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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

米国のイラン合意破棄や関税発表のあと、金
利が急騰、5 月中旬には 10 年米国債利回り
が 3.10%を超し、その後は急落 5 月 29 日に
2.8%を割った後は徐々に上昇し 3%に近づい
てきました。住宅ローン 30 年固定金利は米
国 10 年債利回りに緩やかに連動していま
が、4 月下旬に 0.10%、5 月第 3 週に 0.125%
上昇後、今度は 2 週連続で 0.10%下落、今週
は 0.625％戻しています。住宅販売数が例年
のように増えない中、価格が上昇しバイヤー
の購買能力は金利に非常に敏感になってお
り金利の振幅が大きいため、今春の住宅市場
は例年と大きく異なる動きを見せています。 

金利変動が大きいのは失業率から見て完全
雇用状態にあり、統計が始まった 2000 以来
初めて求人数（670 万人）が求職数(630 万人)
を上回り、遅れていた賃金も上昇気配となっ
ている背景があるものの、一方米国の実質金
利が米国債へのリスク避難で 5 月に 1%近くま
で急騰後 0.75%前後に縮小しましたが、昨年
秋以降に比べ 0.25％以上高いためドルが堅
調。原油価格も一時の$72 から$65 まで低下
するなど、短期的にインフレの懸念が薄らい
でいます。金利は国際政治に揺れ動かされて
いるようです。イラン核問題、北朝鮮(金利上
昇)、関税をめぐる貿易紛争(金利低下)など。
とくに友好国との貿易摩擦は米国経済にとっ
て大きな懸念材料です。現政権は選挙前に
むしろ強硬姿勢を強める可能性が高く、各国
も選挙後には米国の交渉姿勢が軟化すると
見ているでしょうから、11 月の選挙前に貿易
摩擦が解決する可能性は小さいでしょう。 

最悪のシナリオは貿易戦争に発展、一方、
北朝鮮、イラン問題が悪化、軍事的緊張が高
まり原油や資源価格が急騰、経済鈍化と物価
上昇の 2 重苦況となること。そうなると消費者
の先行き不安が高まり、消費控え、金利上昇
とのダブルパンチで不動産不況再来の可能
性もあります。中国との貿易、知的財産などの
問題は根が深く、さらに南シナ海の軍事緊張
など国際主導権を巡って長引きそう。 

米国の経済政策は安定成長を目指すべき
で、完全雇用状態下では月 20 万人の雇用
増は多すぎインフレ圧力となるため、15 万人

平均が望ましい。今年の税制改正は赤字償
却ルールも含め大企業に恩恵が大きく、米国
の新産業育成のため、スタートアップビジネス
を優遇する税制の調整変更が望まれます。ま
たマクロ的には政治的損得を超えて財政赤
字の改善に取り組んで欲しいものです。 

パロスバーデス住宅市場 
4 月下旬から増え始めた一戸建て契約数が

5 月中旬に一時タレたものの、第 4 週に 26 件
契約後、最終週には僅かに 9 件とヒヤッとさせ
られました。しかし金利低下も手伝い契約数
が再び急増しています。問題は契約数は極
端な増減が続き、また価格帯、地域別のハ行
性が強く、直近の販売予測が難しい状態で
す。住宅ローン金利急騰でヒヤッとする場面も
ありましたが、いまは安定しており契約数も戻
しています。 
一方、新規リスティングは継続的に大量に出

てきています。その背景には価格が上昇して
いることがあります。価格の右上がりの延長線
上で高値のリスティングする物件が多く、販売
中物件の値段を見ると、どうしても高く値付け
しまうのでしょう。この傾向は 100 万―150 万ド
ルの物件に顕著です。問題は需要やバイヤ
ーの状況ではなくセラー間の競争になってお
り、販売が新規リスティング数に追いつかず、
市場在庫が急増しています。4 月末に 160 件
だったものが、今は 200 件に達しました。価格
は確かに上昇していますが、エスクロー中間
価格が年初から 23％も上昇し、とくに 5 月下
旬からの急騰は販売が滞る中での値上がり、
この組合わせは株式市場でも危険信号で
す。エスクロー価格と販売中物件価格の乖離
も拡大しています。今後販売が増えればエス
クロー中間価格も落ち着くと予想しています。
5 月の一戸建て契約数は 75 件で 2017 年

（87 件）、2016 年（83 件）を下回りました。クロ
ーズベースでも 63 件と過去 2 年を下回って
います。5 月は例年最も売れる月なのです
が。結論として今春の住宅市場は一寸先は闇
と言うのが適切に感じられます。 
タウンハウスとコンドは依然として好調が続い

ています。タウンハウスは一戸建てに連れて
価格も上昇していますが、そろそろ頭打ち。コ
ンド価格は強基調。 

 

金利 
今度は急落 

販売大きく変動

取引キャンセル！ 
エスクローが駄目になる理由は従来ローンが

うまく行かないケースが多かったのですが、最

近は外国のバイヤーがメンテナンスの類まで

すべてセラーに要求し、紛糾の結果キャンセ

ルとなるケースが出てきています。修理をした

くない、或いはできない事情のあるセラーは

バイヤーにクレジットを提案し合意するのが

普通ですが、外国からのバイヤーは自分で

修理ができないこともあり簡単にいきませ

ん。言葉の問題でインスペクション・リポート

をよく理解できないことも理由の一つです。

また外国のバイヤーは合意事項を尊重せ

ず、自分の要求をゴリ押ししてくるケースが

多く、特に長年住んだ家を売るセラーはビジ

ネスとして割り切れず「こんなバイヤーには売

りたくない」と感じるのは当然でしょう。 
取引をキャンセルした場合、インスペクショ

ンリポートの中で次のバイヤーも問題にする

ような重要な課題はすぐリスティングを市場

に戻すとしても、修理しておくことが重要で

す。キャンセルしたリポートを新しいバイヤー

に出さなくてはならず、バイヤーの要求で修

理する場合、ラインセンスのある高いコントラ

クターを使う必要があり、Permit も要求され

るケースもあります。事前に修理しておけば

信頼できるハンディマンで安くできます。勿

論、きちんとしたインボイスなどで修理が完

了した証拠を見せなければなりませんが。後

は新しいバイヤーのインスペクターが検分して

OK すればよいと言うことになります。 
NHD などのリポートやセラーの個人情報や

Disclosures は再使用可能です。 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please Contact Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 06/07/18) 

 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
727 Silver Spur Rd. Suite 205 
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 

Rent Control 拡大されるか 
1995 年に発布された The Costa–Hawkins Rental Housing 
Act は各市が Rent Control を施行する際、一戸建て、 タウ

ンハウスやコンドなど個別保有される物件を除外、また新

テナントには自由に新家賃を設定できるという除外法律

です。LA エリアではロスアンゼルス、W ハリウッド、サンタモニ

カの三市が家賃規制をしていますが、サンペドロ、ハーバ

ーシティ、ウィリミントンなどもロスアンゼルス市なので規制

対象です。主にアパートを対象としていました。 
近年の家賃高騰を受け、市民グループが必要な数の署

名を集め、Costa-Hawkins 法を破棄すべく 11 月の投票で

Proposition と し て 州 民 に 是 非 を 問 う こ と と な り ま し

た。”Vacancy Control” 空家(室)に規制が及ぶと、新しいテ

ナントも市場家賃レートを下回ることになり、大家にとって

は打撃となります。市民グループの目的はこの Vacancy 
Control にあると見られますが、Costa-Hawkins 法が破棄さ

れると、一戸建てなど個別保有物件も対象となります。 
基本的に州政府が各市に Rent Control を許容するの

で、州政府による家賃規制ではありません。規制をするか

どうか、また Costa-Hawkins 法が破棄された後、３市が規

制強化するかは市の採決によります。現テナントが出た

後、修繕やリモデルのコストをどう取り扱うかは各市の条

例で決まることになるでしょう。 
WSJ によるとすでにアパートなどを売却、買い控えの動き

が投資家の間で出ています。PV や Torrance は家賃規制

がないので関係ないと安心できません。もし 11 月の Ballot
が通り、3 市が規制強化に動けば、ロス地域全体の家賃

を押し下げることになります。賃貸目的の投資が減少す

れば住宅住宅価格にも影響がでるかも知れません。

Notary Public (公証) 無料サービス 

PV Estates 5000sf、Ocean View のリース物件 
Via Coronel の 4956ｓｆ、5 ベッドルーム、Ocean View とプールの

ある一軒家のテナントを募集しています。家賃は月$7500。 

白いモダンな外観の家です。ご覧になりたい方はカタリーナ 

(310-365-6309)まで。 

 

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、天井のブツブツ除去など家の修繕や

リフォームに必要な人をご紹介できます。  
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。 




