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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

5 月の雇用者数増が予測の 158,000 人を大

きく下回る 38,000 人となり、ドル、米国債利回

りが下落、米国景気の先行きを案ずる声が一

挙に高まりました。経済は常に作用・反作用

がせめぎ合います。金利が低下、連銀も FF

レート据え置きを示唆し、ドル安で輸出回復

期待。一時金利が上昇を初め住宅市場の先

行きに影を投げましたが、雇用数発表後は急

落し、少なくとも住宅価格への下押し圧力は

なくなりました。しかし過去にも雇用統計の悪

い数字が出ると将来の雇用を心配してか、住

宅販売が停滞する傾向がありました。 

今回、雇用数増がこれほど落ち込んだのは

様々な理由がありますが、ビジネス設備投資

が冷え込んでいるうえに、消費の回復に力強

さがないため、米国景気はまだ脆弱な状態に

あり、内外の情勢変化などの影響を受け易く

景気失速の可能性が否定できません。 

5 月雇用統計は Verizon のストライキ（裾野

の影響を含むと大きい）があり数字ほど悪くあ

りません。また第 1 報は大きく修正される可能

性もあります。ただ今回前 2 ヶ月が下方修正

されていることが、米国経済成長に疑問を投

げかけるエコノミストが増えている理由です。

金利は下落後も安定していますが、短期市場

金利が政策金利を下回ってきており、消費が

失速すると米国もデフレ傾向に落ち込む危険

があると思います。過剰在庫が徐々に和らぎ

原油価格は最近上昇傾向にありましたが、ド

ル下落で一挙に$50 台に乗り上昇を続けてい

ます。ガソリン価格も上昇を始めており、消費

への悪影響は現実となってきています。 

国際的に経済の先行き不安が増している

中、米国経済にとって最も有効な景気対策は

インフラ投資でしょう。疲弊の目立つ道路・橋

梁などよく議論されますが、老朽化している送

電設備の近代化、安価で高速のインターネッ

トなど、今日のビジネスをサポートする投資は

経済効率化、国際競争力強化の面から緊急

課題です。先月号で言及したように、米国は

競争原理が寡占化により後退しています。イ

ンターネットもその一つ。PV では電話会社の

光ファイバーかケーブルかの選択しかなく、

TV・電話などバンドル（抱きかかえ）せず、イ

ンターネットだけだと値段が高くなるなどの問

題がありますが、他に選択肢がありません。 

パロスバーデス住宅市場 
一戸建て販売が毎週順調にきている一方、

5 月中旬に新規リスティングが 2 週連続で 30
件を超し、3 月初め以来市場在庫は一本徴し

て増加を続けています。販売数が多少増えて

もとても追いつけない状態です。PV 全体の一

戸建て販売数は直近 12 ヶ月の月平均が 60
件。一週間 30 件超は異常な数です。5 月下

旬から週 25 件以下に落ち着いてきたものの、

販売の方も少し減速傾向になりました。金利

はこれ以上下がる余裕がない中で、価格が 4
月から 5 月の値上がりで販売にも影響が出て

きているようです。ただし、150 万ドルまでは依

然需給タイト状態が続いており、物件別に見

ていると価格も下がっておらず、むしろ上昇傾

向にあります。また 90 万ドル以下の物件は昨

年までのような数が売れていません。 
前述のように住宅市場を取り巻く経済環境

が不安定で、今後どうなるか予測が難しいとこ

ろですが、毎春の販売シーズンが今年も 6 月

入りで勢いを失い始めています。雇用統計で

消費者マインドが冷え込んだのかもしれませ

ん。金利は再び低下しており価格の下支えと

なっていますが、市場全体の価格がジリジリと

下がってきているので、今市場に出ているセ

ラーは値段面であまり欲を張らないほうが良

いでしょう。また無理をしているバイヤーが

100 万ドル近辺ではかなり多く、ローンがうまく

取れずエスクローを失敗するケースがかなり

多いようです。バイヤーの資金力を十分吟味

する必要があります。 
5 月の一戸建てクローズは 74 件、平均・中

間価格とも 7-9%上昇しています。 
タウンホームは昨年からの好調維持でリスト

価格が少し高くなりすぎているためか、多少

鈍ってきていますが、需給関係はまだ良好。

コンド市場の好調にはちょっと驚いています。

 

在庫は依然 
増加続く 

需給とも後退 

ラドンガス
最近、PV 外部のエージェントでバイヤーにラ
ドンガス調査を薦めるケースがありました。そ
の結果、セラーはバイヤーに多額のクレジット
を出し決着させられました。 
 PV 全体が Moderate なラドンガスエリアで
す。ラドンは無色透明、無臭で味もない放
射性ガス。ラドンガスは水、岩、土など自然
界に存在するウラニウムやソリウムが壊れたと
きに放射されるもので、どこにでも存在しま
す。屋外のラドンレベルは非常に低く健康上
問題となりませんが、土中から出てきたラドン
ガスが Foundation のヒビなどから締め切った
屋内に入ると蓄積して、ハイレベルのラドンと
なります。冬場や排気扇などで室内の空気
圧が下がると下から入ってくる可能性が増し
ます。PV はスラブ基礎の家が多く、基礎に
ひび割れなどがあるとラドンガスが外へ逃げ
ず家に入りやすいともいえるでしょう。コンドな
どの上部階は影響が少なくなります。 
 ラドンは肺がんに関係するといわれますが、
ハイレベルのラドンを長期間（20-30 年）浴
びている場合で、いますぐ危険ということであ
りません。逆に長期間掛かるため安全レベ
ルなどの設定が困難。California Department 
of Public Health では室内の年間平均が 4 
picocuries per liter (pCi/L) を超す場合、ラドン
削減処理を薦めています。 テストキットは
CDPH のパートナー研究所が$7.95 で買える
ほか、$15 以下で売っています。またラドン削
減処理は$3000 ドル前後、家の大きさなど
によってかなり異なります。 
 ラドン調査をするバイヤーは少ないものの、
万が一問題となった場合、セラーはバイヤー
にクレジットを出してバイヤーにやってもらう方
が責任問題を避ける上で得策といえます。 
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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 06/09/16) 

Rockyfield contact    

 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteで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# 

 DRE broker license: 
01328577 

Water Conserving Plants and Flowers 
カリフォルニアの水不足が峠を越し、州の節水規制が自

治体ベースに移行しましたが、私たちはまだ節水に心がけ

なければなりません。 近、人工芝を良く見かけるように

なりました。過去のレターでも芝の代替情報を掲載してい

ます。人工芝は値段が何十倍も高いほか、カリフォルニア

の強い日差しで非常に暑く、ペットの糞尿などが人工芝

に染み込むなどメンテが結構大変です。ただ前庭や、道

路と歩道の間などに人工芝はスプリンクラーも要らず、家

の外観が引き立つのでお勧めできます。 

芝の代替のほか、砂漠系の花の咲く節水プラントなどは

Mulch（木片）と合わせて美しく、水をやる必要がないの

で、PV でも良く見かけるようになりました。ここでは 2 つ例

を挙げます 

California lilac (Ceanothus): 美しい花が冬から初春に咲

き、良い香気を放ちます。花の色は白から紫。また

Concha 種は深い青の花が咲くので人気。カリフォルニアラ

イラックは乾燥した斜面、あるいは風から守ってくれる建物

のそばでよく育ちます。勿論、よく乾燥した土を好み、粘

土質の土地は良くありません。 

Salvia, heatwave series: これら強い多年生のプラントは極

限の天候に耐えるようオーストラリアで開発されました。春

から秋まで花が咲き続けハミングバードや蝶を惹きつけま

す。色はしろ、ピンク、サーモン色。 

  一方、節水とは関係ないものの、思いも寄らないプラン

トで避けるべくものがあります。藤は美しく好む方も多いで

すが、他の木などに纏わり殺したり、周辺に茂みを作り他

のプラントを窒息させたり、大きな木も倒してしまいます。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

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、屋根、

バスタブ修理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） 
市場情報(統計グラフも含む)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。下のリス

トはごく一部です。 
 properties14@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。 


