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■リレー日記～メスティン～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メスティン」をご存じでしょうか？ 

最近は行っていませんが、以前はよく登

山に行っていました。 

山で食事を作るのに非常に役に立つのが

「メスティン」です。基本的にはご飯を炊

く「飯ごう」ですが、煮たり焼いたりもで

きる万能調理器具で、アルミ製で軽いので

持ち運びも簡単です。ご飯を炊くのは簡単

で美味しく炊くことができ、レトルトのカ

レーを持って行って食べた時は、本当に美

味しかったです。 

コロナの影響で外に出る機会が減り、キ

ャンプをする方が増えています。テレビで

キャンプの料理に「メスティン」を使って

いるのを見て、自宅でしたが、久しぶりに

ご飯を炊いてみました。少しだけアウトド

ア気分を感じていつもよりご飯が美味しか

ったような気がします。 

買ったときに、縁にギザギザがあるので

紙やすりをかける、コメのとぎ汁でコーテ

ィングをする等準備がありますが、興味が

ありましたらやってみて下さい。（鶴岡） 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑩公正証書遺言作成の費
用について 

これまで、遺言書の必要性について書い

てきましたが、実際に公正証書遺言を作る

にはどれくらい費用がかかるかをご説明し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【公証役場で作成する場合】 

① 基本手数料 

財産価額 手数料 

100 万円まで 5,000 円 

200 万円まで 7,000 円 

500 万円まで 11,000 円 

1000 万円まで 17,000 円 

3000 万円まで 23,000 円 

5000 万円まで 29,000 円 

1 億円まで 43,000 円 

※1 億円を超える場合は 5000 万円刻み

で手数料が高くなっていきます。 

  

②遺言加算  

財産額が 1 億円までは、基本手数料に

11,000 円が加算されます。 

 

③枚数の加算 

証書の枚数が 4 枚を超える場合は、1 枚

につき 250 円が加算されます。 

 

④ 正本・謄本の交付手数料 

正本・謄本の枚数ごとに 1 枚 250 円が

加算されます。 
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たとえば、妻に 1000 万円、長男に

3000 万円を相続させる遺言書を書いた

場合の遺言作成費用は以下のとおりとなり

ます。 

 

・妻：17,000 円（財産価額 1000 万円） 

・長男：23,000 円(財産価額 3000 万円) 

・遺言加算料：11,000 円 

合計：51,000 円 

 

上記以外にも証人の日当や、出張して作

成した場合などで費用が変わってきます

が、だいたいの目安として参考にしてみて

下さい。(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②～大規模修繕 
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

2 回目として【大規模修繕】についてお話

したいと思います。 

区分所有のマンションのオーナー様など

には御馴染みのこのフレーズ、「大」と付

くからには何か大事なんだろうけれども実

際よく分からない、という方も多いのでは

ないでしょうか？ 

まずはこの言葉の意味から確認しましょ

う。ちょうど国交省がホームページで説明

しておりましたので、こちらを引用します。 

 

「快適な居住環境を確保し、資産価値を維

持するために行う修繕工事や、必要に応じ

て建物及び設備の性能向上を図るために

行う改修工事のうち、工事内容が大規模、

工事費が高額、工事期間が長期間にわたる

もの等をいう。」 

 

ちょっと分かり辛いですね。 

もう少し具体的に書きますと、 

 

●【修繕】：物件が古くなったり劣化した

箇所や、天災人災によって損傷した箇所

を修理するもの。 

●【改修】：設置から年数が経ち、現行品

に大きく劣ることになった設備を、交

換・追加工事をするもの。 

 

といった具合になり、【下がってしまっ

た物件の価値を元に戻すために行う】こと

が目的となります。 

また、規模のイメージは「躯体や共用設

備など物件全体、入居者様全員に余さず影

響があるような物の工事」となります。 

 

大規模な工事なのだからトラブルが起こ

りやすいだろうということは、ご想像いた

だきやすいと思います。 

しかしこの大規模修繕、真に注目すべき

ポイントだと私が思う理由は【大規模だか

ら即座に対応できないケースが考えられ

る】ということです。 

 

例を挙げてお話します。 

仮に、物件で雨漏りが発生したとします。

慌てて現地を確認したところ、屋上はおろ

か外壁にも多数のヒビや欠損を発見。この

ため原因を絞り込めず、外装全ての工事を

することに・・・。加えて、雨漏り被害の

あった貸室の入居者様からは、家財の損害

賠償や賃料減額を求められるハメに・・・。 

更には、痺れを切らした入居者が次々と

契約を解約してしまい、収入が減ってしま

うという事態に…！ 

…こういったトラブルの拡大を避けるた

めに、一刻も早い対応が求められます。 

しかし実際は、大規模な損害であるほど

その被害の規模の把握に時間がかかり、ま

た対応にかかる費用が高いために、即座に

判断できない場合が多いのではないでしょ

うか。そして運悪くこうしたトラブルが、

日常生活で他の出費がかさむ出来事（ライ

フイベント）と同時に来てしまったらどう

なるでしょうか？これまでの賃貸運営での

貯蓄やその他準備で、同時に対応すること

ができるでしょうか？ 

このように、賃貸運営において致命的に

なりかねない大規模修繕によるトラブルで

すが、【今後を予測し計画を立てる】こと

と、【対応のための資金を用意する】こと

で、ある程度回避することができます。 

具体的な手順ですが、初めに【今後を予

測し計画を立てる】必要があります。 

この時に、 

 

●今後物件に発生するであろう大規模
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修繕を洗い出す 

●今後皆様に発生するであろうライフ

イベントを洗い出す 

 

この 2 つについて、分けて考えると進め

やすいでしょう。 

物件については、現在の状況に加えて、

築年数やこれまでの修繕履歴からある程度

の洗い出しは可能です。不動産に詳しいお

知り合いや、建物管理会社に相談されてみ

ると良いと思います。 

ライフイベントについては、ご家族の構

成やご年齢、健康状態や経済状況で洗い出

していく事となります。ご家族皆様で相談

していただいたり、ＦＰ（ファイナンシャ

ルプランナー）の資格を持つ方に相談され

るのも有効です。 

この２つの予測で分かった金額とその発

生時期を足して、将来のリスクの全体像を

掴みます。 

 

次に、掴んだリスクの全体像から、その

時々で必要な【対応のための資金を用意す

る】手段を考えていく事になります。 

手段には色々な方法がありまして、たと

えば、賃貸運営が順調であれば、貯蓄でも

十分対応できる可能性はあります。加入保

険で対応可能か確認し、プラン変更をされ

ても良いでしょう。お付き合いのある金融

機関の融資商品を確認し、事前に担当者様

と打ち合わせをしておくことも有効です。 

また、管理会社によっては、こういった

大規模修繕費用のための共済の取り扱いを

している場合があります。 

積立型か掛け捨て型によって取り扱いは

変わりますが、節税効果もありますのでお

すすめです。（※弊社にて取り扱わせてい

ただいている共済については、この後のコ

ラムでご説明します） 

 

このように、大規模修繕とライフイベン

トのタイミングを予測し備えることで、迅

速に対応できるようになり、派生するトラ

ブルを最小限にすることができます。 

備えあれば憂いなし、とも言います。こ

の機会に大規模修繕について見直されてみ

てはいかがでしょうか？ 

 

■大規模修繕に備える共済の取
り扱いのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

先のコラムでも触れました、弊社で取り

扱いを開始した大規模修繕向け共済商品に

ついてご紹介させていただきます。 

皆様はお持ちの不動産に何かトラブルが

あった時のためにどんな方法で備えをされ

ていらっしゃいますか？ 

主な方法は、建物に保険をかけた上で、

運営で余ったお金(キャッシュフロー)の貯

蓄しておくというものではないでしょか。 

もちろんこの方法でも十分なのですが、

十分な備えをしようとすればするほど新し

い悩みが出てきてしまいます。保険の適用

には時間がかかる、また満額は賄えない場

合があります。こうした場合に備え、あま

り多くお金を残してしまうと、その分所得

税が沢山かかってしまいます。また、もし

ご自身に何かがあった場合、せっかくの貯

蓄が工事に利用できなくなったり、多く現

金が残ってしまうと、相続される方が払う

税金が増えてしまう事にもなります。 

このような皆様のお悩みを解消するべ

く、弊社が提案しておりますのが【賃貸住

宅修繕共済】という共済です。（全国賃貸

住宅修繕共済協同組合にて運営） 

こちらは、補償対象を大規模修繕の内、

メインとなる【外壁】【軒裏】【屋根】に

限定し、工事代金の補償が受けられるとい

うものです。 

大規模修繕にかかる一時的な費用負担

を、掛金という形で長い期間で分散してお

支払いいただくことで、即座に修繕できな

い、そのためにトラブルが拡大してしまっ

た、という状況を防ぐ事ができます。 

共済の掛金については、補償を受ける期

間や金額に応じて調整する事ができます。

お客様とお客様の物件の状況に併せて、柔

軟な設定が可能です。 

そしてこの掛金は全額経費に損金とし
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て計上する事ができますので、手残りの現

金を調整して所得税を減らすことができ

ます。また、この商品は【掛け捨て型】な

ので、貯蓄とは違い相続時に税金の計算の

対象となりません。 

いずれ必ず行う工事のためであれば、無

駄になることは殆どありません。貯蓄より

も余分な税金を抑えつつ、備えを相続させ

ることができます。 

このように共済は上手に利用すると、節

税しつつ賃貸運営のリスクに備える事がで

きるためおすすめです。 

但し、ご利用にはいくつか注意点もござ

います。例えば以下のとおりです。 

 

●長期修繕計画（組合指定書式）の提出が

必要 

●階段・廊下・給排水管などは対象外 

●補償対象について、１年毎の建物検査が

必要 

 

ご加入には【計画的な賃貸運営】が必要

で、【青天井で支払いを受けられるもので

はない】ということですのでご注意くださ

い。 

もし本商品にご興味がございましたら、

詳しいご説明をさせていただきますのでお

気軽にお問い合わせください。(土田) 

 

■読書案内～「多世代居住で利
回り 30%！高齢者向きアパー
ト経営法」～ 

本書はガラ空きぼろ

アパートを高齢者向き

アパートとして再生し

てきた不動産投資家 2

名による共著です。著

者の1人は福岡県宗像

市、もう一人は茨城県

土浦市といういずれも

地方の人口減少都市を

本拠にしておりますので、東京は経営環境

が異なります。だからといって「地方と東

京は違うから参考にならない」となるのは

実にもったいないです。本書で展開される

物件再生手法は満室マーケティングの基本

にとても忠実です。物件をとりまく状況を

分析し、ニーズを探り、顧客像を明確にし、

知恵と工夫を凝らしてその特定の顧客像に

刺さる尖った商品(物件)をつくり、届けた

い顧客に商品が届くように伝える。「言う

は易し、行うは難し」の満室マーケティン

グを愚直に実践される本書から得られる学

びは多いです。 

東京ではこれまでこの「顧客像の明確化」

は軽視されていたように思います。理由は

全国的には珍しい「貸し手市場」だったこ

とが大きいと私は考えます。誤解を恐れず

に言えば、仲介会社、管理会社を含む貸し

手側は1室を決めるために顧客像を明確に

しなくても決まってきたのが東京でした。 

しかしここ2年間でその傾向は大きく変

わりました。具体的には単身用の賃貸が決

まりづらくなり、今まですぐに決まってい

たマンションでも空室が続くといった状況

が珍しくなくなりました。そしてこの傾向

は現状では終わりを迎える気配はありませ

ん。 

決まらないマンションの特徴の一つが、

物件が差別化されていないことです。差別

化のキモは「どんな顧客がこの物件を選ぶ

のか」の明確化です。本書ではこの顧客像

の明確化、そして徹底的にその顧客像に寄

り添った打ち手を講じています。地方の人

口減少都市だからこそ、物件を尖らせるし

かなかった著者の実例は東京で管理業に携

わる私にもとても参考になりました。また、

高齢者向きアパート運営を通じた物件オー

ナーの社会貢献への思いも胸を打ちます。

(林) 

 

■9 月・10 月の休業予定日 
9 月と 10 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 
8 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 95.08％でした。 


