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住宅市場天気図
2015年７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／5月の着工戸数は総数で前年同月比減だが、前月比増であった。持家（主
に注文住宅）が2ヵ月連続で増加し、分譲マンションンも増えたのが要因。加えて貸家
が前年同月比、前月比減であったものの、高めの水準に留まったことが下支えしたよ
うだ。分譲戸建市場は、販売に注力したためか、販売数が増加したものの着工数は
ふるわなかった。
●先行き／愛知県は全国的にも雇用が非常に安定し、それが景気下支えの原動力
となっている。愛知県景気に影響の強い自動車産業はここにきて輸出が今一歩だが、
トヨタ自動車の国内販売もようやく前年同月比を超える水準になってきている。個人
消費も堅調な中、着工数のけん引役である持家（主に注文住宅）が増加傾向にある。
夏以降の分譲戸建市場に注目したい。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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集計方法が変更になりました
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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／5月の着工戸数は総数で前年同月比減だが、前月比増であった。持家（主に注文住宅）が2ヵ月連続で増加し、分譲マンションンも増えたのが要因。加えて貸家が前年同月比、前月比減で
あったものの、高めの水準に留まったことが下支えしたようだ。分譲戸建市場は、販売に注力したためか、販売数が増加したものの着工数はふるわなかった。
●先行き／愛知県は全国的にも雇用が非常に安定し、それが景気下支えの原動力となっている。愛知県景気に影響の強い自動車産業はここにきて輸出が今一歩だが、トヨタ自動車の国内販売もよう
やく前年同月比を超える水準になってきている。個人消費も堅調な中、着工数のけん引役である持家（主に注文住宅）が増加傾向にある。夏以降の分譲戸建市場に注目したい。景気・経済指標にます
ます目が離せなくなりそうだ。

⑭総数は前年同月比増だ
が、前月比減。持家、分譲
戸建といった一戸建系が
健闘したが、分譲マンショ
ンが大幅減少し、貸家も振
るわなかった。

※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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