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　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、不動産マー
ケットや消費者ニーズに変化が生じています。たとえ
ば、テレワークやステイホームによって家そのものへの
関心が高まり、住まいに快適性や新しい機能を求める傾
向が現れ始めています。また、それに伴い街の選び方に
も変化が見られ、郊外やリゾートエリアに対する注目度
もじわじわと高まりつつあります。
　そこで今回は、コロナ前後における不動産情報サイト

「SUUMO」の閲覧数データや問い合わせ数データ、リ
クルート住まいカンパニーが実施した調査結果などを踏
まえ、現時点での変化に対する分析を行います。さらに、
コロナ禍を経てなお人気が高まっている郊外都市や注目
の街についても述べたいと思います。

コロナ禍で若いファミリー層の
持ち家志向が加速
　新型コロナウイルス感染拡大を経て、住み替えニーズ
が高まっています。その原因の一つとして、オフィスワー
クから自宅でのテレワークへの移行や、ステイホームで
在宅時間が長くなったことで、住まいについて改めて見
つめ直す機会ができたことが挙げられます。特に首都圏
の賃貸住宅に暮らす、20代後半から30代の若いファミ
リー層。「子どもが大きくなったら一戸建てを買う」と
いうすごろくを早め、前倒しで一戸建ての購入に踏み切
るケースが出てきているようです。マーケット的に言え
ば「先食い」の状況が現在の需要を支えていると見られ
ます。
　SUUMOの閲覧数データを見ても、首都圏の戸建ては
前年比1.3倍～ 1.5倍と堅調に伸びています。7月に入っ

ても問い合わせ件数は伸びていて、例年に比べてもかな
り好調です。首都圏で新築一戸建てを手がける、とある
建売ビルダーでは7月の単月成約数が会社創立以来、最
高を記録したところもあるようです。
　戸建てが伸びている背景には、住んでいる賃貸住宅に
対する遮音・断熱、日当たりといった性能不良への不満。
さらに、在宅ワークに伴う仕事スペースの確保など、よ
り広い家を求めるニーズが考えられます。マンションに
比べ「性能」と「広さ」の両方を手に入れやすい、しか
もリーズナブルな建売住宅が特に好調です。
　在宅ワークの文脈でいえば、家の中に専用のワークス
ペースをつくる動きもトレンドになっています。リビン
グの近くに半個室のような形で区切れる書斎を設けた
り、ウォークインクローゼット程度の2 ～ 3畳のスペー
スを仕事もできる空間に切り替えていくといった動きで
す。なかでも面白い事例が、最近都内に登場したコンパ
クトな5LDKの間取りです（図1）。建物面積は92㎡と戸
建てとしては決して広くありませんが、さまざまな工夫
によって細かくスペースを区切っています。たとえば、
リビングダイニングの横にテレワーク専用の小さなス
ペースが設けられている。壁で仕切られながらも、窓が
付いているため、仕事をしながらリビングの子どもの様
子を伺うことができます。一方、ビデオ会議の際や集中
したい時などはドアを閉めておくこともできるなど、
ファミリー層におけるテレワークの「不」を解消してく
れます。また、子ども部屋を4畳台とコンパクトにする
ことで居室数を確保したり、マスターベッドルームを2
部屋に分けることができる仕切りを設けて、１部屋を客
間やワークスペースとして活用できるようにするなど、
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随所に工夫が見られます。在宅ワークがいつまで続くか
わからない中で、状況に応じてフレキシブルに変化でき
る機能が詰まった、注目の事例といえるでしょう。こう
した間取りの柔軟性をもったプランが増えていけば、私
たちSUUMOが今年冒頭から提唱してきた「職住融合」
の動きも、さらに加速するのではないでしょうか。

住み替えに意欲的なのは
首都圏に住む年収400万円～600万円の世帯
　ただし、こうした住み替え需要の変化は、今のところ
主に首都圏のみの限定的な動きといえます。というの
も、首都圏は全国的に見ても「コロナ禍での在宅勤務率」
が高く、地方とは大きく状況が異なるからです。リク
ルート住まいカンパニーでは緊急事態宣言下の5月下
旬、全国の約18万人にアンケートを行いました。そこ
で、新型コロナウイルス感染症の拡大による暮らしへの
影響を聞いたところ、「仕事で通勤する日数が減った」

「家の中で仕事をする機会が増えた」の項目は首都圏（1
都3県）では約5割に上るのに対し、たとえば中国地方

（広島除く）や四国地方では首都圏の半分前後となって
います。一方で、「家の中で余暇を過ごす時間が増えた」

や「外食する機会が減った」という項目については全国
的に見てもそこまでの差異はありません。つまり、ステ
イホーム自体は全国に共通しているものの、在宅勤務は
大都市圏特有の状況であるということです（図2）。
　また、住み替えへの温度差は年収帯によっても異なり
ます。同じ調査で、住宅の購入を検討している人に感染
症拡大による影響を聞いたところ、年収1,000万円以上
の人は「（検討が）抑制された」が47％、「促進された」
は19％と、購入に慎重になったり見送ったりといった
向きが強まっています。一方で、年収400万円～ 600万
円の人口ボリュームゾーンを見てみると、「促進された」
が32％、「抑制された」が25％と、逆に前向きな人が増
えているのです（図3）。
　ちなみに、年収1,000万円以上の層では、すでに都心
部の好立地にマンションを購入し、ステップアップの住
み替えを検討している人も多くいます。彼らは今のとこ
ろ経済の様子を見ながら買い替えを慎重に検討している
とみられ、その証拠に東京都心エリアでは現在、中古物
件の供給数が不足しています。つまり、東京都心に住む
買い替え層が動いていないわけです。例外は湾岸エリア
の新築マンション。都心近接の中では割安で広さも確保

図1　「東京5LDK」の間取り例（出典：ポラス株式会社）
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しやすいため、世帯年収1,000万超の賃貸脱出ファミ
リー層に支持され好調です。
　まとめると、新型コロナウイルスの影響で住み替えに
積極的な姿勢を示しているのは、首都圏の賃貸住宅に住
む、年収400万円～ 600万円の若いファミリー層。従来
の賃貸住宅に対する性能不安や、在宅ワークの増加に伴
うワークスペースの確保、広さの確保のため戸建てへの
住み替えを希望し、そのニーズに応える「東京5LDK」
のような物件も登場している、といった具合です。

街選びにも変化が。
ただし、都心志向は根強く残る
　一方で、街選びにも変化が見られます。特に興味深い
のは、「物件の広さ」を確保したい意向が高まったこと
で、「駅からの距離」を許容する傾向が出てきているこ
と。「広さ」と「駅距離」のどちらをより優先するかを
住宅購入検討者に聞いたリクルート住まいカンパニーの
調査では、2019年12月には「広さ派」が42％、「駅距離
派」が40％でした。それが、緊急事態宣言中の調査で

図2　新型コロナ拡大による暮らしへの影響（出典：住宅購入・検討者調査　2020年 ㈱リクルート住まいカンパニー調べ）
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【仕事】通勤する日数が減った 48.6% 31.6% 40.9% 26.1% 19.9%
【仕事】家の中で仕事をする機会が増えた 47.6% 23.0% 38.5% 19.8% 24.1%
【余暇】家の中で余暇を過ごす機会が増えた 58.0% 57.2% 52.5% 50.1% 48.6%
【余暇】家の周りを散歩する機会が増えた 35.1% 30.6% 25.7% 29.3% 30.6%
【余暇】外食する機会が減った 57.9% 63.4% 60.1% 53.5% 58.8%
【その他】家のまわりで買い物をする機会が増えた 30.0% 25.6% 25.3% 19.7% 28.5%
【その他】ネットショッピングをする機会が増えた 41.9% 39.9% 44.7% 32.3% 38.2%
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は「広さ派」が52％、「駅距離派」が30％と大きく変化
しています。
　ただし、広さを求めるといっても、「都心」から遠く
離れた「郊外」へ住み替えるような動きは、今のところ
限定的であろうと見ています。その理由は、バブル期の
状況と比較することで見えてきます。高度経済成長期か
らバブル期にかけては「社会情勢の変化」が「住まい需
要」に大きな影響を与え、首都圏郊外へ大量に人が流れ
ました。東急の多摩田園都市、八王子ニュータウン、港
北ニュータウン、千葉ニュータウン、あるいは埼玉の南
栗橋や飯能、狭山など、首都圏各地にニュータウンが開
発され、2000年代に入るまで全盛でした。
　今回のコロナ禍で通勤優先度が下がることで、郊外住
宅地ブームが再度訪れる可能性も囁かれますが、その確
率は低いと考えられます。というのも、バブル期と現在
とでは、東京都心の住まい事情が大きく異なります。特
に大きなポイントは、東京都心部の住まい環境が大きく
向上したこと。たとえば、バブル期以前の芝浦や豊洲な
どは倉庫街、造船所が広がっていました。湾岸エリアの
多くが工業地帯あるいは倉庫地帯だった。また、墨田区
や大田区なども町工場だらけ。少し前の大阪に近い環境
かもしれません。大阪も中心部は暮らす場所ではなく、
住むなら北摂エリアや阪急阪神間、吹田のあたりが人気
でした。
　それが、東京都心の湾岸部も居住向きのエリアに変化
し、東京駅や品川駅などのビジネス街も再開発により大
きく環境が変わりました。以前は働きに行くだけの場所

だった都心の街は、今では買い物が楽しめて、おしゃれ
で、なおかつ景観もいいなど、暮らす街としても十分に
魅力的になっています。また、行政の子育て支援施策が
充実している点も多く、共働き子育てファミリーのニー
ズも含め、都心で叶うようになってしまったわけです。
そんな都市の快適性を感受している人たちは、新型コロ
ナウイルスが拡大したからといって、一斉に都心を離れ
るような行動には移らないでしょう。そこがバブル以前
との大きな違いですね。

最強の郊外タウンは「立川」
　とはいえ、郊外住宅地がアピールの好機を迎えている
ことは確かです。テレワークの定着で通勤がなくなる、
あるいは頻度が減る人たちが増えているのは追い風です
し、都心部の住宅平均価格がかなり高くなってしまった
こともあります。少なくともこの10年間で都心部の新
築マンション価格は、おおよそ1.5倍に高騰しました。
一方で、都心20 ～ 30km圏の郊外一戸建てはほぼ上がっ
ていません。さらに、国道16号線から外になると価格
が下がっています。つまり、都心部が高騰する一方で、
郊外は横ばいか安くなっている。広さを求める人たち
が、価格が安い郊外に目を向けるケースは十分に考えら
れます。
　では、具体的にどんな街が注目を集めているのでしょ
うか。SUUMOの新築戸建て、中古戸建コーナーでの物
件画面の閲覧ページ数の伸び率をみると、コロナ前後で
特に大きく伸びているのはほとんどが郊外の行政区で、

図3　新型コロナ拡大の住まい購入検討への影響（出典：住宅購入・検討者調査　2020年5月 ㈱リクルート住まいカンパニー調べ）
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東京の街はTOP5に一つも入っていません。たとえば、
新築戸建ては「浦安市（千葉県）」「逗子市（神奈川県）」

「吉川市（埼玉県）」「千葉市中央区（千葉県）」「川崎市
多摩区（神奈川県）」など、都心に通える範囲の “近郊外”
が上位を占めています。中古戸建てでは、「木更津市（千
葉県）」「館山市（千葉県）」「三浦郡葉山町（神奈川県）」

「那須郡那須町（栃木県）」「逗子市（神奈川県）」などが
上位に入り、遠方のリゾートエリアともいえる街の注目
度が高まっているようです。こちらは、二拠点居住も視
野に入れた動きも含んでいると考えられます（図4）。
　また、もう一つ注目の街のポイントとして挙げられる
のは、郊外の「人気駅の隣駅」です。住んでいる街につ
いての愛着度やイメージを調査した「SUUMO住んでい
る街実感調査」において、「ファミリー向け・家賃相場
10万円以下で住める『住民に愛されている街ランキン
グ』」では、2位「加茂宮（埼玉新都市交通伊奈線）」、7
位「鉄道博物館（埼玉新都市交通伊奈線）」、9位「小田
急多摩センター（小田急多摩線）」など、決してメジャー
とはいえない駅がランクインしました（図5）。
　加茂宮は大宮駅からモノレールで2駅、鉄道博物館は
同じく大宮から1駅。ともに自転車で15 ～ 20分で大宮
まで行ける距離です。さらに、加茂宮にはステラタウン
という大きなショッピングモールや北部医療センター、
さらには図書館、駅近くに大きな公園まである。抜群に

暮らしやすい環境が整っています。こうした人気駅の隣
町で、それなりに生活インフラが充実しているところは
今後も人気が出ていくでしょうし、狙い目といえますね。
　古豪復活という文脈もあります。小田急多摩センター
は多摩ニュータウンの中核駅で、駅前から巨大なペデス
トリアンデッキが伸びていて、車を気にせず徒歩で
ショッピングモール等にアクセスできます。さらにその
奥には公園も広がっている。計画都市として、快適に暮
らせる環境が整っています。ところが共働きファミリー
が標準化した昨今では、都心からの交通利便性がネック
でした。それが小田急線の複々線化によって大きく改善
しました。小田急多摩センター駅から新宿駅までは最大
14分短縮され、40分でアクセス可能に。始発電車も6本
新設されています。通勤特急も増設されたことで朝の通
勤ラッシュ帯の混雑度も緩和され、移動が快適になった
ことは大きな利点です。
　他に注目したい郊外の街は、大規模再開発がなされた
街。再開発によって大きく街が変わった「南町田グラン
ベリーパーク」なども注目しています。ショッピング
モールを核に駅や公園も含めたリニューアルが行われ、
2019年に街びらきしました。これまで郊外都市という
と「住宅地＋駅前百貨店」という組み合わせがセオリー
でしたが、最近は大きなショッピングモールをつくり、
利便性とレジャー環境を充実させるケースが増えていま
す。その象徴が、南町田グランベリーパークをはじめと
する東急田園都市線沿いの街や、あるいは海老名のよう
な街ですね。
　ちなみに、私が今、最も注目しているのは立川です。
その特徴を一言で言うと、「都市と自然の境界線」。立川
駅から青梅線に乗れば奥多摩に、中央線に乗れば高尾や
山梨方面へアクセスでき、新宿へも特快なら30分圏内。
平日は都市生活を、週末は自然を享受できるオールマイ
ティなエリアといえます。
　加えて、立川駅の周辺にはルミネ立川、伊勢丹立川店、
立川高島屋ショッピングセンター、ファーレ立川のよう
な複合施設もある。さらに、少し北側に足を伸ばせば
IKEA立川やららぽーと立川立飛も。そして、広大な国
営昭和記念公園まであり、あらゆるものがすべて揃った
エリアといえます。
　立川では新しい開発投資も行われていて、2020年に
は大型複合施設「グリーンスプリングス」が誕生しまし
た（写真1）。ここは水と緑の広場を中心にホテル、オフィ

【新築戸建×詳細PV数】
行政区 2019 2020

都道府県名 市区郡名 1月 5月
12_千葉県 227_浦安市 100.0% 254.4%

14_神奈川県 208_逗子市 100.0% 251.0%

11_埼玉県 243_吉川市 100.0% 210.4%

12_千葉県 101_千葉市中央区 100.0% 208.0%

14_神奈川県 135_川崎市多摩区 100.0% 206.8%

【中古戸建×詳細PV数】
行政区 2019 2020

都道府県名 市区郡名 1月 5月
12_千葉県 206_木更津市 100.0% 220.0%

12_千葉県 205_館山市 100.0% 211.2%

14_神奈川県 301_三浦郡葉山町 100.0% 199.8%

09_栃木県 407_那須郡那須町 100.0% 196.1%

14_神奈川県 208_逗子市 100.0% 189.0%

図4　新型コロナ影響後、SUUMOの閲覧ページ数の伸びが大きかった
エリア（出典：SUUMO新築一戸建て・中古戸建コーナーの物件閲覧ペ
ージ数（2020年１月を100％とした際の、5月の比率を記載））

新型コロナ影響後、SUUMOの閲覧ページ数の伸びが大きかった
エリア
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ス、ショッピングゾーンのほか、親子で遊べる最先端の
プレイミュージアムやコンサートホールも備えていま
す。コンサートホールは一方の壁が開閉式になってい
て、屋内ステージと屋外ステージを一体で活用すること
も可能というハイブリッド型。また施設全体がハイセン
スなデザイン設計でありながら、都心のような高層建築
ではなく、広い土地を生かして低層でつくられている点
にも魅力を感じます。ビオトープなどもある心地いい空
間は、住民たちの憩いの場所になっていくでしょう。利
便性、都市生活、自然やアウトドアレジャー、さらには

おしゃれな景観まで享受できる立川は、現時点で最強の
郊外タウンといっても過言ではないと思います。
　これからの郊外は、単に「緑が豊か」「閑静な住宅街」
といった従来のアピールをしているだけでは、人を集め
られないのではないかと思います。魅力を増した都心部
と戦うためには、郊外都市もそこだけで完結できるよう
な魅力を備えていなくてはならない。現に加茂宮や南町
田グランベリーパークや立川といった “自己完結できる
街” に暮らす人たちは、ステイホーム期間中でも快適な
生活を送れたのではないでしょうか。
　そうした、新しい郊外都市の快適性に加え、複々線化
などにより大きく向上した交通利便性など、都心に暮ら
す人たちが知らない、気づいていない魅力をアピールし
ていくことが重要なのではないかと思います。

順位 駅名 代表的な沿線 所在地 住民の平均評価点 家賃相場（万円）
ファミリー向け物件

1 舞浜 JR京葉線 千葉県浦安市 4.24 10.00

2 加茂宮 埼玉新都市交通伊奈線 埼玉県さいたま市 4.10 8.50

3 新大津 京急久里浜線 神奈川県横須賀市 4.08 8.50

4 藤沢本町 小田急江ノ島線 神奈川県藤沢市 4.07 9.20

5 京成幕張 京成千葉線 千葉県千葉市 4.05 8.98

6 京王片倉 京王高尾線 東京都八王子市 4.04 8.55

7 鉄道博物館 埼玉新都市交通伊奈線 埼玉県さいたま市 4.03 8.80

8 南多摩 JR南武線 東京都稲城市 4.03 10.00

9 小田急多摩センター 小田急多摩線 東京都多摩市 4.03 9.50

10 北茅ケ崎 JR相模線 神奈川県茅ヶ崎市 4.02 8.20

図5　ファミリー向け・家賃相場10万円以下で住める「住民に愛されている街ランキング」　
（出典：SUUMO住んでいる街 実感調査　2020年 ㈱リクルート住まいカンパニー調べ）

池本洋一（いけもと・よういち）
㈱リクルート住まいカンパニー SUUMO編集
長 兼 SUUMOリサーチセンター長。1972年
さいたま市生まれ。1995年 ㈱リクルート入
社。住まいの専門家としてTV・新聞などメディ
ア出演・講演を多数行うほか、内閣官房、国
土交通省、経済産業省等の委員会の専門委員
も歴任する。

写真1　立川の大型複合施
設「グリーンスプリングス」

特集　住宅地の不動産価値

ファミリー向け・家賃相場10万円以下で住める「住民に愛されている街ランキング」


