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６月の花 ポピー 

ケシ科ケシ属 花言葉 「いたわり」「思いやり」「恋の予感」 

ポピーはヒナゲシ、コクリコ、虞美人草の名でも知られる 1 年草です。細い茎
の先に、まるでセロファンのような大輪の色鮮やかな花を咲かせます。ポピー
の名前の由来は「お粥」（ラテン語の「papa」）で、幼児を眠らせるため、お粥
に催眠作用のあるケシ属の乳汁を加えていたことに由来します。アヘンの原料
成分となるモルヒネが含まれる品種もポピーの一種です。日本ではこちらを「ケ
シ」と呼んで園芸種のポピーと区別しています。モルヒネは古代文明の頃、民
間の睡眠薬としてポピーが日常的に利用されていたそうです。 

 

空室対策の１つとして、「今後は高齢者に

も積極的にお部屋を貸していくべきでは？」

という話しをよく聞きます。去年 10 月に施

行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」、いわゆる

セーフティネット法の後押しもあり、だん

だんと民間の賃貸住宅へ高齢者の入居が促

進されていくのかと思っていました。しか

しながら、実際にまわりを見てみても、高

齢者の入居に積極的な賃貸住宅はあまり増

えていないようです。その理由としては、

「高齢者に貸すと将来的に孤独死の問題や、

病気、痴呆などの問題が出てくるかも知れ

ず、そうなった時にどう対応して良いか分

からない」という漠然とした不安を、大家

さんや管理会社が感じているからだと思っ

ています。 

※住宅確保要配慮者とは、「自ら暮らす住宅
を確保するために配慮が必要な方たち」と
定義されています。※セーフティネット法
とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない
貸主が住宅（規模や構造等について一定の
基準を満たす必要あり）を都道府県に登録
し、その情報を広く提供するという法律。
家賃補助などの支援があります。 

ところが賃貸管理の現場では、積極的に

高齢者の入居を受け入れていなくても、独

居高齢者が増えるという問題が起こり始め

ています。なぜならば、「契約当時は中年だ

った入居者が、長く住むうちに高齢者にな

ってしまった」という現象があちこちで起

こっているからです。高齢になればなるほ

ど「住み慣れた場所から離れたくない」「引

っ越しが面倒」などという理由で同じ場所

に長く住む傾向があり、それは賃貸経営に

とってはありがたい反面、「高齢者問題」と

いう新たなリスクにもなっているのです。 

気がついたら高齢独居世帯になっていた 

実際に私たち管理会社のまわりには「入

居時はご夫婦とお子さんの 3 人家族だった

のが、お子さんが独立され、高齢のご夫婦

の 2 人住まいになっている」「奥さんがご病

気で亡くなり、ご主人が 1 人暮らしになっ

ている」などというケースが増えて来てい

ます。設備の故障や消防点検などで室内に

立ち入った際に、いつの間にか高齢者が独

居になっていたことが発覚することもあり

ます。賃貸借契約書には入居家族の変更が

賃貸経営で収益を増やすための 
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あったら申告するように規定されているは

ずですが、特に悪気はないものの、連絡を

せずに そのままにしてしまう借主も多いよ

うです。たとえ高齢でも健康ならば全く問

題ありませんが、やはり若い入居者さんよ

りはご病気や転倒などによる怪我のリスク

は高まるでしょうし、独居であれば倒れた

時に救急車を呼んだりするのが難しくなる

でしょう。しかし大家さんや管理会社が心

配だからといって、家賃をきちんと支払っ

ている入居者さんに、高齢や独居を理由に

退去をお願いすることは出来ません。 

高齢の入居者さんが自然に退去するタイ

ミングはというと、息子さんや娘さんが健

康状態を心配して引き取ったり、怪我や病

気がきっかけで一人暮らしが難しくなって

施設や病院に行かれる場合が多いと思いま

すが、そのタイミングを待っている間に深

刻な事態が起こることも考えられるため、

大家さんや管理会社は今後、どう対応して

いくかを考えておかなければならない問題

となっています。 

早く気付くこと、連絡できることが大事  

高齢入居者さんがいることへの心配の度

合いは、「緊急時に早く気付けるかどうか」、

「緊急時の連絡先がきちんとしているかど

うか」の 2 つで変わってきます。早く気付

くための緊急時用のセンサーは様々なもの

が商品化されていますが、賃貸住宅に大家

さん側が設置するとしたら、安価であるこ

とと、設置や撤去が容易であること、入居

者さん側にとって監視されているという抵

抗感が少ないものが良いと思います。たと

えば、点灯したかどうかをチェックして、

もし 24時間点灯していないとメールで知ら

せる電球があります。また、電気の使用量

だけで AIがお部屋を見守るサービスもあり

ます。これは電力会社を変更することで電

力の使用状態を測定し、異常があればメー

ルで知らせてくれるというサービスです。

このように日常の小さな変化を見逃さずに

検知してくれる技術が進んでいます。 

もうひとつの緊急時の連絡先については、

既に連帯保証人さんや緊急連絡先は記録し

てありますが、連絡手段は複数あっても困

るものではありませんので、目的をきちん

とお話しして、保証人等の携帯電話、職場

の電話、携帯のメールアドレスなどを追加

でお聞きしたり、いま連絡先を記録してい

る以外のご親族がいらっしゃるならその方

のご連絡先もお聞きできたらなお安心だと

思います。遠くのご親族より親しくしてい

る近くの友人の方がいらっしゃるなら、そ

の方の連絡先を聞いてみても良いのではな

いでしょうか。 

これらは賃貸借契約で定められている事

項ではないため提案するタイミングが難し

いのですが、更新の時など、高齢になられ

た入居者さんが独居になっていることが判

明した場合に、大家さんと管理会社で話し

合って提案するのが自然で良いと思います。

そして、ここで気をつけたいのは入居者さ

んの気持ちです。センサーの提案も緊急連

絡先の追加も、「高齢で一人暮らしになった

入居者さんの安心安全のため」ではありま

すが、入居者さんにとっては「自分が倒れ

た時のことを心配されるなんて大きなお世

話だ！」と気分の良いものではないかも知

れません。相手の気持ちを見極めながら、

場合によっては先にご親族に相談するなど

慎重に進める必要があります。 

自分自身を振り返ってみても、高齢の親

族が独り暮らしをしていることは、家族間

でも心配で悩ましい問題です。でも、身内

だからこそなかなか言い出しにくいことで

もあります。大家さんや管理会社からの提

案がきっかけとなり、ご親族間で今後いつ

まで独り暮らしが出来るのか、万一の時は

どうするかなどを話し合って頂くことがで

きるとしたら、それは大家さん側だけでな

く入居者さんにとっても良いことなのでは

ないでしょうか。不安ならば、新規に高齢

入居者を入れない選択はできますが、現在

の入居者さんの高齢化は避けることができ

ません。そのための対策も考えておく必要

があります。 
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アパートやマンションのトラブルという

ものは、本当は「トラブルが発生しました」

というよりも「こうしてトラブルを防ぎま

した」と報告できるのが理想なのですが、

事故や自然現象等は防ぎようが無い出来事

があるのが現実です。去年の 10 月に発生し

た単身世帯の孤独死は、「事前に防ぐ事がで

きなかったのか？」と深く考えさせられま

した。遺族とのやり取りなどの深い話は書

けないものの、どのような事を考えながら

対応をしたのかについて報告させていただ

きます。 

最初は管理しているマンションの入居者

さんから、「隣室の窓に虫が多くとまってい

るし、少し変な臭いがします」との連絡か

ら始まりました。すぐに該当の部屋の入居

者さんに電話やメールを入れたのですが、

まったく連絡がとれません。この部屋の入

居者さんは 60代の男性で数年前に会社を定

年退職した後は無職の方でした。孤独死と

いうと、もっと年配の方を思い浮かべるの

ではないかと思いますが、実は一人暮らし

の高齢者はヘルパーさんの世話になってい

たり、健康な方であっても行政や民生委員

等の見守り業務的な巡回があるので、亡く

なることはあっても長期間発見されない事

はさほど多くありません。危険なのは巡回

対象になっていない年齢の「独身で無職」

の方なのです。 

すぐに連帯保証人である実家のお兄様（70

代）に電話したところ、「ゴミを溜めるよう

なタイプではないので急いで部屋の中を確

認して欲しい」との返答がありました。時

をおかず警察と一緒に安否確認（必ず警察

と同行します）したところ、ドアを開けた

段階で室内に倒れている姿が見えましたの

で、警察の鑑識チームの出番となりました。

鑑識の方が言うには、室内にあったスーパ

ーのレシート等から８月初旬には亡くなっ

ていて、事件や自殺ではなく、何らかの病

気で倒れてご他界されたとのことでした。

「なんで２ヶ月も判らなかったのですか？」

とお兄様に問い詰められましたので、「賃料

や電気ガス水道等の支払いは口座振替だっ

たため、残高があって滞納していなかった

ことと、無職で世間との関わりが無かった

ことが原因として考えられます」と答えま

した。今時はインターネットで「高齢者 見

守り」と検索すると、電気ポットの使用状

況を報告したり警備会社のセンサーで異常

を感知して通報したり、定期的に自動音声

で安否確認する仕組等がたくさん出てきま

す。しかしながら、高齢者とは言えない世

代の方に、そのような仕組みを利用して欲

しいと言うのも現実的ではありません。せ

めて新聞を購読していてくれれば一週間も

経たずに安否確認の依頼があったことでし

ょう。独身で無職の入居者さんには必ず新

聞の購読をお願いする・・・・というのは

良い考えだと思いますが、これも強制でき

るものではありません。 

いろいろと考えて思ったのは、「防ぐこと

が出来ない事は対応力でカバーする」とい

うことです。コトが起きた時に、どれだけ

素早く的確に処理できるかどうかが、大家

さんの被害を最小にします。今回の案件も、

原状回復費用の負担について遺族との交渉

に苦労しましたが、全ての後始末的な事は

お金で解決することになります。お金に関

しての有効な対策は間違いなく「保険」で

す。最近は、各保険会社から孤独死や自殺

に対応する保険が増えてきました。もちろ

ん、費用の掛かる事でありますが、人が室

内で病死するという、ある意味防ぎようが

無い出来事に備えるには、保険を活用する

ことは有効的な手段だと思います。 

※保険の具体的な紹介に制約がありますので管

理会社又は保険代理店にお問合せ下さい。 

※原状回復で紛争となった場合は弁護士・司法

書士等の専門士業にご相談下さい。
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改正入国管理法が 4 月から施行されました。今後は外国人労
働者が増えることは確実だと思いますが、賃貸経営にどんな
影響があるのでしょうか？ 

 
現在は、まとまった数のお部屋を探

している話は聞きますが、大家さん

単位での賃貸需要には時間がかかりそうで

す。しかし、5 年間で最大 34 万 5150 人を

受け入れると公表されていますので、今後

の大きな賃貸需要であることは間違いあり

ません。そもそもは、「労働人材の不足が深

刻」という問題があり「外国人受入れ政策

を見直して人材不足を解消する」という政

策が基となっています。そのために新たな

在留資格を設けて、多くの資格者を受け入

れようというのがこの法律の主旨です。 

大家さんにとってのメリットとリスク 

この外国人労働者の増加がもたらす賃貸

経営上のメリットとして最も大きいのは「入

居率の改善」でしょう。日本人の人口は 2009

年から減り続けていますし、世帯数も数年

後にピークを迎えて、その後は減り続ける

ことが確実視されています。令和 35 年にな

ると人口が 1 億人を割るとも言われていま

す。日本人の人口と世帯が減る一方で、賃

貸住宅の供給量が減らない構図は変わりま

せんので、全体の入居率が悪化し続けるの

は自明の理です。入居希望者は築年数の浅

い物件を希望するので築古物件が不利にな

ります。それを補うために、リフォームや

リノベーションにお金をかけるという選択

肢もありますが、そもそも国内の供給過多

の構図は変わりませんから、限られたパイ

の奪い合いとなり、投資資金を回収できる

かどうかは未知数です。今後はこの減り続

ける世帯を外国人労働者が補うことになり

ますので、全体の入居率を少なからず押し

上げることは間違いありません。 

２つめのメリットは「法人借上げによる

安心感」と言われています。この改正法で

は受け入れる企業にも義務を課しています。

その中に、「住居を用意して生活や仕事の支

援計画を作って日本社会になじめるよう後

押しする」ことも含まれていますので、外

国人に直接賃貸するより安心できます。家

賃滞納という不安も少なくなりますし、緊

急時の連絡先が明確なことも安心材料です。 

反対にリスクもあります。外国人入居者

を受け入れるリスクとして最も大きいのは

「入居トラブルと近隣苦情」への不安でし

ょう。生活習慣の違いから生じる、騒音、

調理等の臭い、ゴミ出しなどのトラブルは、

以前から他の入居者や近隣住民からの苦情

につながる不安として大家さんから指摘さ

れています。受け入れた法人側で日本の生

活習慣や生活情報を外国人に伝えて、入居

後のフォローをしっかりとすることを期待

したいと思います。もうひとつ、これはリ

スクとは言えませんが、改正入管法の対象

となる業種は建設業、宿泊業、介護、農業、

漁業、外食業などの 14 業種に限られていま

す。この受け入れ企業のある地域、たとえ

ば介護施設、外食店舗、建設現場などが多

い地域では、外国人労働者による賃貸需要

が見込めますが、そうでないエリアでは多

くを期待できませんので、おのずと地域格

差は生じることになるでしょう。 

賃貸経営として、新たな賃貸需要として

積極的に取り組むか、外国人入居者のリス

クもあることから敬遠するかは大家さんの

方針次第です。どちらにしても、入居者を

確保して収益をあげることが賃貸経営の目

的のひとつですので、全体の入居率の悪化

が予想される環境の中で、どのような方針

で経営していくのかを考えるべきでしょう。

今回の改正入管法の施行をうけて、各地の

賃貸需要にどんな影響があるかの答えが出

るまでには時間もかかりますので注視して

いただきたいと思います。 

 


