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■リレー日記～歌詞～ 

NHK の朝ドラ

「カムカムエヴリ

バディ」が終わり

ました。皆様はご

覧になりました

か？ 

登場人物がいつ

の間にか亡くなっ

たり、展開が早く、

見ている方の気持

ちが追い付いて行

かないような時もありましたが、時代劇の

シーンも面白く、直ぐに引き込まれ毎日、

楽しみに見ていました。視聴者数も多く、

最多視聴数を記録したそうです。 

ドラマの中でラジオの英語講座が親子 3

代を紡ぐ重要な役割を果たしていました。

英語講座が始まる前の「証城寺の狸囃」の

メロディーにあわせた英語の歌詞も耳に残

る印象的なものでした。しばらくは「カム

カムロス」になりそうです。 

写真は木更津駅前にある証城寺の狸のモ

ニュメントです。この歌詞のおかげで証城

寺が木更津にあることを思い出し、40 年

以上ぶりに証城寺に行きました。昔はお寺

で狸を飼っていたのですが今は飼っていな

かったので狸の置物の写真を撮ろうと思い

ましたが顔が怖かったのでこちらにしまし

た。（鶴岡） 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑥自筆証書遺言の保管制
度 
 令和2年7月10日から法務局における

遺言書の保管等に関する法令が施行されま

した。これは、自筆証書遺言の保管の申請

を自ら住所地もしくは本籍地、その所有す

る不動産の所有地を管轄する法務局の遺言

保管所に申請して自筆証書遺言を保管して

もらう制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで自筆証書遺言では以下のような

デメリットが指摘されていました。 

 

１，様式の不備で無効になることがある。 

２，遺言書の紛失や改ざん、偽造・変造・

破棄の恐れがある。 

３，作成しても発見されない場合がある。 

４，家庭裁判所の検認が必要。 

 

しかし、保管制度では 

 

１，法務局で形式の確認がある。 

２，遺言書の原本と画像データを預かって

くれる。 

３，亡くなった後、保管してあれば遺言書

があるか法務局で検索できる。 

４，家庭裁判所の検認不要。 

 

という取扱いができるようになり自筆証

書遺言のデメリットは解消されます。 

ただ、注意点もあります。法務局では自

書されているか、本人確認、遺言書の方式
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があっているか形式的な確認しか行われま

せん。内容の確認までは行いませんので公

正証書遺言のように本人の意思確認が完全

なものか判断することはできません。 

自筆証書遺言は手軽に作成できるので、

一度、遺言書を作成し最終的には公証人等、

専門家と相談して公正証書遺言を作成する

ようにしましょう。 

 

■CPM 流！土田の賃貸管理塾 
テーマ：原状回復と対策 

こんにちは、ＣＰＭの土田です。前回よ

り引き続き、原状回復についてお話しをさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『原状回復』の新しい解釈を踏まえた上

で具体的にはどのように対策を講じていけ

ば良いかというお話ですが、結論から申し

ますと、実際の行動は以下の３つです。 

 

①原状回復は、費用請求できない箇所も

なるべく行う。 

②請求したい費用は募集時点であらか

じめ説明しておく。 

③経費にできる修繕と、経費にできない

設備投資は、しっかり分けて考える。 

 

どういった理由か、順番にご説明させて

いただきます。 

まずは①、なぜ費用請求できない箇所も

原状回復をするべきかといいますと、理由

は２つです。 

 

・綺麗にして決まりやすくし、少しでも

空室期間を減らす。 

・耐用年数をリセットして、退去時に費

用請求をしやすくする。 

 

綺麗にしたら決まりやすくて当然、そこ

までしなくても入居していただけるお客様

がいることは事実です。しかし、そうした

方のほとんどが、退去時の修繕費用の減額

や、その他交渉を希望される形となります。

さらに、たとえ入居する時は物件の状態に

納得されていても、入居中に状態が悪化す

れば、結局は値下げ交渉や早期退去が発生

してしまいます。そして勿論、修繕が必要

な個所が溜まっていますので、繰り延べし

た分費用が一度にかかってしまうのです。 

次に②、請求したい費用をなぜ募集の時

点であらかじめ伝えておかなければいけな

いかといいますと、不要なトラブルや支払

拒否を避けるため、というのが最大の目的

ですがそれとは別に重要な事として 

 

・『原状回復』にあたらない費用を請求

できるようにする。 

 

というメリットがあります。 

代表的なものは退去後のハウスクリーニ

ング代の設定などですが、もし『その物件

のセールスポイントである設備や内装で、

募集の度に最新の状態にする必要があるも

の』があれば、退去者の利用状況に限らず

費用を負担していただき、物件の品質を維

持する事ができるようになります。 

ただし当然、こういった別途料金の取り

決めが多すぎるとお客様からは避けられが

ちとなり、逆効果です。敷金や賃料などの

相場とバランスを取りながら調整されると

よろしいのではないでしょうか。 

 

最後の③、経費にできる修繕とできない

設備投資についての考え方は、次回にお話

させていただきます。 

 

■「原状回復ガイドライン」を
読む①～「原状回復」とは何か 
「原状回復をめぐるトラブルとガイドラ

イン」(以下「ガイドライン」をご存知でし

ょうか？賃貸経営に関わる方ならば耳にさ

れたことがある方が多いことと思います。

もしご存知ないという方は絶対にこの記事

を読んでいただきたいと思います。 

「ガイドライン」は、賃貸住宅の退去時

における原状回復について、その範囲や費
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用負担をめぐってトラブルが急増し、大き

な問題になっていたことから、原状回復に

係る契約関係、負担費用等のルールの在り

方を明確にして、賃貸住宅契約の適正化を

図っていく必要があることから、当時の建

設省(現、国土交通省)が平成 10 年にまと

めたものです。その後改訂が重ねられ、現

在では平成 23 年の再改訂版が最新版とな

ります。 

この「ガイドライン」の内容はオーナー

様にもぜひ押さえていただきたいと思いま

す。なぜなら、この「ガイドライン」の内

容が 2020 年 4 月に改正された民法に反

映されているからです。原状回復について

改正民法で以下のとおり条文化されまし

た。 

 

【民法第 621 条】 

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに

生じた損傷（通常の使用及び収益によって

生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変

化を除く。以下この条において同じ。）が

ある場合において、賃貸借が終了したとき

は、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰する

ことができない事由によるものであるとき

は、この限りでない。 

 

条文ですからとても簡潔な文章ですが、

この短い条文の背後にある考え方、基準と

なるものこそがこの「ガイドライン」なの

です。 

なお、弊社でもこの原則として「ガイド

ライン」に則って退室時の原状回復を含む

退去精算業務を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前置きが長くなりましたが、これから「ガ

イドライン」の中でも特に重要な項目につ

いてこれから解説していければと思いま

す。今回は第一回目ですので、そもそも原

状回復とは何なのか、といったところから

入ってまいります。 

「ガイドライン」では原状回復を以下の

ように定義づけています。 

 

「賃借人の居住、使用により発生した建

物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、

善管注意義務違反、その他通常の使用を超

えるような使用による損耗・毀損を復旧す

ること」 

 

わかりづらい表現ですのでもう少し簡単

に言うと、原状回復とは「わざと、うっか

り、間違った使い方をして損耗・毀損して

しまった箇所を復旧して入居前の状態に戻

すこと」を言います。そしてこうした損耗

等を復旧する義務のことを「原状回復義務」

と言い、この義務は賃借人が負います。た

とえばコーヒーをうっかりこぼして壁紙に

できた汚れや、脱衣所で十分な換気をしな

かったために生じたクロスのカビ等は借主

の原状回復の範囲になります。 

しかし、ここで注意しなければならない

ことはこの借主の原状回復義務は「賃借人

の故意・過失、善管注意義務違反、その他

通常の使用を超えるような使用」以外の損

耗に関しては対象外になるということで

す。つまり、普通に使っていて生じるよう

な汚れや経年劣化等に関しては借主は原状

回復義務を負いません。たとえばガイドラ

インではキャスター付きの椅子によるフロ

ーリングのキズやへこみに関しては通常使

用の範囲であるとして借主の負担とはして

おりません。また、日照などの自然現象に

よるクロスの日焼けや冷蔵庫の電気ヤケに

関しても「ガイドライン」では通常使用の

範囲としておりますので、「電気ヤケがあ

るからこれは借主負担だ」としてクロス代

を請求することはできません。 

またもう一つ注意すべきことは、先ほど

「入居前の状態に戻すこと」という表現を

しましたが原状回復＝借主が借りた当時の

状態に戻すこと」ではない、という点です。

これは経年劣化を考慮しなさい、という意

味です。時間の経過により劣化したもの(た

とえばクロス、設備)は借主の負担とはなり

ません。 

いかがでしたでしょうか？次回も「ガイ
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ドライン」について解説します。 

 

■日管協預り金保証制度に加入
しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社の関連会社で不動産管理業務を行っ

ているコトブキホームステーションは本年

4 月 1 日より、公益社団法人日本賃貸住宅

管理協会(日管協)が実施する「日管協預り

金保証制度」に加入いたしました。 

本制度は、管理会社が倒産した場合にオ

ーナー様に引き渡すべき集金代行家賃や敷

金、更新料等、オーナー様からの「預り金」

を日管協が一定額保証することで、オーナ

ー様の資産を守り、オーナー様・入居者様

の“あんしん”を実現する制度です。 

昨年 6 月から「賃貸住宅管理業法」が施

行され、預り金の適切な管理や保全につい

ての社会的要請がますます高まっておりま

す。本制度への加入を通じて、賃貸管理を

お任せいただいているオーナー様にひとつ

でも多く安心を提供できればと思います。 

 

■読書案内～星野哲「人生を輝
かせるお金の使い方 遺贈寄付
という選択」～ 
本書は元新聞記者で

ライターの星野哲氏が

遺贈寄付の内容や意義

についての入門書のよ

うな本です。 

「遺贈寄付」という

言葉をつい最近知り、

興味を持ったので手に

取ってみましたが、読

んでみて遺贈寄付の存在がもっと知れ渡っ

てほしいと思うようになりました。 

遺贈寄付とは、遺言等によって遺産の一

部、あるいは全部を公共団体や NPO 法人、

学校法人等に寄付することです。「自分の

遺産を、自分が亡くなった後に世の中に役

立てたい」と少しでも考えたことがある方

は検討されても良いのでは？と思います。 

私が本書で特に勉強になったのは以下の

３つです。 

①遺贈寄付の寄付先は様々！ 

自治体や出身大学、医療、福祉、環境、

国際援助等寄付先は様々です。そしてどこ

に寄付するのかは寄付者が選べます。面白

いところだと「日本センチュリー交響楽団」

も遺贈寄付を受け入れているそうです。 

②相続税の節税にもなる！ 

手続き上注意しなければならない点もあ

るようですが、遺贈寄付した財産は相続税

の課税対象から外せ、節税にもなるそうで

す。社会貢献しつつ、相続税も減らせるの

で一石二鳥ですね。 

③不動産は注意！ 

不動産は維持管理する手間がかかった

り、現金化も難しい場合がある等の理由で、

遺贈寄付として受け付けている団体は少な

いようです。また、不動産の遺贈時の時価

がその取得費用よりも大きかった場合には

寄付先ではなく相続人に譲渡税がかかる場

合があるので注意が必要なようです。 

 

ご紹介は以上です。ご興味がある方には

本書をお貸出し致しますのでお気軽にご連

絡ください。 

 

■5 月・6 月の休業予定日 
誠に勝手ながら、4 月 29 日(金・昭和の

日)～5 月 5 日(木・こどもの日)の 7 日間

はゴールデンウィーク休業とさせていただ

きます。悪しからずご了承くださいませ。 

その他の 5 月の休業日は 10 日(火)、11

日(水)、17 日(火)、18 日(水)、25 日(水)

です。また、6 月の休業日は 1 日(水)、8

日(水)、14 日(火)、15 日(水)、21 日(火)、

22 日(水)、23 日(木)、29 日(水)です。 

 

■管理物件の稼働状況 
4 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 92.18％でした。 


