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■リレー日記～上野～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、少し私用があって渋谷まで出たの

ですが、時間が少し余ったので、折角なら

と上野まで足を延ばしてみました。 

何故上野に？と申しますと、私の中学時

代の修学旅行の行き先が東京でして、その

日程５日間の内、丸一日班毎の自由行動の

日があって、そこで訪ねた想い出の場所だ

ったのです。 

その班ですが、当時私が片思いしていた

子がいまして、その子が是非と言って向か

ったのが、上野のアメ横でした。内心のド

キドキがバレないように心配しながら、立

ち並ぶ路面店を一緒に見て回った…中学時

代を彩る想い出の一つです。 

もう２０年以上も前の話なので、流石に

通りには見覚えがないものばかりでした

が、一緒にお参りした摩利支天さんがあっ

たりと変わらないも

のもあって、小一時

間程の散策でした

が、あの時の瑞々し

い気持ちを思い出す

事ができました。 

一通り回り終え、

帰ろうと思った時に

は夕方に差し掛かろ

うかという頃合いだったので価格破壊で有

名だというとんかつ山家上野店さんで早め

の夕食を取ることに。美味しいロースかつ

定食が７５０円という、噂に違わぬ値段に

大満足しつつ、帰路につきました。 

今回はついででの訪問でしたが、また改

めてじっくり見て回りてみたいと思いま

す！（土田） 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑦共同遺言の禁止 

たとえばこんな夫婦がいると想像してみ

てください。夫婦は近所でも評判のおしど

り夫婦。結婚して 50 年、お互い 70 歳を

超えました。2 人の子供も独立し、それぞ

れの家庭を築いています。保有不動産は自

宅、そしてアパート 3 棟で、すべて夫婦の

共有名義。そろそろ相続が気になり始めた

ご夫婦ですが、子ども同士が「争続」にな

ることは望んでいないため、遺言を書くこ

とにしました。おしどり夫婦の思いや考え

は同じ。それならば、と夫婦は「二人で連

名で遺言書を書こう」と決めたのです。 

何となく想像できるでしょうか？ご夫婦

は仲が良いし、思いも同じだから、共有名

義の不動産の扱いについて連名で遺言書を

書こう、という内容です。 

でも待ってください。そもそも遺言書は

連名で書いてもいいのでしょうか？？ 
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答えは「NO」です。 

民法で「遺言は、2 人以上の者が同一の

証書ですることができない。」と規定して

います。例えば夫婦が同一の遺言書で遺言

した場合は、その遺言は無効となってしま

います。似た例で、よく行われるのが夫婦

相互遺言です。 

夫と妻が互いに自分の財産を相手方に相

続させるという遺言を同時に行いますが、 

この場合は夫の遺言と妻の遺言はそれぞれ

別々の遺言書に記載されますので共同宣言

とはならず、夫と妻のそれぞれの遺言は有

効になります。 

遺言は遺言者の自由な意思表示であるべ

きであり、遺言は何時でも遺言者の自由な

意思表示で撤回や変更ができるべきである

とされています。共同宣言を認めてしまう

とこれらが制約されてしまうため共同宣言

は禁止となっています。 

作成名義が異なる遺言書であっても同じ

封に保管したり、契印(2 枚以上の契約書な

どが1つの連続した文章である事を証明す

る印)があると、共同遺言に該当するとして

裁判に発展してしまうケースもあります。 

遺言書は 1 人につき 1 通作成して、別々の

封に保管などして下さい。 

 いくら仲の良い夫婦でも遺言書の連名は

認められませんのでご注意を！ 

 

■CPM 流！土田の賃貸管理塾 
テーマ：管理委託先の選定 
 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ＣＰＭの土田です。今回は経

費にできる原状回復、できない設備投資に

ついてお話する予定でしたが一旦お休み

し、とあるオーナー様からいただいたご相

談を例にお話をさせていただきたいと思い

ます。内容は、【管理委託先の選定】につ

いてです。 

弊社は管理業務がメインの会社ですの

で、管理委託のご相談は大変有難いのです

が、詳しくお話をお伺いすると、一概に管

理委託をおすすめできない内容でしたので 

判断材料として弊社の見解をお伝えし、

ご検討をいただいている形です。 

管理の委託を検討されているオーナーの

皆様にも参考にしていただけそうな内容で

したので詳細は少しぼかしてお話ししたい

と思います。 

今回、オーナー様が管理委託を検討され

た流れをご説明しますと 

 

①自身で管理をしていて、大変だが十分

な管理はできていると自認している。 

②しかし最近、空室募集をかけても以前

より決定まで時間がかかるようになっ

てきた。 

③仲介各社に状況や理由を聞いてみる

が、これといった原因や解決策が見え

ない。 

④【もしかすると管理を任せていない事

が原因なのでは？】と思い立つ。 

⑤どうせ管理を委託するのであれば【募

集力が高い業者】にお願いしたい。 

 

といった形でした。 

少し状況は違っても、同様の不安に悩ま

れている方は多いのではないかと思いま

す。 

では、なぜ管理の委託を積極的にお薦め

しなかったのかと申しますと 

 

【管理を任せなくても、状況を改善する

方法があったから】 

 

です。 

 

先ず大前提としてですが、不動産会社に

は仲介だけ任せるより、管理も任せたほう

が募集に本気になってくれる、という予想

は間違いではありません。管理を任せられ

て報酬を定期的に頂く以上、不動産会社に

は相応の責任が発生します。管理会社にと

って、お任せいただく物件の稼働状況・稼

働率は管理会社としての実力を示すバロメ

ーターですので、管理を委託された会社は、

これまで以上に稼働状況の改善の為に努力

するでしょう。 

しかし、管理会社が努力すれば必ず稼働
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状況が改善される訳ではありません。やは

り委託先に重要なのは【募集力】なのでは？

と思われる方が多いのではないかと思いま

す。実はここに一つめの落とし穴がありま

す。 

勿論、稼働状況の改善に【募集力】は大

ことなのですが、同じかそれ以上に大事な

要素は【管理力】です。何度か本コラムで

も触れてまいりましたが、そもそも募集と

いう最大の損失イベントを丁寧な管理で極

力減らす事が肝要です。 

相談者様のような丁寧な自主管理をされ

てきた方の場合、管理を委託する事でこの

【管理力】が低下する場合があります。 

結果として、委託をする事で部屋はよく

決まるようになったけど空室も出やすくな

って、稼働率がむしろ落ちたような…とい

う事になりかねません。 

これでは管理委託の為にコストをかける

意味はないのではないでしょうか。 

管理力が落ちたとしても、オーナー様自

身のご都合…例えば時間的な余裕や体力・

健康面の不安など別の目的で委託をおすす

めするケースもございますが、とにもかく

にも募集力よりも管理力に遜色がない、ま

たは十分な伸びしろのある管理会社を選ぶ

ことが重要です。 

冒頭で相談者様に、判断材料として弊社

の見解をお伝えしたと書きましたが、実は

この判断をお願いする為でした。 

そして次に【募集力】についてですが…

こちらについては次号で深堀りしたいと思

います。ポイントは、『その募集力は、管

理会社としてのものか？仲介会社としての

ものか？』です。 

 

■「原状回復ガイドライン」を
読む②～「原状回復」とは何か 
前回から始めた本企画。あと２回くらい

は続けようと思っています。前回は「原状

回復」とは何か、という基本をお話ししま

した。おさらいになりますが、ガイドライ

ンの中で原状回復は「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」と明記され

ており、これらの復旧費用は借主負担であ

ると定められております。要は「借主がわ

ざと壊したり、うっかり汚したり、間違っ

た使い方をして傷めたり、ということであ

ればその復旧費用は借主負担。それ以外は

全て貸主負担」ということになります。前

回は大体このようなお話をさせていただき

ました。 

今回のお話はこの話の続きです。皆さん、

こんな風に思われませんか？ 

 「借主の故意等がなければ貸主負担って

いうけど、それは原則でしょう？原則があ

るってことは例外もあるんじゃないの？」 

ごもっともな疑問だと思います。結論か

ら申しますと、「例外」は「特約」として

認められています。その特約の要件等につ

いて以下で説明致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず例外の要件についてです。ガイドラ

インでは下記のように明記されておりま

す。 

「賃貸借契約については、強行規定に反

しないものであれば、特約を設けることは

契約自由の原則から認められるものであ

り、一般的な原状回復義務を超えた一定の

修繕等の義務を賃借人に負わせることも

可能である。」 

 

黄色マーカー部分のとおり例外は特約と

して認められています。 

しかし、その後にはこのように続いてい

ます。 

 

「しかし、判例等においては、一定の範

囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の

特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する

意味しか有しないとされており、経年変化

や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人

に負担させる特約は、賃借人に法律上、社

会通念上の義務とは別個の新たな義務を

課すことになるため、次の要件を満たして
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いなければ効力を争われることに十分留

意すべきである」 

 

小難しい文章ですが「特約が認められる

ためには要件がある」ということです。そ

れではその要件は何かというと、上の文章

の続きに書かれています。要件は3つです。 

 

【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】 

①特約の必要性があり、かつ、暴利的で

ないなどの客観的、合理的理由が存在

すること 

②賃借人が特約によって通常の原状回

復義務を超えた修繕等の義務を負う

ことについて認識していること 

③賃借人が特約による義務負担の意思

表示をしていること 

 

あっさり言えば「①特約が必要なしっか

りとした理由があって、②借主が特約の内

容をしっかり理解していて、③その内容に

同意していること」が要件だと言っていま

す。そして特約を結ぶ場合には「明確に契

約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識

と了解をもって契約することが必要」とし

ています。この契約に関しては、ほとんど

すべての不動産会社で書面化して説明して

いるはずです。なお、①の要件については

ガイドライン上、具体的な説明がありませ

ん。「むちゃくちゃなことはするな」とい

う程度なのかもしれません。 

 

今回の内容をまとめると、「原状回復の

取り決めには特約を付けることができるけ

れども、何でもかんでも特約を結べるわけ

ではない」ということになります。 

 次回はこの特約の具体的内容についてお

話します。 

 

■読書案内～安藤優一郎「江戸
の不動産」～ 
封建体制の中にあって、江戸の土地取引

は活発だったようです。そしてこの時代の

人々が土地取引をめぐって逞しく、抜け目

なく生きてきたことが生々しく伝わってき

てたいへん面白い本でした。その中からひ

とつだけエピソードをご紹介します。 

「火事と喧嘩は江戸の華」と呼ばれるく

らいに火事が多かっ

たと言われる江戸で

すから、その延焼対

策として「火除け地」

という空き地が江戸

市中のあちこちに設

けられていました。

この火除け地を拝借

したいと幕府に申し

出たのが、幕府御用

達の豪農、堀江家で

した。 

堀江家は現在の新宿区三栄町の土地の拝

借に成功。建前上の使用目的は茄子苗の植

付地でしたが、堀江家は小作名目で貸地と

して又貸しし、かなりの地代収入を得てい

ました。そしてその貸地の規模を徐々に拡

大し、当初の三百坪から 20 年間で千七百

坪にまで増やしました。 

その後堀江家は拝借地に家を建てること

を願い出ます。そもそも堀江家の拝借地は

火除け地であり、延焼防止が目的ですので、

荷物も置いてはいけない場所です。堀江家

は幕府の影の実力者たちを動かし、裏工作

をすることで、ついに拝借地に家作する許

可を得ます。 

その後も堀江家の勢いは止まりません。

町奉行所に対して「家屋の建築が許可され、

新町として許可されれば名主を務めたい」

と願い出ます。その後隣町との泥沼の争い

を経て、ついに新町と認められ、さらに「町

名を新堀江町にしたい」と申し出、町名が

「四谷新堀江町」になったそうです。 

今は町名としては残っていないようです

が、一農民が借地を町にしてしまったとい

うこの勢いには驚かされます。 

 

■6 月・7 月の休業予定日 
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。 

7 月の休業日は 6 日(水)、12 日(火)、

13 日(水)、19 日(火)、20 日(水)、27 日

(水)です。 

 

■管理物件の稼働状況 
5 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 90.16％でした。 


