
前号では、ハワイ州が実施している自
宅および滞在先での14日間の自主隔離を
9月1日まで延長することをお伝えしまし
たが、ホノルルの状況は一向に好転せ
ず、感染者数は1日100人を超え、現在は
ほぼ毎日のように200人台に増加してい
ます。
ハワイ州全体の感染者数は7,000人を

超え、そのほとんどがホノルルを中心と
したオアフ島（ホノルル市郡：City and 
County of Honolulu）です。オアフ島の
人口は100万人なので、東京の感染率
（感染者数÷人口）と比較すると、どれほ
ど増加しているかお分かりでしょう。ホ
ノルルは、全米で最も感染者が少ない都
市から、米国本土と同様に、そして日本
やヨーロッパ諸国の一部で始まった2次感
染の真っ只中の状態になってしまったよ
うです。
カリフォルニア州などでは、今でもレ

ストランの店内営業が禁止されています
が、ハワイはどこよりも早く、CDC（疾
病予防管理センター）が公表した感染防

止ガイドラインを基に、ソーシャルディ
スタンシング（social distancing）や来
店人数の制限を実施したことで、6月5日
からレストランの店内営業を再開しまし
た。
しかし、7月4日の独立記念日前後を境

として、感染者が拡大し始めました。そ
こで、カーク・カルドウェル ホノルル市
長（Mayor Kirk Caldwell）はデーヴィッ
ド・イゲ ハワイ州知事（Governor 
David Ige）と協議し、感染の中心地であ
るオアフ島に条例を施行しました。
まず、8月9日の午前零時から「お互い

を気づかい、集まらない(“Act With Care 
- Do Not  Gather”)」条例を発効し、ハ
ワイの慣習である家族など大人数の集ま
りを10人以下に限定しました。そして、
オアフ島にあるハワイ州管轄の１８か所
とホノルル市郡管轄の303ヶ所の公園・
ビーチの全てを閉鎖しました。これによ
りハイキング、ビーチでテントを張った
ピクニックやBBQ、ビーチでの日光浴が
禁止になっただけでなく、ビーチでの

ジョッギング、自転車やスケートボー
ド、散歩までが禁止となりました。
例外として、ビーチや公園の通過、

ビーチでの釣り、水泳、サーフィンやパ
ドルボードなどの海のスポーツは除外に
なりました。
さらに感染者数は増加し、13日の木曜

日にはハワイ州で1日あたり最高の感染者
数355人を記録しました。PCR検査を実
施する場所も増えてきましたが、ハワイ
の生活習慣である大人数の集まりにおけ
るクラスター感染が増大していることが
原因のようです。特に、人口のわずか4％
しかいないポリネシア系のパシフィック
アイランダーが感染者全体の30％を占め
ており、次いでフィリピン系が17％と突
出しています。

ハワイ州知事は18日に、9月1日まで
実施する州外からの訪問客への14日間の
自主隔離政策を10月1日まで延長しまし
た。また州内の移動についても、3月の

（次ページに続く）
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8月27日にホノル
ル市長から発令さ
れた「ステイ・
アット・ホーム 

(Stay-at-Home)」
条例により、誰も
いなくなったカピ
オラニパーク。後
方は、ダイヤモン
ドヘッド。オアフ
島全ての公園や
ビーチが閉鎖され
ています。
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オアフ島再びロックダウン！
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ロックダウンと同様に各島での14日間
の隔離実施を再
通告しました。

オアフ島の
感染者は、8月
1日から18日ま
でに3,000人を
超えており、こ
れは3月から7
月までの感染者
数全体を上回っ
ています。
19日の午前

零時には、オア
フ島で「今こそ
行動をホノル
ル、パーティー
禁止 ( “ A c t 
Now Honolulu 
- No Socia l 
Gatherings”)」
の新条例を施行
しました。

新条例では、
①　 教会など

での礼拝時はマス
ク着用を義務化、
礼拝時の合唱など
の禁止
②　 レストラ

ンの来店人数は1
グループ5名（以
前は10名まで）
まで
③　 勤務先の

ビジネス関連ミー
ティングや食堂、
フードコーナーの
閉鎖
などが追加さ

れました。特にビ
ジネスでは、さら
なるリモートワー
ク （ r e m o t e 
work：日本での
呼び方はテレワー
ク）の推進と、そ
れが不可能な場合
には時間差勤務な
どを促していま
す。

屋外のアトラク

ション、ウォーターパークや沖合での
レクリエーショナル・ボーティング
（遊覧船：recreational commercial 

boating）は営業可能ですが、グループ
参加は5名までです。
8月16日からの1週間で感染者が

1,400人に増加し
たことから、医者
で も あ る ジ ョ
シュ・グリーン副
知 事 （ L t . 
Governor Josh 
Green）の要請を
受け、ハワイ州知
事とホノルル市長
は27日の午前零時
からオアフ島に限
り2週間のロック
ダウンを指示しま
した。状況によ
り、さらなる延長
もあります。3月
と同様に、レスト
ランやヘアーサロ
ンなどは閉鎖にな
り、レストランは
デリバリーかテイ
クアウトのみの営
業になりました。
ハワイ州で必要不
可欠な活動やビジ
ネスを除いては、
基本的には在宅勤
務＆自宅待機にな
りました。
8月も終わります
が、今年は春も夏
も新型コロナウイ
ルス感染症対策で
過ぎ去ってしまっ
たようで、秋には
収束に向かって少
しでも状況が好転
することを祈るば
かりです。カルド
ウェル市長が述べ
ていたように、ま
ずは市民一人一人
がするべきことを
する時期だと思っ
ています。

Source: Honolulu 
Star Advertiser.



7月の全米の既存住宅販売は、６月に
続いて大幅なプラスを記録しました。前
年同月比で北東部の販売戸数が減少した
ことを除けば、４地区すべてで前月比の
販売戸数と中間価格、さらに前年同月比
の販売戸数と中間価格が上昇しました。

7月の既存住宅全体（戸建て、コンド
ミニアム、タウンハウス＆コープ等）の
販売は、6月を24.7%上回り、季節調整済
の販売戸数は586万戸になりました。こ
れは、統計を取り出してから最大の増加
率で、今までの記録は前月の6月の20.7%
でした。前年の販売戸数539万戸と比較
すると、8.7%
増加しました。

全米リアル
タ ー 協 会
（NAR）のチー
フエコノミス
ト、Dr.ローレ
ンス・ユン氏
は、「住宅市場
は、新型コロナ
ウイルス感染症
によるリセッ
ションからの回
復期を経て、従
来の健全な市場
に戻った」と語
り、「今では多
くの企業がリ
モートワークを
実施し、郊外の大きな家を望む消費者も
増えており、この傾向は2021年まで続く
だろう」と指摘しています。

既存住宅全体の中間価格は304,100ド
ルで、前年7月の280,400ドルから8.5%
上昇し、すべての地区で上昇しました。
コロナ禍であるにもかかわらず、中間価
格は101ヶ月連続で上昇しています。全
米の中間価格が30万ドル台を超えたの
は、これが初めてです。

７月末の全米の在庫数（inventory：
販売可能な物件数）は150万戸で、前月
から2.6%の減少、前年７月からは21.1%
減少しました。現在の販売ペースで全て
の在庫を売り切るまでに3.1ヶ月かかるこ

とになりますが、6月の3.9ヶ月分、前年
７月の4.2ヶ月分と比べると、さらに減少
しています。

在庫数は5～6ヶ月が一般的で、市場が
順調に動いているバロメーターになりま
す。7ヶ月を超えるとリセッションに近く
なり、9ヶ月以上はリセッションです。反
対に5ヶ月を切ると、市場が好調であると
いう証拠です。

ユン氏は、「極端に販売可能な物件が
少ないと、価格に影響を与える」と指摘
します。

また、「新規物件は増えているが、住
宅ローンの金利が史上最低になっている
ことから、物件が市場に出た段階ですぐ
に売れてしまうため、もっと多くの物件
が必要になっている」とも述べていま
す。

物件が市場に出てから成約されるまで
の日数（DOM：Days on Market）は、
平均で22日でした。6月の24日よりもさ
らに短くなっており、前年7月の29日と
比較しても、市場が好調であると言えま
す。全体の68％の物件が、販売開始から
1ヶ月以内に成約されています。

一時取得者層が全体に占める割合は
34％で、6月の35％からは減少しました

が、前年７月の32％からは増加しまし
た。この層の通年の割合は33％です。

セカンドホームバイヤーまたは投資家
の割合は15％で、その多くが現金取引で
す。6月の9％、前年7月の11％と比べて
も増加しています。全体に占める現金取
引の割合は16％で、前月と変わりません
が、前年７月の19％からは減少しまし
た。

販売が困難な物件（D i s t r e s s ed 
Propert ies）の数は、フォークロー
ジャーやショートセールスを含めて１％

で 、 6 月 の
3％、前年７月
の2％と比較し
ても、マーケッ
トが健全である
ことを示してい
ます。

2020年のNAR
会長のヴィン
ス・マルタ氏
は、「新型コロ
ナウイルス感染
症が引き起こし
たリセッション
の環境下でも、
消費者はマイ
ホームを求めて
いる。米国経済
の完全復活まで

には時間がかかるが、米国経済の基盤の1
つである住宅産業が、経済回復を牽引す
る1つの大きな歯車になると確信してい
る」と語りました。

住宅金融の要となっている公社、フレ
ディマック（Freddie Mac：連邦住宅貸
付抵当公社）の30年ものの固定金利は、
7月は3.02%になり、6月の3.16%から下
り、前年7月の3.94%からも一段と下がっ
ています。8月には3％を切り、史上最低
になりました。

(次ページに続く)
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全米の既存住宅市場は完全に回復



(前ページから続く)
戸建て、コンドミニアム＆コープの販売状況：
物件のタイプ別の販売を見てみると、戸建
ての季節調整済販売戸数は年間で528万戸に
なり、6月の426万戸から23.9%も増加し、
前年７月との比較でも9.8%増加していま
す。中間価格は307,800ドルで、前年7月か
ら8.5%上昇しました。

コンドミニアム＆コープは、同様に年間
58万戸ペースになり、前月から31.8%増加
しましたが、前年７月とは変わりませんでし
た。中間価格は270,100ドルで、前年７月
から6.4%上昇しました。

地区別の販売状況：
４地区の販売戸数は2ヶ月連続で前月比増
になり、中間価格は前年７月と比べて４地区
で上昇しました。
北東部の年間販売戸数は6月比で30.6%増
加しましたが、前年比では5.9%減少してお
り、年間で64万戸ペースです。中間価格は
317,800ドルで、前年７月から4.0%上昇し
ました。
中西部の年間販売戸数は139万戸になり、
6月から27.5%の増加、前年7月から10.3%
増加しました。中間価格は244,500ドル
で、前年７月から8.0%上昇しました。
南部は、年間ベースで19.4%の上昇で259
万戸となり、前年比でも12.6%増加しまし
た。中間価格は268,500ドルで、昨年7月か
ら9.9%上昇しました。
西部の年間販売戸数は124万戸になり、6
月を30.5%上回り、前年比でも7.8%増加し
ました。価格は453,800ドルで、前年比で
11.3%上昇しました。

Source: NAR
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1. 　ウォールマートの斜向かいに建設中のコンドミニアム「アズーレ (Azure Ala Moana)」は、来年完成予定です。　2.  ハワイの老舗の和菓子屋さ
ん「ニッショウドウ」のピーナツバター餅は、小ぶりで上品な美味しさです。 3. 　アラモアナセンターの山側に建設中のコンドミニアム「セントラル
アラモアナ (Central Ala Moana)」（2021年完成予定）。 4. 　アラモアナビーチで釣りをしている人に、釣った魚を見せてもらいました。スープに
合う魚のようです。 5. 6. 　ワードビレッジに建設中の大型コンドミニアム「アアリイ(‘A’ali’i)」（2021年完成予定）。 7.  ホノルル市長がステイ・
アット・ホーム第二弾を発令した後も、イーストワイキキのゴールドコーストエリアには路上駐車の長い列がありました。 8. 　「関西大和」のピーナ
ツバター餅は、ずっしりとして食べ応えのある美味しさです。 9. 　アメリカ産のシュガーキスメロン。ジューシーで甘みたっぷりのこのメロンはハワ
イでは滅多に見かけませんが、日本食材を取り扱う「ニジヤ」さんで期間限定販売していました。 10. 　アラモアナビーチパークは人の往来がなくな
りましたが、ワイキキビーチは観光客の代わりに地元民で賑わっています。
編集後記： ホノルルは8月も引き続き、島外からの訪問者に2週間の自主隔離を義務付けて
おり、国際線は帰国できなかった乗客の救済便として、限られた便数が運航されるようで
す。　 飲食店の屋内営業は徐々に再開されましたが、8月27日にホノルル市長がステイ
アットホーム第二弾を発令したため、27日からの営業はテイクアウトとデリバリーのみと
なりました。　公立学校は5ヶ月間の自宅学習と夏休みを経て、8月17日から再開したばか
りでしたがオンラインの授業に切り替えられ、不動産業業界はオープンハウスを控えるよ
う通達されました。


