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120年ぶりの改正決まる
　ここ数年、何かと話題にのぼった民
法改正が、今年5月26日、参議院本会
議で可決した。民法のうち債権関係の
一部が改正される。日本の民法は、
1896年に制定され、1898年に公布さ
れた。その後、約120年間にわたりほと
んど改正されていないという。1898年
というと明治時代真っ只中。現代とは
時代が大きく異なり、取引についても
様変わりした。民法の規定を現代社会
に対応させるため今回の改正に至った
わけだが、改正の項目は、細かいもの
を含めると約200にものぼるという。
　不動産関係の改正も多くあるが、そ
の中でも賃貸借関連の改正は大きく
分けると次の４つがポイントとなる。①
賃貸借契約と個人保証、②賃料の減
額等、③敷金に関する規定の新設、④
原状回復義務。

　賃貸借契約と個人保証について定
めている。賃貸借契約を結ぶ時に連帯
保証人が必要になるが、改正後はこの
連帯保証人がいくらまで責任を負うか
明記することになった。極度額の定め
のない個人保証契約は無効となる。こ
の時の極度額については、特に基準が
ないが、例えば、家賃8万円に対し、極
度額１億円と設定した場合、まず、これ
自体が民法90条の考え方から無効と
なる。それ以前に、１億円を保証すると
いう契約に納得する保証人がいないと
考えられる。極度額の設定は、実務に
合わせて決めることが妥当といえる。
　このことから、民間の家賃債務保証
会社を積極的に利用することがトラブ
ル防止につながりそうだ。

　設備などの賃借物の一部が故障し
た時の賃料減額について明記してい
る。改正前は、故障した場合、賃借人
は、賃料の減額を請求できるとしてい
た。しかし、改正民法611条1項は、入
居者の請求がなくても賃料が減額され
るのは、当然だとしている。また、改正
民法607条の2を新設し、入居者の修
繕権も認められた。「設備が故障して修
理が必要だとオーナーに伝えた」「設備
が壊れているとオーナーが知っている
のに、相当の期間、修繕をしない」場合
にこれが適用される。また、緊迫事情が
ある時も適用される。

　賃料の減額割合や免責日数（相当
の期間）は、公益財団法人日本賃貸住
宅監理協会が策定した賃料減額ガイ
ドラインを参考にするとよいだろう。

　敷金についての考え方も明文化され
た。家賃滞納や原状回復費用滞納な
ど賃貸借契約に関連した債務はオー
ナーが何よりも優先して債権を回収で
きるということになる。基本的には、実
務で行っていたことが法整備された形
となる。

　これまでもたびたび話題になったト
ラブルだ。近年は消費者も情報収集能
力が長けてきており、特にトラブルが増
えていると考えられる。しかし、この項
目も最高裁判決を明文化した。つまり、
入居者の原状回復義務は今までと変
わりはない。今まで通り、オーナーは
通常消耗や経年変化、入居者が原因
ではない傷などを負担する。これらを
超えて、入居者が故意的に傷つけたもの
に関しては、入居者負担になるという
もの。
　改正後も近年増えている特約をつけ
ることもできるという。特約は、契約を
結ぶ際に事前にクリーニング費用を
負担してもらう旨を契約書に記載し、
その上で説明し、納得してもらうものだ。
これらも今までとは変わらず有効で
あり、特約は、トラブル防止に効果的と
いえる。

　大学1年からチアーリーディングを
やっていて、卒業後も、チアを中心と
した生活がしたいと、コーチ業をしな
がらアルバイト生活をしていました。
ただ、もう少し働きたいと考え、パー
ト勤務で探して見つけたのがエム・サ
ポートでした。実は、入社して１週間
後に社名が変更となり、最初の仕事
は、社名変更に伴う業務、例えば、名
刺や封筒、お礼状の手配などだったこ
とを覚えています。

　取引先の管理会社様、そして契約
者である入居者、両方の顧客管理や
請求業務をしています。クライアント
様がどんどん増えているので、進捗管
理が重要。特に自社保証会社様の担
当が多いため、各社のご要望に添える
よう努めています。

　元読売巨人軍球団代表で、現在はノンフィクション作家として活躍する清
武英利氏。最新作『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』（講談社刊）
では、2001年に発覚した「外務省機密費詐取事件」を題材に、機密費とい
う「国家の聖域」に迫った警視庁捜査二課刑事たちの姿を描いています。足
かけ３年に及ぶ取材により、職人的な取り調べの様子から二課刑事の矜持、
日々事件に追われる刑事を一家の主に持つ家族の物語まで、通常の刑事小
説では描かれないような話が次々に展開していきます。もちろん、すべて実
話。タイトルの「石つぶて」とは何を意味するのか、本書を読み終えたあと
にこの言葉がじんわりと胸に迫ってくるはず。イッキ読み必至です。

　「秋茄子は嫁に食わすな」という諺には、「もったいない
から食べさせたくない」という嫁いびりの意味や「食べ過
ぎて身体が冷えるから」と嫁を気遣う意味など様々な解
釈があると言われています。ご自身の姑さんを思い浮かべ
てください。あなたならどちらの解釈を信じる？？

　平日は一日だけ業務終了後にキッズ
チームのコーチをしています。自分で
もクラブチームに所属していて、土日
は、毎週練習です。日曜日は、朝10時
から18時までびっちり練習していま
す。私は、ベースというポジションで、
人を肩に乗せたり、飛ばしたりする役
目。年に４回、大会にも出場しています。
　インシュアには運動好きな人を応援
するような社風があり、そのお陰でチ
アとの両立ができています。

　チームプレーなので、チームワーク
が何よりも大切。チアで培ったコミュ
ニケーション能力やそれぞれのポジ
ションを尊重したり、時にフォローした
りと仕事にも生かせていると思います。
また、インシュアは運動が盛んなので、
社内で「どうやったら筋肉がつく？」と
聞かれたりすることもあります。

　結婚して子供が生まれたら、子供と
一緒にチアをするのが夢です。

Insure Today

Insure Vision 入社したときは、
パート勤務で入られたとか？

今はどんな仕事をしていますか？

チアリーディングとの両立は
できていますか？

将来の夢は？

チアの経験は仕事にも
生きていますか？
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9月29日（金）～30日（土）10：00～17：00
インテックス大阪
大阪市営南港ポートタウン線中ふ頭駅
徒歩5分
無料
http://www.zenchin.com/fair2017_kaisai/

日　程
会　場

料　金
詳　細

賃貸住宅フェア2017 in 大阪

11月7日（火）～8日（水）10：00～17：00
吹上ホール 名古屋市中小企業振興会館
地下鉄桜通線吹上駅 徒歩5分
無料
http://www.zenchin.com/fair2017_kaisai/

日　程
会　場

料　金
詳　細

賃貸住宅フェア2017 in 名古屋

※日程などは変更になる可能性がありますので、各イベントＨＰでご確認ください。

写真は中面に掲載のケンテックシステムズの作業風景

サム・ウォルトン『私のウォルマート商法ーすべて小さく考えよ』より
私がやったことの大半は、他人の模倣である。

ウォルマート・ストアーズの創業者。米企業売上高番付で4年連続（～2016）首位を獲得。
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（担当編集者 講談社 鈴木崇之氏）

賃貸借契約と個人保証（改正民法465条の2項）1

敷金に関する規定の新設（改正民法622条の2項）3

原状回復義務（改正民法621条）4

賃料の減額等（改正民法611条の1項）2

民法
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5 分で読める！ 次のアポ先でネタになる！
プロ目線の賃貸関連ニュース

インシュア通信の送付をご希望される方は、
お届け先のご住所、会社名、ご担当者名、電話番号 
をご記入の上、送信してください。

掲載されている企業や内容に対するお問い合わせはこちら　　株式会社HelloNews編集部 　info@hello-news.net 

TEL：092-726-1080　
FAX：092-726-1082

ニッポンインシュア（株） 保証事業部

有馬（ありま）／細井（ほそい）担当

ニッポンインシュア株式会社
発行人：中島種敏
〒810-0001　
福岡市中央区天神二丁目14番2号 福岡証券ビル6階
TEL.092-726-1080  FAX.092-726-1082
取材・編集 ： 株式会社Hello News



▲ジョンソンタウンの街並み

に建て替える家主が相次いだ。一方
で、同タウンを管理する株式会社
磯野商会（東京都中央区）は、その特
異性を活かそうと、老朽化が進んだ
24棟の米軍ハウスを改修し、さらに
米軍ハウスを模した平成ハウスを35
棟、10年かけて新築した。異国情緒
あふれる雰囲気が話題を呼び、映画
やドラマの撮影地となったほか、表彰
（右図参照）も受けた。

賃貸住宅なのに改装できる
　 同タウン内の賃貸住宅は、条件に
よって、原状回復なしで内部を改装
できる。「改装することできれいに
なるなら歓迎です」（磯野達雄社長）。
ただし、許可制のため、どこまででき
るかは磯野社長との交渉次第。さらに、
住むだけではなくお店も開店できるた
め、店舗兼住宅となっている物件もあ
る。タウン内にはレストランやカフェ、

クリニックまで揃うユニークな“街”
の姿がそこにある。
　入居者の職業は、ライターや音楽
家などフリーランスが多いため、住民
同士の交流も活発だという。そこで
できたつながりを通じ新たな仕事が
生まれることもあるという。「今後は
管理事務所主催のイベントに力を
入れて、コミュニティを盛り上げたい
です」（磯野章雄常務）。

一般物件と米軍向け物件の違い
　軍港の町として栄える神奈川県横
須賀市の米軍横須賀基地では、所属
する米軍関係者1万4731人のうち、
3532人※が基地の外に住む。
　同市で米軍向けに賃貸住宅の仲介・
管理などを行う、太陽ホーム株式会社
ベース前店の店長・パットン孝子氏に
事情を聞いた。同社はもともと日本人
向けの不動産会社として30年前から
営業していた。しかし、15年前に入社
したスタッフの話がきっかけで米軍
向けの賃貸住宅の存在を知り、米軍
向けの支店を開設。当時は基地周辺と
言えど、米軍向け賃貸住宅の認知度
が低く、扱う不動産会社は少数だった
という。現在、認知度は上がったが、
英語で対応できないことを理由に米軍
向け賃貸住宅を扱わない会社もある。
同社では英語での対応はもちろん、店
頭掲示の物件情報も英語表記にして
いる。
　米軍向けに住宅を貸す場合、軍が
提示する基準を満たす必要がある。
具体的には、「階段への手すりの設置」
「駐車場の完備」「最低3年間賃貸でき
る物件であること」などだ。また、一般
物件の相場より20～30％高く家賃を
設定できるのは、米軍向け賃貸ならでは
の利点と言える。
　基地内にも米軍関係者向けの住居
はあるが、希望すれば基地外にも住
むことができる。「住宅手当として、
ひと月あたり約15～40万円程度が軍

から支給され、額は階級に応じて変わ
ります。そのため、上限ぎりぎりの
額でより良い条件の物件を探します」
（孝子氏）。

米軍関係者に選ばれる物件とは
　では、具体的にどのような物件が
好まれるのか、同じく横須賀市内で
米軍向けの賃貸住宅を扱う有限会社
神田屋本店の小瀬村貴敏社長に話を
聞いた。同社は2007年から米軍向け
に賃貸仲介・管理を開始。以後、米軍
専門で物件管理し、平均稼働率は
90％台を維持、現在は戸建て14棟と
マンション 6 室の賃貸管理を行って
いる。
　同社が今夏に完成させた3LDKの
1軒家は欧米人仕様に作った。欧米人
の体格に合わせ、天井の高さは通常
より20cm高い240cmとし、キッチンの
高さも通常より10cm高い90cmと
した。リビングには欧米人に人気の高
いファン付き照明を据えた。また、
人気の食品ストッカーも完備。キッチン
の左側は、軍から貸し出されるアメリ
カ製のオーブン付き４口コンロを置く
場所として空けている。2～3口タイプ
が主流の日本では４口コンロが見つ
けにくいため、貸し出しを行っている
という。また、畳は人気がないため、
床は全てフローリングだ。

家をきれいに使う駐日米軍関係者
　家の使い方は日本人よりもきれい
だという。仲介手数料・礼金・毎月の
家賃は軍から出るが、敷金だけは
入居者本人が支払う。「汚れや傷をつ
けると自己負担になるから自然とき
れいに使うのではないでしょうか」
（小瀬村社長）。
　そして、家賃滞納は一度もないと
いう。家賃の支払い方法は、振込、不
動産会社で現金払い、もしくは長期
間出航する場合は支払代行業者に委
託できる。「軍の指導もあるが、滞納
など何か問題がおきれば軍に連絡が
行き、昇進にも関わるため滞納する人
はいません」（小瀬村社長）。

米軍ハウスを活かした賃貸住宅
 1978年まで米軍基地があった街で、
その特殊性を活かした賃貸住宅が
話題となっている。西武池袋線入間
市駅から国道沿いに1.3kmほど進む
と、突如としてアメリカの街並みを彷
彿とさせる一帯「ジョンソンタウン」
が現れる。かつての米軍ハウスがずら
りと並び、敷地面積約 2万5000㎡に
130世帯210人が居住する。居住者は
米軍関係者ではなく日本人。現在は
一般向けの賃貸となり、アクセス面で
は決して便利とは言えない立地にあり
ながらも、過去3年間の平均稼働率は
99％に達し、時には入居待ちが出る
ほどだ。
　基地返還当時、大半の米軍ハウス
は取り壊され、収益性の高いアパート

Insure’s Choice

　マンスリーマンションの元祖、「ミス
タービジネス」事業を手掛ける泉ハウ
ジング（茨城県神栖市）は、2017年

7月、不動産専用のSNS『不動産ONS
セプト』を発表した。
　セプトは、あらゆる不動産に関する
疑問や問題を、ユーザー同士で解決する
ことを目的とした相互ネットワークを
提供。不動産会社やオーナー、入居者
など様々なユーザーが相互に繋がるこ
とで、民泊や時間貸し、マンスリーマ
ンションなど多様化する賃貸住宅の活
用法や新しい部屋探しの方法をユー
ザー同士で提案し合うことができる。
　このサービスの面白い点は、誰でも

産業用ロープを自在に操り、足場使わず高所作業
　有限会社ケンテックシステムズ（埼玉県
川越市）の小倉健二社長は、長い日は
12時間位、空中で過ごす。ダムの壁面や
高速道路の陸橋、巨大鉄塔など、とにかく
高い所が仕事場だ。
　24歳で業務用空調設備の工事会社を
興した。2009年にノン・スキャフォール
ディング工法（NSC無足場工法）を確立し、
本格的に普及活動を開始。足場を使わず

に高所で工事や修理、点検を行う技術で、
国土交通省の新技術情報提供システム
（NETIS）にも登録されている。
　現在、日本国内では、高度経済成長期
に建てられた高速道路、橋、ダムなどが
老朽化し、抜本的な修理やメンテナンス
の時期に直面している。NSC無足場工
法は、高所作業車やクレーンも不要とあ
り、何かと小倉社長に声が掛かる。その
需要はインフラ工事にとどまらず、建物
の全面打診調査や電気工事にも広がる。
　ニーズは高まる一方だが、課題は人手

新しい住文化プラットフォーム
「不動産ONSセプト」

Pick Up

プラットフォーム上でアプリを作れる
ところである。例えば、自分だけのアプ
リを作って、自由にショップをオープン
することができる。また、レベルアップ
制度も特徴のひとつだ。投稿した記事
が評価を受けることでレベルがあがり、
取引の信用性に繋げていく。
　ミスタービジネス事業本部の今泉竜
本部長は、「誰でも新しい住文化が作
れる仕組みにしたい」と新サービスの
開発意図を話す。
※アプリ作成など一部有料コンテンツあり

不足。小倉社長は、「高所作業は常に危
険と隣り合わせにある。ロープ高所作業
の安全性を高め、社会的地位を上げない
限り若い人材は集まらない」と、2015
年11月に一般社団法人ロープ高所作業
協会を設立した。高所作業者の研修や育
成に力を入れ、これまでに300名以上が
巣立っている。「社会にとって必要な仕
事。インフラを守っているという自負も
ある。だからこそ、安全であることが不
可欠」。小倉社長の挑戦は続く。

（裏面に写真掲載）

Monthly Future 今月の特集

　国内の米軍基地周辺には、多くの駐日米軍やその家族らが住んで
いる。全国に10万2454人※いる在日米軍関係者のうち、2万5936人
※は、基地の外に住んでいるという。そして、基地周辺には通常とは
異なる特殊な住宅需要が存在する。本特集では基地周辺の不動産
会社に取材し、その実態に迫った。
※防衛省「在日米軍人等の施設・区域内外における市町村別居住者数について」2009年

米軍基地周辺の不動産事情

イベントを入居のきっかけに

　総合建設業でユーミーマンション FC
の株式会社佐藤組は、「ユーミー祭り」
を6月25日に福島県二本松市で開催し
た。近隣住民やオーナーなど650名が
来場した。
　当日は、もちまき大会、近隣の小・中
学生による合唱、山木屋太鼓ライブ、
植木＆Shimva によるライブ、スタンプ
ラリーなど、盛りだくさんのプログラム
となった。開始から終了間際まで来場
者は途切れることがなく、家族連れを
中心に賑わいをみせた。
　同祭りは、佐藤組が施行したマンション
“ユーミー花月Ⅱ”の完成記念も兼ねて
いる。会場内では、ユーミー花月Ⅱのモ
デルルー
ムの内覧
も行われ
た。

株式会社泉ハウジング
ミスタービジネス事業本部
今泉竜氏（41）

ジョンソンタウンの歴史
1936年 ジョンソンタウンの前身、磯野農園が開園

1996年 老朽化した米軍ハウス群の全面改修を開始

2009年 「ジョンソンタウン」に改名

1938年 農園内に陸軍航空士官学校向けの専用
住宅を建築し、貸し出す

1954年 ジョンソン基地の要請で磯野農園に米軍
ハウスを建築し、貸し出す

1978年 日本へ基地返還後、米軍ハウスを一般向
け賃貸として貸し出す

2017年 日本建築学会賞を受賞

2015年 都市景観大賞都市空間部門・大賞（国土
交通大臣賞）受賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キッチンと食品ストッカー 大容量の玄関収納


