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細川良造先生

1 緊急連絡先等の確認

(1) 親族・知人等への確認
(2) 行政等への確認

(1) 親族・知人等への確認

賃貸借契約を締結するに当たって、特に、一人暮らしの高齢者などの場合には、体
調を崩され入院を余儀なくされるといったことも考えられるため、緊急時の連絡先を
確認しておく必要性が通常に比べて一層高いといえます。
そこで、緊急連絡先としてまず確認しておくものとして、親族・知人等の確認が挙

げられます。
親族・知人等は、賃借人に問題が生じた際の最初の連絡先として極めて重要です。

また、賃借人本人の状態を知るための情報を提供してもらったり、本人の状態に問題
が生じた場合にその後どのように対処すべきかを協議しなければならない場面で、親
族・知人等は不可欠な存在です。
したがって、配偶者、子ども、兄弟姉妹、甥姪などの親族がいないかどうか、また、

親しい知人等がいないかを確認します。その際、その方の名前、住所、電話番号、メ
ールアドレスなどを聞いておきます。
緊急連絡先の情報を集める際は、現実に賃借人に問題が生じた場合を想定して行う

必要があります。賃借人と、もともと疎遠であるとか、賃借人以上に高齢であるとか、
あまり実効性のない人が緊急連絡先として登録されていても、いざというときに意味
がありません。特に高齢者の場合は、そのような事態がいつ起きてもおかしくないと
いうことには留意する必要があります。
また、賃貸借契約締結後長期間が経過し、緊急連絡先として登録されている人と連

絡がつかないというケースもよく見られます。したがって、賃貸借契約継続中も定期
的に緊急連絡先の情報を更新しておく方がよいでしょう。

(2) 行政等への確認

高齢者の場合は、支援を受けている行政等とも連携しておくことが有用です。その
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細川良造先生

ためにも、高齢者に対しどのような支援がなされているのかを具体的に知っておく必

要があります。

◆行政への確認
高齢者の場合には、行政サービスなどを受けていることも考えられるため、担当の

ケースワーカーの有無や連絡先などを確認しておくことがまずは重要です。

◆社会福祉協議会、デイサービス担当者らとの連携
高齢者の場合には、社会福祉協議会や高齢者支援に取り組むＮＰＯ法人などの支援

を受けていることも多いと思われます。なお、社会福祉協議会とは、社会福祉法に基

づき全ての都道府県・市町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者の参加により、

地域の福祉推進の中核としての役割を担う非営利の民間組織であり、日常生活自立支

援事業や行政からの委託により生活困窮者に対する相談業務などを行っています。

また、高齢者の方には、デイサービスなどを利用している方もいると考えられ、本

人の了解の上で、そのデイサービス先から緊急連絡先を把握することも考えられます。

アドバイス

〇日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業（大阪市などでは「あんしんさぽーと事業」の愛称が使われて

います。）とは、高齢や障がい等により判断能力が不十分な方が地域において自立した生

活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

具体的には、福祉サービスの利用に関する相談及び利用申込みの援助、公共料金や各種

利用料などの支払手続や行政手続の援助、預貯金の出し入れ等日常的な金銭管理の援助、

通帳や証書の保管等のサービスを受けることができます。

各市町村の社会福祉協議会で実施しており、一人暮らしの高齢者においてよく利用さ

れています。
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田村義史先生

第３ 契 約
フローチャート～契 約

契約書の作成1

契約の更新が予定されているか

通常の建物賃貸借契約

契約期間満了
で終了　

賃借人の死亡
まで存続　　

いいえはい

はい

はい

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているか

サービス付き高齢者向け住宅賃貸借契約

契約書の内容の確認

原状回復義務、敷金、個人
根保証等について、民法改
正に対応しているか 終身建物賃貸借契約 定期借家契約

契約期間の満了で契約が終了するか、
賃借人の死亡まで存続するか

状況把握サービス、生活相談サービスを含む高齢者
生活支援サービスを提供するか

高齢賃借人の特殊性に対応
しているか
・無断増改築禁止とバリア
　フリー化との関係
・造作買取請求権・有益費
　償還請求権の放棄
・原状回復義務・収去義務と
　バリアフリー化との関係
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田村義史先生

重要事項説明・契約の締結2

重要事項説明書の作成

重要事項の説明

契約内容の確認

契約の締結
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寺西慶晃先生

【参考書式18】異議通知書

令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇〇―〇―〇
賃借人 ●●●● 殿

〇〇県〇〇市〇〇〇―〇―〇
賃貸人 〇〇〇〇 ㊞

通 知 書

私は貴殿に対し、下記建物を賃貸しておりましたが、令和〇年〇月〇日付で賃貸借期間満
了後の更新を拒絶する旨を、書面をもって通知し、同年〇月〇日付で貴殿に到達しておりま
す。したがって、期間満了日である令和〇年〇月〇日をもって、賃貸借契約は終了しており
ます。
しかしながら、貴殿は、賃貸借契約終了後も、下記建物を継続して使用しております。
つきましては、直ちに下記建物の使用を中止して、当方に明け渡していただきますようお
願いいたします。

記

物件名称 〇〇マンション 〇階 〇号室
所 在 地 〇〇県〇〇市〇〇〇―〇―〇
構 造 鉄筋コンクリート造 〇階建
間 取 り 2DK（〇〇m2）

以上
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里内博文先生

1 孤独死が疑われる場合の対応

(1) 緊急連絡先・家族・連帯保証人への連絡
(2) 警察への通報

(1) 緊急連絡先・家族・連帯保証人への連絡

◆孤独死を疑うべき場合
高齢の賃借人から数か月にわたって賃料が支払われていない、付近の住民から異臭

や害虫の発生等の通報があった場合、賃借人が孤独死している可能性について考える

必要があります。もちろん、これらの事実が必ずしも孤独死に直結するとは限りませ

んが、高齢の賃借人の場合、長期旅行や長期出張で不在にしている可能性は比較的低

いといえます。冒頭に記載したような事象が発生した場合は、速やかに、賃貸人若し

くは管理会社において、可能な限りで電気・ガス・水道の利用状況や、ポストに郵便

物が溜まっていないかなどを確認し、賃借人の日常生活の痕跡が確認できない場合、

特に高齢の賃借人が一人暮らしであるならば、賃借人の孤独死の可能性を意識すべき

事案といえます。

◆緊急連絡先や連帯保証人への連絡
賃借人の孤独死が疑われる場合、まずは賃貸借契約書等に記載されている緊急連絡

先や連帯保証人に連絡を取り、賃借人の安否を確認してもらいます。緊急連絡先や連

帯保証人以外にも家族の連絡先を把握している場合は、その方から賃借人に連絡を取

ってもらう方法もあるでしょう。賃借人が体調を崩し入院等をしている場合は、その

ことが家族等から発覚することもあります。入院等の事実も確認できない場合、家族

等が、賃借人と直接会うか、電話等で話した直近の日付を尋ね、その日付から時間が

経過している場合は、再度、賃借人に連絡を取ってもらうよう求めるべきです。家族

等に合鍵を預けている場合も考えられますから、可能であれば賃借人の元を訪問して

もらうのもよいでしょう。

通常、賃借人の自然死は心理的瑕疵には当たりませんが、遺体が長期間放置されて

しまった場合は、異臭や染み等の完全な除去が困難になるばかりか、一般人にとって
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里内博文先生

嫌悪感、抵抗感を感じる物件となってしまい、今後、同条件での入居者募集が困難と

なる可能性があります。仮に孤独死が発生しているとすれば、いち早く発見するに越

したことはありませんので、孤独死が疑われる事象が発生した場合、迅速に行動する

ことが重要です。

(2) 警察への通報

前記(1)で記載した方法を尽くしても賃借人の安否が確認できない場合、賃貸人や

管理会社が、合鍵を使って賃借人の許可なく居室内に立ち入ることは許されるのでし

ょうか。この点、賃貸借契約において、賃貸人側に立入りに関する一定の権限が明記

されていることもありますが、賃借人がたまたま長期間外出していたり、そもそも外

出もしておらず、外部との連絡を絶っていただけのような場合に、住居侵入を主張さ

れたり窃盗を疑われることもありますので、やはり賃借人の許可なく居室内に立ち入

ることは極力避けるべきです。そこで、前記(1)で記載した連絡方法を尽くしてもな

お安否が確認できない場合は、警察に連絡の上、安否確認のための入室をお願いしま

す。この際、鍵（マスターキー等）がない場合は、鍵業者を呼んで解錠してもらうこ

ともあります。

アドバイス

〇孤独死の現状
男女の平均寿命が共に80歳を超え（厚生労働省「令和元年簡易生命表」）、孤独死と聞く
と、70代～80代の単身高齢者に起こりがちであるとイメージされる方もおられるでしょ
う。この点、孤独死に関する調査には種々のものがあり、その中には高齢者の孤独死が
多いことを示す調査結果が出ているものもありますが（第１章第１ ５参照）、一方で、
一般社団法人日本少額短期保険協会の「第5回孤独死現状レポート」によると、孤独死さ
れる方の死亡時の平均年齢は61.6歳であり、65歳未満の方が過半数を占めているとの結
果が出ているものもあります。また、この調査では、月別で見ると、7月8月の孤独死の
死者数が統計的に多いようです。まだ年齢が若いからと決めつけず、音信不通、家賃滞
納、郵便物滞留、異臭などの事態が発生した場合は、孤独死の可能性も考え、早め早め
の行動が重要です。
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里内博文先生

2 遺体発見時の対応

(1) 警察への通報・現場検証
(2) 緊急連絡先・家族・連帯保証人への連絡
(3) 物件状況の確認
(4) 自殺が疑われる場合

(1) 警察への通報・現場検証

警察の立会いなく、居室内で倒れている賃借人を発見したものの、生死の判断がつ
かない場合は、直ちに救急車を呼びます。救急隊が到着し、生死の判断をした結果、
既に死亡していることが判明すれば、通常救急隊員が警察への連絡を行います。居室
内で倒れている賃借人から異臭や害虫が発生しているなど死亡が明らかな場合は、遺
体に触れることなく直ちに警察に通報することとなります。警察は、賃借人の死亡が
殺人や強盗などによるものではないか等事件性の有無を調査します。なお、警察の現
場検証中は、原則居室内に立ち入ることはできません。死体検案などの結果、事件性
がないと判断されて初めて、第三者が居室内に立ち入ることができるようになります。
ただし、居室内への立入りが無制限に許されるものではなく、緊急の必要性がある場
合に限られますので、注意が必要です。

(2) 緊急連絡先・家族・連帯保証人への連絡

警察への通報の後、緊急連絡先にも賃借人が死亡していた旨を連絡します。緊急連
絡先の指定がない場合は、家族、連帯保証人でも構いません。賃貸借契約は、賃借人
が死亡したからといって当然に終了するわけではなく、契約当事者たる地位が賃借人
の相続人に相続されます。連絡先が、賃借人の相続人であるのか否かも確認し、相続
人であるならば、高齢賃借人が一人暮らしをしていた場合は通常賃貸借契約は解約と
なることが予想されますので、居室の明渡しに関する協議をしていく必要があります。
居室内の腐敗臭が酷い場合などは、腐敗臭の近隣への拡散防止、そして消臭、消毒な
どを含めた清掃作業に一刻も早く着手しなければなりません。
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里内博文先生

(3) 物件状況の確認

賃借人の死亡が確認された場合、賃貸借契約は相続人との間で存続しますが、高齢
賃借人が一人暮らしをしていた場合は通常、賃貸借契約は解約になるとも思われます
ので、解約に伴う明渡しの際の物件状況の確認、具体的には、物件に物理的瑕疵や心
理的瑕疵が存在しないか確認する必要があります。瑕疵の内容や程度に応じて、保証
人や相続人に対して費用や損害賠償の請求を検討しなければなりません。
警察の現場検証でしばらく物件に立ち入れない可能性もあります。現場検証が終了

し、物件に立ち入ることができるようになった場合、相続人との間で、物件の汚損の
有無などを確認します。特に、孤独死の場合は、遺体が発見された場所、状況、血液
や体液の流出の有無や臭い、ハエ・うじ虫の発生の有無も確認する必要もあります。
これら遺体の跡は、すぐに清掃作業に取り掛かるべきですので、汚損状況などを写真
等で保存しておくことも重要です。ただし、物件内を確認するとはいっても、相続人
の承諾なく物件内に入ることはそもそも許されません。相続人から立入りの承諾が得
られない場合は、法律上立入りが正当化される理由がない限り外部から観察するにと
どめるべきです。

(4) 自殺が疑われる場合

賃借人が自殺した場合、後に入居を検討する人にとっては心理的な嫌悪感、抵抗感
を持つことが通常です。そこで、賃借人が自殺した場合、このような心理的な瑕疵が
問題となります。賃借人は、物件を明け渡すまでの間、賃借物件を善良な管理者の注
意を持って使用しなければならない義務を負っています。この注意義務には、物件を
物理的に損傷させてはならない義務だけでなく、後に入居する人に対して心理的な嫌
悪感、抵抗感を抱かせないよう使用する義務も含まれています。つまり、賃借人が自
殺した場合は、この後者の義務に違反したこととなり、賃貸人は、賃借人に対し、当
該義務違反による損害の賠償を請求できるのです。ただし、賃借人は既に死亡してい
ますので、実際には、賃借人の相続人又は連帯保証人に対して損害賠償を求めていく
こととなります。

ケーススタディ

Ｑ 単身入居者が自殺したようなのですが、警察も親族も教えてくれません。こう
いった場合、賃貸人や不動産管理会社はどう対応したらよいのでしょうか。
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里内博文先生

Ａ 不動産管理実務においては、自殺かどうかを確認するために、親族に対し死体
検案書の提供を求め、それにより自殺か病死かを確認していることが多いと思わ
れます。しかしながら、親族からの死体検案書の提供はあくまで任意のものであ
って、賃貸人が賃借人の親族に対して死体検案書を提供するように義務付けるこ
とはできません。また、警察も、遺族以外の第三者に対して死体検案書を開示す
ることはまずありません。医療機関等に対して弁護士法23条の2に基づく照会（弁
護士会照会）をすることも考えられますが、医療機関が回答する保証はありませ
んし、そもそもどこの医療機関に照会したらよいのかすら分からないことが多い
と思われます。
よって、このような場合は周辺住民や関係者からの聴き取りにより判断するし

かありません。実際には、臨場した警察官や発見者が話していたことなどが参考
になるケースもあります。
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このガイドラインは、パブリックコメントの段階ではタイトルが「宅地建物取引業

者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン（案）」とされてい

ましたが、最終的には「心理的瑕疵の取扱い」ではなく「人の死の告知」に関するガ

イドラインとして公表されました。

そこで、ガイドラインの詳細については、後記(2)の告知の解説の中で説明すること

とします。

(2) 告知の要否の判断

◆「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の概要
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」（以下「ガイドライ

ン」といいます。）は、令和3年10月に国土交通省より公表されました。

ガイドラインは、不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産

の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅建業

法上負うべき義務の解釈について、過去の裁判例の蓄積の状況等も踏まえて、可能な

範囲で、現時点で妥当と考えられる一般的な基準を、検討会での議論を基に取りまと

めたものです。

今後、居住用不動産に関する告知の要否の判断については、ガイドラインに沿った

判断が求められることとなると思われます。そこで、以下、国土交通省が公表してい

る資料を基にガイドラインの内容について説明します。なお、ガイドラインは、賃貸

だけでなく売買も含めて告知の要否を説明しているため、以下の説明では売買の場合

も含んでいます。

◆ガイドラインの適用範囲
ガイドラインでは、取引の対象となる不動産において生じた人の死に関する事案を

取り扱っています。

また、対象となっている不動産は居住用不動産に限ります。これは、住宅として用

いられる不動産（居住用不動産）とオフィス等として用いられる不動産を比較した場

合、居住用不動産は、人が継続的に生活する場（生活の本拠）として用いられるもの

であり、買主・借主は、居住の快適性、住み心地の良さなどを期待して購入又は賃借

し、入居するため、人の死に関する事案は、その取引の判断に影響を及ぼす度合いが

高いと考えられるためです。

第５章 心理的瑕疵がある場合の再募集等
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なお、オフィス等として用いられる不動産において発生した事案については、それ

が契約締結の判断に与える影響が一様でないことからガイドラインの対象外とされて

います（本書では、高齢賃借人等が想定し難いオフィス等に関する告知の要否につい

ては改めて検討しません。）。

◆調 査
ガイドラインでは、調査の対象・方法について、宅地建物取引業者が媒介を行う場

合、売主・貸主に対して、告知書（物件状況等報告書）その他の書面（以下「告知書

等」といいます。）に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動

に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする、とされています。

また、宅地建物取引業者は、原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住

民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行

ったりする義務はなく、仮に調査を行う場合であっても、近隣住民等の第三者に対す

る調査や、インターネットサイトや過去の報道等に掲載されている事項に係る調査に

ついては、正確性の確認が難しいことや、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活

の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があること

から、特に慎重な対応が必要である、とされています。

次に、調査に当たっての留意事項としては、宅地建物取引業者は、売主・貸主によ

る告知書等への記載が適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに、売主・貸

主に対し、事案の存在について故意に告知しなかった場合等には、民事上の責任を問

われる可能性がある旨をあらかじめ伝えることが望ましい、とされています。また、

告知書等により、売主・貸主からの告知がない場合であっても、人の死に関する事案

の存在を疑う事情があるときは、売主・貸主に確認する必要があります。

◆告知についての原則
不動産取引においては、とりわけ住宅として用いられる不動産において、過去に人

の死が発生した場合、その事案の内容に応じて、一部の買主・借主にとって不動産取

引において契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があります。そ

のため、売主・貸主は、把握している事実について、取引の相手方等である買主・借

主に対して告知する必要がありますが、告知の要否に関しては、過去の裁判例は、取

引目的、事案の内容、事案発生からの時間の経過、近隣住民の周知の程度等を考慮し

て、信義則上、これを取引の相手方等に告知すべき義務の有無を判断しています。

第５章 心理的瑕疵がある場合の再募集等
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