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米国経済と住宅市場 

政治家が雇用重視を掲げるのは当然です

が、一月の失業率は 4.8%と 5%以下を保って

います。構造的失業を考慮すると、現状は完

全雇用状態といえます。一月の雇用数は

227,000 と昨年月平均 187,000 を大きく上回

り、求職者数も 185,000 と大きく増えてこともあ

り、賃金上昇は 0.1％に留まりました。20 万人

以上の雇用増が続くと、賃金上昇によるイン

フレ懸念が出ます。こんご労働人口の増加に

見合う（13-15 万人）程度の雇用増が好まし

く、強力な雇用対策は必要ないといえます。 

一方、マイクロ経済から見ると、今回の大統

領選挙の争点にもなったように、産業構造の

変革と生産ラインのロボット化で失業した炭鉱

夫や製造業労働者は転職が難しく、個々の

失業対策は継続的に必要です。その点から

老朽化したインフラ改善は肉体労働者が直ぐ

に適応でき最適と言えるでしょう。 

貿易にもマクロ対マイクロの課題が政治問題

として出ています。生産の海外移転による失

業者と空洞化への懸念の一方、貿易拡大は

マクロ経済から好ましく、また低価格の輸入製

品によって消費が伸びます。米国企業の海外

生産を国内に戻すと、国際競争力がなくなり、

そのため関税を課すと貿易が損なわれ、世界

的な大不況を齎す可能性があります 

中国と異なり、メキシコで米国企業の生産は

30%ていどの部品が米国から輸出され、メキシ

コから米国外への輸出も考慮すると必ずしも

米国に損といえません。保護貿易は国際経済

の成長を阻害するだけでなく、歴史的に見て

も戦争の原因となりかねません。生産のロボッ

ト化と新興産業が米国経済の成長を継続する

道です。疲弊産業の再興や保護貿易は政治

的にアピールしても百害あって一利なし。貿

易赤字が地政学上、米国の重要な世界戦略

であることも忘れられません。 

新政権の政策は財政赤字膨張の懸念があ

ります。インフラ、軍備など支出が急増すると

同時に、大幅な企業、投資、前政権の富裕層

特別税の撤回など歳入の大幅減を実行する

と、財政赤字が激増するからです。米国の赤

字は貿易・財政とも国際金融の潤滑油の役割

もあり重要ですが、あまり膨大化すると、米国

債発行の障害となり、利回りが上昇、金利全

般に悪影響を齎します。政治家は経済対策

効果で歳入増となると主張しますが、現実的

ではありません。 

パロスバーデス住宅市場 
年明けで多数の『出戻り』物件を予測してい

ましたが、意外に少なく新規部件も出足の悪

い状態が続いていました。一方数字にはまだ

出ていなくてもバイヤーは活発で新規に出て

きた優良物件には多数のオファーが直ぐに入

る状態です。1 月末から新規物件もかなり出

始めています。また年越しの売れ残り物件も

売れ始めました。バイヤーの求める新規物件

が増えることで、2 月の販売はかなり好調が予

測されます。上昇を始めたかに見えた金利も

少し戻し落ち着いています。まだ金利上昇の

可能性が高いと思いますが、一方で貿易紛

争、保護貿易の台頭など、不況とならずとも景

気停滞の可能性があり、先月号での金利上

昇予測が狂う可能性も出てきました。 
リアルタイムに近い価格動向をみるエスクロ

ー中間価格は、低価格帯のリスティングが減

少、販売も減少したため、12 月から異常なレ

ベルまで急騰後、1 月入りから今度は急減し

ました。これは統計上のいたずらですが、金

利が現状で落ち着きを維持すれば 2 月後半

には本物の値上がりとなるかもしれません。 
経済の先行きが不透明なため、例年のように

Seller’s Market が 6 月、7 月まで続くかどうか

読めません。「もう少し値上がりしてから」と待

つのはギャンブルと言えましょう。3 月入りに販

売開始が安全策と思います。 
現在のバイヤーは手直しの必要のない家を

好む傾向となっています。状態の悪い家とリフ

ォームされた家の値差は数字で計ることがで

きませんが、売れ行きにかなり差が出ているよ

うに感じられます。お金と時間に余裕のあるセ

ラーは直ぐに入居できる程度の修繕・リフォー

ムをすることをお勧めします。 

 

先行き 
不透明でも 
需要活発 

賃貸ブーム消沈か
賃貸ブームは 2008 年のメルトダウン以

降、家を売って借家する人が急増したこと

に端を発し、アパートからリースまで家賃が

急騰してきました。昨年秋以降この流れ

が明らかに変わりました。Rockyfield のリ

ース物件も従来一般からの電話が殺到

し、一週間くらいで決まっていたものが、昨

年 8 月後半から電話の数が急減、トーラ

ンスなど賃貸人気の高いエリアで適切な

家賃で出したものはまだ素早く決まってい

ますが、高めの物件苦労しているようで

す。PV は全体的にスローな状態が続い

ています。特に東側、南側は物件数が多

く動きが鈍い状況です。 

MPF リサーチによると全国的に高級賃

貸物件のスローダウンが目立っており、

2016 年の家賃は 3.6%しか上昇しておら

ず、2017 年は値下がりが予測されている

そうです。 

賃貸市場の停滞理由の一つは雇用の

好転、賃金の上昇開始などに加え、フォ

アクロージャーや Short Sale の人のクレジ

ットが年数を経て回復していることなどか

ら、家を購入する人が増えていること。つ

まりリースの需給が逆転したようです。 

今後の賃貸市場の先行きは経済環境

がどうなるかで決まります。不況色が強ま

り雇用に不安が出る、或いは金利が上

昇を続けると、家を売却、賃貸する需要

が増えます。 
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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   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 02/07/17) 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
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:  properties14@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

家のメンテナンス-水周り 
プラミングは問題が起きてから或いは大きくなってから修理を頼む

と高くつき不便も伴います。最も大事なのはちょっとした兆候、水

漏れの音が聞こえる、排水がスローになってきたなど、早めに処

置をすることです。上水道管はピンホールがあってもごみが詰まっ

て漏れないまま数年経ちある日突然ごみが外れて水漏れと言う

ケースがよくあります。上水道が漏れているのではと言う疑いがあ

れば、全ての栓を閉めて水道メーターをチェックします。針が動か

なくても青い三角のものが動いていると僅かに漏れています。 

当地の水道は Scale が多く（硬水）蛇口や、バルブ、あちらこち

らに白く固まって増えていき、汚くなるだけでなく漏れなどダメージ

が来たり排水パイプの詰まる原因の一つにもなります。この防止

には Water Softener を設置することですが、家全体の装置は

数千ドルも掛かります。Water Filter は有害物質を除去し、水

の味を良くしますが、少し高いもの（$200 強）は Scale も除去

し、年一度くらいの交換（約$160）でかなり効果があります。メー

ンの水道栓の直ぐ後に付け、設置に$200 くらい（状況による）か

かります。サイズ的にも小さくあまり邪魔になりません。 

排水パイプの詰まる原因は風呂場・洗面所と台所は異なるの

で対応も異なります。前者は髪の毛など、これは取り除くのが一

番。後者は食べ物と油が固まってパイプの内径がどんどん小さく

なります。パイプが非常に重くなるため接続部分が割れる場合も

あります。この対応は一ヶ月に一度くらい熱いお湯を流してパイ

プを暖め、重曹（ベーキングソーダ）を入れてから、お酢（スーパー

で売っている安いもの）を流します。絶対使っていけないのはトイ

レ用の吸盤、これはパイプを壊します。Drain Cleaner という専門

の液体もあります。お酢をラップに入れて輪ゴムで蛇口を包んで

一晩置くと、白くなったものが簡単に取れます。CLR はさらに効

果があります。Garbage Disposer は水を流しながら動かすこと、

空回りは故障の原因となります。 

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。 
 
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   


