
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸経営で収益を増やすための 
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賃貸管理 ニニュューースス  

８月の花 立葵（タチアオイ） 

アオイ科（別名はツユアオイ）  花言葉 「野心」「豊かな実り」 

アオイ科の花はハイビスカス、フヨウ、ムクゲ、ゼニアオイなどがあります。2m を超して人の背
より高いイメージですが低い種類もあり花壇にも利用されやすい植物です。よく伸びるのでこの
名前がつけられたと言われています。京都の葵祭（賀茂祭）で知られる葵や徳川家の紋章の葵は、
別科に属するフタバアオイです。中国では根は漢方薬の蜀葵根(しょっきこん)として胃腸薬や利
尿剤に使われています。西洋でも古くから最古のハーブとして薬品のない時代は咳止めなどとし
て使われていたようです。現在は花をハーブティーに用いる場合が多く疲労回復、リラックス効
果、美肌効果や、利尿効果、二日酔いやむくみの回復に効果があるとされています。世界での歴
史はもっと古く、5 万年前のネアンデルタール人のお墓からもタチアオイの花粉が見つかってい
ます。 
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今回はコロナとの共存時代を前提とした賃貸

経営のヒントを考えます。テーマは大きく分け

て２つあります。その１つめは、 

外出自粛期間に管理会社に寄せられたクレー

ムで多いのは騒音です。「数倍に増えた」とい

う声も聞きました。最初は、休校になった子供

と自宅で仕事する大人が同じ時間帯に遭遇する

ことで起こりましたが、このクレームは一斉休

校が収まり、大人側も慣れることで減少すると

予想しています。もうひとつは「オンラインに

よる騒音？」という、今までになかった原因で

す。外出自粛によって、会わずにオンラインで

友人や仕事先と会話する機会が増えていますが、

それがミーティングなのか？飲み会なのか？境

目が曖昧なところがあり、普通に暮らしている

単身やファミリーからのクレームに発展してい

ます。今でも、水商売の人が入居すると、夜の

洗濯やシャワーの音が問題になっていますが、

それと似たところがあります。構造上の問題も

あって対処法は多くありませんが、異なるタイ

プの入居者を隣に配置しないようにする、とい

う方針はあってよいと思います。室内での麻雀

や飲み会は当然に禁止ですが、これからは「オ

ンラインによる過度な・・」という記述も必要

かな、と真剣に話し合っています。 

インターネット環境にも多くのクレームが寄

せられました。在宅しながら社会人は仕事、学

生や生徒はオンライン授業に一斉にネット回線

を使用したので「繋がりにくい、遅い」という

クレームが多発しました。これは、どのような

方法でネット回線を引いているかで変わってき

ます。光回線が各住戸まで繋がっているなら安

定しますが、建物まで来ている光回線が LAN

や wi-fi や電話線を使って各部屋に分かれてい

る物件は、一斉に使うと繋がりにくくなります。

wi-fi 無料物件が増えましたが、ステイホーム期

間中に安定していたのは、無線ではなく各住戸

に繋がっている有線でした。クレームを防ぐた

めに出来ることは、ネットが有料か無料かだけ

でなく、どんな方法でネット回線が引かれてい

るのかを説明することです。もっと安定したネ

ット環境を求める方には、個別にどんな方法で

契約が可能なのかを伝えることで、クレームを

防ぐようにしたいと思います。新たに工事をす

るかどうかについては、5G と呼ばれる第 5 世

代移動通信システムの普及も見据えて検討すべ

きと考えています。つぎにテーマの２つめは、 

退去後の原状回復工事のときの「ステイホー

ムを意識したリフォーム」を考えてみます。在

宅で仕事をするときに、部屋の一角にデスクに

もなる「作り付けの棚」があると便利です。手

持ちの椅子と合わせて仕事スペースになるだけ

でなく趣味や家事やお化粧スペースに自由に使

うことが出来ます。ファミリー物件では、オン

ラインミーティングの最中に、家族の立てる音

が相手の迷惑になってしまったり、子供が面白

がって乱入して来ないようにしなければなりま

せん。また、家族内で複数が同時にオンライン

のミーティングや授業を行うことも想定される

ので、お互いが干渉しないようにリビングとは

離れた、部屋の一角や押入れなどの収納を改修

して、スペースを複数確保できると喜ばれると

思います。それには電源が必須なので、コンセ

ントがない場合は増設工事を一緒に行いましょ

う。 

間取り変更の場合も、これまでは 2DK を

1LDK に、3DK を 2LDK にするなど、人が集ま

るリビングダイニングを広くするのが主流でし

たが、今後は可変性が求められるようになると

予想します。普段は開放して広く使い、必要な

ときには間仕切りで分けることができ、住む方

の目的に合わせて使えるような間取りが選ばれ

る要素となるでしょう。 

通風も大切で、窓が少ない貸室では玄関を開

け放しにするために網戸があると便利です。セ

キュリティ面からチェーンロックをした上でド

アに何かを挟んで隙間を作れます。室内の扉は

風で煽られないように、リフォームの時にドア

ストッパーを設置すると親切です。 

そこに住む人の暮らしを想像しながら、ステ

イホームでも快適な部屋作りを考えるのも「コ

ロナ共存時代の空室対策」のひとつです。

コロナのクレームから見えること 

ステイホーム意識した部屋づくり 
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コロナの影響で騒音やネット環境へのクレ

ームが増えているのは左の記事の通りですが、

もっと根本的な不安が存在しています。それ

は「入居者が新型コロナウィルスに感染した

らどうなるか？」という問題です。管理担当

と大家さんにとって  とても怖い想定です。 

厚労省が 6月に実施した抗体検査では東京

都で 0.10％、大阪府で 0.17％、宮城県で 0.03％

が陽性という結果だそうです。思ったより少

ない数字で東京は「1000 人に 1 人が感染して

いた」ということになります。2DK で 10 世

帯の居住者数が 20～30 人くらいですから

1000人と比較したら可能性が低いことは確か

です。しかしゼロではありませんし、家庭内

感染が増えているという報道もあります。秋

冬の第 2 波も心配です。賃貸経営として「万

一のときにどうするか？」について知ってお

くことはムダではないと思いました。そこで

厚労省・国交省や不動産業者の団体である（公

社）全宅連が不動産会社向けに公開している

ガイドラインを見つけましたので、それを元

に賃貸経営に置き換えて考察してみました。 

他の入居者へ告知する必要はあるか 

物件内で感染が判明したときに、他の世帯

に告知すべきかどうかは我々も悩むところで

す。それぞれの身の危険に関することですか

ら、すぐに伝えて用心してもらいたいと思う

反面、感染者のプライバシーも守らねばなり

ません。ご存じの通り感染者の氏名や住所は

公表されていませんね。このガイドラインに

も『感染者のプライバシーに配慮し告知する

必要はないと考えられる』と書かれています。

管理会社と大家さんが感染を知っても、周り

には黙っている、ということになります。 

共用部分を消毒する場合の費用負担 

共用部分の消毒とは、貸室内で感染があっ

たときと、感染はないけど用心のために行う、

という 2 つのケースですね。この場合は賃貸

経営の運営費として大家様負担となるのか？

と想像していましたが、ガイドラインでも『費

用は物件の所有者が負担すべきと考える』と

なっています。「しかし」と続きがあり、『感

染者に故意・過失等が認められる場合にはそ

の限りではない。』と書いてあります。「故

意・過失の感染」とは想定しにくいですが、

たとえば家族の一人が感染して自宅療養して

いる際に、隔離と防疫がいい加減な対応で「家

庭内感染」が広まってしまった、というよう

なケースが該当するかもしれません。 

感染した入居者の退去時に 

部屋の消毒費用を 

入居者に請求しても大丈夫か 

感染者がでた部屋は退去後に消毒する必要

があり、通常の原状回復以外の費用がかかり

ます。この費用は感染した入居者に請求でき

るのか気になるところです。借主の故意・過

失が原因の工事費用は「借主負担」というル

ールですが、このガイドラインでは『賃貸借

契約に退去時の原状回復に関する特約が無い

場合には物件の所有者の負担になると考えら

れる。』と判定しています。未知のウィルス

である新型コロナウィルスの感染は故意・過

失ではない、という判断なのですね。 

次の募集時に前入居者がコロナ感染 

していたことを告知する必要は 

貸室内で自殺等があったら借主に告知義務

があることは知られていますが、コロナ感染

はどうなのでしょうか？ウィルスは長期間も

室内で生き続けませんし、しっかり消毒され

ていれば新しい入居者も気にしないのでは、

と思いますがガイドラインでは『適切に物件

の消毒を行っている限り次の入居者への告知

義務はないものと考えられる。』としていま

す。ただし、『集団感染の場合で物件の消毒

だけでは感染症を防ぎきれなかった事情があ

った場合には告知義務が生じる可能性がある

と考えられる。』とも付け加えています。基

本的には「告知しなくてよい」という判断の

ようです。 

そもそも入居者が感染しても保健所から管

理会社や大家さんに告知されない、というこ

とも考えられます。感染を知らなければ対応

のしようがない訳ですが、周りに与えるリス

クに備えられないというジレンマもあります

ね。誰も経験したことのない事態ですので、

個人を差別やプライバシー侵害から守ること

と、周りの感染リスクを軽減することとの狭

間で悩むところです。
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笑顔相続には まず「現状分析」が大切とい

うお話しが前回でした。現状分析して「ご家族

にとって大切な財産を〇〇と〇〇に受け渡した

い」と決めることと、その気持ちを相続人に伝

えることが大切です。その選択を法的に有効に

する方法が今回の遺言です。では、遺言が無い

ときの相続はどうなるのか？を説明いたします。

相続が発生した時の被相続人の財産は相続人の

共有となります（民法 900 条四）。その持分は、

法定相続人が配偶者とお子さんの場合は、配偶

者が 2 分の 1 で子供が 2 分の 1 を等分に分けま

す。法定相続人がお子さん 3 人だけの場合は、

3 分の１ずつの相続権利を自然に取得すること

になります。 

たとえば相続財産が大きなケーキと中くらい

のケーキと小さなケーキだとします。3 人の前

にそれぞれのケーキがお皿に乗っていますが、

このケーキは上手に切り分けることができませ

ん。この状態で 3 人が話し合いをして、大きな

ケーキが長男、中のケーキを長女、小さなケー

キは次男が食べるという結論に簡単に達するか

を考えてみて欲しいのです。 「ウチの子なら

簡単に話し合いがつく」かもしれませんが、多

くのご家庭では難しいのが現実です。でも遺産

分割というのはこういう事であり、遺言が無け

れば法律で定められた権利分のケーキが欲しい、

と主張されることも多いのです。「長男が大、

長女は中、次男は小」という遺言があると法定

相続分より遺言が優先されます（民法 908 条）。

しかし、それだけでは次男の心にモヤモヤが残

るかもしれません。そこで大切なことは、ケー

キの分け方を決めた経緯や理由になります。 

ケーキの材料の小麦粉や牛乳を遠くまで買い

に行きながらイチゴも育てた長男と、3 つのケ

ーキを美味しく作ってくれた長女と、それを黙

って見ていた幼かった次男ということなら、長

男には多く食べて家族を支えて欲しいし、長女

には料理で家族を元気にして欲しいし、次男は

幼いから小さなケーキがちょうどよい、という

理由が説明できます。各々の責任と貢献を明確

にすることで分け方への納得感が生まれるので

はないでしょうか？このモヤモヤを消すのが「付

言事項」になります。 

ケーキのように「相続分の指定」など財産の

処分・分配のことは遺言として書くことで法的

効力があり、これを法定遺言事項といいます。

これに対し付言事項は法的効力はありませんが

「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」を書

くことで被相続人の意思が尊重されます。その

結果、相続トラブルに巻き込まれる「争族」と

なることを回避して笑顔相続が実現できるケー

スも多くなるのです。 

遺言の書き方で一般的な方法には「自筆証言

遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆の

メリットは、作成が簡単で費用が少ないことと

遺言内容を秘密にできます。デメリットは、内

容の不備で無効や紛争になったり紛失など考え

られます。2019 年から財産目録をパソコンで作

成可能となり、2020 年から法務局で保管できる

ことになりました。一方の公正証書遺言は、公

証人が作成して原本を公証役場で保管します。

メリットは、作成と保管を公証人（役場）がや

ってくれるので安全で確実です。紛争も防止で

きます。デメリットは、費用がかかること、証

人の立会いが必要なので内容が漏れる可能性が

生まれることなどがあります。どの方法を選ぶ

かは、税理士さんなどに相談をして決めてくだ

さい。 

笑顔相続に大切なポイントは、 

 

 

 

 

 

 

以上の 3 つなのです。 

「笑顔相続」とは残された家族の「故人への感謝」「お互いの良好
な関係」「納税への安心」の３つが保たれることです。今回はそのた
めに必要な法定遺言事項と付言事項についてお話しいたします。          

一般社団法人相続診断協会 代表理事 小川実 

 

① 現状把握をして自分の意思を明確にし、決

めた経緯と理由を相続人に伝える。 

② それを遺言という法的に有効な形にする。 

③付言事項によって自分の想いとそれに伴う

責任をしっかりと伝える。 


