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住宅の賃貸借トラブルを回避する !
〜住宅賃貸借の契約から退去時の原状回復費用の精算まで〜
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はじめに
　住宅の賃貸借契約では契約の時、入居

期間中、退去のとき、それぞれで賃貸借

特有の様々なトラブルが生じています。

賃貸借に関する法律や国が示すガイド

ラインなどのポイント部分だけでも知

っておくとトラブルの未然防止の対策

ができます。また、トラブルが生じたと

きでも落ち着いて相手方との話合いに

臨むことができます。一緒に勉強しまし

ょう。
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■ 用語とその意味

宅地建物取引業者 不動産業者のこと。一般に宅建業者といいます。

媒介業者 仲介する宅建業者のこと。仲介業者ともいいます。

管理業者（会社） 貸主から管理委託を受けて建物の管理をする会社です。

宅地建物取引業法 宅地建物取引業者が守らなければならない特別な法律です。

家賃保証会社 貸主に対して家賃や原状回復費用等を保証する会社です

サブリース業者 転貸目的で所有者から建物の一括借上げをする業者のことです。

１．宅建業者の媒介による賃貸借契約の一般的な流れ

１．情報の収集 賃貸情報誌、インターネット広告、店頭広告等

	 ↓
２．物件確認 間取り・設備等の物件の状況、周辺環境等、現地の確認。

	 ↓
３．入居申込 入居申込書の提出、申込金が必要なこともあります。

	 ↓
４．入居審査 貸主は入居申込書等により申込者の審査をします。

	 ↓

５．重要事項説明
宅建業法で代理・媒介業者に義務付けた説明です。
物件を借りるか否かの判断をするために必要な情報が記載されています。

	 ↓
６．契約の締結 書面（賃貸借契約書）で契約を締結します。

	 ↓

７．入　居
貸主・借主は、立会いのうえ、入居時の部屋等の状況について確認し
ておくことが望まれます。

	 ↓
８．契約の更新 普通借家契約では、原則として、借主が希望すれば契約を更新できます。

	 ↓

９．契約の終了
　　建物の明渡し

貸主に鍵を返還して建物の明渡しが完了します。
貸主・借主は、立会いのうえ、退去時の部屋等の状況について確認する
ことが望まれます。

	 ↓
10 ．敷金等の精算 原状回復（修復）費用等の精算を行います。
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２．申込をキャンセルしたとき、
申込金はどうなるの？

【相談事例１】 仲介業者に賃貸物件を案

内してもらい、気に入ったので申込金

５万円を支払い、重要事項説明を受けて

入居申込書を提出しました。契約は次の

土曜日の予定でしたが、他に良い物件が

見つかったので申込みをキャンセルする

ことにして、キャンセルを仲介業者に連

絡して申込金の返金を求めたが、仲介業

者は、申込書に「キャンセルの場合、申

込金は返金されないことを承諾する」と

書かれているといい、申込金を返してく

れません。申込金は返してもらえないの

でしょうか。

 宅建業法は、

契約が成立する前に授受された金銭は

「預り金」として取り扱い、宅建業者に

対し、相手方が申込みの撤回（キャンセ

ル）を行う際は、申込金等の「預り金」

の返還を拒むことを禁止しています。宅

建業法は、いかなる理由があっても一旦

返還することを求めていますので、申込

金は返してもらえます。申込書に返金し

ない旨の記載があっても返金を拒むこと

は宅建業法違反となります。仲介業者が

理由をつけてどうしても返さないときに

は、宅建業者に免許を与えている県の宅

建業法所管課に相談しましょう。

３．契約をする前に注意すること
（１）物件を見ないで契約をしないこと

　最近は、インターネットで物件を探す

ことが多くなっています。建物の外観、

間取り、周辺環境等、物件に関する情報

も多く掲載されるようになり、物件探し

に大変便利ですが、ネット上に掲載され

た間取り図や写真等だけで判断して、現

地を見ないで契約をしたことによるトラ

ブル相談も増えています。物件や周辺環

境、交通の利便性等は、必ず現地を確認

することが必要です。現地を見ないで契

約することは、自らトラブルの原因を

作っていることになります。自分の目で

しっかり確認してから契約しましょう。

（２）重要事項説明はとっても大事なも

の！契約の判断は説明を聞いてから

　契約するかどうかは、媒介（仲介）業

者の重要事項説明を聞いてから判断しま

す。重要事項説明書に書かれていること

及び説明の内容を十分に理解・納得して

契約することが賃貸トラブルの未然防止

になります。借りようとしている建物や

契約の条件についてわからないことや疑

問に思うことは、契約の前によく確認し

ておくことが大事です。

　重要事項説明書には、①対象となる建

物に直接関係する事項　②取引条件に関

する事項　③その他契約の判断に重要な

影響を及ぼす事項が記載されます。

 （次の図を参照）
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重要事項説明書（建物賃貸借）に記載される事項

Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
１．登記記録に記録された事項

２．法令に基づく制限の概要

３．飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設

　　の整備状況（未完成物件のとき）

４．建物建築の工事完了時における形状・構造等

５．建物の設備の整備状況（完成物件のとき）

６．当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

７．当該建物が土砂災害警戒区域内か否か

８．当該建物が津波災害警戒区域内か否か

９．石綿使用調査の内容

10．耐震診断の内容

Ⅱ 取引条件に関する事項
１．借賃以外に授受される金額

２．契約の解除に関する事項

３．損害賠償の予定又は違約金に関する事項

４．支払金又は預り金の保全措置の概要

５．契約期間及び更新に関する事項

６．用途その他の利用の制限に関する事項

７．敷金等の精算に関する事項

８．管理の委託先

Ⅲ その他の事項

１．供託所等に関する説明事項

（その他）

・取引の判断に重要な影響を及ぼす事項

（３）契約の内容（取引条件）をよく確
認して契約の判断をする
　重要事項説明の時点では賃貸借契約書

（案）ができていますが、取引条件に関
する事項は、この賃貸借契約書（案）に
定められている契約条件を契約の前に説
明させるものです。
　借主に不利な契約条件であるときは、
契約条件（契約に定める契約条項）につ
いて交渉することができますが、貸主が
条件変更に応じることは少ないと思われ
ます。借主に著しく不当な負担を求める
契約条件となっている賃貸物件の場合、
トラブルを生じさせる可能性が高いとも
いえますので、契約をするか否かの判断
は慎重に行うことが必要です。

４．入居時には部屋・設備の状況
を確認・記録しておく
　契約が終了して建物の明け渡しをする
とき、借主には借りていた期間中に生じ
させたキズ・汚れ、破損などについて原
状回復（修復）義務があります。入居時
にすでにあったキズ・汚れなどについて
の修復義務はありませんが、退去時に修
復費用の負担をめぐり多くの原状回復ト
ラブルが生じています。入居時に貸主の
立会のもとで部屋の状況を双方で確認し
ておくのが望ましいのですが、立会がな
いときには、自分で壁・床の内装や設備
の傷や汚れの有無をチェックしておきま
しょう。キズ・汚れなどがあるときには、
写真を撮って（日付入り）記録を保存し
ておくことでトラブルを防止することが
できます。
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５．建物・設備の不具合を貸主が
修理しないときは

【相談事例２】 給湯機が故障したので管
理会社に何度も連絡して、再三修理をお
願いしていますが、貸主も管理会社も修
理をしてくれずに困っています。どうし
たらよいでしょうか。

アドバイス

借主は、建物や付属設備に修繕が必要と
なる不具合が生じても、貸主の承諾を得
ないで勝手に修理をすることはできませ
ん。しかし、給湯機が故障したことを貸
主に通知しても貸主が必要な修繕をしな
いときには、借主の生活に支障が生じま
すので、借主は自ら修理を行うことが許
されます。
　貸主が、修繕義務のある修繕を行わな
いことから、借主が自らの費用で修理を
行った場合、借主が支払った修理費用
は、もともと貸主が負担すべき費用です
ので、貸主にその費用の支払を請求する
ことができます（民法608条 借主の費用
償還請求権）。
　しかし、貸主が修理費用の支払に応じ
ないことも少なくありません。借主が支
払に応じないときには、賃料と相殺（賃
料から修理費用分を差し引く）すること
も可能です（民法505条）。ただし、借
主からの一方的な賃料との相殺は、貸主
から賃料支払の債務不履行を主張され、
契約の解除トラブルが生じることがあり
ます。賃料との相殺については、事前に
必ず弁護士相談を受けて相殺の可否、相
殺の手順・方法等について確認してから
行うことが必要です。

【相談事例３】①　契約更新の７か月前
になり、貸主から次の更新はできないと
通知がきました。更新をお願いしていま
すが、貸主は「更新しないときは法律で
６か月前までに通知すればよいことに
なっている」といい承諾してもらえませ
ん。更新しない理由は教えてもらえない
のでわかりません。子供の学校の問題も
あり困っています。更新はできないので
しょうか。
②　管理会社から、建物が築40年を経
過して老朽化し、耐震強度不足も判明し
たので建替えることになったと、６か月
以内に建物を明け渡すことを求められて
います。３か月以内に退去するときには
その期間の家賃はサービスするので、３
か月以内に出るのが得だといいます。確
かに相応の老朽化はありますが、特に問
題なく居住できています。できれば引っ
越したくありません。管理会社は、「建
物の老朽化・耐震強度不足は法律でいう

「正当事由」に当たるので、貸主は契約
を解除できる」といいますが、立ち退か
なければならないのでしょうか。

アドバイス

①の借主は更新を希望するのであれば更
新できます。また、②の借主は住み続け
たいのであれば、立退きを拒否すること
ができます。次の法律の考え方をよく理
解しておきましょう。

６．貸主から更新の拒絶、契約の
解除（立退き）を要求されたときは

■ 更新について
　更新には「合意更新」と「法定更新」
があります。通常は管理会社等が借主の
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更新意思を確認して更新手続が行われま
す。このように当事者間の合意により更
新することを合意更新といいます。しか
し、貸主、借主が更新についての通知を
せず何らの更新手続もしなかったときや
賃料変更等の更新後の契約条件について
貸主・借主間で調整がつかずに合意更新
できないときには、その賃貸借契約は従
前の条件と同じ条件（契約期間を除く）
で更新したものとみなされます。これが
法定更新です。このような場合は法律上、
契約が更新されたものとみなすことで借
主を保護しています。更新拒絶等の通知
は契約期間満了日の１年前から６か月前
までに通知することを求めています（借
地借家法26条１項）が、貸主は、「正当
な事由」がない限り、更新を拒絶するこ
とはできません（同法28条）。
　したがって、①の場合、貸主と更新契
約ができなくても法定更新されますの
で、借主はこれまで通り賃料を支払うこ
とで住み続けることができます。万一、
貸主が賃料を受け取らないときには供託
所（法務局）に供託しておきます。供託
することで賃料を支払ったことになりま
す。どのようなことがあっても賃料は支
払っておきます。

■ 正当事由について
　借地借家法28条は、貸主からの26条
１項の更新しない旨の通知及び契約の解
約の通知は、「正当事由」がなければす
ることができないとしています。そして、
この借地借家法26条及び28条の規定に
反する借主に不利な特約は無効です（同
法30条）から、不利な特約があったと
しても心配する必要はありません。
　正当事由は、「借主が賃貸建物の使用を
必要とする事情」と「貸主が賃貸建物の

使用を必要とする事情（本件では建替える
必要性）」を「主たる事情」として考慮し、
建物の老朽化などは正当事由を判断する
際の「従たる事情」に過ぎないと解されて
います。建物の老朽化等の理由だけで正
当事由が認められることはありません。最
近の裁判では、老朽化等で倒壊等の危険
性が著しく高い建物では正当事由を認める
ことも多くなっていますが、裁判所は、単
に老朽化を正当事由として認めているわけ
ではなく、借主の次の住まいの確保、経済
的負担に対する十分な補償（金銭の提供）
等の提供があり、借主の保護が十分である
ことを前提として認めていることを知って
おく必要があります。
　貸主の事情で契約が解除できると、借
主は安心して生活できずに不安定な状態
におかれますので、法律は正当事由要件
を課すことで借主を強く保護して生活の
安定を図っています。
　②の事例では正当事由があるとはいえ
ませんので、貸主の一方的な契約解除は
認められません。このような場合、貸主
は借主との話合により合意解除するしか
ありませんので、立退き条件を提示して
金銭解決（いわゆる「立退料＊」の支払）
を図るのが通常です。借主は法律で強く
保護されていますので安心して冷静に話
し合いをしましょう。
　条件が折り合わなければ立退きを拒否
することができます。

７．建物明渡し時の借主の原状回
復義務とは
■ 賃貸借契約の終了
　賃貸借契約は建物の明渡しを完了して

＊立退料の基準はありません（考え方を書いた
書物は有ります）。あくまでも話合いで決め
ることになります。
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終了します。そして、建物の明渡しは契
約時に預かった鍵を返却して完了します
ので、退去したら速やかに鍵を返却する
ことが必要です。なお、スペアキーを作
成しているときは、借主の費用負担で作
成したものであってもすべて引き渡して
おきます。この場合、貸主にスペアキー
作成費用を請求することはできません。

■ 借主の原状回復義務
　借主は、退去するときにはゴミの処理
を行い、入居中に付けた棚などの造作物
や自分で設置したエアコン等を撤去し、
また入居中に不注意で付けたキズ、汚れ、
破損したものがあるときには補修、汚れ
の除去、修理を行い原状に回復して、建
物を明け渡さなければなりません。これ
が借主の原状回復義務です。
　しかし、借主自ら補修等の原状回復工
事を行うことは稀であり、借主は必要な
原状回復費用（補修費用等）を負担して、
原状回復に必要な補修等の工事は貸主が
実施するのが現実の対応となっていま
す。敷金を差し入れているときには、貸
主は敷金から借主負担となる原状回復費
用を控除して敷金を返還し、敷金を上回
る原状回復費用であるときには、不足分
の追加請求をすることになります。

 

消費者庁イラスト集より

（１）裁判所の考え方と民法改正
　裁判所は、自然損耗（建物・設備等の
経年変化による自然的な劣化・損耗等）、
通常損耗（借主の通常使用による損耗
等）による建物価値の減少分は賃料に含
まれているので、借主は、それらの損耗
についての原状回復義務を負わない考え
方を示しています。
　民法改正（2020年６月までに施行）
では次のことを法律として定めますが、
これは新しいルールができるわけではな
く、現時点における法的考え方であるこ
とを知っておきます。

現在の民法には借主の原状回復義務につ
いての明確な規定がないこともあり、原
状回復費用の負担をめぐり貸主・借主間
で多くのトラブルが発生しています。国
土交通省はトラブルの防止のために原状
回復ガイドライン（国土交通省のホーム
ページで見ることができます。書籍は（一
財）不動産適正取引推進機構で購入する
ことができます。）を示しています。裁判
所の考え方や原状回復ガイドラインの考
え方を理解しておきましょう。また、返っ
てくるべき敷金を返してもらえないとき
の対処の仕方も知っておきましょう。

①　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の変化は借主に
原状回復義務がないこと

②　損傷が借主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、借主に原状回
復義務はないこと

　したがって、借主に原状回復義務があ
る損傷・汚損等（以下、「損耗等」とい
います。）は、借主が不注意等により生
じさせた借主に責任のあるものというこ
とになります。
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貸主負担

①　建物・設備等の自然的な劣
化・損耗等（経年変化・自
然損耗）
畳・クロス・床材等の変色、
設備機器の通常使用による故
障等

②　借主の通常の使用により生
ずる損耗等（通常損耗）
電気製品による壁の電気や
け、家具の設置跡等

借主負担

借主の故意・過失、善管注意義
務違反、通常の使用を超えるよ
うな使用による損耗等
賃借人の不注意、不適切な手入れ・
用法違反等による内装・設備等の
毀損等

（２）原状回復ガイドラインの考え方
　原状回復ガイドラインは、現時点にお
いて妥当と考えられる一般的な基準を示
したもので法律ではありませんが、判例
に準じて貸主と借主の負担を次のように
区分しています。

は当然のことです。
　貸主は、借主が否定する損耗等の損害
の賠償を求めるには、借主が入居中に生
じさせた損害であることを立証しなけれ
ばなりません。立証責任は貸主にあるこ
とを知っておきます。

（４）建物（部屋）は清掃してから明け渡す
　クリーニング費用の負担をめぐるトラ
ブルも多くあります。借りたものをきれ
いにして返すのは当然のことですので、
特約の有無にかかわらず、借主は、通常
の清掃（拭き掃除、掃き掃除、油汚れの
除去、入居中に付着した浴槽等の水垢を
落とすなどの清掃）をして明け渡すこと
が必要です。通常の清掃義務を果たして
いれば、それ以上に清掃費用の負担義務
はありません。

８．敷金を返してもらえないときは
　原状回復費用の負担について貸主との
話合いがこじれ、返してもらえるはずの
敷金を返してもらえないときは、少額訴
訟制度を利用して簡易裁判所に敷金返還
請求訴訟を提起することができます（訴
額60万円以下）。調停による方法もあり
ますが、調停では決着がつかないことも
あります。少額訴訟手続を利用すると少
ない費用で迅速に解決することができま
す。

９．困ったときは
　賃貸借契約について不明な点があると
きや困ったときは、消費生活センターに
相談してみましょう。さまざまな契約ト
ラブルで困ったときの消費者の皆さんの
相談窓口です。専門性の高い問題や難し
い問題のときは専門機関等の相談窓口を
紹介してもらえます。

　借主に負担義務がある場合も原状回復
費用の全額が借主負担となるのではな
く、借主負担となる原状回復費用の割合
について、ガイドラインは経過年数を考
慮して決める考え方を示しています。退
去時点での残存価値を基準に借主の負担
割合を決めるものです（減価償却の考え
方）。例えば、退去時点でクロスの価値
が７割減少（残存価値３割）していれ
ば、張替費用が１万円のときには３割の
3,000円が借主の負担となります。ガイ
ドラインは内装材、設備ごとに耐用年数
を示していますので、それにより残存価
値がわかります。

（３）立証（証明）責任は貸主にある
　入居中に借主が付けたキズ・汚れかど
うかでのトラブルがありますが、借主が
生じさせた損害でなければ、補修費用を
請求されても借主に負担義務がないこと


