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自然災害発生後の対応と
生活再建のために知っておくべきこと

賃貸経営
アラカルト

ナー）を開設しております。専門相談員が賃貸住宅経営に関する
ご相談に無料で応じておりますので、是非ご利用ください。

意識を変えて安定した賃貸経営へ

改正
「入管法」が与える影響

不動産情報の専門家さんお願いします
賃貸トラブル法律講座〈特別編〉

最新住まい探し動向と入居者ニーズ

「改正民法」の要点を再確認
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経費が
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初動対応や被災後の再建について、知っておきたいことを解説します。

つ 。賃 貸 管 理 のプロとして金 融 機 関 、業 界 団
動産関連の法規に詳しい。

体、大家さんの会等での講演も多数。

監修

仲 介・管 理 の 現 場で2 0 年 以 上 のキャリアをも
近な法 律 相 談にも応じる同 会の常 任 理 事 。不

は自治体の役所ですが、公民館な

現場確認・撮影
すぐに管理会社に連絡を

現場の写真撮影です。各種支援制
度の適用申請や保険金請求には、
被害状況を証明する写真が非常に

災害時は自分や家族の安全確保が

の自然災害が発生しやすい日本。
況を報告します。管理会社はその

ーナー自身を含めた安否や被害状

確認後は管理会社に連絡し、オ

役に立ちます。

最優先となりますが、賃貸オーナ
情報をもとに、適切な対応に向け

諸外国に比べ、地震、台風など

ーとしては入居者や所有物件の被
ただし、確認が大切といっても

て動き始めることができます。

「災害時、 オーナーの方にまず行
危険なエリアには絶対に近づかな

害状況も大変気がかりです。
っていただきたいことは大きく分
いこと。無理をせず、状況が落ち
着くまで待ちましょう。

けて２つです。 つ目は被害状況
の確認と、管理会社への連絡。２
つ目は、自治体や保険会社への各
種申請・手続きです」
（伊部さん）
１つ目の被害状況の確認とは、
入居者の安否確認と物件の現場確

□ 保険会社へ保険金請求の手続き

認のこと。災害時は管理会社も対
応に追われており、全ての物件の

□ り災証明書発行の手続き

現場確認を迅速に行うのは至難と
いえます。管理会社の連絡を待っ
ているだけではその後の対応がど
んどん遅くなるため、自ら動くこ
とも必要です。物件が確認しやす
い立地にあるオーナーは、入居者
の安否や建物の被害状況を率先し
て確認しましょう。
その際、忘れてはならないのが

□ 現場の写真撮影

建物の安全性を確認してもらうと

件を建築した建築会社に依頼して、

地震の場合は、可能であれば物

床上浸水などは入居したまま修繕

後は建物の状況に合わせて対応を。

者に避難を促すことも重要。被災

ている際、危険がおよぶ前に入居

る程度予測可能な台風などが迫っ

自主管理や一般管理の場合、あ

者に各住戸の損傷を報告してもら

なお、記入用紙を作成し、入居

治体の動向も注視しましょう。

答をせず、管理会社と相談して自

変わるかもしれません。安易な回

を設けた場合は、入居者の動向が

が、自治体が住居に関する支援策

各種申請・連絡です。
物件が保険に加入している場合

ため、できるだけ早く申請を。

は保険会社に被災した旨を連絡し、
良いでしょう。これを行っておく

することが難しいため、退去して

は、保険会社や建築会社などへの

請求手続きの指示を受けます。
と、入居者から聞かれるであろう

ボディシート

自治体が発行する「り災証明

301の○○さん宅へ
避難してください！

書」は自宅、物件ともに入手する

水のいらない
シャンプー

うことも忘れずに。数年後の退去

せが殺到することも考えられます

題ないか、入居者からの問い合わ

が あ り ま す （ ※ ）。 住 み 続 け て 問

□ 管理会社への安否・被害状況の連絡

もらう場合もあります。また、居

避難を促し、
自治体の支援動向も注視

□ 入居者の安全確保
準備し
役に立ておくと
ちます
！

カセットコンロ

「このまま住んでいて大丈夫？」

どに臨時窓口が設けられることも

□ 現地の現況確認
（ただし安全優先で）

1

地震発生直後は「住み続けて大丈夫か？」
という入居
者様からのお問い合わせが殺到します。そのため、応
急 危 険 度 判 定による建 物の安 全 確 認と、入 居 継 続
可否の判断を急ぎました。あわせて被害状況確認書
を作成して各住戸に投函し、安否や建物損傷の情報
を収集。なお、大地震では入居の有無を問わず給水
の止水栓を閉め、開けないように張り紙することをお
すすめします。水 道 復 旧 後 、給 水 管の気づかない破
損による漏水を防ぐためです。そのほか、物資では水
や食料に加え、ボディシートや水のいらないシャンプー
などが役立ちました。

の際、被災と被災以外での損耗を

（現・大阪支店支店長 中村 一彦 さん）

住継続可能でも建物に使えない部

ハウスメイトマネジメント熊本支店の対応事例

との問い合わせに対応する際の判

災害発生直後は、オーナー様と入居者様の安否、お
よび管理物件の現場確認と写真撮影などの情報収
集に奔走しました。水災が多発したため、
「床上浸水」
「 床 下 浸 水 」などの被 害を地 図に記 録し、状 況に応
じて修 繕 相 談や入 居 者 様の退 去 手 続きを実 施 。台
風は予測できる災害なので、管理物件の中にはオー
ナー様が入居者様同士の間に入り、
１階の方を３階
のお宅に避難させたケースもありました。災害時は管
理会社も人手が足りず対応に限界があるのですが、
積極的に行動してくださったオーナー様も多く、大変
助けられました。

ようにしましょう。支援制度の申

2016年4月熊本地震による被害時

あります。発行には時間がかかる

まず、最初にやるべきこと

株式会社ハウスメイトマネジメント
シニアコンサルタント 伊部 尚子 氏

吉田 健 氏
埼玉司法書士会
常任理事・企画広報部長

ま す 。「 り 災 証 明 書 」 の 申 請 窓 口

いざというとき、賃貸オーナーはどのような行動を取るべきなのでしょうか。

明確にすることができます。

保険・り災証明の手続きや
建物の安全確認も

司法書士業務の適正を図り、相談センターで身

水が！
！

速やかに取るべき行動の２つ目

日本の国土は震災、水災、風災など、さまざまな自然災害のリスクを抱えています。

分が生じれば、賃料減額の可能性

（郡山支店管理営業課チーフ 佐々木 猛 さん）

断材料になります。

ハウスメイトマネジメント郡山支店の対応事例

請や保険金請求の際に必要になり

実際の災害現場で
こんな対応を行いました！
管理会社に
聞いた！
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初動②

初動①
入居者
対 応

自然災害発生後の対応と
生活再建のために
知っておくべきこと
2019年10月台風19号による被害時

万が一のときに備えて早めに対策を！

Special Feature

※本誌 13 ページ「③一部減失による賃料減額」も参照ください。

居者の退去手続きも行う。

合がありますし、金融機関では融

が住めない状態になった場合、管理会社は入

防災の意識を持ち
保険の契約内容を知る
災害時、サブリースの管理会社は、オーナーお
よび管理物件の被害状況と入居者の安否確

心がけることが望まれます。

ーションが取れるよう、日頃から

ろん、入居者と円滑なコミュニケ

ります。契約や保険の理解はもち

程度把握しているかで大きく変わ

ナーが物件や入居者の状況をどの

な行動を取れるかどうかは、オー

者と賃料の協議が必要。その場合、修繕完了
までの期間は賃料減額が基本となる。

資返済に猶予が設けられることも
自然災害はいつどこで発生する
かわかりません。重要なのは、日
頃から災害への意識をもち、でき
る備えを行っておくことです。

ためて確認を。多くの場合、物件

認などの情報収集を行う。ただし、非常事態な
のでオーナー自ら確 認する意 識も必 要 。建 物

あります。状況に応じて、担当の
税理士や金融機関に相談すると良
いでしょう」（吉田さん）
一方、被災者の生活に対する国
や自治体からの支援として知られ

そして、所有物件に対してぜひ
が居住用として使用できなくなっ

サブリース契約で賃貸経営を行

ば請求は難しい。建物の安全性を確認できて

物件は保険が頼り
自宅は支援金給付の対象に

大規模な災害が発生したときは
安全確保が第一ですが、混乱が落
ち着いてきた頃に課題となるのが、
生活や事業の再建です。
防災の基本は、個人では水や食
料などの非常用グッズをまとめて

ているのが「被災者生活再建支援
制度（以下・生活再建支援制度）
」
おき、すぐに持ち出せるようにす

では、所有物件が甚大な被害に
遭ってしまったとき、行政による
です。災害時、自宅のあるエリア

明書をはじめとする必要書類を提

とコミュニケーションを取ること

賃貸オーナーを支援する制度はあ

物件のあるエリアが生活再建支

ること。さらに賃貸オーナーとし

制度は設けられていないのが現状
援制度の対象になったときは、入

がこの制度の適用対象になれば、

です。被災事業者に用意されてい
居者は支援金受け取りを申請する

るのでしょうか？

るのは、通常より有利な条件で建
ことができます。また、賃貸用の

ては、非常時にスムーズな安否確

て直し資金を貸し付ける制度や、
物件そのものの被災はこの制度の

生活基盤を立て直すための支援金

補助金制度などです」（吉田さん）
対象になりませんが、物件の一部

「残念ながら、 国や自治体が被災

しかし、貸付制度はあくまで貸
がオーナーの自宅なら、オーナー

「最も現実的なのは民間の損害保
出します。物件自体は生活再建支

やっておきたいことが、適切な損
たときは、
「サブリース契約を解消」

っていると、一般的に所有物件や

見て判断すると良いでしょう。

建物の安全性が確認でき、住み続けられれば

認ができるよう、普段から入居者

付なので返済の必要があります。
の自宅部分が対象となります。

険の補償です。被害が補償の対象
援制度を利用できなくても、り災

害保険への加入です。
または「修繕完了まで賃料支払い

入居者に関することは、管理会社

なお、
水害リスクの高さや補償の必要度合いはハザードマップなどを

被災後の賃料はどうなる？

を受け取る申請ができます。

また、賃貸経営の事業者が利用す

と認められれば、保険金を再建に
証明書は保険金請求に有効なこと

自治体に申請する際は、り災証

活かすこともできます。ほか、税
もあるため、自宅・物件ともに必

「ところが、 中には保険に加入し
停止」 とする条項が含まれていま

にまかせきりになりがちです。し

リアにある場合は、
加入保険の補償に水災が含まれるか確認を。

？Q

るのは難しい場合もあるとのこと。

制面では税金の納付・申告期限の

ているかどうかもわからないオー
す。入居者の退去が必要になれば、

ず入手しましょう。

ナー様もいらっしゃいます。加入

最後に、災害時に迅速かつ適切

絡先も明確にしておきましょう。

金の相談先となる税理士などの連

談先となる弁護士や司法書士、税

の窓口、サブリース契約などの相

ずにすみます。また、保険金請求

ておけば、いざというときに慌て

は、関連する自治体の窓口を知っ

生活再建支援制度の申請について

い応急危険度判定やり災証明書、

被災後の対応や再建に欠かせな

となるでしょう。

が行動する意識を持つことが必要

分担にこだわらず、オーナー自ら

相談をこまめに行いながら、役割

複した動きを取らないよう報告や

界があるのも事実。管理会社と重

かし自然災害という緊急事態にお

各自治体等によっても異なるが、税金の納付・申告期限の猶
予や、一定金額の所得控除などの措置がある。

解約にかかわる手続きは管理会社

延長や一定の控除が認められる場

◉税制面での優遇

の有無はもとより、加入している

合、 管理会社との契約内容もあら

生活再建の資金を自治体が貸し付ける制度。一般的な貸付
よりも有利な条件で借り入れできる。

いては、ほとんどの場合、管理会

も大切です。

◉災害援護資金
（貸付）

日頃から物件や
入居者の現状把握を

生活基盤を立て直すための支援金。自宅が被災したオー
ナーや被災物件の入居者は申請可能。

が行いますが、 オーナーはそうし

ション扱いになっているものも多いです。物件が水災リスクの高いエ

も、被災によって使えない部分が生じたら入居

事業再建の備えは損害保険の加入が現実的。
保険の補償やサブリースの契約内容は、きちんと把握しておく。

◉被災者生活再建支援制度

保険の補償内容もきちんと理解し

保険商品の多くは基本の補償に風災が含まれますが、
水災はオプ

賃 料 請 求は可 能 。逆に、住めない状 況になれ

災害時は管理会社も対応の限界があるので、自ら動くことも必要。
待っているだけでは対応が遅れてしまう。

国や自治体による被災支援制度の一例
心構え

社も被災者です。そのため、管理

ては
害につい
※水災 象外に
補償の対
なります

た事態が起こり得るという心積も

険
〇×保 明書
項説
重要事

ておきましょう」（伊部さん）

ht tps://di saportal.gsi.go.jp /

物件への対応範囲やスピードに限

しておきたいのが、
所有物件が加入している保険の補償内容です。

A トピックス
サブリース会社が
？Q対応してくれることは？
災害で賃貸オーナーが取るべき初動の基本は、
「入居者や建物の状況確認と管理会社への報告」
「り災証明書、保険などの手続き」

備え

事業者に再建資金などを給付する

ハザードマップポータルサイト

りをしておくと良いでしょう。

契約関連では、 サブリースの場

風災、
水災を引き起こす台風や豪雨災害の頻度が高まる中、
確認
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風災と水災は補償が違う

気になる Q &
ま と め

再建

保険の
範囲に
注意！

自然災害発生後の対応と生活再建のために知っておくべきこと

Special Feature

意識を変えて安定した賃貸経営へ

改正「入管法」が与える影響

は、ひとことでいうと「日本国内

施行されました。この改正の目的

び難民認定法（入管法）の改正が

２０１９年４月１日、出入国及

「このまま何も対策を講じなけれ

ているといえます。

り、看過できない状況になってき

人を超えるとの推計（※１）もあ

したが、２０２５年には５００万

農業、建設など 分野での単純労

能は人材不足が顕著な外食、介護、

技能１号・２号」を新設。特定技

特定技能新設で増加が加速
賃貸需要も高まる見込み

法 改 正により 、今 後 ま す ま す 増 える と 予 想 さ れる日本の在 留 外 国 人 。
外 国 人に部 屋 を 貸 すのは当 た り 前 と なる 時 代へ向 けて、
賃 貸 オー ナーはど んなこ と を 心 得 て お くべき か専 門 家に聞 き ま した 。

以来、初めて 万人を割り、少子
化は加速する一方。２０１７年の

における外国人労働者の受け入れ
ば人材不足がますます深刻になり、
働を認める資格で、２０１９年か

日本の人材不足は約１２０万人で

拡 大 」。 こ れ ま で 外 国 人 労 働 者 の
経済の衰退などの事態も懸念され
らの５年間で約 万人を受け入れ

法改正で受け入れを拡大
背景には深刻な人材不足が

日本在留資格取得は高度なスキル
ます」（尾﨑さん）

改正では新たな在留資格「特定

イントを見てみましょう。

ここで、昨年の入管法改正のポ

をもつ人材に限定されていました

る内容となっています。

外国人が働けるよう、間口を広げ
正はその対策の１つであり、外国

の確保が欠かせません。入管法改

従来と視点を変えた多様な働き手

年６月末時点の人数は、過去最多

のペースで増えており、２０１９

者、留学生など）は年間 数万人

「国内の在留外国人（中長期滞在

る予定です。

「今回の改正の背景にあるのは、
人労働者の受け入れ拡大によって、
の約２８０万人でした。今後は新

こうした現状を打開するには、

昨今の少子高齢化などによる働き
今後の日本経済成長を支えること

が、いわゆる単純労働においても

手の不足です」（尾﨑さん）
設の特定技能の運用によって、現

また、自治体や企業の支援体制

ば問題ありません」
（尾﨑さん）

が期待されています。

２０１９年の出生数は統計開始

在のペースに上乗せして年間 万
人近くの受け入れを予定している

日本人の入居者同様に、何かあれ
ばしっかりコミュニケーションを

外国人の賃貸住宅需要が高まるこ

ころが必要です。外国人の増加は

とながら、日本で働くには住むと

働者の拡大施策ですが、当然のこ

人材不足の解消を図る外国人労

人となるなどの支援や生活面での

が賃借人となる、または連帯保証

れる外国人の住居について、自ら

るほか、企業は特定技能で受け入

国人向けの総合相談窓口を設置す

「自治体が全国約１００カ所に外

言葉の壁が心配との声もあります

は『なんとなく不安』というもの。

「外国人を敬遠する理由の多く

居を断られた」と回答しています。

約４割が「外国人という理由で入

本で家探しの経験がある外国人の

法務省の調査（※２）では、日

想されます。人口減の日本で安定

など幅広い賃貸需要が高まると予

で、いずれはファミリーでの入居

のうち２号は家族を帯同できるの

イメージがありますが、特定技能

在留外国人というと単身来日の

暮らせると思います」
（尾﨑さん）

取ることで、お互いに気持ちよく

とも意味しており、賃貸オーナー

サポートが義務付けられています。

多様化する社会に向けた
オーナーの心構えは？

にとっても非常に身近な存在とな

した賃貸経営を続けるためにも、

❶

が、日本語を話せる外国人は増え

「特定技能」の新設で、在留外国人は増加の
見込み。背景にあるのは深刻な人材不足。

これらの体制も、賃貸オーナー様

も整備されているとのこと。

特 定 技 能

まとめ

りそうです。

が充実するようなサポートが大切です。

増加の流れをチャンスととらえ、

れの際は分け隔てなくコミュニケーションを取り、
日本での生活

ていますし、特定技能で就労する

的で、
より多くの日本人とのふれあいを求めています。受け入

の安心につながるのではないでし

きになるという方も多いです。彼・彼女らは総じて日本に好意

意識を変えていくことも大切です。

カルチャーをはじめとする日本独自の文化に惹かれて日本を好

人は一定の日本語能力があります。

つきっかけの1つです。
また、
アニメ、
マンガ、
ゲームなどのサブ

在留外国人は日本が好き
改正では支援体制も充実

❷企業による外国人労働者への生活支援も充実。
日本語能力のある外国人も増加。自治体や

では、日本の在留外国人とはど
のような人たちなのでしょうか？
「日本に来る外国人の方はとても
好意的。日本の文化が好きで住み
たいと思い、夢や憧れをもって来
日されています」（尾﨑さん）
とはいえ何らかのトラブルを懸
念し、外国人の入居に躊躇する賃

法人契約や企業が連帯保証人になる場合も。
安定経営に向けて意識改革も大切。

❸

貸オーナーも少なくありません。
「トラブル原因の多くは、 言葉や
生活習慣の違いです。しかし、日
本独自のごみ出しなどはルールを
知らないからできないだけで、き

海外における日本企業の活躍は、外国人が日本に興味をも

ょうか」（尾﨑さん）

ことになります」（尾﨑さん）

株式会社グローバル
トラストネットワークス
尾﨑 幸男さん
◦熟練した技能が
必要な仕事
◦配偶者と子の
帯同OK
◦一定の地域や
技能が必要な仕事
◦家族の帯同は不可

建設業、造船・船用工業の
2業種
建設業、介護、宿泊業など
14業種
試験

特定技能2号

に聞きました
特定技能1号

外国人専門の家賃保証を中心に、
住まい探しや生活サポートといった
総合支援サービスを提供する同社
にて活躍中。在留外国人の動向に
詳しい。
試験

技能実習生以外で
日本で働くことを
希望する外国人

14

34

専 門 家
延長可能（事実上の永住）

技能実習で
3年以上の経験

90

6

HARMONY 2020
HARMONY 2020
7

10

最長5年
最長5年
在留期限

アラカルト

ちんとコミュニケーションを取れ

在留外国人労働者は
こんな人たち！

※1 「パーソル総合研究所」調べ
（2016年公表）
外国人住民調査報告書
（2017年公表）
※2

7

新たな在留資格

賃貸経営

64.1%

76.5%

51.5%

62.5%

39.6%

4.1%

トレンドを把握することが大切です。主にファミリータイプ物件における
〜30年

25.6%

41.2%

7.1%

26.6%

8.1%

4.6%

入居者の住まい方や、取り入れやすい設備について伺いました。
30年以上

16.8%

11.8%

2.2%

27.4%

2.9%

3.6%

った有益なポイントは積極的に募

地盤が強い、避難場所が近いとい

せも多く寄せられていますから、

防犯事情などについての問い合わ

はハザード情報や、子どもの学区、

重視されています。不動産会社に

者は、それ以上に周辺の住環境を

ールで問い合わせ。それから初め

表 参照）
。

まっていることがわかります（図

％以上の付帯割合と、ニーズが高

では、首都圏・近畿圏いずれも

気があります。築 年以内の物件

活を助ける用途にも使用でき、人

の乾燥、浴室内暖房など家事や生

調査対象の 代から 代、全ての

策を設けていること、オリンピッ
ク後の不動産相場の見通しがまだ
不透明なことなどから、いわゆる
購入予備軍が住宅購入に対して慎
重になっています。賃貸から賃貸

（複数回答）

78.6％

絡協議会が行った調査によると、

うか。不動産情報サイト事業者連

に住まい探しをしているのでしょ

では、最近の入居者はどのよう

とって良い時期といえるでしょう。

る入居者も多く、賃貸オーナーに

とからも、いかにインターネット

で は ４・８ 物 件 と 減 少 し て い る こ

６・０ 物 件 だ っ た の が ２ ０ １ ９ 年

してみると、２０１６年では平均

会社へ問い合わせた物件数を比較

どです。成約者が検討時に不動産

て店舗を訪問するケースがほとん

意することが望まれます。

はスマホで見やすい画像などを用

い ま す （図表２参照）。 こ れ か ら

ートフォン（スマホ）が上回って

年代においてパソコンよりもスマ

なお、 検索に使用する機器は、

参照）
。

ニター付きインターホン」も求め

ートロック」
はもちろんのこと
「モ

セキュリティ面も重視され、「オ

のが用意できるとよいでしょう。

参考にされています。見やすいも

特に水まわりの画像は多くの方が

これから必須になるだろう設備

しながら柔軟に対応することが大

る昨今、設備などをこまめに見直

ライフスタイルが多様化してい

は家族の人数が少なくなっている

としては、現在はインターネット

られています。

こともあり、細かく居室を区切る

切です。

が高くても、自分で契約するより

60 代
50 代
40 代

ントは積極的に掲載しましょう。

の目に触れるよう、アピールポイ

まず、ネット検索時に多くの人

安定した賃貸経営にむけて
心がけたいこと

にあるでしょう（図表

すが、ファミリー向け物件の入居

るというイメージが強い立地面で

とにかく駅近の物件の人気があ

ファミリー向け物件の
立地や間取りの流行は？

探しはじめる前に不動産会社に直
で情報が絞り込まれているかがわ

20

◦設備の充実を。これからは「宅配ボックス」
「インターネット使用料無料」がカギになる。

通販を利用する方がとても多いこ

は家族それぞれの帰宅時間が異な

いい」 という意見も聞かれます。

◦ファミリー向け物件は駅からの距離に加え
ハザード情報や住環境が重視されている。

よりも大きなＬＤＫをゆったりと

れます。さらに、インターネット
そのものが生活になくてはならな
い も の で す の で 、「 イ ン タ ー ネ ッ
大変魅力的でしょう。特に現在は

る場合も便利と重宝され、今は必

導入済み物件の割合もまだ ％前

◦住まい探しはインターネット検索が主流。
特にスマホユーザーに向けた対策を。

とから「宅配ボックス」が挙げら

いずれは必須に？
取り入れたい人気設備

「便利さ」 と「家事の時短」 につ

物心ついた頃からインターネット

ト使用料無料」も入居者にとって
ながる設備が物件に備わっている

に親しんできた世代が入居者にな

共働きの家庭が増えている昨今、

かが大切になります。

須といえる設備のひとつです。浴

後とあまり高くないので、差別化

る 時 期 を 迎 え て お り 、「 多 少 賃 料

室 関 係 で は 、「 浴 室 乾 燥 機 」 も 注

設備としても検討する価値は大い

中でもお風呂の
「追い焚き機能」

目です。浴室のカビ防止、洗濯物

10

30 代

48.6％

接訪問する人は極めて少なく、ま
になる物件を絞ってから電話やメ

集サイトでもアピールすると良い
でしょう。
間取りのトレンドは居室数の少

80

4

1

60

20 代

スマートフォン PC

かるでしょう（図表 参照）
。

5物件
18.8%

ずはインターネットで検索し、気

への住み替え、また契約更新をす

2016年
平均
6.0物件

5

10

使うほうが好まれています。

ない１ＬＤＫや２ＬＤＫ。最近で

3

10 代
0

65.9％
63.6％
60

“まずはスマホで情報収集”
が最近のスタイル

〜20年

6物件以上
35.5%

35.2％

一般的に結婚や転勤などライフ

ライフスタイルが多様化する今、安定した賃貸経営には最新の入居者ニーズや

45.0％

ステージの変化がきっかけとなる

6.3%

39.1％
40.0％
40

住まい探し。賃貸の場合、必然的

45.4%

88.5％
80

な理由に続いて住まいのグレード

94.2%

7.2%

94.4％

を上げたい、住居費を下げたいと

85.7%

17.5%

95.7％

いった理由も挙げられています。

92.0%

41.7%

7.8%

昨年は消費税増税がありました

78.4%

23.2%

9.4%
57.1%

が、政府が増税後も長期的な支援

〜10年

44.0%

53.2%
67.6%

8

HARMONY 2020
HARMONY 2020
9

34.4%

36.3%

91.4%
55.2%

4物件
12.3%

59.1%

近畿圏

85.3%
75.9%

3物件
17.4%

94.4%
10.0%

91.2%
86.0%

5物件
14.2%

85.2%
33.5%

90.3%
〜20年

4物件
8.2%

87.5%
56.3%

〜10年

3物件
15.9%

82.7%
33.9%

36.3%

2物件
15.5%

〜5年
49.2%

77.6%

2019年
平均
4.8物件

4.8%

69.7%

90.7%

6物件以上
29.0%

5.1%
6.4%

首都圏

86.7%

2物件
11.4%

16.1%
38.0%
宅配
ＢＯＸ

92.5%

1物件
11.6%

42.8%
5.4%
モニター付
インターホン

87.1%

1物件
10.2%

11.2%
13.2%
浴室
乾燥機

〜5年

［図表1］問い合わせた物件数は？

32.3%
46.7%
オート
ロック

ネット
使用料
無料

100.0％

磐前 淳子 氏

63.9%
追焚機能

宅配
ＢＯＸ

100
％

OINT!

P

不動産情報サービスのアットホーム
のグループ会社。不動産データ部門
を統括し、各種市場動向レポートの
公表や、
講演・執筆活動を行う

〜30年

30年以上
ネット
使用料
無料

モニター付
インターホン

［図表2］不動産情報を調べる際に利用した機器は？

入居者ニーズのトレンドまとめ

アットホームラボ
株式会社
データマーケティング部
部長

浴室
乾燥機

最 住まい探し動向
新 と入居者ニーズ

オート
ロック

首都圏

追焚機能

◆「不動産情報サイト アットホーム」で公開された
ファミリー向け（50〜70㎡）賃貸マンション
情報より作成

築年帯

［図表4］設備付帯割合

近畿圏

不動産情報の専門家さん
お願いします

上手に取り入れて安定した賃貸経営を
［図表3］築年別設備付帯割合

ファミリー向け賃貸物件の
付帯設備について

※グラフ1・2出典：不動産情報サイト事業者連絡協議会
（2019年10月）

◉オーナーを訪ねて
アスナ（愛知県名古屋市）

が、父が健在の時は具体的に話は

「土地活用の話は度々ありました
その意味で賃貸マンションの建築

ちろん、アフター体制も重要です。

村上様

と、物件管理を手がけているユニ

●設計・施工／株式会社ユニホー
●竣工／令和元年5月
●構造／鉄筋コンクリート造地上8階建て、
賃貸住宅21戸、
自宅1戸
●間取り／ワンルーム 14戸：24.19㎡〜24.88㎡
1K 7戸：24.62㎡
●地下鉄鶴舞線『大須観音』徒歩6分、
地下鉄東山線『伏見』徒歩8分
●付帯設備等／オートロック、
宅配BOX、
インター
ネット無料、
BS、
防犯カメラ4台、
玄関2ロック、
エアコン、
浴室乾燥暖房、
温水洗浄便座

進みませんでした。私も 歳を前

利便性と住環境を最大限に活かし
清潔さで魅力を高める自宅併用賃貸マンション
名古屋でも有数の商業地で、生活利便性も高い人気エリア。
住み慣れた土地に住み続けながら、安心して次の世代に引き継ぐ

階建ての自宅併用の賃貸マ

周辺には商業ビルや多くの賃貸

ンションが「アスナ」です。

建つ

オーナーの思いと清潔さが住み心地を高めています。

住み慣れた場所に住み続け
次に引き継ぐ
マンションが建つなか、元は築

愛知県名古屋市

かと言うのが正直な所でした」と

本当にマンションが建てられるの

ただ、 敷地の規模や私の年齢で、

ョンへの建て替えを考えました。

思いから、自宅併用の賃貸マンシ

娘たちに何か残せたら良いなとの

にして、 ここに住み続けながら、

ンターネットで返済額のシミュレ

貸経営に関する本を読んだり、イ

「相談するだけでなく、 自分で賃

た」と当時を振り返ります。

寧に教えていただけ安心できまし

した。営業担当の方にも色々と丁

ホーさんにお願いすることにしま

「大きな建物なので施工技術はも

『明日は不燃ゴミの日です』 と書

賃貸部分の具体的プランは、基

てることができるので、建てるこ

村上さんからは、ご自宅をあえ

いた自作のシートを磁石で貼るよ

ら営業に来られていた株式会社ユ

て賃貸では敬遠されがちな 階に

うにしています。そうすることで、

とを決意しました」

した優れた立地と収益性を考え、

するとともに、若い単身者に不可

ゴミ出しの日を忘れることがなく

本的にユニホーに一任、通勤に適
ワンルームと１Ｋからなる単身者

欠なインターネットサービスを無

向け賃貸となりました。

が褒めてくれた時は、本当に嬉し

「実際にマンションが建って友人

を出されたそうです。

利です。特に将来的に物件をキレ

が使えるので、清掃をする上で便

「水栓があると手軽に高圧洗浄機

水栓も設置されたそうです。

空室リスクを軽減するための要望

かったです。自宅もキレイで快適

イに保つために非常に有効です」
その他の工夫としては
●清掃箇所や時期などを記載した
チェックリストを独自に作成。
消火器上や宅配ボックスのホコ
リ掃除など細かな清掃も忘れる
●月１回は廊下や階段に掃除機を
かける。掃き掃除だけではとれ

ことなく確実に行えます。
「管理会社も良くやってくださっ

ない、隅に溜まったホコリもキ
レイに取り除けます。
「マンションを建てて本当に良か
年の固定金利の機構融資

いくので注意が必要です。 また、

が溜まり、投げ捨てなども増えて

「少しでも放置すると徐々に汚れ

できたかなと思います」と話す村

なって、街づくりにも少しは貢献

い木造住宅が立派なマンションに

が借りられたので安心ですし、古

った。

ゴミ出しの前日には、入居者が必

上さんの笑顔が印象的でした。

ての工夫が満載です。

物件管理にも、清掃のプロとし

掃を行っています」

ていますが、自分でもこまめな清

会社を営まれている村上さん。

ご自身でマンションなどの清掃

キレイに保つ難しさを知る
プロのこだわりが満載

なりました」

また孫も友達を連れてくるように

になって、娘たちも喜んでいます。

また村上さんの要望で、各階に

なります」

ニホーに相談をされたそうです。

ですし、家賃収入は内部留保に充

ました。私もまだまだ働くつもり

聞くなど、自分なりに色々と調べ

動産会社の人に賃貸市場の現状を

ーションをしたり、知り合いの不

そんな思いから、 年ほど前か

住む人と将来を見据えた
工夫と気配りで満室経営

語るオーナーの村上さん。

60

ず目にするエレーベーター前に、

35

1年弱が経過しても、
シミもなく、
ネットもキレイ
にたたまれ、
清潔に片付けられたゴミ置場。
玄関脇の洗濯機置き場には、扉を設けるこ キッチン脇にカウンターを
とでスッキリとした室内を演出。
設け使いやすさをアップ。

1

名古屋でも有数の商業地であり
年超の木造瓦葺き２階建てのご自

60

白と黒を基調としたシンプルで落ち着いた外観が、街並みに
も映える。

料で提供するなど、将来を見据え

白を基調としたシンプルなつくりで、圧迫感が
なく広がりを感じられる空間。
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8

ながら、大通りを一本入り目の前

温かな色合いで高級感漂うエントランスには、小さいながら手入れされ
た植栽が彩りを添え入居者を迎えます。

宅が建っていたとのこと。

独立したシステムバスに、扉で隠せる洗濯置き場
カウンター付きのキッチンなど、細かな工夫が満載

に公園を見下ろす閑静な好立地に

住み心地にこだわったコンパクトなワンルーム＆1K

賃貸トラブル

民法改正後もスマートな賃貸経営を！

「改正民法」の要点を再確認
もう間もなく、
２０２０年４月１日から改正民法が施行されます。その概要のおさらいと、
これに伴って、賃貸経営を行う上で注意するべきことを、あらためて確認しておきましょう。

ものです。

債権法の部分を抜本的に見直した

民法制定以来、約１２０年ぶりに

民法が施行されます。改正民法は、

いよいよ本年４月１日から改正

約款を相手方との合意なく変更す

が契約の内容になるための要件、

約款という概念を設け、定型約款

されます。今回の改正では、定型

手に画一的な取引を行う際に利用

宿泊約款など不特定多数の人を相

項のことで、保険契約やホテルの

約款とは、契約に定める個別の条

に関する規定の新設があります。

１つ目の目的では、例えば約款

う法定利率が適用されます。しか

利息は、民法の定める年５％とい

対して損害賠償を請求する場合の

通事故に遭った被害者が加害者に

の規定を設けました。例えば、交

さらに、変動法定利率について

ことになりました。

ら、原則５年で消滅時効にかかる

ることができることを知った時か

整理され、債権者が権利を行使す

では、債権の原則的な時効期間が

ありません。そこで、今回の改正

会ではこのような区別の合理性も

定められていましたが、今日の社

やすくしています。

化することで、国民によりわかり

です。そこで、判例の理論を明文

民法が使えないという状態は問題

判例を理解している人でなければ

よって補ってきました。 しかし、

現行民法には規定がなく、判例に

金と原状回復についてのルールは

ば、後に述べる賃貸借における敷

のにするという目的ですが、例え

２つ目の国民にわかりやすいも

制を採用しました。

あります。１つは、契約をとりま
るための要件などを定めました。
し、超低金利の現在の社会で５％

どと業種ごとに短期の時効期間が

く社会経済の状況が大きく変化し
次に消滅時効規定の見直しがあ
はいかにも高い利率です。そこで、

今回の改正の目的は大きく２つ

改正の目的 は 、 ル ー ル の
現代化とわ か り や す さ で す

たことに対応してルールを現代化
ります。現行法では債権の消滅時

のにするというものです。

ら、例えば飲食店の代金は１年な

極度額をどの位にしたら良いか

無効です。

額の定めのない個人根保証契約は

この改 正 によって 、
賃 貸 経 営 にはな にか影 響 があ り ま す か？

基本的には 今 ま で の
実務と変わ り ま せ ん

「金２００万円」 とか「賃料の

については特に基準がありません。

ては、①個人の連帯保証契約に極

カ月分」といった定めも可能です。

賃貸経営に影響がある改正とし
度額を設定することが必要となっ
た、②敷金と原状回復のルールの


根保証契約とは？

一度の契約で、
その後に
発生する債務にまでも保
証責任を負う契約。

賃貸人の負担ですが、通常損耗の

りません。通常損耗の補修費用は

れまでの実務の考え方に変更はあ

借人の原状回復義務についてのこ

いものと考えます。

してはこれまでとあまり変わらな

異なります。ただ、実務の対応と

然に賃料が減額されるという点が

国土交通省の原状回復ガイドライ

せん。その特約の有効性について、

これまでの実務と変わりありま

約を設けることができることも、

う旨の契約の条項を定めておくこ

ときは直ちにオーナーに連絡を行

場合がありますので、そのような

に賃借人がその事実を連絡しない

の設備等に不都合が生じているの

賃料減額請求に関しては、建物

ンは、特約の必要性、合理性があ

とが重要です。

補修費用を賃借人に負担させる特

り、かつ暴利的でないこと、賃借
人が通常の原状回復義務を超えた
修繕等の義務を負うことについて
認識し、それに合意していること
を上げています。

●判例の理論を明文化し、国民にとって、よりわかりやすい民
法となる。

明文化、③一部滅失による賃料の

❷敷金精算・原状回復に関する
ルールの明確化
改正民法の原状回復のルールを
簡単にまとめると、
◦通常損耗

はこれまでと変わらないと考えら

賃借物の一部の使用収益ができ
収益を行うことができなくなった
この規定は、改正前の民法にも規

●賃貸経営に直結する改正は、①「個人の連帯保証契
約に極度額を設定」②「敷金精算と原状回復のルー
ルの明確化」③「一部滅失による賃料の減額」。

減額が上げられます。
❶極度額の設定
ど、一定の範囲に属する不特定の

◦経年変化

以上のように、賃借人の原状回

債務を主たる債務とする保証契約

れます。

１ 賃貸人の負担

については、極度額を定めること

◦賃借人の責に帰することができ
ない事由による損傷

❸一部滅失による賃料減額

賃貸借契約における個人保証な

とし、保証人はその極度額を限度

２ 賃借人の負担

保証人が責任を負うべき
上限額。

復義務の考え方と敷金精算の実務

として保証責任を負います。極度

なくなった場合、賃料はその使用
き事由によるもの
この内容は、賃借人は通常損耗

定がありますが、改正後は右記の

部分の割合に応じて減額されます。
の回復義務を負わないとする判例

場合、賃借人の請求がなくとも当

ということになります。

の考え方を明文化したもので、賃

●契約に関する社会経済状況の変化に対応して、定型約款の
要件を定める、消滅時効は原則５年で統一、変動法定利率
は年３％の変動制にすることに。

10

◦通常損耗・経年変化を超える損
耗のうち、賃借人の責に帰すべ

極度額とは？

化！
の現代
ルール
く！
りやす
か
わ
より
民法改正

「改正民法」施行直前！ポイントのおさらい編まとめ

24

して、３年毎に見直すという変動

しようというものです。もう１つ

中 央 大 学 法 学 部 卒 。1 9 9 7 年 司
法 試 験 合 格 。2 0 0 0 年 東 京 弁 護
士会登録。現在ことぶき法律事務
所所長。

今回の改正では、これを年３％と

尋木浩司弁護士

効の期間を原則的に 年としなが

ことぶき法律事務所

は、民法を国民にわかりやすいも

改 正 民 法 はど ういう 理 由 で 、
主 にど ん な 点 が変 更 さ れ ま す か？

「改正民法」施行直前！
特別編

Q
A

Q
A
専門用語 解説
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法律講座

桜も見ごろ ! 風情溢れる
春の城下町を散策

オーナーズネットワーク・パティオ

ポカポカ陽気に可憐な桜が咲く春は、心なしか気分も晴
れやかになります。今回は、
全国の“小京都”の中でも、
情緒豊かな城下町散策を楽しめる街を紹介します。

皆様の声

前号のアンケートハガキで、皆様がお持ちの物件の
「入居者」についてお伺いしました。その結果をご紹介します。

\ ハーモニー読者に聞きました /
所有物件の「外国人」
「高齢者」の入居状況を教えてください

陸奥の小京都「弘前」

九州の小京都「杵築」
山陰の小京都「津和野」

【有効回答数325】

1

2

「外国人」の入居について
❶お
 持ちの物件に
外国人入居者は
いますか？

いる
わからない 11%
20%

「高齢者」の入居について
❸お
 持ちの物件に
高齢の入居者は
いますか？

わからない
34%

いない
69%

未定
13%

いない
48%

未定
14%
検討している
33%

検討している
44%

❷（「いない」と答えた方）
今後、外国人の
受け入れは
検討していますか？

予定なし
54%

予定なし
42%

検討しているには「管理会社の判断に任せる」
「法人契約で
あれば受け入れる」などの意見がありました。

いる
18%

❹（「いない」と答えた方）
今後、高齢者の
受け入れは
検討していますか？

土塀、白壁、掘割に鯉…
千本鳥居も見ごたえあり

検討しているには「希望があれば受け入れる」
「時代の流れ
なので問題ない」などの意見がありました。

島根県
津和野町

公社お問い合せ先
札幌支社

仙台支社

営業地域／北海道

営業地域／青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

〒102-0076 東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3階

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西3-1-8
朝日生命ビル3階

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20
花京院スクエア16階

FAX

03-3237-7418

☎011-221-6717

FAX

011-221-7200

☎022-266-2941

FAX

首都圏本部 水道橋受付センター

高崎支社
営業地域／栃木県、群馬県、新潟県、長野県、富山県*、石川県*、福井県*

営業地域／岐阜県、愛知県、三重県、静岡県*

〒370-0849 群馬県高崎市八島町110-1
アールエムツー高崎ビル2階

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31
千種ニュータワービル9階

水道橋受付センター
（事業推進第一部）

☎03-5805-2521

FAX

03-5805-2528

（事業推進第二部）

〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-9 エー・ゼットキュウブビル2階

☎03-5805-2607

FAX

03-5805-2608

大阪支社

*富山県、石川県、福井県で建設された方については、返済開始後の管
理業務を名古屋支社が行います。

☎027-324-6171

FAX

027-324-6172

広島支社

☎052-930-6821

FAX

052-930-6824

福岡支社
営業地域／福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル6階

〒730-0014 広島県広島市中区上幟町7-3
コンフォート幟7階

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20
KG天神ビル東3階

06-6266-9959

☎082-511-1151

FAX

082-511-1160

石畳の坂道が情緒豊かな
サンドイッチ型城下町

*静岡県で建設された方については、返済開始後の管理業務を首都圏
本部が行います

営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

FAX

和洋折衷の城下町は
日本三大夜桜の名所

名古屋支社

営業地域／滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

☎06-6266-9950

電車／JR山口線「津和野」駅から車で約7分
（太鼓谷稲成神社まで）
車／中国高速自動車道・六日市ICから車で約1時間
（太鼓谷稲成神社まで）

022-266-2926

営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、沖縄県
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル1階

の

山陰の小京都「津和野」

アクセス

営業地域／東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉県、

茨城県、
山梨県、
沖縄県

☎03-3237-7411

わ

かつて元寇に備えて築かれた津和野城を中心に、明治時代まで城下町として栄えた津和野。
中でも殿町は、土塀の続く町並み、掘割で鯉が優雅に泳ぐ姿に情緒が感じられます。
「藩校養
老館跡」
や「家老門」、
「太鼓谷稲成神社」の千本鳥居など、数多くの見どころもあります。

今号のアンケートハガキも、ぜひご回答ください！

本社・首都圏本部

つ

☎092-712-4401

FAX

092-712-4403

青森県
弘前市

ひ ろ さ き

陸奥の小京都「弘前」

本州最北の小京都で、
お城跡や武家屋敷、寺院など江戸時代の趣を
感じさせる街並みに、明治～昭和初期のルネッサンス調の建築物も残
り、独特な風情を醸し出しています。
ゴールデンウィークの頃に桜が満開
になる弘前公園は日本三大夜桜のひとつで、見ごたえもあります。
アクセス

電車／JR奥羽本線「弘前」駅から車で約10分
（弘前公園まで）
車／東北自動車道・大鰐弘前ICから車で約20分
（弘前公園まで）

大分県
杵築市

き

つ

き

九州の小京都「杵築」

「きものが似合う歴史的町並み」に認定され、江戸時代の面影を感じさ
せる武家屋敷や土壁、酢屋の坂・番所の坂・飴屋の坂などの石畳の坂
道も多く残されています。
そんな凹凸の多い「サンドイッチ型城下町」
は
日本唯一とも言われ、観光ガイドの案内で散策を楽しめます。
アクセス

電車／JR日豊本線「杵築」駅から車で約10分
（番所の坂まで）
車／大分空港道路・杵築ICから車で約5分
（番所の坂まで）

※桜の開花時期は天候等の状況により変わる場合がありますので、
おでかけ前に現地観光協会等へご確認ください。
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