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住宅市場天気図
2015年１１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。

■愛知県住景気（①～⑯） （文責：小間幸一）
●現状／9月着工戸数は前月の減少から大幅増加し、総数は今年1月からの増加
モードに回復したようだ。貸家（主に賃貸マンション、アパート）と分譲マンションの増
加が大きく影響したと思われる。
●先行き／愛知県では分譲戸建住宅や建築条件付き土地（住宅）が季節的要因もあ
り増加傾向にある。（9月）但し建築条件付き土地供給が、地価上昇の影響からか減
少傾向なのが懸念要因と言えそうだ。（TSON住宅データ室調べ）愛知県は自動車産
業に加え、ＭＲＪによる航空機産業の集積が今後進みそうだ。加えて名古屋駅前の
高層ビルの開業ラッシュが始まるなど、ビジネス人口の増加が期待できる。それに伴
い、住宅関連の需要も拡大が予想される。まずは来年にかけての住宅購入動向に注
目したい。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）
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※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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⑬世帯数は前月差増、前年同月差増。

■愛知県住景気（①～⑯） （文責：小間幸一）
●現状／9月着工戸数は前月の減少から大幅増加し、総数は今年1月からの増加モードに回復したようだ。貸家（主に賃貸マンション、アパート）と分譲マンションの増加が大きく影響したと思われる。
●先行き／愛知県では分譲戸建住宅や建築条件付き土地（住宅）が季節的要因もあり増加傾向にある。（9月）但し建築条件付き土地供給が、地価上昇の影響からか減少傾向なのが懸念要因と言え
そうだ。（TSON住宅データ室調べ）愛知県は自動車産業に加え、ＭＲＪによる航空機産業の集積が今後進みそうだ。加えて名古屋駅前の高層ビルの開業ラッシュが始まるなど、ビジネス人口の増加が
期待できる。それに伴い、住宅関連の需要も拡大が予想される。まずは来年にかけての住宅購入動向に注目したい。景気・経済指標にますます目が離せなくなりそうだ。

⑭先月の減少から一転回
復した。貸家と分譲マン
ションが貢献した。

※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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※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

【お問い合わせ先】
株式会社ＴＳＯＮ 住宅市場データ室
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Tel：052-589-6055 Fax：052-589-6056
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