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フィット 賃貸

※2022年10月末時点

事故物件の定義・取り扱い

フィット賃貸経営通信

2022年
11月号賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

～知っておきたい～

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！

宅配ボックス需要と空室対策

「これがなければ入居が決まらない」

備え付け設備トップ10



今月のおすすめ動画のご紹介
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フィット公式
YouTube

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

LINE

配信中 ぜひご登録ください！

メールマガジン配信中

いつもお世話になっております！

EV vs ガソリン車どっちが賢い選択？数字で徹底

検証してみた！一番お得なのは〇〇！

EVを導入してガソリン代がかからない暮らしとい

うのは、賢い選択ではないでしょうか？しかし、

EVはまだまだハードルが高いと思われがちで

す。・充電はどうするの？・本当に大丈夫？・そ

もそも高いんでしょ？今回、EV導入により、生活

のコストである移動費（燃料費）が、電力費用や

燃費に置き換えることによってどれくらいお得に

なるのか検証してみました！

EVを社用車に導入！再エネ100％のオフィス、

ガソリン0を目指して

フィットは、脱炭素を推進する企業として、オ

フィスの実質再エネ100％、そして社用車はガソ

リン車からEV化を目指し、徐々に切り替えの準

備を行っています。以前よりEVに関する要望も

多かったため、今回、研究開発の一環として、

再エネ電気で走るEVを導入をしました。お客様

の様々なニーズに対応できる体制を作っていき

たいと考えています！

賃貸管理スタッフのご紹介

廣瀬達史 副島康弘 室冨佳広仁⽥眞⼦ 二宮亜由美 清水明菜

動画はこちら▼動画はこちら▼

脱炭素デキルくん
YouTube

脱炭素デキルくん
Instagram

脱炭素デキルくん

twitter



備え付け設備

～これがなければ入居が決まらない～

「この設備がなければ入居が決まらない」T O P 1 0

※参照：全国賃貸住宅新聞（2022年10月17日）より 3

≪単身者向け≫

「この設備がなければ入居が決まらない」ランキングが発表されました。全体的に大きな変化

はなかったものの一部、急上昇している設備もありました。

室内洗濯機置き場
前回に引き続きトップを維持。
実家に設備がある学生からの
要望が多いとの声も。（前回1位）

インターホン
TVモニター付き

前回と同じく2位。「セキュリ
ティー面で最低限ほしい設備」
として人気が高い。（前回2位）

インターネット無料

（前回2位）

オンライン授業や在宅勤務の広
がりで必須設備との認識が高ま
る。

温水洗浄便座（前回4位）

独立洗面台（前回5位）

エントランスのオートロック（前回6位）

備え付け照明（前回8位）

宅配ボックス（前回7位）

高速インターネット（1Gbps以上）（前回9位）

ガスコンロ（2口/3口）（前回10位）

インターホン
TVモニター付き

コロナ下での非対面対応が一
般的になる中、防犯設備として
の人気が継続。

室内洗濯機置き場
前回同様の2位。夏や冬に外
に出たくないという意見も上がっ
ている。（前回2位）

追い炊き機能
前回の4位から1位に急上昇。
在宅が長くなる中、好きな時間
に入浴したいとのこえ。

（前回1位）

（前回4位）

温水洗浄便座
（前回3位）

温水洗浄便座
（前回5位）

インターネット無料
（前回6位）

システムキッチン
（前回7位）

（前回3位）

エントランスのオートロック
（前回3位）

宅配ボックス
（前回11位）

ガスコンロ（2口/3口）

≪ファミリー向け≫
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賃 貸 管 理 コ ー ナ ー

～知っておきたい～

事故物件とは心理的瑕疵がある物件のことを指します。具体的には自殺や他殺の他に、

火災や事故で亡くなるなどの「もし事前に知っていたら不動産契約しなかった」という事実が

ある物件のことです。現状、事故物件の定義がまだ曖昧なことが多く「所有する部屋で人が

死亡した物件はすべて事故物件に該当するのではないか？」と考えるオーナーさんも少なくあ

りません。

しかし2021年10月に事故物件に関するガイドラインが制定され、

自然死や日常生活中の不慮の死は事故物件に該当しないことに

なりました。自然死や日常生活で起こる転倒などの不慮の死は、

誰にでも起こる可能性があるからです。ただし自然死であっても、

例えばすぐに発見されなかった場合は例外です。亡くなって

から長期間経過すると臭いや汚れが染みつくだけでなく、

契約者の心理にも影響を及ぼす可能性が高いからです。

事故物件の定義
取り扱い

“事故物件”の定義

告知について

自殺や他殺、特殊清掃が必要な死の場合は必ず入居者に対

して心理的瑕疵について物件概要で伝える必要があります。そ

して売却物件の場合、告知期間は法律で定められていません。

宅地宅建取引業者が心理的瑕疵を伝えることは、宅地建物取

引業法によって決められています。



国土交通省の事故物件ガイドライン
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ただし告知義務があるのは、あくまでも宅地建物取引業者が把握している内容に関しての

みです。

国土交通省が定めた「事故物件ガイドライン」が存在するものの、それ自体に拘束力はな

いため、告知に関しては各自で判断するのが実情です。告知しなくても良いケースもありま

す。一例としては、先に記載した自然死や日常生活中に起こり得る死です。

また集合住宅の共用部分で発生した場合や、発生後約3年経過した場合なども告知し

なくても良いケースに該当します。

特に注目すべき点は、賃貸物件においての取り決めです。

これまでと異なり自殺や他殺、特殊清掃が必要な場合でも、発生してからおおむね3年経

過した場合は契約希望者に伝えなくても良いことになりました。

つまり物件オーナーさんにとっては、空室が続くリスクが軽減されます。ただしガイドラインで定

められた期間を超えた場合でも、契約者に心理的瑕疵があることを伝えなければならな

いケースもあります。

例えば社会に与えた影響が大きい心理的瑕疵です。

ニュースなどで大きく取り扱われた殺人事件や自殺は、長

い年月が経過しても人々の心に悪いイメージが残ることが

考えられるからです。また購入希望者や賃貸契約希望

者に心理的瑕疵の有無を尋ねられた場合も告知しなけ

ればなりません。

しかしオーナーさんは事故物件であることを隠さないのが賢明で

す。仮に事実を伏せて売却もしくは賃貸契約をしたとしても、入居

後に事故物件であることがわかって契約者が心理的にダメージ

を負った場合、契約不適合責任等を免れることはできません。

過去には事故物件であることを伝えなかったことから、損害賠償

請求をされたケースもあります。トラブルを防ぐためには、事故物件

であることを宅地建物取引業者や契約者に対して素直に伝え

る必要があります。



ネットショッピングの利用率は年々高まっており、20代から30代では約8割の人が利用し

ているといわれています。2019年頃からはコロナによって、注文した商品を非対面で受け取

りたいと考える人も増加しています。ネットショッピングの増加や非対面での受け取りの需要

に比例して宅配ボックスのニーズも高まっていることから新築の集合住宅には設置されている

ケースも多く見られます。

宅配ボックスが設置されていない住居の利用者はコンパクトサイズのボックスを玄関前に

置いたり、置き配を利用したりと個別で対応する人も増えてきました。ただしボックスに入れ

られる荷物のサイズが限られていたり、衛生・防犯上の問題もあります。

賃貸物件を探している人のみならず宅配業者からのニーズも高いため、これからは宅配ボック

スの設置が必須と考える方が増えてきました。
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宅配ボックスの需要

物件オーナーさんにとっては、宅配ボックスの設置で空室対策ができるのは大きなメリットで

す。

全国賃貸住宅新聞(株式会社全国賃貸住宅新聞社)の発表では「この設備があれば周

辺相場より高くても決まる」ランキングとして宅配ボックスは上位にランクインしています。

宅配ボックス需要と

空室対策

空室対策としての活用

また「コロナ禍でニーズが増えた設備ランキング」でも3位に

入っており、宅配ボックスの需要は高いことがわかります。

宅配ボックスの設置率が低いエリアにおいては、所有され

ている賃貸物件に宅配ボックスを設置すれば他の物件

と差別化を図ることができます。
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宅配ボックスを設置する際はまず部屋数と宅配ボックス数の割合や設置スペースを考えな

ければいけません。

また機械式か電気式か、またリースか買取型かを考える必要もあります。世帯数に対する宅

配ボックスの割合は部屋数の約30パーセント前後が理想といわれています。

集合住宅ではロッカータイプを選ぶケースが多く、エントランスや廊下に設置するのが一般的

です。初期費用とランニングコストを抑えられるのは機械式ですが、

暗証番号を間違えると荷物を取り出せないことから、入居者から

不満の声が出る可能性もあります。電気式はタッチパネルやカード

キーを使って鍵を開けます。簡単な上にセキュリティ面でも安心で

きることから、入居者の満足度が高い種類です。ただし電気を使

うため設置場所が限られるほか、ランニングコストが高くなるという

点も考えておかなければなりません。買取型の場合は初期費用

として商品代金と工事費用が必要です。リースは毎月一定額

を支払うスタイルのため初期費用も抑えることができます。

宅配ボックスの設置について

宅配ボックスを設置することで起こり得るトラブルについても把握しておく必要があります。よくあ

るトラブルとしては扉が開かなくなったり盗難やいたずらをされたりするほか、保管期限が超

過したり私物化されたりするなどが考えられます。扉が開かないときは、非常用の解錠鍵(マ

スターキー)を使用して鍵を開けることになります。

また頑丈で大きいサイズの宅配ボックスを選べば、盗難

やいたずらのリスクを減らすことが可能です。

また保管期限が過ぎても荷物が取り出されなかったり、

私物化されたりすることも少なくありません。そのような

トラブルを防ぐためには、入居前にルールを明確にして

おく必要があります。

トラブル防止やルール設定



77.6％

相 談 会無 料

お問い合わせ先

賃貸管理課

株式会社フィット 建設業者許可番号 国土交通大臣許可（特-4）第25619号 宅地建物取引業者免許番号：国土交通大臣免許(3)第8312号
四国地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会加盟

088-638-0039
お問合せは

11～12月開催日程
開催

場所

株式会社フィット

徳島本店

板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

松茂町総合体育館そば、

フィットの青い看板が目印です

11/13（日）・11/20（日）

11/27（日）・12/4（日）

各SNS更新中!

空室
はフィットにお任せください！

＜
※LIFULL HOME‘S 見える賃貸経営

全国の空室率より 2021年4月12日時点
98.93％

フィットの

入居率

※戸建賃貸
株式会社フィット管理物件

2022年10月末時点徳島の平均

入居率

お部屋が足りません！

①10：00～12：00
②13：00～15：00
③15：00～17：00

空室のリスク負担を解消！安定した収入を確保しませんか？

※ご希望の時間帯
をお選びください。

こんな方はご相談ください！
□ 空室が決まらない、賃料下落が止まらない

□ 思うような賃料収入が得られず不安がある

□ 入居者のマナークレームや滞納に不安がある

□ 外装改修工事のタイミングがわからない

✔
✔
✔
✔


