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賃貸経営
高齢者マーケット

と

を考える
大家さんとして「高齢者」というマーケットを無
視できないと思います。皆様はどのように考えて
行動されていますか︖
やはり「孤独死」が心配ですね。日本は単身世帯
が増え続けていて結婚せずに独身を貫く人も多く
なっていますから、「孤独死」リスクは高齢者だけ
に限らず 40 代 50 代でも多くなっていると言われ
ています。
大家さん向けのアンケートによると、約 60％の方
が「高齢者の入居に拒否感がある」と答えていて、
近年はさらに増加傾向にあるそうです。

拒否する理由で多いのは何でしょうか︖

死亡リスク、滞納リスク、認知症にかかるリスク
などが挙がっていますね。
実際に「高齢者様はお断り」と表明している大家
さんや不動産会社は少ないでしょうが、入居審査
のところで理由をつけて断わることが多いのだと
思います。
日本は 65 歳以上の人口が 3100 万人を超えて 4 人
に 1 人以上が高齢者ですし、近い将来は 4 人に 1
人が 75 歳以上になりますから、この大きな市場を
高齢者だからという理由で敬遠するのは、空室を
抱える大家にとって大きな機会損失だと思います。
僕もそろそろ高齢者の年齢ですが、高齢者に貸すこ
とのメリットもありますよね。「長く入居してくれ
る」「生活のマナーがいい」「クレームが少なく感
謝される」などは大家としては有り難いことです。
高齢者は一度入ると長く入居してくれますから、
入居してもらうことで空室に対する不安が減りま
すよね。「ご本人の健康状態と、身内がいて緊急時
の連絡先等の対応をしっかり把握しておけば問題
ない」と言う専門家もいますね。でもリスクがあ
るのは事実なので拒否する 3 つの理由については
検証しておく必要があると思います。

「室内で死亡されるリスク」というのは、発見され
るまでに時間がかかることの恐れがありますね。
特に事件性がなくても発見まで長引けば特別な処
理が必要になりますし、次の募集に大きな支障が
出ます。高齢者が部屋で亡くなるのは避けられないで

すから、具合が悪くなったときや緊急時に周りが速や
かに気付くことができる仕組みですよね。
センサーで住人の異常をインターネット回線で伝える
とか、ドアの開閉、照明、テレビのリモコンなどにも
反応するセンサーが開発途上にあるそうです。
そういうテクノロジーも大事ですが、定期的に会う機
会を作って、見守りにつながるようなコミュニケーショ
ンを増やすことが重要だと思います。我々大家か管理
会社さんが頻繁に現場に足を運ぶことと、入居者さん
同士が日常で確認しあうような仕組みが出来たら良い
ですね。
これは解決策ではありませんが、孤独死に対応した保険
も登場していますね。発見された場合に原状回復費用に
最大 100 万円、空室や家賃低下に対して最大 200 万円
を事故後 1 年間補償するという内容の保険があります。
全戸の加入が必須となっていますが、保険料は 1 戸あ
たり 3,000 円程度と費用負担は抑えられていますね。

「家賃滞納と認知症になるリスク」についてはどうで
しょうか︖
年金支給の将来に不安もありますので、蓄えが無くなり
収入が減って家賃滞納につながる可能性はありますけ
ど、これは高齢者にも対応している保証会社を利用する
ことと、緊急時に対処してくれる身内等の確保をしっ
かりとしておけば大丈夫な気がします。認知症や病気
になったときに対する備えとしても、いざと言う時に
対応してくれる身内の存在が必須の条件になりますね。

「サービス付き高齢者向け住宅」への登録という積極的
な選択肢もあります。

「100％安心できる解決法」はありませんが、間違いな
く言えるのは「空室と単身高齢者は増えていく」とい
う事実ですね。賃貸経営する大家としても、この増え
続けるマーケットを無視することは出来ないですね。

ありがとうございました。

司法書士に学ぶ賃料督促の実務
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「利用者意識アンケート」で分かる満室経営のヒント

　お部屋探しのお客様が注目する広告は、不動産情報
誌などの紙媒体からインターネットのお部屋探しサイ
トへ入れ替わりました。その部屋探しサイトで構成さ
れる「不動産情報サイト事業者連絡協議会」が毎年行っ
ている「利用者意識アンケート 2019 年」の結果から、
お部屋を探しているお客様の最新ニーズを見てみま
しょう。きっと空室対策の参考になるはずです。

　「不動産会社を選ぶときのポイントは︖」という質問
に対し「写真の点数が多い」という回答を 73.8％の人
が選択していて、2 位の「店舗立地が便利（34.3％）」
を大きく引き離して 1 位になっています。物件情報を
伝える上で写真の効果が最も大きいことは理解はして
いましたが、お客様がここまで重視しているという事
実を再認識しました。
　「物件情報を探す際に必要な情報は︖」という質問の
結果でも、文字情報よりも写真が上位回答のほとんど
を占めています。特に水回り写真のニーズが高く、ト
イレ、キッチン、バスの写真はトップ 3 を独占してい
ます。その他の居室 / リビング、物件外観、収納で上
位 7 位までを写真が占めていて、文字による情報はやっ
と 8 位に顔を出している程度です。写真の情報発信力
は絶大ですので、点数と質が、物件に目を止めてもら
うために極めて重要なことが分かります。
　

　ネット掲載の重要性は、「訪問した不動産会社数は︖」
という質問の回答からも読み取れます。お客様が賃貸
を探すときの訪問社数は「1.9 社」と過去最少だったの
です。ちなみに 2016 年は「2.2 社」でしたので、年々、
訪問する不動産会社数が減っていることが分かります。
インターネットで見つけるだけでなく、そこで選んで
もらえないと、その時点で競争から脱落してしまうこ
とになります。その際にお客様は、特に水回りを中心
とした写真掲載の充実度が大事ということを教えてく
れています。

　
　「不動産会社に求めるものは︖」という質問に対して
は、「正確な物件情報の提供」「詳細な説明」がそれぞ
れ 1 位、2 位となりました。文字情報を正確に記載す
るのは当然ですが、写真に詳細を求めるとしたら具体
的にどうすれば良いでしょうか。ニーズが高いトイレ、
キッチン等の写真について、お部屋を探す側の気持ち
になって考えてみましょう。
　お客様はトイレの何を知りたいでしょうか。綺麗に
清掃されているか、便器は新しいか、温水洗浄便座が
付いているか、付いていなくてもコンセントがあるか、
トイレットペーパーを置ける棚があるか、などが知り
たいはずです。
　つぎにキッチンについては、綺麗に清掃されている
か、古いのか新しいのか、水栓はシングルレバーなの
か２ハンドル混合水栓なのか、システムキッチンなの
かガスコンロを自分で設置するのか、ガスなのか IH な
のか、コンロは何口あるのか、収納はどのくらいの大
きさなのかなどが知りたいと思います。これらの情報
をしっかり収めた写真を撮影することが重要です。

　「不動産会社を選ぶときのポイントは︖」の回答の中
に、「写真の見栄えが良い」が 3 位に入っています。プ
ロが撮影した写真のように美しくなくとも、写真の構
図が傾いていたり、薄暗かったり、不鮮明だったりす
るのは見苦しいので、管理会社が写真の撮り方を勉強
するなどの動きも出て来ています。また、写真がこれ
だけ重要視される時代には、写真映えするリフォーム
や、モデルルーム作りなども大切になって来ています。

　以上のように、お部屋を探している方の気持ちになっ
て物件情報を伝えることが、問い合わせや現地見学へ
と繋げる近道です。「写真の質と点数」が大きく影響す
ることが読み取れたアンケート結果でした。
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賃料督促の実務賃料督促の実務
身内の連帯保証人は大家さんの “命綱”

司法書士に学ぶ

　家賃滞納を繰り返す賃借人がいました。もともと家
族４人で住んでいましたが、やがて子ども２人は独立
していき、広い部屋にご夫婦だけとなっていました。
賃借人であるご主人は 58 歳でタクシーの運転手、奥
さんはパートで働いているようです。その賃借人がこ
こ数年病気がちで、収入が激減し家賃 12 万円が払え
ないとのことでした。

　収入と支出のコントロールが出来ない人たち　
　58 歳という年齢からすると、それなりの貯金があっ
てしかるべきです。この年代は病気や不測の事態、冠
婚葬祭等でお金の支出が多くなる世代です。それを見
越しての資産形成をしなければならないところ、病気
で収入が減ったから家賃が払えないとすると、この先
はもっと苦しくなります。
　家賃を溜めてしまう方全般に言えることですが、滞
納できる人はお金のコントロールができていません。
収入と比べれば高額な家賃と分かっていて、それを払
い続けるのは厳しいと感じていても、自分から転居す
ることができないのです。この賃借人もそうでした。
今まで何度も大家さんに手紙を送って、継続して住め
るように嘆願していました。この契約は長男が連帯保
証人でしたが、「子どもだけには言わないでください」
と言われ、大家さんもそれを振り切って連帯保証人に
連絡することができませんでした。それでもさすがに
滞納額が家賃の５か月分になり、当方に手続きのご依
頼があったのです。

　強く請求するのではなく解決策を提案する

　すぐにこちらから内容証明郵便を送ると、賃借人か
ら電話がありました。私は「裁判になれば息子さんも
被告になります。これを機会にもっと安い部屋に転居
して、滞納分を分割で支払い、少しでも貯金してもら
いたい」と伝えました。そして「どうして滞納したの
か︖」と尋ねると、大家さんからの情報通り「体調崩
して仕事を休んで払えなくなった」とのことです。年
金受給できるまでは時間があります。仮に年金が受け
取れても、この家賃が払えるかというと絶対に無理な
額でしょう。10 万円を超える家賃なら、手取り 30 万

円以上の収入がないと生活は厳しくなります。それだ
けの年金を受給できる人は多くないはずです。家族 4
人で生活していた部屋も、夫婦だけになったのですか
ら、もっと狭くても大丈夫です。どうせ引っ越ししな
ければならないなら、一日でも早く実行するのが得策
でしょう。一所懸命に説明しましたが、賃借人は「こ
のまま住み続けたい」と言い張ります。
５か月分も家賃を溜めているのに……。

　ご家族の話し合いが解決につながった
　このまま押し問答を続けても仕方がないので、一度
ご家族で話し合うことを説得しました。「今」だけの
問題ではありません。人生 100 年時代と言われ、長
生きできるのが喜ばしい反面、それなりの資金も必要
になります。そのために今から人生設計をし直して欲
しかったのです。滞納の事実を隠していた連帯保証人
の息子さんには、最後は大きな迷惑をかけてしまうの
ですから、きちんと全てを打ち明けて、家族で話し合っ
てもらうように促しました。
　それから１週間くらい経った頃に、滞納額全額が振
り込まれてきました。お話しを聞くと、ちゃんと息子
さんとも相談して、今後のことを決めたということで
した。「近い将来に田舎に戻るので、それまでここに
住めるように、これからはきちんと支払います」との
ことでした。少しお顔に生気が戻ったように感じられ
ました。息子さんからも「２度と滞納はしない」との
確約書もいただいて一件落着となりました。

　催促する側は「払います」と言われると、それ以上
突っ込んだ話はできにくいかもしれません。それでも
踏み込んで、将来的なことも含めて話をしなければな
りません。その時には必ず連帯保証人も巻き込みま
しょう。それが滞納問題を迅速に解決する糸口になり
ます。だから連帯保証人は大家さんの命綱なのです。
　　　　　　　　　　　　　　司法書士　太田垣章子

「写真点数の多さ」が第一位に

 ついに２社を切った訪問社数

 お客様が写真の中に求める情報とは

 撮影テクニックを学ぶ不動産会社


