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フィット賃貸

※2022年9月末時点

ペット可物件の需要

フィット賃貸経営通信
2022年
10月号賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

～今、急増中!?～

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！
眠っている土地はありませんか？

土地活用の基本を解説

戸建て賃貸需要、コロナ禍で上昇！

物件掲載数が8カ月で2割増



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！

泉谷しげるさんに直撃！《北九州ロックフェス
ティバル2022 with SDGs spirits》に密着

9月24日（土）福岡県ミクニワールドスタジアム
北九州で、《北九州ロックフェスティバル2022 
with SDGs spirits》 が開催されました！当社は、
《充電スポット×脱炭素デキルくん》としてとし
てブース出展しました。太陽光発電にて生み出し
た電力を、スマートフォンなどに無料で充電いた
だける充電スポットとし多くの方にご利用いただ
きました！

サラリーマン太陽光投資家�のリアルな実体験
をインタビュー！自己資金０からのスタート

今回は普通のサラリーマンの方が、太陽光発電
投資をはじめて資金を効率的に増やすことがで
きた、そんな生の声をご紹介いたします。老後
2000万円問題が話題になり、将来は不安だけど、
貯金はそう簡単なことはない。。。多くの方が
直面している不安ではないでしょうか。どうす
ればお金を効率よく増やせるのか調べた結果、
太陽光投資にたどり着いた事例です。

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



戸建て賃貸需要、
コロナで上昇

～物件掲載数が8カ月で2割増～

背景に在宅勤務の普及

自宅で子どもが日中に騒ぎ、上下階や隣接する住戸に騒音になっていないか感じる人が増
え、周囲への配慮に神経質にならずに済むことから、ファミリー層に戸建て賃貸の人気が高
まっているのではと推測します。
また、コロナ禍で旅行に行けない代わりに、
車やバイクなど趣味にお金をかける層にも
戸建て賃貸は需要があります。

テレワークの働き方が一部で定着する中、戸建て
賃貸の需要が高まっているようです。戸建て賃貸物
件の登録件数が直近8カ月で2割増えたと話すポー
タルサイトもあります。在宅時間が長くなり、プライ
ベートと仕事の空間を区別したい層や、騒音を気に
するファミリーに訴求できる可能性があるとのこと。

※参照：全国賃貸住宅新聞（2022年９月12日）より

コロナウィルスの元、子どもを自宅の庭で遊ばせたい
ファミリーや、テレワークをするために部屋数を増やした
いなど。
1階をプライベート空間、2階を仕事用の空間として分け
ることができることから戸建て賃貸の人気が集まっている
そうです。
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賃 貸 管 理 コ ー ナ ー

～今、急増中!?～

2021年の全国犬猫飼育実態調査によると、年々ペットを飼育する人の数は増加。コロナ禍
により自宅にいる人が増えたのも大きな要因です。

ペット可物件の
需要

ペット可物件を経営するメリット

まず、ペット可賃貸物件は需要に対して供給が圧倒的に足りていない傾向にあるため入
居率が高まります。また、入居期間が比較的長めになることが予測されます。特に大型犬
を飼育している場合や多頭飼いをしている場合は入居期間が長めになります。そして、物件
数自体が未だ少ないため、家賃を高めに設定しても埋まりやすいのも大きなメリットです。
オーナーさんによってはペット用設備の維持費用を、初期費用や家賃に上乗せすることもあり、
一般的な賃貸物件の約1割から2割ほど家賃を高く設定しているケースもあります。

ペット可物件経営の注意点について

新規飼育数

犬（千頭）

猫（千頭）

2019年
350
394

2021年
397
489

※一般社団法人ペットフード協会「2021年全国犬猫飼育実態調査結果」

ペット可賃貸物件は経営が安定しやすいというメ
リットがある一方で注意点もあります。
➀ペットを飼っていない人とのトラブル
トラブルの元となるのはペットの鳴き声やニオイ、糞
尿の放置などです。入居者同士で言い争いになる
こともあるため、ルールの設定、注意喚起等、他の
入居者へ配慮してもらうことが必要になります。



ペット可の物件を円滑に進めるコツ
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ペット可物件は気を付けておくポイントやデメリットもありますが、きちんとポイントを把握して運
営すれば効率的な空室対策になります。以下にペット可物件への対策についてまとめました。
➀ペットの種類を制限
飼育できるペットの種類を決めます。
例えば「小型犬と猫のみ可能」などです。犬の場合は飼育できる犬の体重を決めておくのも
一つの方法です。
➁明確なルール設定
・しつけがされている場合のみ入居可(犬)
・糞尿を放置しない
・ペットの毛を排水口に流さない
など、ペット可物件に住む上でのルールも決めましょう。
エレベータがある場合は「移動の際は抱きかかえること」などのルールを決めておくのも効果的
です。
➂環境作り
清潔な環境作りも大事です。
ペットのニオイや鳴き声を防ぐための設備を整えることや、先ほどもお伝えした消臭や遮音効
果のある壁紙、フローリング、ペット専用の洗い場などです。

➁原状回復に関するトラブル
部屋の原状回復費用が高額になることが多い傾向から、
敷金を高く設定するのが一般的です。退去時のトラブル
防止のために、不動産会社と契約書内の特約項目内容
をきちんと設定しておくことや、説明を徹底してもらうことが
重要です。
➂設備費用
ペット可物件においては、損傷を防ぐ壁紙や滑りにくいフローリング、ペットの足を洗うため
の専用の洗い場など設置するのが望ましいです。そのため、ある程度の設備費用がかかり
ます。
④ペット“可”物件からペット“不可”物件に戻しにくい
一度ペット可物件にした物件をペット不可物件戻すのは一般的に難しいと言われています。
大規模なリフォームやある程度の費用をかけることができればニオイを抑えられますが、時間や
費用もかかるため慎重に、計画的に行う必要があります。



土地を活用すると以下の税金を減らせます。

相続税は固定資産税評価額によって評価されますが、時価よりも低くなるのが一般的です。
さらに更地に建物を建てた場合は、固定資産税評価額を6分の1まで減らせます。
仮にアパート経営をするとしましょう。経営をする上で発生する費用は必要経費になることか
ら、所得税も減らすことが可能になります。
また土地活用をすると定期収入も得ることができます。これは、例えばアパートやコインランド
リー、商業ビル経営などで得られる家賃収入です。場所によっては、高い収益を安定して得
ることができる可能性があります。
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税金対策

土地を所有しているオーナーさんの中には、必要ではない土地の管理にかなりのお金がかかり、
正直どうしようか？と悩んでいる方も実は少なくないのかもしれません。しかし「使い道がない、
負の遺産だ」と思っている土地でも、上手く活用すれば安定収入を得られる「資産」に変える
ことも可能です。ここでは土地活用についてご説明させていただきます。

ここからは土地活用の方法を具体的に紹介していきます。注意点として、土地活用にはメ
リットだけでなく必ずデメリットもあるということです。所有している土地の地域や投資できる金
額と照らし合わせて、自分に向いている方法を選ぶことが大切です。では一つずつご紹介しま
す。
➀土地を貸す
人口が少ない地域の場合は建物を建てても人を集めるのが大変です。そのため土地の貸出
をするのが望ましいです。

眠っている土地は
ありませんか？
土地活用の基本を解説

具体的な土地活用のメリット・デメリット

相続税 固定資産税 所得税



得ることができる収入は少ないものの、最も現実的な活用方法です。失敗するリスクも少ない
ため安心感を持って土地活用できます。

➁駐車場経営
駐車場経営は初期費用を抑えられたり、狭い土地でも活用できたりするのが大きなメリット
です。しかし駅近などの駐車場が密集する地域では、差別化をするための工夫が必要になりま
す。

➂太陽光発電
見晴らしの良い土地の場合は、太陽光発電の設備を設置すると
いう方法もあります。長期的に安定した収入を得ることが可能です。
ただし、同時に売電価格が下がっている時期も把握しておかなけ
ればなりません。

④アパート・マンション経営
高額な自己資金が準備できる方に向いている土地活用です。高い節税効果が期待できる上
に家賃収入も得ることができます。また、賃貸経営計画や定期的な空室対策も同時に立て
ておく必要があります。

⑤ビジネス活用
住宅地にある土地は、次のような放置型の設備を設置するのも一つの方法です。

人件費や修繕費用を抑えられるのが大きなメリットですが、あらゆる設備を購入すると一度
に高額な自己資金が必要になるため、部分的にリースなども活用することも有効な手段にな
ります。

・コインランドリー
・自動販売機
・コンテナ型のレンタルルーム
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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

10～11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

10/16（日）・10/23（日）
10/30（日）・11/6（日）

各SNS更新中!

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

.39％
フィットの
入居率

※アパート・マンション
・戸建賃貸の株式会社
フィット管理物件
2022年9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

✔
✔
✔
✔

空室対策


