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今回は入居者さんからリクエストされる案件の中で
「生き物に関する対応」について書かせていただき
ます。入居者さんからのリクエストは、苦情という
より物件に対する改善提案であり、物件の資産価値
向上に繋がる提案であると考えています（時折、そ
うは思えないガチガチなクレームも起きますが）。　
このリクエストは大きく分類すると、人が引き起こ
す「人的トラブル」と建物や設備が原因の「物的ト
ラブル」に区分されますが、まれに、その分類に入
らない、虫や動物等の「生き物が原因の問題」が起こ
ることがあります。人が原因なら、問題を起こした該
当者に改善を求めますし、物が悪い
なら修理や交換すれば解決するので
すが、相手が生き物の場合は話は通
じませんし、一つの場所に固定され
ていないので、まことに難しリクエストとなります。
まず、室内でゴキブリ、ダニ等が発生した場合は原則
として入居者さんに対応していただくようにお願いし
ています。しかし、大量発生したり対処しても改善さ
れない場合、入居者さんに任せっぱなしでは物件に対
する不満から退去へ繋がってしまうことになりますの
で、専門業者に依頼する等の大家さん管理会社側での
対応が必要となります。
このように居室内は入居者さん側での対応が原則です
が、共用部分は大家さん管理会社側の管轄になりま
す。よくあるのは「ハチの巣」や「鳥の巣」の除去依
頼です。「ハチの巣」は危険ですので、「入居者さんで
お願いします」と伝えて刺されてしまった場合は大変
な迷惑が掛かり、大家さんへの損害賠償に発展してし

まうリスクもありますから、大家さ
ん管理会社側で対処すべき案件で
す。私の経験上で多いのはアシナガ
バチですが、これは「マグナムジェッ
ト」と言う飛距離１０ｍのスプレー

式殺虫剤を常備して対処しています。コツを掴めばハ

チの殲滅から巣の撤去・清掃まで１０分も掛からず完
了できます。しかし高所やスズメバチ等の危険作業
に関しては専門業者に対応してもらっています。な
お、スズメバチに関しては行政が費用負担等の支援
をしている場合もあるのでご確認下さい。
一方の「鳥の巣の撤去」について
は少し抵抗があります。ツバメな
どが共用部分に巣を作った場合、
「フンが落ちてくる」との苦情が
寄せられます。その場合は卵を生
む前であれば巣を撤去します。しかしヒナがいる場
合の撤去は「野鳥を殺す行為」となり鳥獣保護管理
法に抵触する事になりますので、「巣立つまで待って
あげましょう」とお願いすることになります。その
ため、フン落下防止の板を付けて対応しています。
このような目に見える生き物は苦情があっても対処
出来るのですが、共同住宅で困るのが「シロアリ」
の被害です。ほとんどのアパートは新築時にシロア

リ予防の処理をしていますが、薬
剤の保証期間が５年なので定期的
にシロアリ予防の消毒を依頼する
必要があります。しかし、各部屋
の床下が基礎で仕切られていて、

世帯数の多い物件での施工に手間が掛かることか
ら、定期的に消毒する大家さんはほとんどいません。
シロアリが発生したら対応するという「受け身」の
姿勢が多いのです。室内の出来事は入居者さんが一
番良く知っているのですが、床が凹んだり羽アリが
発生しても連絡してくれない入居者さんもいますの
で、シロアリの消毒は定期的に行うべきでしょう。
このように、入居者さんが不快な思いをするだけで
はなく、刺されてケガをしたり建物が劣化する原因
となる「生き物」への対応は、小さな問題が大きな
損害へ発展する事もありますので、賃貸管理担当と
して、しっかりとした対応が必要となるのです。

今回は入居者さんからリクエストされる案件の中で
「生き物に関する対応」について書かせていただき
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空室対策として「ペット可」を検討する。
物件に特徴を出してお客様から選んでいただける方法の
一つです。巷には、ペットと共に暮らすという「共生型」
がありますし、「とりあえずペット可物件」もあります。
今回はペット可にした場合の問題とその予防策について
考えてみたいと思います。

ペットを飼いたいという入居者さんは、必ずしもペット
飼育に慣れている訳ではありません。生まれて初めて飼
うためにペット可物件を探すお客様もいらっしゃいます
ので、飼っているご本人にも想定外のトラブルが起きた
りします。良く起こるのは飼い主の留守中の「犬の無駄
吠え」。単身や共働き世帯は仕事で留守が多いので、留
守番の躾（しつけ）が出来ていないと淋しくて鳴くこと
があります。飼い主は留守で鳴いていることに気付きま
せんから、他の入居者からクレームが入ることになりま
す。犬を躾（しつけ）ることも出来ず、この手の問題は
かなり長引きます。これを防ぐにはペット飼育の経験を
尋ねて、入居時に犬の留守番時の躾（しつけ）について
確認し、鳴くような性
質の犬種の時はスクー
ルで躾（しつけ）教育
を受けるなどの対策を
考えてもらうことが必
要になります。

クレームは共用部分でも発生します。犬は散歩が必要です
が共用廊下では「歩かせない」というルールの物件が多い
です。毛が飛ぶ、粗相する、吠えたり噛み付いたりしない
ようにとの配慮ですが、これを守らない方がいるとペット
を飼っていない方やルールを守っている方からのクレーム
になります。犬が成長して「抱けない」と言われることも
ありますが、ルールなので頑張って守って頂くようにしま
す。しかし、当初は小型犬限定だったのが曖昧になって
15 キロ以上の中型犬まで許可してしまうと、このルール
が守れない方が増えてトラブルになります。ルールを厳密
に変えないことと、相手は動物ですので飼い主さんの意識
と教育をお願いすることが大切です。

バルコニーのサッシを開け放して飼い犬が自由に出入
りできるようにしていたお宅があり、下の階から「排
水口からオシッコの匂いがする」とのクレームを頂い
たことがあります。高齢の飼い犬が我慢できなくてバ
ルコニーで排泄してしまうと説明されましたが、見逃
すわけにはいかない事態です。このケースは飼い主の
不注意で起きたクレームですが故意にバルコニーで排
泄させていた借主さんもありました。排尿の後を水で
流していたので両隣の部屋からクレームになりました
が、非常識な行為と言
わざるを得ません。
また、散歩時の糞を共
用のゴミストッカーに
捨てる飼い主がいて内
部から悪臭がしたこと
がありました。散歩中
に回収した犬の糞は自治体によって処理方法が決まっ
ており、家庭用のトイレに流すか燃えるゴミで捨てる
のですが、臭いが漏れないようにビニール袋に入れて
口をしっかり縛り、他の入居者さんに迷惑がかからな
いようにするのがマナーなのです。
さて、幾つか問題となった事例を並べましたが、これ
らを防ぐにはペット飼育規則をしっかり作って賃貸借
契約時に説明して理解させることや、入居申し込みか
ら契約までの間に飼い主の意識調査を行い、ルール違
反をしないペット飼育が出来る人かどうかを見極める
ことが大切になります。軽い気持ちで空室対策のため
にペット可にしよう！と考えるとクレームになる可能
性がありますので、慎重に準備する必要があります。

ところで猫と犬の
飼育数が逆転した
ことをご存知です
か？次 回 は「猫 の
飼 え る 賃 貸 住 宅」
について考えたい
と思います。
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税税 金金 基基 礎礎 講講 座座
事業用建物を建てるだけが土地活用ではない

平成27年の相続税の増税以来、大手ハウスメーカー
や金融機関が地主さんをターゲットに「土地の有
効利用と相続税軽減を目的としてのアパート建
築」を強く勧めています。確かに、アパート建築
によって相続税が安くなるのは間違いありません
ね。仮にある地主さんが、評価額１億円の土地（Ａ）
に１億円を投じて全額を借り入れしてアパートを
建てる、という事例で計算してみましょう。 

上記は概算ですが、土地（Ａ）は貸家建付地の評
価減で評価額が8200万円に下がり、建物の評価額
は建築価額の 30％の 3000 万円程度になります。
計算では8,800万円の評価減となります。
　しかし一方で、「空室が出たら、家賃が下がった
ら、金利が上がったら・・」さらに「借金を残され
た子供たちは大丈夫だろうか・・・？」という不安
も残るでしょう。サブリース契約でも安心できま
せん。全国で空室が 20％以上もあると言われてい
る時代ですから、ほとんどの地主大家さんが持つ
大きな心配ごとです。そのせいか、最近では「高
齢者住宅やデイサービス型など」の特殊な建築計
画の提案が増えてきました。
一方で、所有している土地に事業用の建物を建て
るのではなく、土地を売ったお金で価値の高いも
のを購入する、という活用方法もあります。たと
えば土地（Ａ）を売却して、その資金で人気の高
い地域の、大きく価値の下がらない区分所有（分

譲）マンションを、仮に３戸を購入するという想
定で計算してみました。
    

区分所有マンションの土地の評価額は「小規模宅地
等の評価の特例：200 ㎡迄 50％減額」によって更
に安くできる可能性があり、相続税を下げる効果は
小さくありません。なにより、借金をしないのです
から空室が出ても家賃が下がっても、また金利が上
がっても資金繰りの心配はありません。また相続財
産の分配の際も、アパート建築では建物と敷地は分
割できませんが、区分所有マンションであれば上手
に分けることもできますし、場合によっては売却す
ることも容易です。
　このような、土地を売ったお金で価値の高いもの
を購入するのも、また「土地の有効活用」のひとつ
です。もちろん、購入後に大きく値が下がるような
物件を選んではダメですが・・。先祖から受け継い
だ土地を「どうしても残したい」という場合は別で
すが、所有している土地に事業用の建物を建てるだ

けが唯一の土地の有効活
用ではありません。売却
して他の資産に組み替え
るのも交換するのも土地
活用です。

    
（税理士／谷口賢吉）
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土地（Ａ）

アパート

合計

預貯金

借入金

差引純財産

土地(その他)
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土地（Ａ）

区分所有①

区分所有②

区分所有③
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0

0

0

0 0
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