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住宅市場天気図
2015年５月号
株式会社ＴＳＯＮ 住宅市場データ室では表記の資料を作成しま
したのでご案内申し上げます。
■住宅市場天気とは
住宅市場天気図は、住宅市場の動向を総合的に見る上で必要な指標を毎月まと
めたものです。マクロ景気、物価、エリアの住景気等の各種指標をまとめて表示する
とともに、「赤：要注意、黄色：注意、緑：普通又は良」という具合に色分けで表示して
おりますので、一目でチェックできます。エリアについても全国、関東圏、東海圏、近
畿圏と広範に扱っております。ぜひ、ご活用ください。

■５月の愛知県住景気（①～⑯）
●現状／3月の着工戸数は総数で前年同月比、前月比共に10カ月ぶりに上回った。
貸家と分譲マンションが好調だったのがその要因であった。貸家が前年同月比、前月
比共に上回ったことは、着工総数の底打ちを期待できる。
●先行き／愛知県の自動車産業等では実際に賃上げが行われ、夏の賞与も期待で
きる中、着工数のけん引役である持家（主に注文住宅）の着工増が期待できそうだ。
消費税増税から１年が過ぎ、ここに来てようやく底打ち、持ち直しの期待が実際に動
きそうな状況だ。景気・経済指標にますます目が離せなくなりそうだ。

※本稿の内容はあくまで執筆者の個人的見解に基づくもので、当社としての正式見解と必ずしも一致するものではありま
せん。予めご了承願います。

（文責：小間幸一）

住宅市場天気図

（NO.85 ５月号 2015.5.28）

※出典は次ページ参照。 株式会社ＴＳＯＮ 住宅市場データ室 小間、小崎

■住宅市場天気図は次ページ記載のインターネットサイトに定期的に掲載されるデータをもとに株式会社TSON 住宅市場データ室で作成しました。色分けに関しては各指標の変化に応じ、「要注意」、「注意」、「普通又は良」に分けております。
全体を見渡したときに「要注意」の赤が多ければ住宅市場が厳しいといえます。逆に緑が目立てば、「普通又は良」の状態ですので住宅市場は安心できる状態といえます。
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愛知県
7,445,821→7,443,884

14年2月→15年2月
269,626円→272,027円
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主要銀行貸出動向アンケート
（日銀4月）今後3ヶ月の資金需要見通

（前月比 3月→4月） +0.06%→+0.01%
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※平成24年8月から住民基本台帳法改正により、
集計方法が変更になりました
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1,661（▲7.1%）→2,427（+27.1%）
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⑬人口、世帯数共に前月差増、前年同月差増。

■愛知県住景気（①～⑯） （文責：小間幸一）
●現状／3月の着工戸数は総数で前年同月比、前月比共に10カ月ぶりに上回った。貸家と分譲マンションが好調だったのがその要因であった。貸家が前年同月比、前月比共に上回ったことは、着工
総数の底打ちを期待できる。
●先行き／愛知県の自動車産業等では実際に賃上げが行われ、夏の賞与も期待できる中、着工数のけん引役である持家（主に注文住宅）の着工増が期待できそうだ。消費税増税から１年が過ぎ、ここ
に来てようやく底打ち、持ち直しの期待が実際に動きそうな状況だ。景気・経済指標にますます目が離せなくなりそうだ。

⑭総数は前年同月比、前
月比共に10カ月ぶりに増
加。要因は貸家が前年同
月比、前月比共に急増自
他ことによる。けん引役の
持家の回復に期待したい。

※本稿の内容はあくまで執筆者の個人的見解に基づくもので、当社としての正式見解と必ずしも一致するものではありません。予めご了承願います。
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公示地価 http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2013/ 平成25年地価公示
完全失業率 東京都 http://www.toukei.metro.tokyo.jp/roudou/rd-index.htm 東京都 東京の労働力
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※上記資料をもとに 株式会社ＴＳＯＮ 住宅市場データ室にて作成

