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住宅市場天気図
2015年１２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／10月着工戸数は前月の増加から減少した。貸家（主に賃貸マンション、ア
パート）と分譲マンションの動向が大きく影響したと思われる。
但し、総数で5,000戸を超える水準（10月：5,092戸）は消費税増税前の駆け込み着工
が始まる以前（平成25年3月：5,035戸）の状態に戻ってきているといえるだろう。回復
もそろそろ一巡して終了というところか。
●先行き／愛知県では分譲戸建住宅が季節的要因もあり増加傾向にある。（11月）
但し建築条件付き土地の価格が上昇傾向（11月）なのが要注意と言えそう。（TSON
住宅データ室調べ）
愛知県は低い完全失業率（2.6％）に代表されるように雇用環境は非常に良好。自動
車産業を中心に冬のボーナスの増加（トヨタ 38.5歳平均109万円）も期待できる。特
に来年はトヨタ自動車の新型プリウスが本格生産を開始予定で、すそ野が広い産業
だけに経済効果が楽しみだ。来年の住宅購入に向けた環境は整いつつある。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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■愛知県住景気（①～⑯） （文責：小間幸一）
●現状／10月着工戸数は前月の増加から減少した。貸家（主に賃貸マンション、アパート）と分譲マンションの動向が大きく影響したと思われる。
但し、総数で5,000戸を超える水準（10月：5,092戸）は消費税増税前の駆け込み着工が始まる以前（平成25年3月：5,035戸）の状態に戻ってきているといえるだろう。回復もそろそろ一巡して終了というと
ころか。
●先行き／愛知県では分譲戸建住宅が季節的要因もあり増加傾向にある。（11月）但し建築条件付き土地の価格が上昇傾向（11月）なのが要注意と言えそう。（TSON住宅データ室調べ）
愛知県は低い完全失業率（2.6％）に代表されるように雇用環境は非常に良好。自動車産業を中心に冬のボーナスの増加（トヨタ 38.5歳平均109万円）も期待できる。特に来年はトヨタ自動車の新型プリ
ウスが本格生産を開始予定で、すそ野が広い産業だけに経済効果が楽しみだ。来年の住宅購入に向けた環境は整いつつある。景気・経済指標にますます目が離せなくなりそうだ。

⑭分譲戸建てを除いて、
前年同月比はプラスとなっ
た。
消費税増税後の回復は、
一服感が漂う

※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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帝国データ 倒産件数 http://www.tdb.co.jp/report/index.html 帝国データバンク 倒産集計
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先行指数
内閣府 景気動向指数 http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html 内閣府 景気動向指数結果
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推計人口、世帯数 大阪府 http://www.pref.osaka.jp/toukei/jinkou/index.html 大阪府 大阪の毎月推計人口
着工戸数 http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html 国土交通省 建築着工統計調査（月報）
・ 米国住宅景気
S&Pケース・シラー住宅価格指標 http://www.standardandpoors.com/ STANDARD&POOR'S Case-Shiller Home Price Indices
※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
担当者：小間（こま）・小崎（こざき）
Tel：052-589-6055 Fax：052-589-6056

本データを含め、当社が提供する資料類は、情報の提供を唯一の目的としたものであり、不動産および金融商品を含む商品サービスまたは権利の販売その他の
取引の申し込み、勧誘、あっ旋、媒介等を目的としたものではありません。
本データを含め、当社が提供する資料類は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、当社はその正確性及び完全性に関して責任を負うもので
はありません。
本データ、資料の全ての著作権は株式会社ＴＳＯＮに属しております。当社の事前の了承なく、その目的や方法の如何を問わず、本資料の全部または一部を複
製・改変・翻訳等の利用を禁じます。
本データ、資料の全部または一部を引用・転載して利用する場合は、事前に株式会社ＴＳＯＮの許諾を必要とします。
本データ、資料、リリース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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