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大家さんの
「Q. 4月 1日からの新民法で準備することは︖」

　　　4月1日から施行される改正民法
　　　について勉強したつもりではあ
りますが、大家に関係する箇所をおさ
らいしておきたいです。

　　　 大家さんに影響を与える大きなポイント２つに
　　　 絞って解説します。１番目は、賃貸借契約で個
人の連帯保証人を設けるときは極度額（連帯保証人の
負担する限度額）を定めておかないと保証債務が無効
になります。その額をいくらに設定するか︖について
は 2 ～ 4 年分の賃料相当額を採用するケースが多いの
ではないでしょうか。家賃滞納のリスクだけなら 1 ～
2 年で足りますが、室内で事故を起こされると損害は多
額になります。4 月 1 日以降の新規契約から「極度額
をいくらにするか」について決めておいてください。
　さらにこの極度額は新規契約だけでなく、3 月 31 日
以前に締結された契約の更新にも適用されます。たと
えば 2018 年 6 月に締結された賃貸借契約は、今年の
4 月 1 日を過ぎても無効にはなりませんが、6 月の更新
時に極度額を記述しないと保証債務は無効となる可能
性があるのです。一口に更新といっても合意更新と自
動更新がありますが、少なくとも合意更新の際に連帯
保証人から署名・捺印をもらう場合は、賃貸借契約だ
けでなく保証契約も更新されることになるので「極度
額の規制」を受けると考えられます。一方で合意更新
で連帯保証人の署名を求めない及び自動更新のケース
は、保証契約の更新はしていないで「極度額の規制」
は受けないという考えを多く聞きます。もちろん保証
契約は更新されなくても保証債務は継続します。
　もうひとつ、改正民法では借主が死亡した時点で保
証契約は終わり、それ以降に発生した損害等は保証対
象外となっている点も注目ポイントです。たとえば借
主が亡くなった後も住み続ける同居の配偶者が滞納し
た場合でも、連帯保証人に責任を問えなくなります。

　２番目は、「設備故障時の賃料減額責任の明示」です。
たとえば、エアコンや給湯器などが故障して使用でき
なくなったとき、入居者さんから「賃料を下げてほしい」
と要望されることがありますが、この貸主の減額義務は、
特に法律では明文化されていませんでした。しかし改

正民法では「当然に賃料が減額される」という内容に
変わります。ただし減額される賃料はいくらなのか︖
については規定が定められていないので、施行までに
賃貸借契約書の中に規定を盛り込む必要があります。
国交省では考え方として次のように解説しています。

減額割合については判例等の蓄積による明確な基準
がないこと、紛争防止の観点から、一部滅失があっ
た場合は借主が貸主に通知し、賃料について協議し
適正な減額割合や減額期間、減額の方法等を合意の
上決定することが望ましい。

参考となる資料として日本賃貸住宅管理協会の「サブ
リース契約書」に減額賃料の記載があります。

この資料の中の計算例で減額の目安が分かります。

「家賃 10 万円でトイレが 3 日間使用不能の場合」
家賃 10 万円 × 減額割合 30％ × 日割り 3/30
－免責日数 1 日＝減額賃料 2000 円

　設備トラブルでは過去に、エアコンが壊れて眠れな
いためホテル代を出して欲しい、子供が汗疹になった
ので治療費を請求したい、などと主張する入居者さん
がいました。給湯器が壊れて修繕や交換に立ち会うた
めに会社を休んだので「休業補償を請求したい」と言
われた例もあります。このように揉める原因のひとつ
は、設備故障の迷惑を「お金に換算するといくら︖」
というガイドラインが無いからです。それが今回の改
正以降は賃貸借契約時に「設備故障の際の賃料減額」を
明示して署名を交わすことになれば「迷惑をお金に換算
する」ことに合意することになります。これは大家さん
にとって悪い話ばかりではないのではないでしょうか。
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【春の繁忙期】空室対策の原則を知ろう
　春の繁忙期も大詰めです。そこで今回は空室対策の
原則を考えたいと思います。以下の架空の物件事例を
元に話を進めてまいります。

　　　　3DK　55 ㎡　築 28 年　鉄骨造り　

　決して好条件とは言えないこの物件を決める手段に
は大きく４つの方法が考えられます。

１．家賃を下げる
２．家賃据え置きでサービスを付加する

フリーレントや初期費用ゼロで入居できるサービスです

３．家賃据え置きで少額リフォームする
壁・床・天井をアクセントクロス等を使って張り替える
水回り設備の交換、表層を張り替えるなど。

４．高額リノベ工事して適正に値上げ

　では、この中のどれが一番効果が期待できるか︖と
いうと、実は正解というものはありません。それは「やっ
てみないと分からない」という意味ではありません。
経験を積んだ管理会社ならある程度の予想はつくはず
です。「一番良い方法」という答えは、大家さんの賃貸
経営への考え方によっても、競合物件や地域の賃貸需
要によっても異なるからです。

　たとえば築 28 年の物件だから、あと 5 ～ 6 年で取
り壊すかもしれない、という思いがあるなら、多額の
費用をかけてリノベ工事を行う意味はありませんね。
反対に 10 年でも 20 年でも賃貸建物として運営したい
なら、家賃の値下げや、初期費用ゼロなどの目先のサー
ビスに頼るよりも、物件に力を与える方が長期的にみ
て正しいという意見もあるでしょう。老朽化が目に見
える物件を所有することが許せない大家さんもいるで
しょうし、部屋が埋まっているなら気にしない大家さ
んもいらっしゃるでしょう。

　ただし正解はないと言っても、どの方法であれ、共
通する判断基準はあります。それは「収益」です。結
果的に「部屋が埋まったか」だけでなく、「収益がどう
なったか」というチェックがとても重要です。この判
断基準を持たずに「空室対策＝単に部屋を決める方法」
と捉えてしまうと、家賃の値下げが一番効果的な方法
ということになってしまいます。家賃さえ下げれば、

ほとんどの部屋は決まるからです。しかし、値下げだ
けに頼り続けていたら、10年後はどうなっているでしょ
うか︖　投資されない物件は老朽化が進み、さらに家
賃が下がり、スラム化に突き進んでいくかもしれませ
ん。このように、空室対策を考えるときには、「収益が
どうなったか」というチェックはとても重要なのです。
具体的に数字で検証してみましょう。
　この築 28 年の物件は家賃 7 万円で募集中で、以下の
２つの空室対策を検討しているとします。

・家賃を 1 万円下げて 6 万円で貸し出す
・240 万円でリノベして 8 万円で貸し出す

　どちらも 1 ヶ月以内に決まるとしたら、どちらの収
益が良くなるか簡単な計算をしてみましょう。ただし 1
年 2 年の短期では、値下げの方が良いに決まっている
ので、高額リノベを検討するなら 10 年程度の期間で考
える必要があります。計算の前提として、賃貸の運営
費は一部屋あたり 2 万円とします。リノベ費用 240 万
は 10 年で経費按分して計算します。

値下げ案は 家賃6万－運営費2万円＝収益4万円。
リノベ案は 家賃8万－運営費2万円－経費按分2
万円＝収益 4万円になります。（240 万円を 10 年
120 ヶ月で割って月 2 万の経費としました）

　結果の収益は、どちらも 4 万円となり、引き分けに
見えますが、実際に値下げ案は、10 年間でもっと下がっ
てしまうはずです。入居中の部屋にも影響を与えるで
しょう。的確にリノベした部屋でも、10 年で家賃は下
がりますが、値下げ案ほどではないと思われます。

　いかがでしょうか。だから「リノベが良い」という
意味ではなく、空室対策の４つの方法を選択するとき
は、「あと何年 所有するか」を予想して、つぎに、「物
件の価値を上げるか、募集条件でサービスするか」の
どちらかを選択し、最後に「多年度にわたる収益はど
うか」を基準にすると、判断しやすくなります。ぜひ
試してみてください。
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　賃貸トラブルの対応は管理物件ばかりとは限りませ
ん。大家さんがご自身で管理されている物件の募集だ
けをお手伝いしているケースでは、そのお付き合いの
中でご相談をいただくことも多いです。先日、自社管
理されている大家さんから連絡がありました。聞くと、

「借主が逮捕されて部屋に戻って来ていない。どうした
らいいのかと悩んでいる」とのことです。当社が紹介
したお客様ではないので一安心しましたが、さらに尋
ねると、かれこれ１年近くも前からとのことです。

　客付けした不動産業者に相談しましたが、「紹介した
だけなので対応できない」と言われて、そのままズル
ズルと時間が経過してしまったそうです。逮捕されて
も即釈放されればいいのですが、今回のようにそのま
ま部屋には戻ることなく収監されてしまうこともあり
ます。この場合、家主さんは室内の荷物を撤去するこ
とはもちろん、次のお客様を募集することも、服役中
の借主から家賃の支払いを受けることもできない、と
いう三方塞がりの困った状態になってしまうのです。

　やはり当社も管理を任せていただいてる訳ではあり
ませんし、ご紹介した借主さんでもありませんので一
度はご辞退したのですが、「どうしても」と依頼されて、
この部屋だけ管理させていただく条件でお引き受けし
ました（本当は全棟でないと良い管理がしにくいので
すが）。当社では万一借主が逮捕されたら、まずは所轄
の警察に行き、借主から賃貸借契約の解約と残置物の
放棄書にサインをもらうようにします。もたもたして
いると別の署に移動されてしまい、どこにいるのか教
えてもらえなくなるので、逮捕後は時間との闘いとな
ります。希なことかもしれませんが、前に国選弁護士
がついたときに、民事の解約書面にサインをもらって
きてくれた事もありました。弁護士は刑事事件の代理
人という立場なので期待していませんでしたが、ダメ
元でよかったです。今回のご相談のように、すでに１
年近くも経っている場合は、借主がどこの刑務所にい
るかも分からない状態で明け渡しの訴訟手続きをせざ
るを得ません。管理会社ではなく弁護士や司法書士さ
んに依頼しなければなりませんが、「それでは費用がか

かるよね」と家主さんは仰いました。1 年近くも家賃
回収できないこと考えたら、すぐに手続きしていれば
滞納分より安く終了することができたはずです。まし
てや早く解決させれば、次の借主から家賃をいただく
こともできました。逮捕されるような賃借人ですから、
法的手続きで賃貸借契約を一日も早く終結する方が安
全ですよと説得して、やっと承諾してもらいました。
その手配は当社ですぐに行いました。ご自身で管理す
るのも良いですが、このようなトラブル対応は難しい
ので「当社に全棟管理をお任せください」と交渉して
いるところです。

　テーマは違いますが大家さんが借主に退去して欲し
い事情があるときの対応を考えてみましょう。たとえ
ば滞納だけでなく素行が悪いなどの理由で出て欲しい、
という場合には、滞納されても督促しない方が賢明で
す。家賃 3 ヶ月分の滞納があれば訴訟手続きに着手す
ることができますが、督促して 5 千円でも入金されて
しまうと、裁判所は「まだ支払う意思がある」と判断
して明け渡し判決を言い渡してくれません。そのため
出て行って欲しい借主の場合には、敢えて督促をせず
3 ヶ月のタイミングを逃さないことも得策なのです。
　建て替えの理由によって立ち退き交渉を始める時も
同様に考えています。もし 3 ヶ月以上の滞納者がいた
ら、督促せずに滞納で明け渡しの訴訟を提起します。
そして滞納者は全員退去してもらったあとで、きちん
と家賃を払ってくれている借主さんに立ち退き交渉を
始めます。下手に督促して滞納分の一部でも入金され
ると、この方たちにも立ち退き料を支払わないと出て
行ってもらえなくなってしまいます。
このような知恵は、多くのトラブルを経験をすること
で自然と備わるものだと思っています。


