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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

 大統領選が終わり、今後どうなるかに焦点が

移りますが、基本的な構図は大統領と上院が

民主党、下院が共和党と変わりません。12 月

は負債上限が来る上、Fiscal Cliff も控えてい

ます。実際には支出カットが年明けからすべ

て実行されるわけでなく、何年かにわたり徐々

に減額されるので Fiscal Cliff というより、

Fiscal Down Slope というべきでしょう。従って

議会合意がならず Fiscal Cliff を迎えても、経

済への実害は大騒ぎするほど破滅的なもの

でなく、とくに新年入り後速やかに税制と財政

合意ができればよいという議論もあります。理

論的には可能でも、経済はビジネス、金融、

消費者、労働者などの心理で動くものです。 

 一番の問題は今日現在から 12 月 31 日ま

でです。支出大幅カットと増税の自動的実

施、さらに負債上限額の問題も絡み金融不安

と不況再来への懸念が膨らんでいるのは株

式をはじめ為替、債券利回り、商品各市場が

選挙明けに下げていることにも明らかです。ビ

ジネスはこのような先行き不透明下で、雇用

や投資を控えています。実際の Fiscal Cliff
の前に金融不安や経済停滞が出てきている

訳です。これは経済や金融理由ではなく政治

的、人為的な理由による問題です。欧州も不

況再突入への警告を発しています。繰り返し

になりますが、欧州の金融・経済回復は米国

の強い経済成長がなければありえません。そ

もそもの発端は 2008 年の米国メルトダウンが

世界中に波及したのですから、米国に再び金

融不安・不況となれば欧州をはじめ日本など

にも深刻な状況をもたらします。懸念が広がる

だけでも重大な結果となります。 

 第二次オバマ政権の緊急課題は Fiscal
Cliff にどう対応するかです。至急に議会のリ

ーダーと White House で会議を持ち、まずは

Fiscal Cliff, Debt Ceiling、米国債格付け問題

回避への決意表明を共同で行うことから始め

て貰いたいものです。このままでは金融市

場、経済とも硬直してしまいます。不安感が広

がれば回復を見せている消費者心理にも大

きく影を落とし、年末にかけての小売りが失望

の結果を招き、Fiscal Cliff の前に不況再来の

危険も否定できません。 

パロスバーデス住宅市場 

8 月下旬から 9 月に落ち込んだ PV の一戸

建て販売は 10 月から戻し、春から 8 月上旬

までの超高水準には及ばないものの、その後

も順調に推移してきています。新規リスティン

グ数が週によって大量に出てきたり、少なくな

ったりしていますが、全体的には市場在庫が

150 近くまで低下してきており、市場規模が縮

小したといえましょう。しかし市場が不活発に

なったわけでなく、むしろ需給がタイト化して

います。Foreclosure 関連(Short sale, REO な

ど)も、9 件しか市場に出ておらず、この面でも

環境が良くなっています。金利も 10 月上旬に

少し上昇したものの、10 月末にはまた少し低

下、多少の上昇でも歴史的な 低水準にな

り、つい先ごろまで｢もっと値下がりする｣という

バイヤー心理も｢戻し始めた｣に変わりつつあ

ります。つまり価格回復への環境はできている

といえましょう。下のグラフは過去一年間のエ

スクロー物件中間価格(移動平均)です。 

(左の山となっているのは年末の市場縮小によるものです) 

一年前に比べると 5%以上高くなっています

が、春先の好調時に比べるとかなり低い状態

です。通常 Thanksgiving からお休み状況とな

りますが、今の需給タイトが継続すれば価格も

かなり戻せると思われます。 
エリア的には RPV の西側が非常にタイトな

状況の半面、夏まで良かった RPV 東側がダ

レています。（Eastview は低価格のため依然

好調） 価格帯を見るとまだ低価格主導です

が、125 万ドルまではかなり良く、売れ筋が少

しずつ上昇してきたように思います。高額物

件も優良なものはすぐに売れる状態です。 
タウンハウスは極端な供給不足状態が続い

ており、コンド市場も Foreclosure がほとんど整

理され順調です。

 

2013年住宅市場見通し 
以下は、Fiscal Cliff が解決され経済に影響がないとい

う前提の見通しです。 

  周辺市場では買い得物件に複数オファー

のケースが増えており供給不足気味になっ

てきています。PV でも低価格物件中心に

取引数は 2005 年レベルまで戻しており活

況を呈しています。したがって 2013 年の課

題は価格です。 

 一般経済が上昇に転じていることは間違

いなく、大幅な財政支出カットや増税などで

政治的ブレーキをかけない限り、来年は加

速が考えられます。潜在的失業者が多いた

め賃金上昇圧力は小さいものの、過去数

年間、巨額のマネーサプライが続いており、

経済成長が加速すると深刻なインフレ懸念

があります。連銀も資金吸収の計画を周到

に立てているようですが、景気回復過程でタ

イミングと量の裁量は微妙な技が要求され

ます。いずれにせよ住宅市場にとって金利が

上昇することは避けられません。それが何時

ごろから、どのくらい上昇するかはインフレ圧

力と連銀の金融政策しだいです。 

 金利上昇により住宅ローン支払額が増え

るため実質的にバイヤーにとっては値上がり

となります。金利の上昇は住宅価格上昇の

頭を抑えることになります。一方、景気回復

により雇用・賃金が上昇すれば、金利上昇

分を吸収できます。また景気回復が明確に

なると、Conforming ローンが本来の

$417,000 に戻される可能性も高く、低価格

帯バイヤーの実質金利上昇となります。 

 来年は価格回復が見込めますが、一本

調子の大幅な価格上昇はなさそうです。 

市場縮小も 
需給改善で 
価格戻す 
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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）にメールにてお

届けします。メールでお申し込みください。最近はリスティ

ング多いため下のリストはごく一部です。 
 properties11@rockyfield.com 
 
ご自宅の市場価値推定（無料） 
リフォームした方、家が幾ら位かお知りになりたい方、市場

価値推定を無料で致します。お売りになる計画が無くても遠

慮は要りません。最初にそう仰って下さればそのように対応

いたします。 
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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。 
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A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 11/08/12) 

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 

新スモーク・アラーム法 

2014 年 1 月からリフォーム・修繕等（$1000 以上）の許可

に関して、設置されたスモーク・アラームが State Fire 

Marshal の認可したものであることを証明しないと作業完

了のサインを貰えなくなります。またアラームは製造年月

日、設置日を書き入れるスペース、hush(一時停止) ボタ

ン、製品寿命、外すことのできない 10 年寿命電池（電池

式の場合）などが要求されます。 

 賃貸住宅の場合、2013 年 1 月からアラームのテスト、メ

ンテナンスはオーナー責任。さらに 2016 年から現行の建

築法に基づく（つまり各寝室）スモークアラーム設置が家主

に要求されます。テナントはアラームが作動しない旨をオー

ナに報告することになっていますが、この目的で半年に一

度など定期的に賃貸住宅に入りチェックすることを合意書

に加えることをお勧めします。現存のアラームは壊れない限

り取り替える必要はありません。 

 新しく付けるアラームは State Fire Marshal 認可のもの

であれば電池式でも OK です。無線式スモーク・デテクター

を含む火災報知機、無線式火災報知機にこれら設置要

件は適用されません。 

 昨年 7 月から一戸建てに一酸化炭素アラームの取り付

けが要求されていますが、集合住宅は 2013 年 7 月からと

なりますので、アパートをお持ちの方はお忘れなく。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


