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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

米国経済の弱点は歴史的な超低金利にもか

かわらず、設備投資と消費にあります。一方

住宅産業は近年の景気回復を先導してきまし

た。消費が伸び悩んでいるのは世帯所得の

低迷が原因です。好調だった企業利益も弱

い消費のため売り上げが伸びず最近は息切

れ感があります。先日 Census Bureau（国勢調

査局）から非常に良い発表がありました。2015

年の世帯所得（中間値）が$56,516 となり、前

年比 5.2%増、2007 年以来始めての増加とな

りました。また伸び率は 1967 年に調査をはじ

めて以来最大となりました。 

  これは非常に好ましいニュースですが、金額

的には 2007 年比 1.6%低く、史上最高の

1999 年に比べ 2.4%低い数字です。消費とビ

ジネス投資が伸びるには世帯所得が引き続き

増えることが必要です。しかし今年になって多

くのエコノミストが懸念を表明しているように、

経済成長は順調でありません。住宅市場は 8

月から不振となり、米国景気の歴史的に信頼

性の高い先行指標でもある自動車販売が自

動車会社による値引きや奨励努力にもかかわ

らず 9 月は低下しました。6 年に亘り順調に

回復してきた自動車販売も最近はディーラー

への客足が鈍ってきています。 

2008 年の大不況以来、景気回復において

注視しているのは設備投資です。将来の売り

上げに確信が持てないと企業は投資できませ

ん。とくに国際的にも経済環境が好ましくない

現状下では減税や低金利は効果薄です。マ

イナス金利とデフレ悪循環に嵌ってしまって

いる欧州と日本は自力での回復は望み薄。

米国だけが自力で経済成長を達成し、他の

国へ回復・成長の機会を与える力を持ってい

ます。しかし連銀の金融政策による景気対策

は方策が尽きており、老朽化が深刻化してい

るインフラ投資が景気刺激と長期経済効率化

に効果があるように考えられます。 

両大統領候補ともインフラ投資を謳っていま

すが、過去 7 年間の経緯から議会が多額の

財政投資に同意するか、はなはだ疑問があり

ます。少なくても今年一杯は全てが停滞する

状態が続くのではないでしょうか。 

パロスバーデス住宅市場 
9 月クローズの一戸建て販売数が僅か 39 件

という数字になりました。これらは主に 7 月下

旬から 8 月下旬に契約した物件。お伝えして

いたように 7 月後半からの販売数減少を反映

していますが、ここまで少ないのには虚を衝か

れるました。タイミングの問題だけかもしれま

せん。9 月のクローズ物件もかなり落ち込むと

予測しています。 
契約ベースで見ると 9 月中旬から少し持ち

直しています。新規リスティングが 8 月最終週

から落ち着いたので在庫は 7 月末のピークか

ら 10 月頭には 30 件くらい減少しましたが、そ

れでもまだ 210 件以上。このところ新規リステ

ィングがまた増えているので、在庫が 200 件

を割るのは当面なさそうです。販売がこの時

季大幅に増えることは考えにくく、供給過剰状

態が当面続きそうです。 
値段は非常にばらつきが目立ちます。明ら

かに高すぎる物件がある一方、数は少ないで

すが低めに出して早く売れる物件もあります。

8 月初めから低下し続けてきたエスクロー中

間価格は 9 月半ばに底を打ち反転していま

すが、これは全体に取引量が小さくなってい

る、つまり高価格帯の比重が高くなっている統

計上の影響もあります。値段はまだ弱基調と

いうのが実感です。 
 100 万ドル近辺のリスティングはまだ需給関

係を保っており、控えめな値付けをすれば問

題ありません。また View や場所など特徴のあ

る物件も控えめな価格設定で、問題なく売れ

るでしょう。今リスティングをお考えの方は年末

まで需給改善は望めそうもないので、価格面

競合物件との比較など、戦略的なアプローチ

が必要でしょう。今年一杯は値上がりは望め

ないでしょう。毎年春はシーズンとなりますが、

内外に不確定要因が多すぎ、予測できない

のが実情です。 
一時期緩んだタウンハウス市場は持ち直し、

コンド市場もまずまずな状態を保っています。

 

需要が落込み 
在庫減足踏み 

売却かリースか
市場在庫が過剰となり、値段も弱くなると

自宅を売却する代わりに、リースを考慮する

オーナーが多くいます。なかなか売れなくて引

越しの期限が来ていたり、住宅ローンの負

担などオーナーにとっては深刻な悩みです。

リースに関しては数点考慮すべきところがあ

ります。売りとリースでは心構えも異なり、販

売・リース併立はエージェントのアクションも

難しくなります。売却のため家をきれいにした

場合は問題ありませんが、売却は AS-IS と

して売ることもできます。リースはクリーンな状

態でないと難しくコストが掛かります。またリー

ス後のことも考える必要があります。遠くに

引っ越す場合などは管理が難しく、州外に

出ると税務申告も面倒になります。 

  こうした事務的な問題より、税金の方がも

っと重要です。夫婦の場合キャピタルゲイン

の 50 万ドルまで控除できます。ゲインが 50

万ドル以上ある場合、年収によりますが最

低でも$125,000 の価値があります。賃貸し

ても 3 年以内（クローズで）に売却しないと

控除を失います。2 年後に値下がり局面と

なれば悲劇です。賃貸は空き家、修理、税

務、不動産手数料、管理手数料などコス

トがかなり掛かるもので、住宅ローンがあると

持ち出しになる可能性もあります。テナントと

の遣り取りも苦労するところです。50 万ドル

の控除を失った場合、現在価格から 20 万

ドル以上値上がりしてやっとトントンですか

ら、売却とリースの選択判断は様々なコスト

も考え慎重に行なう必要があります。 
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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   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 10/04/16) 

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 

節水と庭 
2015 年からの 36%節水を達成するため、各家庭に水道

使用量に上限（Budget）が設けられ、これを超過するする

と課徴金が課せられます。またスプリンクラーの稼動日、

時間制限もあり、 近は芝生の白茶けた庭が目立ちま

す。芝生の除去支援金などもあり、Succulent （サボテン

など水をあまり必要としないプラント）と Mulch（木片）にし

たり、芝の代替（節水）、人工芝などを入れる家も増えて

い ま す 。 と く に 家 を 売 る 前 に コ ス ト の 掛 か ら な い 、

Succulent と Mulch の組み合わせをするセラーが多いよう

です。カルフォルニア住民の多くは節水を良く心がけてお

り、節水しすぎているケースもあります。 

  まず、水道請求書を検分し、Budget に対してどの程度

使っているか見ることです。余裕があればもう少し使えま

す。一軒家で使用量の大きいのはスプリンクラーです。現

在スプリンクラーは週 3 回となっていますが、週 2 回にして

いる方も多いようです。奇数の道番は日、水、金。偶数

の道番は火、木、土。また午前 8 時から午後 6 時の間は

禁止されています。ホースを使う場合、ノズルがついていな

いといけません。スプリンクラーは水の使用量が多いので、

樹木や低潅木などは Drip Irrigation というパイプから水が

ちょろちょろ出るシステムに変えるとよいでしょう。 

家を売る際、外観、第一印象は非常に重要です。これ

から気温も下がり、雨も降るようになるので、芝生を入れ

替えずに家を売る方は、ホースなどで少し水をやれば、1-

2 週間でかなりグリーンとなるでしょう。少し課徴金を払っ

ても、とお考えの方もいますが、違反を通告される可能性

もあります。洗車やその他の制限もかなりありますので、

CalWater の Website でご確認ください。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

すごい海の眺望・空き地ご紹介 
圧倒される海の眺望、目の前にカタリーナ島の全貌が広がる 2.5

エーカーの土地は PV ではもう殆どないでしょう。ユティリティも入口

まで来ており、過去に地質、エンジニアリングなどの調査を終え、

RPV 市から Approval を得ています。これら資料の一部はご覧にな

れます。値段も 100 万ドルと手ごろ、夢のマイホームを建てません

か？ご連絡はカタリーナまで、310-365-6309 

 
リース物件・海の見える RPV 南部、4 ベッドリース 
トランプゴルフ場に近い、Ladera Linda 公園の南に隣接する Sea 

View コミュニティは都会の喧騒と別世界。潮風と夕焼け、カタリー

ナ島を毎日楽しめます。ダウンタウンへ通勤の方には Harbor 110

まで遠くなく PV 西部より便利です。1909sf の 4 ベッドルームのこの

一軒家は広々、リラックス。Terranea もすぐ、Trader Joe’s のある

Golden Cove も遠くありません。ご覧になりたい方はカタリーナま

で、310-365-6309 


