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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

5 月雇用統計が 54,000 と非常に小さなも

のに終わり景気が再び落ち込むとの危惧が

出ています。地上自治体の人事削減が最高

値、民間は日本からの部品供給源、燃料費

高騰による消費冷え込み懸念により企業の雇

用慎重姿勢などが原因と見られます。経済回

復に遅れが顕著なのは住宅市場と消費の 2

分野で、ともに雇用回復がカギとなります。雇

用の出遅れはいくつかの原因が考えられます

が、現状で最も重大な要因は政府の借り入れ

限度額（Debt ceiling）増をめぐる政争。すで

に格付け機関が 6 月中に拡大のメドがつかな

い場合、米国債の格付けを再検討する旨を

表明。企業が景気先行き懸念で雇用に慎重

となるのは当然です。 

米国人の多くが米国債 Default がどのような

災禍をを齎すか理解していないのが恐ろしい

といえます。米国民一般が理解していれば共

和党も Debt Ceiling を駆引きの道具には使

わない筈です（最終的にDebt Ceiling 増に合

意します）。US ドルは世界の共通通貨であ

り、米国債はドル保管の手段であり、各国の

外貨準備が米国債に頼っています。米国債

以外に安全性、流動性に於いて比較できるも

のは存在せず、米国債 Default は世界的な

同時マネークランチ、つまり世界中のお金が

凍結してしまいます。多くの銀行が破綻し企

業は資金繰りができなくなります。株やその他

金融市場も大暴落し、その結果は 2008 年の

金融危機の比ではなくなります。Debt Ceiling

増が否決され米国債が実際に Default する可

能性はゼロに近いといえますが、その危険性

が心配されること自体が重大な問題です。金

市場バブルもこの影響があると思います。 

この Debt Ceiling をはじめWashington は財

政赤字がナンバーワンで支出減に議論が集

中しています。巨大化した財政赤字は確かに

重大問題ですが、これは中長期的問題であ

り、経済は深刻な大不況から回復を始めたば

かりで、当面は住宅市場救済と雇用対策に集

中してもらいたいところです。水面下（ローン

金額が査定額を上回る）にある住宅には政府

機関による直接リファイナンスしかなく、その

方が最終コストも安いと思います。 

パロスバーデス住宅市場 

新規リスティングラッシュを繰り返しお伝えし

ていますが、まだ止まる気配がなく、一戸建て

市場在庫は 276 に達しました。5 月 1 日から
6月 4日までにリスティングされた一戸建てが
なんと 118 もあります。これではいくら売れて
も在庫は積み増していくばかりです。販売は

悪いどころか高水準が続いていますが、市場

在庫も高水準にてしかも増加傾向にあるため

価格も弱含みです。7 月の夏休み前にリステ
ィングしようとするセラーが多いのかも知れま

せん。もしそうなら販売の高水準が 7 月下旬
まで続けば 7 月に少し値上がりが期待できる
かもしれません。が、どれだけのホームオーナ

ーが売る計画なのか推し量ることもできませ

ん。当ニュースレターもこれほど長くリスティン

グラッシュが続くとは予想できず、5-6 月には
かなり価格回復が望めると期待していました

が、見事に外れてしまいました。 
Rockyfield のお客様でも来年春まで売るの
を待つという方が 2 人いらっしゃいます。買い
替えの場合、買いの方はゆっくり気に入った

ものを選べ、売値が多少低くても買値も安い

ので今の方が利点が多いでしょう。来年どうな

るかは選挙を控え政争がさらに激化すると経

済対策が進まず住宅市場回復が遅れる可能

性もあります。パロスバーデス以外の多くの市

場はまだまだ非常に悪い状態にあります。 
地域的には RPV の北西部が引き続き好調
です。価格帯は 80万ドルから 100万ドルを少
し上回る辺りまでが良好といえるでしょう。高

額物件も順調です。 
５月の Closed販売は 61件と非常な高水準
に達しました。平均価格が$1481（千）、中間
価格が$1195（千）と 2008 年同月まで行かな
いものの過去 2年同月を上回っています。 
タウンホーム市場も非常に好調が続いてい

ます。ただ一戸建て価格が頭を抑えていま

す。コンド市場は販売量・価格ともまだ低調で

すが、Short Sale が減り、一部動き出し邸ます
が、供給過剰が問題です。 

 

金利引き上げ？
Kansas City 連銀 President が CNN
のインタビューで利上げを提唱しました。
2000 年以降の無理な低金利政策が不
況にも拘らず一般消費者が借入れ増（と
くに住宅リファイナンス）により生活水準を
維持することを可能にし、貯蓄が急減、
何年も家庭支出が収入を上回る状態が
続き、2008 年の金融メルトダウンの結果
となりました。投資の場合、借入比率（レ
バレッジ）が高いと市場変動より格段に大
きなリスクが生じます。（儲けも大きいが損
も大きい）。経済も同じで消費者の借り
入れが増えれば消費変動が大きくり、経
済の安定成長には貯蓄率の高いことが
好条件となります。米国の場合、政府か
ら消費者まで借金漬けのため景気回復
が足踏み状態の現状下で利上げはマイ
ナスの方が大きいと思いますが、長期的に
はモネタリスト理論のように資金供給量を
安定させることが良策と思います。 
日本の場合は利上げが必要です。日
本の不況は消費冷込みが主要因で
1400 兆円といわれる個人金融資産は
１％金利上昇で 14 兆円の計算となりま
す。実際にその 4/1 としても 3 兆円強の
所得増となります。一方、現況下で将来
でも消費税 10%などの議論をすること自
体、政治の無能さが窺えます。 
 
504 ローンは本来、長期固定金利によ
るファイナンスで拡張・近代化のための固
定資産の購入を可能とするものです。 
 

1/1-3/31 クローズした比較物件からの

Value が Property Tax の査定値より低

い場合、節税できますが、6 月 1 日から

LA County が受付を開始しました。今年

は ON-LINE でもできます。 



  web 

        

修繕・リフォーム業者のご紹介 
腕もよく値段もいいコントラクター、ハンディマン、

プランマー、ペンキ屋、カーペットクリーナー、ガ

ーデナー、プールサービスなど家の修繕やリフォ

ームに必要な人をご紹介できます。カタリーナまで

お問合わせ下さい。 
 
ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
もっと詳しい市場情報を毎週（通常日曜日）

にメ にてお届けします メ でお申し
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当ニュースレター定期読者（郵送）の

方に､Notary Public の無料サービス

（直接の場合、ローン書類は除く）を致して

います。また Rockyfield をエージェント

として家の売買をした方には Notary 

Public を 5 年間無料で提供します。 

オフィスに不在のこともありますので､

電話でアポをお願いします。カタリー

ナ(Ext.２＃)まで日本語でどうぞ。出張

サービスもしますが別途料金を頂きます。 

年金居住証明・署名証明も行います。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 

Please contact  
 

Rockyfield 
 
 

For  
 
 

Listing Information 
 
 
 
 
 
 

 A: Active    B: Backup    P: Pending    S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 06/04/11) 

Rockyfield contacts    
DRE broker license: 

01328577  
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteでリアルタイムの物件検索ができます 
www.rockyfield.com/propertymenu.html 
 
電話: (310) 544-0857（日本語でどうぞ） 
  アンソニー Ext. 1# カタリーナ Ext. 2# 
email:  properties11@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

地震の対策（2） 
時折、ガレージの上に部屋のある家があります。家と直線

状にガレージのある場合は比較的強度がありますが、家の

側面から L字にガレージがありその上に部屋がある場合、

地震用の補強が必要かもしれません。ガレージはドアの部

分が大きく開いているため強度の問題があります。当初の

建築時からガレージの上に部屋を作るデザインであれば多

分問題ないでしょう。後から増築した場合も Permit をとっ

て最終検査を受けていれば強度があると想定できますが、

非常に古い増築、あるいは Permit なしで行われている場

合は調べる必要があります。心配な場合はコントラクターと

相談の上 Permit をとりガレージのフレームを金帯で補強

し、合板を取り付けることが望ましいでしょう。Foundation

に固定されているかも確認が必要です。 

ガスの自動停止バルブは法律上販売時の要件ではあり

ませんが、インスペクターの中には「付けた方がよい」とのコメ

ントをする人がいます。Plumber かハンディマンが取り付け

できます。地震対策上売買に関係なく設置するのもよい

でしょう。。（メーターの横に付いている円形の物は

Regulator で自動停止バルブでありません。） ただし注意

することが 2 点あります。取り付け位置は絶対にメーターの

ガスライン側につけないこと。家側に取り付けないとガス会

社に止められてしまいますので業者に注意を促す必要が

あります。もう一点は、家の前を大きなトラックなどが通る

場合その振動で自動停止することがあります。いずれにせ

よガスを停止するバルブを確認しておく必要があります。バ

ルブはレンチを使わないと回せないようになっています。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

リース・テナント募集 
南 RPV 海とカタリーナ島の見える一軒家 

• 4 ベッド、1909sf、月$3,300 
• とても静かで交通量の少ない道 
• トランプゴルフ場やテラニアリゾートにも近い 
• 天井も高く、広々リラックス 
• 芝生の裏庭 
• RV やボートも止められるスペースあり 
• 今すぐ入居可能 
• ご連絡は 310-365-6309 カタリーナまで 

Rockyfield のリスティング

海の見える一軒家のリースを探している方がいます。

2000sf以上で 4ベッドでリフォームされた家を希望


