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パロスバーデス住宅市場 

  大量の新規リスティングが継続、五月末か

ら増加を続け需給緩和が心配された市場

在庫が漸く落ち着きを見せてきました。まだ

週 20 件近くの高水準にありますが、この数

週間の売れ行きは目を瞠るものがあります。

エスクロー失敗もまだ多くエスクロー物件数

はあまり増えていませんが、売れ筋が高い価

格帯に移ってきており、8 月入りから価格上

昇機運も出てきました。7 月末から 8 月始

めの週は 27 件（一軒家）が売れました（エス

クロー入り）。毎月の販売量は通常 40 から

多い月でも 70 件ですから、非常に多い事

が分かるでしょう。金利が急騰後このところ

上げ止まって安定している事もプラスです。 

需給関係と価格動向のグラフは Rockyfield

の Website で毎週日曜日にアップデートし

ています。 

 最近気が付くのが RPV の値付けが PV エ

ステーとくに比べて高めであること。逆に言う

と PV エステートが買い得の状態。 

 7 月クローズの一戸建て販売数は 70 件

と今年最高。1－7 月は 421 件と前年同期

350 件を大きく上回っています。平均・中間

価格とも今年は毎月上昇を続けてきていま

す。中間価格は昨年 7 月比で 23%上昇し

ています。 

 しかし毎年バイヤーが減り価格も弱含み

なる 9 月中旬以降は、負債上限額、政府

閉鎖など政治が怖い事を言っており、景気

回復も少々もたつきを見せているので、かな

り不安です。 
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日本経済 

 日本経済がデフレ・ゼロ成長・不況の悪循

環からやっとの事で抜け出しつつあるとの見

方が多くなっています。長期に亘る高度成長

は 1987 年の Black Monday を転機に 88 年

から凋落し、第一次イラク戦争後の米国不況

の煽りもあり悪循環から抜け出せない状況が

今日まで続いています。まず財政出動、その

後所得税減税、規制緩和、ゼロ金利など続け

たものの全く効果がありませんした。教科書ど

おりの景気対策が却って回復を妨げる結果と

なっています。経済学から外れたユニークな

政策が必要になりアベノミクスが登場し、世界

中に期待感を盛り上げました。アベノミクスは

２％のインフレを目標に置くという点で、インフ

レ防止に偏重する従来の金融政策の反対を

行くユニークさがあります。其の一方ゼロ金利

政策を続け長期金利も金融緩和で抑えること

で、実質金利をマイナスに持っていこうとする

ものです。実質マイナス金利ということはお金

の価値が下がる事、貯めるよりモノを買った方

が得ということになります。日本経済不振の主

原因は消費の冷え込みですから、短期的に

アベノミクスは実績を上げるかもしれません。

お金の価値が下がると云う事は為替市場で円

が下落する事。過去の景気回復は輸出主導

であることから、円安がアベノミクスの主目的と

もいえます。しかし円安による景気回復は切

っ掛けであって、長期的に日本経済の継続的

成長は円高と同時進行しています。これは資

源の殆どを輸入に頼る一方、国内価格に下

方抵抗性が強く、輸入価格低下による国内利

益率増が円高下でも輸出競争力に貢献する

日本経済の特異性でもあります。従ってアベ

ノミクスは短期的に心理効果があがっても、

中・長期的には極めて危険性の高い政策で

す。日本経済は深刻な文化的構造問題が解

決していません。（後述） 

 巨大化した財政赤字下、消費税倍増を国会

で通しました。安部政権は実施に慎重なもの

の「政治の信頼性」と馬鹿げた主張もありま

す。97 年の消費税引き上げの悲惨な結果を

忘れたのでしょうか。消費税は所得税と異なり

消費を直撃します。日本人は不況下でさらに

貯金・節約します。消費税引き上げ、それを

議論すること自体気違い染みています。 

 日本は 400 兆円（？）の個人資産があると言

われます。米国のように一部に偏るのでなく、

金持ちから貧乏人まで資産を持っています。

日本の街を歩いていると本当に不況なのかと

疑います。これは日本が高度成長の後、不況

により収入が減っても資産があるので持ち堪

えているのです。「資産経済」と呼べるでしょ

う。海外投資などを無視した単純過ぎる計算

ですが、金利が 1%上昇すれば 4 兆円が消費

者の懐に入ります。企業のリターンオンアセッ

トは借り入れ金利よりはるかに高いので、1%上

昇は吸収可能です。収益の問題は売上げ減

で粗利が固定費に対して低いためです。また

ゼロ金利は金融機関をローン貸し出しより、市

場投資に傾注させます。 

 70 年代中半までの日本経済の強みは極端

な累進税率による過分所得の一様性、需要

の一様性にありました。企業は少品種大量生

産＝品質向上・低コストが可能であったので

す。現在の日本の税率は非常にフラット。消

費税引き上げでさらに平坦化、所得格差が一

層拡大します。長期に亘る不況により格差が

加速した結果、資産家は国内に魅力的な投

資物件がないため海外投資に走り、国内にお

金が循環してません。 

 次 3 つの景気対策は経済学の常識を外れ

たものですが、悪循環脱却議論を促進すると

思います。 

１． 短期政策金利の引上げ、長期金利は抑

える金融緩和策続行。 

２． 3 年間の消費税停止。 

３． 2 つの累進税率追加。 

これらは即座に景気に火をつけるでしょう。 

 経済構造の 大の問題は殆ど議論されま

せんが、社員の 2 階級制度：総合職と事務

（一般）職。特にこの 2 階級間の移動が殆ど

不可能な事が日本企業の活力を殺していると

言えましょう。米国では完全に違法行為となり

ます。またいまだに社員募集に年齢制限を付

けるのも残念な事です。 
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お詫び 
 先日読者の方から、7月号のリスティング情報にある価格が
おかしいとのご連絡があり、確認したところ確かに複数の価
格に誤りがありました。 
 17エリアの異なる各リスティング情報をタイプするのは時間
もかかり間違う可能性も高いため、数年前にプログラムを作
成しました。掲載するリスティングを選択後、5つステップの転
換プログラムでMLSから当ニュースレターに持ってきます。そ
の過程で何遍かSortingや編集を行います。プログラムエラー
はニュースレターにもってくる前段階で生じ、何らかの理由で
幾つかのフォーミュラが実数字になっていました。 
 今後誤りを防ぐためプログラムを毎月作業前に確認する手
順を決めました。過去の価格に関してご不審があれば、お問
い合わせください。 
 ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。（岩田） 
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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 08/09/13)

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 

危険物質 －鉛 
鉛中毒はとくに6歳以下の子供に危険で、幼児が直接口に入

れたりなめたり、鉛分に触った手を口に入れることで中毒となるケ

ースが多いからです。中毒になっても判らないことが多く、脳障害

など深刻な結果になりかねません。大人は職場での中毒が多い

のですが、家をリモデルする時も危険です。鉛が体内にあるかどう

かは血液テストをする必要があります。カリフォルニア州法でこのテ

ストは保険でカバーする事になっています。 

家庭での鉛は露出していなければよいとも言われますが、1987

年以前の古いペンキが剥がれてたり、ヒビ割れしている場合は処

理することが賢明です。古いペンキを取る際に鉛が埃となって家

の中や、庭の土に飛び散らぬようにする必要があります。土は芝

があるだけでも危険が少なくなるようです。家庭に鉛がある場合、

最も大事なのは手を頻繁に洗う事です。 

家庭に鉛があるかどうかはテストキットも売っていますが、精度が

悪いためCDHSの認証を受けたインスペクターを雇う必要がありま

す。一時的処理としては、頻繁に掃除、ペンキの上塗り、芝を植

えたりがありますが、完全処理には鉛除去専門の業者が必要で

す。リモデルの後も家の内/外とも十分掃除する必要があります。 

水道に関しては、1930年に鉛のパイプが禁止されましたが、パ

イプの継ぎ目などに鉛の半田が1988年まで使われていました。15

秒間水を流してから使う事が勧められています。また鉛は高温で

溶けやすくなるので、蛇口からのお湯を飲んだり料理に使う事は

避ける方が良いでしょう。 

CDHS： www.dhs.ca.gov 

家を売る場合、貸す場合も鉛を含むペンキに関する開示義務が

あります。 

 

詳細は、危険物質に関する冊子（英語）を無料でお分けしてい

ますのでご連絡ください。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


