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今回は賃貸管理の仕事に密接に関わっている「警
察との連携」について書かせていただきます。　
希なことではありますが、「お宅の管理しているア
パートの〇〇さんの件で捜査に協力して欲しい」
という要請が賃貸管理会社には入ります。一昔前
は消費者金融や怪しい人が、借主の個人情報を探
る目的で警察を装って電話してくる事がありまし
たので、この手の個人情報の開示には慎重に対応
しています。「警察です」と名乗られた場合でも、
本物かどう分かりませんので、「捜査関係事項照会
書」という書面を出してもらっています。これは
刑事訴訟法に基づいた書面ですので、これが提示
されなければ協力しないことにしています。　
事件の内容に興味がありますので、「入居者さん何
やっちゃったんですか？」なんて逆質問をしたり
するのですが、警察側もガードが固く、「個人情報
なのでお答えできない」と返されるのが通常です。
一度、　来店した刑事さんに興味本位でいろいろ質
問した事があるのですが、「容疑がかかっているだ
けで犯罪者扱いする事が一番危険なんです」との
事で、調べていること自体を絶対に口外されない
ように配慮して欲しいと強調されていました。で
も、担当刑事さんの名刺に「窃盗犯係」とか書い
てあると、何となく想像がつくものです。もっとも、
この話があると数ヶ月以内に、該当の入居者さん
の退去が発生することになりますので、解約通知
連絡の予告のような側面もあります。　
協力をお願いするケースも
警察から捜査協力が入るということは、かなりの
容疑が掛けられている状態ですの
で、件数自体はそんなに多い話では
ありませんが、逆に僕たち賃貸管理
会社から警察に協力を依頼するケー
スは結構多くあります。管理会社が
警察に対応を依頼する例を列挙して
みましょう。

このように書き出してみると、管理会社は警察に
は色々お世話になっている事が良くわかります。
今回は、普段行っている警察との連携について書
かせていただきました。頼られることも、頼るこ
ともある、持ちつ持たれつな関係ですので、普段
から協力的な姿勢で仲良くしておくことがトラブ
ルの早期解決に繋がり、オーナー様の賃貸経営の
安定に寄与する事になるのです。
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①入居者の安否確認の入室同行
入居者と連絡が取れなくなったと親や勤務先か
らの依頼により、室内で倒れていないか確認す
る場合に、管理会社スタッフだけで入室しない
で警察官に同行してもらいます。第一発見者に
なって大変な思いをした経験から、これは必ず
お願いしています。
②不良入居者対応のヘルプ
深夜の騒音トラブルや、共用部分への落書きや
イタズラ等、刑事事件になるような案件に関し
ては管理会社から依頼したり入居者から通報が
入って対応していただいています。
③放置自転車の盗難届の確認
自転車置場が乱雑になってくると物件の見た目が
悪くなり、入居者さんも不満を感じるので空室対
策としても大きなマイナスとなります。特に放置
されてしまった自転車を撤去する際の第一歩は、
盗難届が出ているか否かの調査ですので、入居者
以外の自転車は必ず警察に確認します。
④無断駐車の所有者への連絡
敷地内の駐車場に無断駐車された車両の持ち主
がわからない時は警察に相談します。基本的に
私有地内は民事ということで対応してくれませ
んが、お巡りさんと仲良くなっていると、車の
所有者に電話して警告してくれる事があります。

（原則は私有地は対応してくれないので、本格的
な放置車両は陸運局で調査する必要があります）
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よくある外国人のトラブルですね。
おそらく、日本に来た知人に一時的
な住居として、落ち着くところが見
つかるまで住まわせるという、そん

な使い方をしているのでしょう。彼らには、特に
「重大な契約違反をしている」という意識は薄い
かもしれません。とは言っても、大家さんにとっ
ては重大ですし、他の借主さんが退去したら損害
ですから止めてもらわなければなりません。まず
は契約解除よりも話し合いで解決することを目指
してください。日本の慣習や事の重大さを理解し
ていない可能性がありますし、その外国籍の借主
も自分が住む場所を失ったら、知人に力を貸すど
ころでは無くなりますから、大家さんの本気を伝
えれば話を聞いてくれるはずです。根気強く話し
て理解してもらうことが一番だと思います。
方法は大きく分けて２つです。話し合いか、法的
な手段に訴えるか
で す。後 者 の 裁 判
等は時間と費用が
かかりますから「話
し 合 い」を 先 に 進
め ま し ょ う。今 回
の よ う な「利 用 方
法違反」を理由に立ち退きを求めるのは「想像以
上にハードルが高い」です。契約違反なのだから
簡単に解約できるのでは？と思うかもしれません
が、「単なる契約違反では不十分」とされるのが
日本の賃貸借契約の特徴です。もし裁判となる
と、「相手方の契約違反行為により信頼関係が破

壊された」と認められることが必要です。１人で
住む約束を破ったので数回注意した、くらいでは
「信頼関係の破壊」とはならないのです。そうい
う意味でも、最初から契約解除と決めないで、ま
ず是正してもらうように根気強く説明と交渉する
ことをお勧めしているのです。
まず「複数で暮らしている」という証拠が必要に
なります。近隣の方の証言を書面に残しておく、
訪問した際の状況を写真やメモ等で記録してお
く、などの証拠です。そのうえで、その行為は契
約違反であり、日本では重大な約束違反なので「す
ぐに止めてほしい」と告げます。このまま続ける
なら「退去して欲しい」と
強めに口答で伝え、文書も
手渡します。このように利
用状況を改めるように複数
回の文書で通告します。外
国人だから「日本の文化を
知らなかった」という弁解
の余地をなくすのです。
これらの行為や証拠は「信
頼関係の破壊があったか」
の判断に重要で、もし法的手続きに訴えた場合に
備えた準備行為ともなります。もし個人の連帯保
証人がいるなら相談してください。日本人の連帯
保証人なら、そこで解決する可能性もあります。
個人でなく保証会社の場合でも相談してみること
です。保証会社は「滞納等を保証する」という立
場ですが、約束違反でトラブルを起こしていると
知れば対処してくれる可能性もあります。
この、複数回の交渉と文書の提出と「貸主の本気」
を伝えても止めないなら法的手続きしかありませ
ん。弁護士さんに相談して「明け渡し訴訟」の手
続きを開始することになります。「複数で住んで
いる」という証拠と、何度も交渉した事実を証明
できれば、契約解除が認められる可能性は高いで
しょう。これは借主が日本人であっても対処法も
同じです。違反による契約解除を認めてもらう
ハードルが高いことは知っておいていただきたい
と思います。
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大人数で暮らす外国人の問題 !?

外 国 人 に「１ 人 で 住 む」
という約束でアパートの
一室を貸しているのです
が、複 数 の 男 女 が 出 入 り
し て い る 様 子 で す。先 日
も玄関に７～８足の履き

物があるのを目撃しました。「複数が暮らす
のは契約違反だ」と告げても「暮らしてる
のは自分だけ」と答えます。他の借主さん
の迷惑になるので契約解除したいのですが
可能でしょうか。

1974 年（昭和 49 年）に公布された生産緑地法は、
都市環境の維持のために「農地や緑地として保全すべ
き土地」を指定して、営農することを条件に固定資産
税を農地並みに評価することにしました。しかし
1991年の改正で、この制度が廃止され都市農地は宅
地並みに課税されることになりましたが、「生産緑地
地区」の指定を受けて30年の営農を継続すれば、農
地課税されることになったので、この指定を受ける農
地が増加しました。これが施行されたのが 1992 年
で、30年の営農義務が解除されるのが2022年であ
ることから「生産緑地の2022年問題」として話題に
なっています。それによって大量の宅地や賃貸物件が
供給されて、地価の下落や賃料相場の値下がりが起こ
るのではないか、と心配されているのです。もし、そ
のような事態となれば、生産緑地のない近隣地区も多
くの需要が流出しますので影響を受けるのは必至で
しょう。また生産緑地と関係ない全国の地域でも、地
価や家賃相場に強く関係しますので、ひとつの知識と
して整理しておくことにいたします。
生産緑地の30年の長期営農義務は、それを途中で解
除すると、その時点から税金が上がるのではなく、遡
（さかのぼ）って宅地並みの固定資産税を負担しなけ
ればなりません。また、土地所有者が死亡した場合
に、相続人が農業等を営まないときは指定を解除でき
ますが、宅地並みで課税される相続税を払うのは困難
なので、営農を続けて相続税の納税猶予を選択した相
続人が多いといいます。この相続税の負担は「猶予さ
れた」のであり「免除された」のではありません。30
年の営農途中で指定を解除すると、猶予された相続税
の支払い義務も併せて生じるのです。つまり、宅地か
ら農地課税に大幅に減額されるメリットで選択した
「30年営農」ですが、それを継続するにも厳しい現実
があった、ということです。2022年に正規の手続き
で指定を解除できれば、遡（さかのぼ）って高い税金
を支払う必要はなくなりますので、多くの方が解除を
選択するのではないか、と予想する専門家もいます。
2022年に期限を迎える生産緑地は全体の8割を占め
ていると言われています。指定の解除を希望する生産

緑地は、行政に時価で買い取りを申し出て、行政が財
政難のために買い取らなかったり、生産緑地として他
に買う者がいない場合は、ようやく指定が解除される
という仕組みです。そうなると固定資産税が大幅に上
がってしまうため、所有者が農地として持ち続けるこ
とが困難な場合は、一部の土地を売却したり、賃貸住
宅を建てることで固定資産税を6分の1にしたり、そ
の収入を税金の支払いに充てるという選択をするので
はないか、と言われています。それが多くの生産緑地
で起これば、需給バランスが崩れ、地価や家賃が大幅
に下がるのではないか、と懸念されているのです。三
大都市圏の相場の下落は、他の地域にも及ぶ事が予想
できますので、全国の大家さんにとっても影響の大き
な問題です。
この事態を抑制するために国は昨年の4月に、生産緑
地法を以下の3つの要点で改正しています。
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１.指定面積要件の緩和
面積が500㎡以上という制限を市町村が一定の基
準（300㎡）のもとに変更できるようなります。
2. 行為制限の緩和
生産緑地内で直売所、農家レストラン等の設置を
可能にします。
3.特定生産緑地指定制度創設
生産緑地の買取り申出が可能となる始期を10年
ごとに延長することが可能となります。

2022年まで4年ありますが、情報の収集と対策を考
えて準備するには「早すぎる」ということはないの
ではないでしょうか。

そもそも生産緑地とは？


