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■リレー日記～加齢～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、営業の土田です！ 

今回は私が月に一度必ずやる無茶につい

て…ご説明するまでもなく上の写真で伝わ

ってしまっていると思いますが、語らせて

いただきます！ 

若い頃から（といってもまだまだ若輩者

ですが）変化したことや習慣は沢山ありま

すが、私が独り立ちしてから未だに変えて

いない習慣の一つに、『月に一度、無茶な

量のトッピングのカレーを食べる』という

ものがあります。当然加齢で体質は変わっ

ていますし、食事量と筋肉量も合わせて落

ちていますので、まず百害あって一利なし。

これをやった日は完全に動けなくなるの

で、連休でもないと挑むことができません。 

それでもやってしまう理由は、まだまだ

若いんだぞ！という自己暗示半分、本当に

カレーが好きなの半分といったところでし

ょうか。未だ諌める相手がいないことをい

いことに、先月もしっかりチャレンジして

動けなくなってきました。 

ちなみに写真のカレー、ルーの下にもト

ッピングがいくつか沈んでいます…総カロ

リーはちょっと計算したくない…しかし、

なんでカレーって何を入れても美味しいん

でしょうか。カレーみたいに懐の深い人間

になりたいものです… 

皆様にも、若い頃から続けている無茶は

ありませんか？おすすめは決して致しませ

んが、気持ちだけはいつまでも若々しく！

自分らしくありたいですよね！（土田） 

 

■「にしこやまつり 2022」が
開催されます！ 
去年に引き続き、西小山駅前で「にしこ

やまつり」(主催：品川区)が開催されます！

飲食店によるカレーフェス、駅前マルシェ、

そしてステージが予定されております。ぜ

ひ足を運んでみてください！  

日時：10 月 30 日(日)11 時～16 時 

場所：西小山駅前広場、ロータリー、西小

山の各店舗 

※コロナ感染状況によっては中止の場合有 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑪公正証書遺言作成には
何が必要か？ 

せっかく公証役場

まで遺言書を作成に

行っても、必要書類

などの不備がある

と、再度出向いてい

かなければならない

ことになってしまい

ます。今回は、公正証書遺言を作成する時

に用意するものについてお話しします。 

 

①遺言者を確認する資料 

本人の印鑑証明書(3 ヶ月以内に発行さ

れたもの)、運転免許証やパスポート・住民

基本台帳カード・マイナンバーカードなど

顔写真付きの証明書でも大丈夫です。印鑑

証明書をお持ちになるときは、実印も忘れ
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ずにお持ちください。(印影確認のため) 

 

 

 

②相続・遺贈を受ける相手を特定する資料 

遺言者と相続人の続柄がわかるものが必

要になります。 

戸籍謄本で続柄はわかりますが、子供が

結婚していると除籍となりますので、遺言

者の戸籍謄本を請求すると遺言者と配偶者

しか載っていない戸籍謄本を交付される場

合があります。そのため遺言者の夫婦、親

子関係がすべて記載されている戸籍謄本を

ご用意下さい。また、相続人ではないがお

世話になった方に遺贈させたい場合は、そ

の方の住民票が必要です。 

 

 

 

 

 

 

③相続・遺贈する財産を特定する資料 

不動産を相続・遺贈する場合は、その不

動産の登記簿謄本が必要になります。併せ

て不動産の納税通知書か固定資産税評価証

明書も用意しておきましょう。 

不動産以外の預金や株券等がある場合

は、預金先や金額、銘柄や株数などがわか

るものが必要になります。これらの資料は、

公正証書遺言作成の手数料算定に使われま

す。 

 

④証人 

公正証書遺言を作成するには証人が2名

必要になります。証人になるには特別な資

格は必要ではありませんが 

 

・未成年、相続人となる方 

・相続・遺贈を受ける方、これらの配偶

者及び直系血族 

・公正証書遺言を作成する公証人の配偶

者、4 親等内の親族、書記及び使用人 

 

は証人になる事はできません。 

遺言者が知人や友人に依頼する場合もあ

りますが、遺言の内容を知られたくない、

内容を他の人に話してしまうなど心配な方

は、費用は掛かりますが弁護士や司法書士

に依頼すると良いでしょう。公証役場でも

準備してもらう事ができます。 

友人や知人、弁護士や司法書士が証人に

なる場合は、その方の本人確認書類(運転免

許証等)と認印を持参してもらいましょう。

公証役場で紹介してもらう場合は、その方

の認印は必要ありません。(鶴岡) 

 

■CPM 流！土田の賃貸管理塾 
テーマ：賃貸運営の大きなトラ
ブルと対処法③～入居者の死亡 
こんにちは、ＣＰＭの土田です。今回は

【賃貸運営の大きなトラブルと対処法】の

３回目として【入居者の死亡時】について

お話ししたいと思います。 

賃貸運営上、入居者関連の問題としては

火災に次ぐ最大級の受難として考えられる

【入居者の死亡】、皆様も一度は想像され

たことがあるのではないでしょうか。物件

の原状回復や準備にお金がかかり、他の契

約者の解約も誘発され、次の入居者も決ま

り辛くなり、家賃も下がり、大きな減収に

繋がる…極力避けたい事態だと思います。 

この【入居者の死亡】について、その発

覚から物件運営の正常化までは長い時間と

多くの手間が求められます。なかなか１回

ではお話ししきれない内容ですので、今回

は再募集の際の【告知】に絞ってお話をし

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

先ず初めにお知らせしておきたいのが、

この人の死の告知について、昨年の２０２

１年１０月に国土交通省よりガイドライン

の公表があったということです。 

それまでは賃貸物件内で人が死亡した場

合に「どこまでを告知するべきかどうか」

という問題について具体的なルールはあり

ませんでした。家主様や不動産会社がそれ

ぞれ独自のルールと曖昧な慣習を基に判断

していたのが実情です。これらは明確な線

引きではなかったため、借主側との間で、
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契約前後にトラブルに発展してしまうケー

スが後を絶たず、不動産業界の健全なイメ

ージを阻害する大きな要因の一つでもあり

ました。 

こういった状況を改善すべく、先の民法

改正を追う形で、現状の慣習や判例・事例

を整理して問題解消のための一つの線引き

として公表が為されたものです。 

 

具体的な内容をご説明します。 

まず、告知が【不要】とされる死につい

ては、下記の通りとされました。 

 

①老いによる自然な寿命（老衰） 

②持病による病死 

③日常生活での不慮の事故（転倒や、誤

嚥などの事故） 

 

対して、告知が【必要】とされる死につ

いては下記の通りです。 

 

①殺人 

②自殺 

③事故死（不慮ではないもの。危険が明

らかな行為や誤った行為） 

④原因が明らかでないもの 

 

何となく察した方もいらっしゃるか

と思いますが【ご高齢の方】に多い死亡事

例について配慮がなされています。 

 

また、告知が【不要】とされる状況につ

いては 

 

【賃貸のみ】 

・告知が不要な場合以外の死で、その発

覚から３年が経過している場合。 

・告知が不要な死でも、特殊清掃が必要

な場合は、その発覚から３年が経過し

ている場合 

【賃貸・売買】 

・その賃貸部分で発生したものでない場

合（隣の部屋など） 

・普段使われていない共用部分で発生し

た場合（屋上など） 

 

対して、告知が【必要】とされる状況は

といいますと 

 

【賃貸のみ】 

・告知が不要な死でも、ご遺体が腐乱し

て発見され、その発見から３年が経過

していない場合 

【売買のみ】 

・告知が不要な死でも、ご遺体が腐乱し

て発見された場合。 

【賃貸・売買】 

・不要か必要かわからないものでも、事

件性・周知性・社会への影響度が著し

く高い場合 

・告知が不要な死や状況でも、買主また

は借主から、事案の有無について求め

られた場合 

 

…言い方がちょっと申し訳ないのです

が、臭気やウジなどが強く発生したかどう

かが厳しくみられるようです。 

また、重要なのは【告知が不要な場合で

あっても、告知を求められた場合は答えな

ければいけない】ということです。（これ

が次回お話する募集対策での大きなポイン

トになります） 

 

また、告知をする場合に、伝えるべき項

目は 

 

・発生時期、または発覚時期 

・特殊清掃や大規模リフォームの有無 

・場所 

・死因、または不明であればその旨 

 

とされ、対して氏名、年齢、住所（出身）、

家族構成、具体的な様子、発見時の様子等

は、亡くなられた方やご遺族に配慮して告

知する必要はないとされます。 

 

なお、これらの情報の調査について不動

産業者へ求められる義務は、 

 

・売主または買主に、告知書への記載を

求めるだけで良い 

・近隣への聞き込みなどの自発的な調査

は不要 

・ただし、事案があった事が強く疑われ

る場合はその限りではない 
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とされています。 

ガイドラインはあくまで指標とされてお

りますが、かなり細かな規定と例外を大き

く含んだ項目がありますので、これによっ

て【告知義務があるケースが減るというよ

りは、告知をしなかった理由の説明として

使用される】ケースが多いのではないか？

というのが私の感想です。 

 

次号では、この【告知】の各種説明から、

どのように募集対策が考えられるかをご説

明させていただきます。 

 

■読書案内 
 今回、私が紹介させて

いただきますのが【共有

名義不動産～トラブルに

なったら一番最初に読む

本～】（大江剛・著、三

平聡・監修、株式会社東

峰書房）です！ 

皆様は、たとえば不動

産の取引で不動産屋に登記を確認された時

や、相続の相談をした時などに、 

 

『共有名義が良くない』 

『共有名義は止めた方が良い』 

 

と言われてしまった、という経験がおあ

りではないでしょうか？確かに共有名義は

色々取り扱いが難しいことは事実です。 

しかし、何故止めたほうがいいのか？メ

リットはないのか？どう解消したらいいの

か？という当然の疑問について、わかりや

すく簡潔答えてくれる人は少ないのではな

いでしょうか。本書はこれらの問題点・メ

リット・解消方法を、それぞれいくつかの

シナリオに分けて丁寧に解説してくれま

す。 

たとえば、あまり耳にする機会の少ない

「共有のメリット」についても 

 

【購入時、例えば若い夫婦などなら、ペ

アローンなどで融資条件が良くなる可能性

がある】 

【相続時、共有持分に応じた評価額で課

税されるので負担を分散できる】 

 

としっかり語られています。 

こういった詳しい人や全体像が見えてし

まっている人ほど言及を避けがちなポイン

トをしっかり押さえているので、疑問が置

き去りにされにくいです。こうした説明が

１ページあたりちょうど良い情報量に納め

られていて、まるで上手なセミナーを聞い

ているかのようにすっと情報が入ってきま

す。 

また本書は、オーナー様の目線に合った、

等身大の疑問についてふんだんに事例を取

り上げ、Ｑ＆Ａ形式で答えてくれます。 

初歩的な質問から始まり、不動産屋のス

タッフでも答えに詰まるような質問まで難

易度順に用意されており、これが読み手の

理解の深まりに沿うように展開していきま

すのでぐんぐんと読み進めることができま

す。読み終える頃には、不動産の共有から

くる各種のトラブルに対しての不安が大き

く和らいでいるのではないでしょうか。 

１７０ページ未満で取り回しもよく、ポ

イントを拾い読みすれば１時間前後で読了

できる手軽さと、しっかり読み込もうとす

れば十分に読み込める読み応えが両立し

た、情報量が魅力の 1 冊。 

題名には『トラブルになったら最初に読

む』とありますが、トラブルになる前でも

読むことをおすすめできます。 

弊社事務所の本棚にございますので、気

になられた方はお尋ねの際にお声がけくだ

さい！(土田) 

 

■10 月・11 月の休業予定日 
10 月と 11 月の営業カレンダーは以下

のとおりです。オレンジ色部分が定休日、

黄色部分が定休外休業日となります。それ

以外は営業致しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■管理物件の稼働状況 
9 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 96.27％でした。 


