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Paper」
。今回は成瀬に関する数字について取り上げました。

人口は増えないけれども、世帯数は増

【日本の人口ピラミッド（単位：1,000 人）】

【成瀬エリアの人口ピラミッド（単位：人）】

えることにより、お客様が希望する間
取りに変化が生じています。

20 年 10 月現在の人口です（外国人

一世帯当たりの人数が減少するこ

含む）。町田市の人口は全国の市町村

とにより、部屋数が必要なくなりま

のうち 43 番目になります（平成 19

す。また、今までは 2 世帯同居のた

年総務省データより、東京 23 区は特

め独立した和室が必要だったのがそ

別区部として一都市としてカウン

の必要がなくなり、広いリビングや
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。日本が 46 都道府県あることを

続き和室タイプが好まれるようにな

考えると、地方の県庁所在都市より
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核家族化の進行が、住宅の間取り

万人）や奈良市（36 万人）
）ことが

の好みに大きな影響を与えているこ

わかります。

ととなります。
参考までに下記グラフは、成瀬エ

●少子化で
不動産価格は下落？
現在の日本の人口は 1 億 2700 万

リアの各住所ごとの人口総数・世帯
数の推移となります。
【成瀬エリア人口総数推移】

【成瀬エリアの世代構成割合】
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上記の二つのグラフのうち、左が

いわゆる需要側が強い買い手市場・

日本全体、右が成瀬エリアの年齢別

借り手市場と言われております。し

人口構成になります。人口の単位が

かし、ペット相談物件に関してはち

異なるので一概には言えませんが、

ょっと状況が違います。住まい探し

形状から見ると、成瀬エリアは、30

の条件は「ペットが飼えること」だ

代半ばや小学生ぐらいの年齢層が日
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いろの条件が関係してきますが、
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との言葉を聞いたことがあるかと思

なら、成瀬という街はすごい繁華街
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のことですが、発展途上国ではこの
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ることによりいろいろなことをご教

よく言われる核家族化の進行による
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だ日本では壺型になっています。

示いただいておりますが、今回のよ

ります。一方で、きめたハウジング

うな統計データを調査することによ

ものです。例えば、夫婦 2 人と子供

では、成瀬エリアの人口ピラミッ
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たとします。上の子供が独立して、
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ペット希望でした。
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とすると、人口は増えていないけれ
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ども世帯が増えることとなり、不動

ょうか？

今後とも「きめたハウジング」をよろ

い状況がいろいろ
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す。

と報道されていて、

