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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

3 月の雇用者数が市場予測の半分以下の

88,000 に留まり、雇用の遅れが一層明確にな

っています。1 月と 2 月合計で 61,000 上方修

正されていますが、3 月は民間が 2 月の

254,000 から 95,000 に大幅減となったのがこ

たえています。Payroll Tax の減税打ち切りも

小売雇用数に出てきたようです。官公庁関係

も郵便局が 14,000 レイオフし全体で 7,000

減少。一番問題は絶対失業者数が 120 万も

居るため賃金と世帯所得が低迷していること

です。企業の資金が潤沢、株式市場は絶好

調。しかし GDP の成長率が低く余剰資金が

民間企業のビジネス拡大投資に回っていま

せん。つまり企業減税や投資家向けの減税を

しても景気浮揚効果が限られています。政府

の景気対策が問題です。現在は連銀の市場

での継続的な債券購入（資金供給）が唯一の

景気対策となり、財政は逆に絞っています。

実際に赤字幅が減少してきており、Sequester

も徐々に影響が出てきて雇用と所得回復は

非常にスローな状態が続きそうです。 

 経済の基本は交換。サービスや実体の無い

金融商品の交換だけでは、経済価値は創造

されません。農業・鉱業など自然資源の上に

築かれた製造業が経済価値を創造し、サービ

スや金融はモノ経済の価値創造をサポートし

ます。現在の米国経済の明るい点は石油・天

然ガスなどエネルギー産業がブーム状態にあ

ることでしょう。政府の経済政策がモノを買う

消費拡大、製造業の効率向上を助けるインフ

ラ整備などに集中する必要があります。 

 住宅市場も Foreclosure 関係がかなり整理

され購入意欲が高まり、販売数が全国的に急

増しています。価格面もまず低価格の市場か

ら回復を見せ、PV 市場でも昨年の横ばい状

態から脱した感がありますが、さてここから上

昇を続けられるかというと疑問符がつきます。

金利がすでに最低水準にありこれ以上下がる

見込みが無いので、雇用がさらに回復し所得

が伸びないことには住宅価格の上昇が頭打

ちとなるのは明らかです。株式市場もバブル

再来を危惧する声が聞こえ欧州の不安がま

だ続きそうな現在、住宅価格の見通しも慎重

にならざるを得ません。 

パロスバーデス住宅市場 

PV 一戸建て住宅市場は絶好調。12 月末の

底から（季節的要因が大きく必ずしも市場価

格でないが）3 月末までに 25%上昇（エスクロ

ー中間価格）しました。さすがにここまで急上

昇すると一服も仕方ないかもしれません。2 月

と同様 4 月は小幅な上下動で暫く推移すると

予測していますが大きな値下がりの可能性は

ありません。市場価格は目安になりますが、住

宅は１軒１軒異なります。人気の集中する家

は複数のオファーが来て市場価値より高く売

れる状況に変わりないと思います。 
3 月の価格急騰を受けて 4 月第一週から新

規のリスティングがどっと出てきました。1 週間

で 25 件は記憶に無い数字です。値上がりを

待っていたオーナーはまだ沢山いそうなので

暫く多数の新規リスティングが続くと見ていま

す。これも 4 月の価格上昇が緩やかなものに

なるという予測の理由です。これが週 15 件く

らいに落ち着きを取り戻せば一段の値上がり

が見込めますが、すでにかなり高水準になっ

てきており 3 月の上昇率は望めないでしょう。

リスティング数（市場在庫）が増えていますが

エスクロー物件数も増えており、後者の数が

上回るタイトな状況は変わっていません。むし

ろ現況下では市場規模拡大となり新規リステ

ィングの増えるのはさらに多くのバイヤーを呼

び込むことにもなり歓迎です。 
地 域 的 に PVE で は Lunada Bay と

Valmonte、PV Drive North 沿い RHE も良く、

RPV は全体的にタイト、特に西部が好調。そ

の中でも Los Verdes は極端な供給不足が長

い間続いています。価格帯別では 80 万ドル

以下の販売物件が 2 件、90 万ドル以下が 5
件と少なくなり、Foreclosure や Short Sale が

殆ど無くなったことを反映しています。200-
300 万ドルの物件が 1 月以来良く売れ、さら

に加速してきているのは注目に値します。 
一軒家の値上がり、安値物件が無くなった

のを受けてタウンハウス市場は引き続き絶好

調。コンド市場も供給過多気味も好調です。 

 

売却 ｖｓ. リース
2008 年の住宅ローン危機後、家賃は一度
下げてから 2009 年を底に回復を始めまし
た。家を失ったり、Short Sale となったり、ま
た収入が無くなり家を売って凌ぐ人が借家
やアパートに移ったからです。最近の住宅購
入ブームを受けて逆にリースの需要はスロー
ダウンしてきました。家賃水準はまだ 2007
年まで戻しておらず、家賃はまだ上昇を続
けていますが、上昇率はこのところ鈍ってきて
いるように見えます。またリースをした後はどう
しても家のお化粧直しが必要になります。忘
れてならないのは空家のコスト。ローンが沢
山残っている場合は深刻です。 
 住宅価格の方も回復を示しており、売れ
行きは物凄いものがあり、貸すのが良いか
売るのが良いか思案している方も多いかと
思います。これはオーナーの家族の状況、経
済状況、目的などによって一つ一つ異なり
一概に言えません。 
 私たちが一番困るのは「とりあえず一年間
リースしたら来年は家の値段がもっと上がる
でしょうか？」という質問です。まだ前回のピ
ークに達していないので長期的には上昇す
るでしょうが、この夏以降の住宅価格に関し
てあまり確信がありません。金融緩和による
過剰流動性で株や金融商品価格がバブル
になる可能性を無視できず、経済成長が
現在の政争下で雇用を十分に回復できる
か疑問です。 
しかし税金は値段よりもっと重要。今住んで
いる方は貸しても 3 年以内に売却すればキ
ャピタルゲイン控除があります。今貸している
家はキャピタルゲインが大きい場合一部 20%
税 率 適 用 、 ま た 州 税 も 上 が っ て お り 、
3.8%Medicare 税もあるので、可能であれば
2 年間住んでから売却も考慮できます。 
 喜んでご相談相手になりますので、ご気軽
にオフィスにお立ち寄り下さい。

PV 住宅価格 
上昇に 

一服気配？ 
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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 04/09/13) 

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 

一酸化炭素 
一酸化炭素 Carbon Monoxide (CO)は無色無臭で人間

や動物が大量に吸い込むと生命に関わる毒性がありま

す。少量の CO でも頭痛、めまい、吐き気、疲労感などイ

ンフルエンザに似た症状が出ることがあります。一酸化炭

素は灯油・ガス暖房、ガス湯沸し器、暖炉、ガスレンジ・オ

ーブン、自動車の排気ガス、タバコなどから出ます。 

 CO は血液のヘモグロビンと結合し炭化ヘモグロビンとな

り酸素の供給が阻害されます。また他の体内の分子と結

合し心臓や神経に障害を起こす可能性があります。低レ

ベルでは健康な人は倦怠感、心臓病の人は胸の痛みを

生じ、高レベルでは深刻なことになりかねません。妊娠中

は高レベルでは流産の危険、中レベルでは子供の知的成

長が遅くなる可能性があります。喘息もちの子供は CO に

過剰反応します。 

 屋内の CO レベルの許容基準はありません。連邦政府

関係や州の各種基準がありますがまちまちです。CO の危

険が問題化し、カリフォルニア上院で一般家庭に一酸化

炭素アラームの設置を義務つける法案が通り、2011 年か

ら実施されています。ただし取り付け場所や数が明確でな

く、また CO アラームの基準もまだ明確でないようです。基

本的には寝室エリア（廊下でも可）が必要ですが、高さも

明確でありません。ご心配の方は各寝室、ガスや火を燃

やすところなどに設置すればよいでしょう。 

家を売る際は煙探知機と同じく、CO アラーム設置の確認

が必要です。また貸している方は必ず直ぐに取り付けること

が必要です。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


