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■リレー日記～うみかぜ公園～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨が明けて本格的な夏に突入しまし

た。熱中症などに十分お気を付けください。

コロナウイルスもなかなか落ち着かない状

況のため、出かけづらくなっているかと思

います。もう少しの辛抱なのか、まだまだ

なのかが分からないのがとても不安になり

ます。 

話は変わり、まだここまで増えていなか

った 6 月 29 日に、近所のうみかぜ公園に

行きました。人は多く出ていて、BBQ や

釣りスケートボードなど楽しんでいまし

た。車検中にふらっと歩いていたので、他

に移動できず、ずっと公園近くにいました。

天気も良くのんびりできました。最近は遠

出することもないので、近場を散策してい

ます。釣りにも近いうちに行きたいと思っ

てます。 

気をつけてもコロナウイルスになってし

まうかもしれませんが、ならないように十

分注意し、体調崩さぬようこの暑い時期を

乗り切っていきたいと思います。（北野） 

 

 

 

 

 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑨遺言をする必要性が高
い場合 

（２）長男の妻に財産を分けてあげたい場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある御夫婦で夫 A には亡くなった妻と

の間に長男と長女がいます。長男は結婚し

て妻 D がいますが子供はいません。長女は

結婚後、疎遠になった状態です。 

夫婦は長男夫婦と同居していました。妻

が亡くなった後、不幸にもご長男が亡くな

ってしまいましたが、Dはそのまま義理の

父親である A と同居を続け、歳を取った A

の世話を献身的に行っていました。 

このような場合に、遺言書が無く A が急

に亡くなってしまうと A の財産は疎遠に

なっている長女が相続し、献身的に世話を

してくれた D は財産を受取ることができ

ません。これでは、今まで世話をしてくれ

た D が可哀そうです。 

自身の世話をしてくれた D に財産を渡

るようにするためには、全財産を D に遺贈

するという遺言をしておく必要がありま

す。遺言があれば長女から遺留分侵害の請

求があっても D は財産を受取ることがで

きます。 
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（３）内縁の妻がいる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 A には内妻 B がいます。内妻とは

普通の夫婦と同じように生活はしている

が、婚姻届けを出しておらず、法律上の夫

婦ではないことです。A、B には子供はお

らず、A の親族には妹がいますが、疎遠に

なっています。 

この場合に A が亡くなると、A の財産は

妹が受け取ることになり、内妻の B は法律

上の夫婦ではないので相続権が無く A の

財産を受取ることはできません。 

ここでも上記(2)と同様に、内妻 B に全

財産を遺贈すると遺言があれば財産は全部

B が受け取ることができます。上記(2)と異

なる点は、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求

権がないので、遺言があれば妹は財産を受

取ることができません。 

 

(2)と(3)のように遺言のある、なしで財

産の受取りに大きな差が出てきます。親族

以外で生前大変お世話になった方に、感謝

の気持ちとして財産を渡したいときは遺言

書を作成しておく必要があります。 

上記以外にも、個人で事業を営んでいて、

長男は事業を手伝っていて次男は手伝って

いない場合、事業を承継させたい長男に相

続させるためには遺言書作成の必要性があ

ります。 

 

■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①～認知症による
収入の減少 
こんにちは、ＣＰＭの土田です。今回か

ら【賃貸運営の大きなトラブルと対処法】

と題して、何号かに渡ってお話をさせてい

ただこうと思います。 

１回目は【認知症による収入の減少】で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんは認知症についてどんなイメージ

をお持ちでしょうか？ネガティブなイメー

ジをお持ちの方がほとんどだと思います。

色々な事が分からなくなっていき、自分が

自分でなくなってしまうような…そんな恐

怖から、なるべく考えたくないと思われて

も仕方ないと思います。 

ですが、この認知症から派生するトラブ

ルは、他のものと全く違い【自分で解決で

きない】という特徴があります。この特徴

があるため、他のトラブルと比較しても圧

倒的に対処の優先度が高いと私は考えてい

ます。先送りしたくなる気持ちをぐっと堪

えて、どうぞお付き合いください。 

 

初めに、認知症になると何が問題かと申

しますと、 

 

【物件の修理の契約】 

【賃貸の契約・解約】 

【サブリース契約の承諾】 

【賃貸条件の変更】 

 

などが難しくなることが挙げられます。 

物件の修理の手配ができなければ、賃料

を減額請求されたり退去されやすくなって

いきます。もし物件が壊れたまま退去され

ると、壊れたまま次の借り手を探さなけれ

ばいけませんし、もし借り手が見つかった

としても、契約相手として難しいと判断さ

れキャンセルされるケースが出てきます。

また、契約条件の変更ができないというこ

とは、退去者を出さないように交渉したり、

募集が有利になるような調整ができなくな

るという事です。 

こうしたトラブルは認知症の症状の改善

が見られない限りどんどん大きくなってい

き、いずれ入居者がいなくなるまで進行し

ていきます。特に生活費として賃料収入を

当て込んでいる方にとって、これは大問題
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です。 

そして更に厄介なのは、認知症になって

しまうと売買契約の締結も難しくなってし

まうという事です。収入を生まないどころ

か、固定資産税などの支出だけ発生する状

態で長年放置されることになり、ご家族皆

様にとって金銭的に大きな負担となってい

ってしまいます。 

では、このような状況を避けるためにど

んな対策があるのでしょうか？ 

私がおすすめしたいのは、取り急ぎ【代

理権の委任】契約を【相続予定のご家族の

方】と結ぶことです。 

代理権とは、委任された方が、委任した

皆様に代わってその行為を行う事ができる

権利です。言うなれば、【皆様に代わって

家主業ができるようになる権利】です。重

要な判断をできるようになる権利ですの

で、当然、誰彼構わず契約する訳にはいき

ません。 

そこでもし、いずれ物件を引き継ぐ予定

のご家族の方が決まっていらっしゃるので

あれば、運営に少しずつ慣れていただくと

いう意味でも委任する相手としてぴったり

な訳です。 

こうして代理権の委任ができると、委任

を受けた方は、いざという時でも皆様に代

わって修理の手配や賃貸・サブリースの契

約、募集や入居者保持の対策を行う事がで

きるようになります。認知症になっても物

件の運営は滞ることがなくなり、収入の低

下を抑制する事ができる訳です。 

更にこの代理権の委任契約をおすすめす

る理由として、契約自体に料金がかからな

いことが挙げられます。確実性を上げるた

めに公正証書で取り交わす場合などは料金

が発生しますが効果を考えれば十分過ぎる

リターンがあります。 

ちなみに、代理権を委任したからといっ

て、すぐに皆様が委任した家主業をできな

くなる訳ではありません。認知症になる前

の判断能力がある状態であれば、これまで

通りのご自身での判断が可能です。注意を

するとすれば、財産の処分…売却などは、

この委任契約では代理が難しいことでしょ

うか。 

また、代理権を委任する行為や対象につ

いては厳密な定義が必要になります。この

定義が甘いと、委任契約の有効性が疑われ

てしまうためです。専門家に確認を取りな

がら内容を作られると良いでしょう。 

 

いかがでしたでしょうか？もし認知症の

対策や代理権の委任についてご興味があり

ましたらぜひご一報くださいませ。 

 

■「原状回復ガイドライン」を
読む④最終回～原状回復クイズ
② 

 

 

 

 

 

 

 

本連載は今回で最後となります。最後は

前回に引き続き、今回も「原状回復クイズ」

をお届けします。次にあげる事象がガイド

ライン上で「借主負担」、「貸主負担」の

どちらとされているのかについて考えてみ

てください！それでは第 1 問です。 

 

【第１問】テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の

黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 

 

いかがでしょうか？正解は「貸主負担」

です。ガイドラインの解説では「テレビ、

冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえ

で必需品であり、その使用による電気ヤケ

は通常の使用ととらえるのが妥当と考えら

れる」とされています。敷金精算の際に電

気ヤケ部分のクロス代を請求すると異議を

唱えられますのでご注意ください。 

 

【第２問】エアコンの内部洗浄 

 

 これはやや難問です。正解は「貸主負担」

です。ガイドラインによると「喫煙による

においが付着していない限り、通常の生活

において必ず行うとまでは言い切れず、賃

借人の管理の範囲を超えている」というの

が理由のようです。 

 

【第３問】タバコ等のヤニ・臭い 
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 正解は「借主負担」です。第 2 問にも出

ましたが、ガイドラインはタバコのヤニに

極めて敏感で、タバコ関連は借主負担にな

るケースが多いです。ガイドライン検討委

員は嫌煙家が多かったのでしょうか？でも

タバコのの臭いは建具にしみこむと塗装で

もしないと取れないので本当に厄介ですの

で、現場としては助かります。 

次が最終問題です。 

 

【第 4 問】鍵の取替え（破損、鍵紛失のな

い場合） 

 

これは「貸主負担」です。驚かれた方も

いらっしゃるのではないでしょうか。東京

では慣習的に鍵交換費用は借主負担になっ

ていますよね。でも本当は「貸主負担」が

正しいのです。ガイドラインでは「入居者

の入れ替わりによる物件管理上の問題であ

り、賃貸人の負担とすることが妥当である」

と理由が述べられています。私が以前いた

ある地方では鍵交換代はガイドラインどお

り「貸主負担」でした。そのため、東京に

来て「借主負担」が慣習になっていること

に驚きました。法令順守が強くなってきて

いますので、いずれ東京でも鍵交換代が「貸

主負担」になるかもしれませんね。 

 

何問正解できましたか？今回でこの連載

は終了となります。次の連載にご期待くだ

さい。 

 

■読書案内～木山澤惇平「頼む
から不動産投資する前にこの本
だけは読んでくれ」～ 

こちらの書籍は私の

友人で不動産会社の社

長である木山澤氏が書

かれた本です。彼はロ

ーンを返済できず家を

無くしてしまう人をた

くさん見てきて「不動

産で損する人を減らし

たい」と考え、新宿で

賃貸仲介、売買仲介を行う不動産会社を起

業しました。自社を「ぶっちゃけすぎる不

動産会社」と称して、社員さんも含めて物

件の善し悪しも包み隠さず正直にお客様に

話すことを徹底しています。私も一度お邪

魔しましたが、お客様のために包み隠さず

情報提供する姿勢は社内で広く共有されて

いました。私も本書を読みましたが、投資

で損しないように必要な知識や考え方が惜

しげもなく披露されている良書です。 

内容は 34 の質問に回答するスタイルで

展開されています。不動産投資のメリット

やリスク、他の投資商品との違い、用語の

解説、物件購入時のチェック事項、不動産

投資にかかわる税金等、投資を初めて始め

る人、投資に興味をもちはじめた人向けに

平易に書かれています。 

たとえば不動産投資におけるキャッシュ

フロー計算や利回り、安全性の指標等、難

しくなりがちな説明も、木山澤氏がその内

容を理解し、実際にお客様との投資用不動

産の売買を数多くとりまとめているからこ

そ要点よくまとめられていて、真っ当な良

書です。おすすめします。 

一点だけ反論すると、「管理業者はどの

業者に頼んだらいいのでしょうか」との問

いに「中小企業に管理を頼んだ結果、家賃

を6ヵ月分着服されて飛んだという事例を

しばしば耳にします」「中小企業よりも大

手に頼む方が無難」という点です。当社中

小ですが着服しません！(笑) 個人的には

管理は大手よりも中小がおすすめです。

(林) 

 

■8 月・9 月の休業予定日 
8月と9月の営業カレンダーは以下のと

おりです（オレンジは定休日、青色は定休

外休日となります）。夏季休暇は 8 月 9 日

(火)から 17 日(水)とさせていただきます。

ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■管理物件の稼働状況 
7 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 94.39％でした。 


