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米国経済と住宅市場 

医療システム改革に関して Free Market
Solution が提唱されています。多くの産業は

規制緩和で効率が向上し業績が伸びます

が、ある産業では寡占化・独占化が進みま

す。健康保険、医療機器、医薬産業もその傾

向があります。自由市場が機能するための主

要条件を見ていましょう。 
多くの供給者と消費者が同等の競争力を持

つ：商品、サービスまたその生産者、供給者

間に競争力の差が無い。また入れ替わりが可

能であること。医療関係産業はこの条件を満

たせません。医者の数は多くても、医者間・病

院間の競争はなく、保険会社、医療機器、製

薬会社の数は非常に少ないのが実情です。 
情報、専門知識、影響力に差が無い：患者

は医者の進言に従います。とくに救急時は選

択の余地がありません。患者の医療、医薬に

関する知識・情報は非常に限られています。 
資源（資金・労働者）の自由移動性・低い参

入バリア：医療保険や製薬会社を始めるには

過大な資金が必要です。医者になるにもお金

が掛かります。州境を越えて医療保険を買え

るようにすると、M&A で小さな保険会社は消

えて大手だけの寡占状態になります。 
外部からの影響力が無い：政治と産業の癒

着は規制過多よりも悪い結果となります競争

力を保証するための規制は市場経済に必要

です。医療は命に関わること。当然様々な安

全基準や規制が必要です。 
自由市場経済が機能するには、個々の企業

が差別化などしのぎを削り、競争相手と潰そう

とするパラドックスが必要です。競争を保証す

るための規制が無いと、多くの産業で寡占化

が進みます。それこそが現在の米国経済の問

題点。消費者が知らないホールディング・カン

パニーが異なる企業名、或いはブランドを保

有し、寡占状態の産業が多くあります。 
医療システム改革の争点は保険に集中する

傾向がありますが、もっと医療関係全体のコス

ト削減を議論すべきでしょう。メディカルスクー

ルのコストも、間接的に医療コストを押し上げ

ています。予防医療の推進など改善の余地も

沢山あります。国民の健康は仕事場での効率

化となり、医療コストは米国企業経費の大きな

部分を占めるだけに、医療コストダウンは国際

市場での米国製品の競争力を高めます。 
パロスバーデス住宅市場 

住宅需要は以前から強いものが感じられて

いましたが、新規物件増で優良物件数も増え

たこと、また金利も再低下しバイヤーの買い意

欲に火のついた感があります。市場在庫が増

えるのを後追いするように、エスクロー物件数

も上昇、両者の比率（E/A レシオ）は 60%近

辺で上下しています。 近のバイヤーはイン

ターネットで物件情報を良く掴んでおり、優

良・買得物件にバイヤーが殺到する傾向が続

いています。Rockyfield の 近 2 件のリスティ

ングでも少し高めに値付けしたつもりでも、数

日中に 10 件前後の殆どリスト価格かそれ以

上のオファーがきています。さらにこれまで売

れ残っていた物件も売れ始めています。今の

ところ新規物件も異常な数がこの数週間出て

きているため、極端な品薄間は無く、価格面も

緩やかな上昇に留まっています。 
年初に 110 件近くまで減少した一戸建て在

庫が 200 件に近づいていますが、エスクロー

物件数も 60 件から、120 件以上に倍増してい

ます。つまり市場規模が拡大活発化している

といえます。 
1-3 月の GDP 成長率が落ち込み、消費の伸

びが停滞を見せているため、景気先行きに慎

重論が広がり、金利は落ち着いています。3
月上旬に 2.5%を超した米国 10 年債利回りも

この 1 ヶ月以上 2.5%を下回っており当面上

昇はなさそう。金利面での住宅市場後押しは

今後暫くは続きそうです。 
ただ値段がさらに上がると、更なる金利低下

は望みにくく、需要が後退しそうです。すでに

5 月ですから、売りたい方は早めに動いた方

が賢明でしょう。 
タウンハウス市場は引き続き堅調。コンドは

新築など特別な物件を除くと、非常にタイトな

状態にあります。 

 

取引活発化 
市場規模が 

急拡大
大幅減税－ なぜ今

新政権発足以来、金融市場には経済

減速を懸念する声があります。1-3 月期

の GDP に関してはこの数年第一四半期

が悪い傾向のため心配ありませんが、トラ

ンプ政権の貿易戦争など経済政策に関

する不安が先行き不透明の原因です。

最近は対中国、NAFTA など大統領の

政策方針は軟化し、安心感も出ていま

す。ただ今回の大幅減税案は新たな疑

問を経済の先行きに投げかけます。 

まず、なぜ経済が順調に回復し完全雇

用に近い状態とある時に大幅減税をする

のか。大きなインフレ圧力となることは避け

られないでしょう。その一方で株式市場は

短期的に急騰する可能性が高くなりま

す。米国企業のキャッシュは潤沢で大幅

減税による税引後利益増と現金急増

は、ビジネス投資には繋がらず、配当増

や M&A が活発化すると予測されます。 

多くのエコノミストが分析するように、財政

赤字も山積し借り入れ（米国債発行）を

増やさざるを得なくなります。インフレ圧力

と米国負債急増は組合わせは金利を大

幅に押し上げ、まだ伸び悩み傾向の消費

の首を絞めるでしょう。また住宅市場や一

般経済への悪影響は避けられません。 

大幅減税の好影響は短期的で、経済

はインフレ、不況のサイクルに巻き込まれ

ます。構造失業や消費の押し上げなどに

的を絞った経済政策が求められます。 
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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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 05/03/17) 

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 

節水水道設備要件 
今年から新しく節水器具に関する開示義務が始まり、リ

ア ル タ ー は セ ラ ー に Water Conservation Plumbing 

Fixture の様式にサインをお願いしています。が、この実施

に関して混乱や誤解があるようです。まず 2017 年の開示

義務は一戸建て住宅だけ（タウンハウス、コンドを含むそ

の他の不動産は 2019 年から）。もっと重要なのは、セラー

の義務は「2017 年までに住宅オーナーは節水器具への

入れ替えが法律上求められている」と言う内容の告知を

するだけで、住宅販売の要件ではないと言うことです。

1994 年以降に製造販売された蛇口、トイレ、シャワーな

どは節水基準のはずであり、古いものが残っている場合に

は交換が必要です。販売要件とならないとは煙探知機

や一酸化炭素アラームのようにローンの要件として銀行な

どが要求するケースも考えらますので、古いものは交換し

ておいたほうが無難です。。 

 カリフォルニア州法では 1994 年以前に建築された一戸

建てのオーナーは 2017 年までに節水水道器具への交換

を要求されています。複合住宅の場合は 2019 年。また

2014 年以降に 1994 年以前建築の家のリフォームの場

合、節水機器の設置が Permit の 終条件となります。 

 すでに Transfer Disclosure Statement (TDS)には 2012

年から当件に関するチェックボックスが加えられています。

ま た 2017 年 か ら 一 戸 建 て の セ ラ ー は Water 

Conservation Plumbing Fixture のフォームにて販売対象

の家の水道設備が法律に則っているかどうかを開示する

ことになりました。しかし法律そのものも節水設備の有無

が住宅販売の要件とはしていません。 

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   


