確認した。

3-3. 再編中住棟を除いた住棟群での再編優先度の判定

再編中住棟を除いた住棟群のクラスター分析を Fig.10 に示す。

予備分析と異なる点として , クラスター 2 の一部住棟で転居の容易

性が高くなっている。クラスター 1 を再編対象とすれば管理戸数

ベースで 7411 戸の削減を見込むことが出来る。

4. 再編対象候補住棟の選定

4-1. GIS を用いた対象住棟の所在エリア区分

3 章でのクラスター分析の結果を踏まえ ,ArcGIS を用いて神戸市

市営住宅のクラスター分布傾向を示した (Fig.11)。ここから , 神戸

市の各小学校区を ,再編優先度が高い住棟の集積傾向の違いにより ,
再編優先度が低い住棟で占められる現状活用エリア , 再編優先度が

高い住棟が少数所在する点在エリア（Fig.12）, エリアの住棟のほ

とんどが再編優先度の高い住棟である再編優先エリア（Fig.13）の

3 つに区分した。

Fig.16 Increasing combinations 
of reorganizing residential buildings after three years

Fig.15 Flowchart for the program

Fig.14 Combination of residential building 
to be reorganized in Oshibedani Jutaku

Table3 Results of the program 

Fig.17 Layout of residential buildings in the Hiyodoridai area 
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4-2. 点在エリアにおける再編対象住棟の提案

長田区の鹿松エリア（Fig.12 の鹿松住宅を含むエリア）では , 少
数の再編優先度の高い住棟と多数の再編優先度の低い住棟が所在し

ていおり , こうしたエリアでは前者を再編対象と考える。

4-3. 再編優先エリアにおける再編対象住棟の提案

再編優先エリアが決まっても , 多くの再編優先度が高い住棟から

廃止住棟を決める組み合わせは膨大な数に上る。例えば ,Fig.13 に

示す押部谷住宅に 29 棟の住棟があるが , その組み合わせは 5 億通

りを超える (Fig.14) ため , 行政の担当者が全て網羅して検討するの

は , 事実上不可能である。

本研究では , この問題に対し , 再編住棟の組み合わせを計算する

プログラムを作成した。具体的には ,Fig.15 に示すように既存の入

居者が他の住棟に仮転居できるかどうか判定するプログラムであ

る。また , 本プログラムでは , 実際の再編事業と同様に , いくつか

の住棟を一つの地区集合として扱う。

再編優先エリア 9 つでプログラムを実行し , どのエリアでも検討

が必要な組み合わせを大幅に削減できた (Table3)。例えば , 西落合

エリアでは本来検討すべき組み合わせ数が 2 兆通りを超えるが , こ
の手法により 191 通りまで減らすことが出来た。一方 , 押部谷住宅

や栄住宅は , 相対的に空き戸数が多く検討可能な空き転居のパター

ンが多くなるため , プログラム実行後の組み合わせの数が相対的に

多くなったと考えられる。

また , 神戸市の市営住宅は , 募集停止に伴い平均して 1 年当たり

4％の割合で空き戸数が発生する。年数が経過すると再編計画策定

可能な組み合わせが増加するため , 本プログラムでは , 任意の年数

が経過した際に再編計画策定可能な組み合わせが何通り増加する

か , 簡便に確認できる。Fig.16 で現在と 3 年後の組み合わせ数を比

較すると , どのエリアでも組み合わせ数の増加を確認できる。

これは , 再編事業の実施時期の目安を求める場合に有効である。

4-4. 再編検討事例への適応

現在神戸市では , ひよどり台エリア（住棟 20 棟 , 管理戸数 605 戸）

（Fig.17）を対象に再編検討中である。そこで , 提案手法を用いて ,
ひよどり台エリアで再編計画が検討可能な組み合わせを導出する

と , 検討可能な組み合わせを 251 案導出できた。

さらに , このプログラムでは , 建替えのコストと , 削減可能な戸

数 , 及び棟数で組み合わせ同士を比較出来る。ここで , 十分に再編

計画案としてありうる , 削減棟数が 5 棟の案（Table4 の 80 番）を

ベンチマークとして取り上げ , 同じ削減棟数が 5 棟の組み合わせ同

士で建替えコストについて比較した (Table4)。その結果 , コスト面

で 80 番よりも優れている組み合わせを 14 通り示すことが出来た。

このうち ,80 番よりも優れていると思われる 92 番と ,80 番よ

りも合理性にかけると思われる 90 番の , 事業終了時の配置図を

Fig.18 に示す。(a）92 番はコスト及び削減可能戸数で検討中の再

編案 80 番よりも優れている。一方 ,（b）90 番はコストでは優れ

ているが , 削減できる入居戸数が少なく , 住棟を除却した後の余剰

地の活用に関して難があると考えられる。

このように簡便に複数の再編案を検討出来ることが , 本提案手法

のメリットである。ただし , プログラムで導出した候補組み合わせ

には , 実態にそぐわない案も含まれる。そのため , 提案手法はあく

までツールとして用い ,最終的には各自治体でそのエリアの特性や ,
各種法規制 , 入居者の詳細な動向を考慮して再編計画を策定するこ

とが望ましい。現状では , 数案しか再編案が検討されていない中で ,
可能な組み合わせを全て網羅した上で , 合理的な最終的な再編を策

定することで , 利害関係者の合意形成に寄与できると考える。

（a）Reorganization Proposal 92

（b）Reorganization Proposal 90

Table4 Sorted by cost of reorganizable combinations

Fig.18 Examples of reorganization proposal
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5. 提案手法の応用可能性

5-1. 提案手法を用いた地域包括的公営住宅ストック活用の検証

本章では , 異なる事業主体が運営する公営住宅同士で同時に再編

計画を検討した場合 , 再編計画のバリエーションがどの程度変化す

るか 4 章のプログラムを用いて計測できることを検証し , 再編計画

策定での相互活用の可能性を模索した。

Fig.19 に示す王塚エリアは市営住宅が 8 棟 , 県営住宅が 2 棟所在

しているエリアである。Fig.20 に市営住宅のみで仮転居可能な住

棟の組み合わせを検討した場合と , 市営住宅と県営住宅を合わせて

検討した場合で , それぞれ仮転居のバリエーションが何通りになる

かを ,2019年度から 6ヵ年に渡って示した。2019年度ではバリエー

ションが 4 通りから 6 通りへ 50％増加し , 年度が経過するにつれ

てバリエーションの差がさらに増えている。つまり , 県営住宅を含

めて再編計画を検討する場合 , 仮転居のバリエーションが増加する

ことが分かる。

ここから , 異なる事業主体が運営する公営住宅同士で同時に再編

計画を検討した場合 , 仮転居のバリエーションが増えるため , 再編

計画をより合理的に進められる可能性が高いといえる。

5-2. 他都市への応用可能性

さらに , 提案手法の他都市への応用可能性を検証した。神戸市と

京都市の市営住宅で , それぞれ 3 章で説明した主成分分析を行った

(Table.5)。ここで,京都市の市営住宅の第一成分に築年数,入居率,

空き戸数 ,子供の割合の 4項目が ,第二成分に住宅密集度のみが高

い寄与率として表れてきている。つまり京都市では住宅が密集して

いる ,していないが築年数などその他の項目にそれほど関係してい

ないといえる。ここから ,神戸市の市営住宅のような主成分の解釈

が行えず ,京都市の市営住宅では今回の手法は再編手法として不向

きであることがわかる。

Table.6 に今回分析に使用した 5 項目の神戸市の公営住宅の数値

に対する神戸市と京都市の公営住宅の数値の差の割合を示す。これ

より ,神戸市と京都市の公営住宅では ,住宅密集度の違いが今回分

析に使用した 5項目の中で最も大きな違いであると考えられる。同

Table6 Ratio of the difference between the two cities to Kobe City

Table5 Results of principal component analysis 
(above：Kobe city　lower：Kyoto city)

Fig.21 Number of public housing units  
managed per square kilometer
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様に Table.6 より神戸市と京都市の公営住宅では神戸市の方がより

住宅が密集していることがわかる。Table.6 より 2 番目に大きな違

いと考えられる空き戸数と比較して住宅密集度は ,絶対数が大きい

こと ,年度ごとの変動が小さいと予想されることなどから ,応用可

能性を検討する指標としてより好ましい考えられる。よって , 神戸

市のように住宅が密集している都市において , この手法の応用可能

性があると考えられる。

Fig.21 に政令指定都市の公的賃貸住宅の 1 平方キロメートルあ

たりの管理戸数を示した。この公的賃貸住宅には市営住宅だけでな

く , その他の公的な住宅も含むが , 市営住宅の密集傾向をある程度

表していると考えられる。よって , 神戸市より住宅が密集している ,
大阪市 , さいたま市 , 東京特別区 , 堺市 , 名古屋市 , 横浜市 , 川崎市 ,
千葉市 , 福岡市などでは応用可能性があると考えられる (Table7)。

6. 結論と今後の課題

本研究は，大都市が多くの老朽化した公営住宅団地を抱え，空き

住戸が増加している現状において，如何に合理的な再編計画を立案

できるか，神戸市建築住宅局 , 兵庫県住宅管理課 , 京都市住宅政策

課の協力を得て，公営住宅の個人情報を除く自治体が一般的に有す

る住棟データを入手したうえで，その再編手法を検討して以下の成

果を得た。

住棟ごとに総合的な課題度，転居の容易性の 2 軸から再編優先度

を統計的に導く方法を検討したうえで，神戸市市営住宅の全住棟に

当てはめ，その有効性を確認した．さらに，京都市との比較から，

上記項目の選定は，一定の公営住宅密度を有する大都市において有

効で，密度が低い自治体では別項目を選定する必要があることを考

察した。

優先候補となる団地や住棟を特定してからも，膨大な棟をどのよ

うに組み合わせて再編計画を立案するべきか，棟ごとの組み合わせ

は膨大になる．この問題に対して , 本研究では，無料プログラムソ

フト Python ３を用いて，再編候補となる住棟の全ての組み合わせ

において，必要な建替えコスト，削減可能な住棟数及び戸数で自動

的に順位付けするプログラムを作成した。実際に神戸市が再編検討

中であるエリアに当てはめたところ，再編案となりうる組み合わせ

よりも，よりコストを抑制しながら，より多くの住戸を再編できる

住棟の組み合わせを導くことができた。

さらに , 同一エリアの市営住宅と県営住宅を同時に再編候補とす

ることで，どの程度，再編計画が立案しやすくなるか，神戸市の

王塚エリアに当てはめて上記の検討を行った．その結果 , 王塚エ

リアにおいて , 再編可能な組み合わせのバリエーションが現時点で

50％増加し , 年度が経過するにつれて , そのバリエーションが大幅

に増加するなど，より合理的な再編計画を立案できることから，公

営住宅においては，市営や県営が連携して再編計画を立案すること

の有効性を確認した．
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EXAMINATION OF REORGANIZATION PLAN OF PUBLIC HOUSING IN LARGE CITY 
BASED ON DATA OF HOUSEHOLDS MOVING IN EACH BUILDING

-Considering the ease of moving to a neighborhood and reconstruction costs-

Kouya  INADA *1 and Ken MIURA*2

In recent years, large cities have a large number of aging public housing units and the number of vacant public housing 
units is increasing. In this paper, a rational reorganization method of public housing is discussed based on the data of public 
housing units (generally owned by local governments). The information was obtained with the cooperation of the Kobe City 
Housing Bureau, Hyogo Prefecture Housing Management Division, and Kyoto City Housing Policy Division.

The first thing we considered was how to statistically derive the priority of reorganization of residential buildings. This 
method evaluates each residential building on two axes: overall problem level and ease of relocation. The effectiveness of 
the method was confirmed by applying it to all the public housing in Kobe City. Furthermore, based on the comparison with 
Kyoto City, the items used in this statistical processing may be useful in large cities where public housing is constructed at 
high density. On the other hand, in municipalities with a low density of public housing, it was considered necessary to select 
a separate item for statistical processing.

Even after identifying a priority candidate public housing project, it is very difficult to derive an appropriate restructuring 
plan from the vast number of combinations of housing units in the project. For example, there are 29 buildings in Oshibedani 
housing, but it is virtually impossible for the government officials to consider all of them because there are more than 500 
million combinations of buildings.

In this study, a program was developed, using the open-source programming language Python3, to automatically rank all 
combinations of residential buildings that are candidates for reorganization in terms of cost of reconstruction, number of 
buildings that can be reduced, and number of units.

When the program was applied to the area under consideration for reorganization by Kobe City, it led to a combination of 
buildings that could reorganize more units at a lower cost than the possible combinations of reorganization proposals.

The last thing we considered was how much easier it would be to draw up a reorganization plan by making both municipal 
and prefectural housing in the same area candidates for reorganization at the same time.

The study was applied to the Outuka area in Kobe City. The results show that in the Outuka area, the variation of possible 
combinations for restructuring increased by 50% at the present time, and the variation increases significantly as the year 
progresses. Thus, in order to be able to develop a more rational reorganization plan, it was found to be effective for public 
housing managers to cooperate with each other to develop a coordinated reorganization plan for municipal and prefectural 
housing.
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