７月の花
花言葉

禊萩 （みそはぎ）

禊萩（みそはぎ）科。
「悲哀」
「慈悲」「愛の悲しみ」「純真な愛情」

ミソハギは日本各地の湿原や小川、用水路の縁などに見ら
れる多年草で、濃いマゼンタピンクの花が、茎の先端に穂に
なって咲きます。旧暦のお盆のころに開花することや、ミソ
ハギについた露を、お盆に帰ってくる仏様がとても好むとい
う言い伝えがあり、お盆の時「禊ぎ」をする枝として、また
仏壇に供える花として使われいます。
「みそぎはぎ（禊ぎ萩）」
が短縮されて「みそはぎ」になったといわれています。「みそぎ」は水を注いで悪
魔を払うときに使われる言葉ですね。別名を「盆花（ぼんばな）」ともいいます。

「管理メニューの正しい中身」
オーナー様の賃貸経営をサポートするための賃貸管理
メニュー。そのメニューは、どのようにオーナー様の役
に立っているのでしょうか。今月は、そのひとつひとつ
を検証してみることにします。
入居募集
管理メニューの先頭に「入居募
集」という項目が必ず並んでいま
す。
「入居募集」というと、インタ
ーネット等でオーナー様の貸室を
告知して、お客様をご案内、申込
みを受付けて契約締結、そしてご
入居いただく・・・という一連の
流れと認識されているオーナー様
が多いでしょう。もちろん、一言
でいえばその通りなのですが、そ
れほど単純な活動でもありませ
ん。
まず、退去の
連絡を受けた
ら、次の募集に
向けて、
「より早
く、良い借主を」
を目標にスター
トします。一日も早く決まるよう
に募集条件を査定して、オーナー
様に説明しご了解を得ます。この
とき、誰でも高く貸したい、費用
をかけたくない、と考えるのが道
理ですし、その想いは私たちも同
じです。でも、短期間に次の借主
を決めるためには、家賃査定や設
備の入れ替えなどが必要な場合も
あります。すべては「一日も早く
決めるため」に必要と思われる提

案をいたします。このようにして
募集条件を承認いただいたら、あ
らゆる方法で募集活動を開始しま
す。
もうひとつ、入居募集にあたっ
て重要なのが「入居審査と保証契
約」です。お部屋が早く決まって
も、
共同生活のルールを守れずに、
他の入居者に迷惑を及ぼすような
借主を選ぶワケにはいきません。
そのような入居者
がはびこると、善
良な借主が静かに
出て行ってしまい
ます。この「借主
のグレード」
を落とさないために、
お申込みいただいた入居希望者の
属性を元に「入居審査」を行いま
すが、この審査ノウハウが、この
メニューの要（かなめ）といえる
でしょう。そして入居時に借主に
共同生活のルールを説明して、し
っかり理解していただきます。壁
一枚隔てたところでお互いが生活
する、という事実を認識していた
だく必要があるのです。
もちろん、
家賃を滞納するような人も避けね
ばなりませんので、保証会社か借
主の身内による個人の保証契約で
しっかりとオーナー様の家賃の保
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全を図ります。
クレーム対応
二番目に「クレーム対応」という
メニューが並んでいます。クレー
ムには、人と人との間で発生する
「人的クレーム」と、設備等の不
具合から発生する「設備的クレー
ム」があり、それぞれに対応が異
なります。オーナー様をこの「煩
わしいクレーム」から遠ざけるこ
とがなにより重要です。このメニ
ューの目的は、クレームを解決す
ることはもちろんですが、本質は
クレームの原因を無くして、クレ
ーム「そのもの」を防ぐよう改善
していくことにあります。それは
入居者にとって、
「クレームの少な
い快適な住環境」に近付くことに
なりますので、退去が減って「高
い入居率」を維持できるようにな
ります。
クレーム対応の本質は「空
室対策」でもあるのです。
たとえば騒音な
どの「人的クレー
ム」は、
「音を出す
人」と「苦情を言
う人」に分かれす
が、クレーム対応
の目的は、双方が納得して、元の
平穏な生活に戻っていただくこと
にあります。交渉が決裂して片方
か、あるいは双方が退去してしま
う事態は避けることを念頭におい
て行動します。そのために入居時
に、
「共同生活なので生活音は聞こ
える」ことの認識と、
「だからお互
いに注意して暮らす」ことの大切

さを説明します。
「お互い様」とい
う認識を理解いただくのです。ま
た騒音発生に構造的な原因があれ
ば、防音工事などを提案します。
設備の不具合に
よる「設備的クレ
ーム」は、素早く
対応して修繕する
ことはもちろんで
すが、定期的な点検で事前に交換
や修理することによって、クレー
ムを未然に防ぐことができないか
を検討します。建物内のクレーム
は「ゼロ」には出来ませんが、ク
レームを処理することでオーナー
様の施設の運営が改善され、暮ら
しやすい環境になることを目指し
ています。
解約・退去処理
三番目は「解約・退去処理」と
いうメニューです。この「解約・
退去処理」には、実は重要なテー
マが３つあります。１つめは、
「空
室対策」という一面です。まず「そ
の退室を防げないか」という観点
で借主と交渉します。退室が防げ
ないときは、素早く「次の借主探
し」に繋げるための、一連の作業
のスタートとして位置づけます。
退去の連絡を受け、早く決めるた
めの「募集条件」をオーナー様に
提案して承認を得て、全力の募集
活動を開始します。退室してから
リフォーム完了までの工事期間を
短くして、一日も早くお客様に内
覧していただける状態を作り出す
のも重要なポイントです。
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２つめは、入
居者の退室と敷
金返還をスムー
ズに処理するこ
と。解約時には
原状回復工事が必須となります
が、その費用負担を、契約書で合
意した通りに遂行するように借主
と調整します。特に、借主の過失
や使用方法の問題で汚損などが発
生したときは、しっかりと請求す
ることで、オーナーの余分な出費
を防ぎます。敷金返還トラブルの
数は減ってはいますが、注意を要
する作業です。
３つめは、
原状回復工事とは「別
の工事」の提案です。ご存知の通
り、建物設備は経年と共に劣化し
ていきますので、畳やクロスを元
に戻す原状回復工事だけでは、内
見に訪れたお客様に「古さ」を感
じさせてしまう場合があります。
それを避けるためには、原状回復
工事では「手付かず」の部分（水
栓、ドアの取っ手、木部、照明器
具、水回りのクスミ等）を、入居
者の入れ替えのたびに、少しずつ
修繕したり取り替える必要があり
ます。このように細部のパーツを
少しずつ新しくしておくことで、
経年による競争力の低下を緩やか
にすることができます。
日常清掃および
定期点検とメンテナンス
最後に「日常清掃・定期点検・
メンテナンス」というメニューで
す。
「日常清掃」が定期的に実施さ

れずに、いつも共用部分が汚れて
いたら、いつかは住み替えたいと
考えている「潜在的退去者」を増
やしてしまうでしょう。そういう
意味では「日常清掃」にも「空室
対策」という一面があります。
同じように「定期点検とメンテ
ナンス」も重要なメニューです。
当たり前のことですが、オーナー
様の収益を確保するためには「無
駄な支出を減らす」ように目を配
ります。これは見方を変えると「必
要なものには支出する」というこ
とになります。その「必要なもの」
の代表が建物設備のメンテナンス
費用なのです。建物の３０年以上
の生涯の中で、修繕や取替えが必
要な項目とおおよその時期は分か
っています。その時期が来たら、
不具合が発生
する前に、修繕
や取替える必
要があります。
不具合が発生
した後では、余
分な費用負担を強いられてしまう
でしょう。
このように、メンテナンス工事
は必要不可欠ですが、その費用を
無駄なく効果的に使うためには、
最適な実施時期を知る必要があ
り、
そのための定期点検なのです。
日頃の管理メニューには、表面
的な作業の中に、オーナー様の収
益を守るための目的や手段が含ま
れています。
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「女性に選ばれる
部屋づくり」
Ａ 面白くて役に立つ本を読み
ましたよ。
僕たちが日々 悩んでい
る空室の問題ですが「女性の発想
で考えた女性の好む部屋づくり」
を提唱しているんです。
Ｄ 女性目線ですか。
Ａ そうです。著者はもちろん女
性の方ですが、部屋を決めるのは
８５％が女性だと言っています。
Ｋ 男性と女性の比率は半分半
分のはずですけど。
Ａ たとえば、夫婦なら奥さんが
部屋を決めます。学生ならお母さ
んですよね。成年男子の一人暮ら
しの場合も「彼女」が決めるか、
彼女を意識して決める・・・とい
うワケです。
Ｗ なるほど。決めているのは
ほとんどが女性と言うのですね。
だから「女性に好まれる部屋づく
り」をすれば決まりやすい、とい
う話ですか。共感できますね。
Ｄ 残り１５％の男性向けに作
っても「ダメ」ということですね。
Ａ この本の「はしがき」には「９
割以上の大家は、知識も経験もな
い未熟な素人」
と書いてあります。
これはちょっとヒドイ表現ですけ
ど笑。
Ｙ 僕らは確かにプロではない
けど「未熟」は厳しいですね。
Ａ だから、１割に入れば“勝ち
組”になれる。つまり、これから
空室が増えても、勉強と工夫をし

て「未熟でない玄人」になれば、
心配することはないのです。
Ｋ なんか勇気が出てきますね笑。
Ｙ でも、
「女性の好む部屋づくり」
って、どうやればいいんですか。
Ａ 抽象的な表現になりますが、
「こんな部屋に住みたかった」と
思わせることが大事。部屋に入っ
て「わずか１０秒」で印象づける。
Ｙ たった１０秒で決めさせる
のですか？
Ｄ 女性は「感
性と感情」で決
める、と言いま
すからね。僕も
壁のクロスを選ぶときは娘や家内
に決めてもらいます。もともと娘
が募集中の部屋を見て「壁がみん
な白っぽくって面白くない」と言
ったのがキッカケでしたけど。
Ｗ 娘さんはどんなクロスを選
ぶのですか？
Ｄ 無地ならオレンジや黄色の
暖色系で、花柄を選んだときもあ
りました。その部屋は女性の方が
入居してくれましたが「綺麗！」
と言って喜んでましたよ。
「友達に
自慢できる」って。
Ｋ ああ、友人に自慢したり、遊
びに呼びたくなる部屋というのは
借主から評価された証拠ですね。
Ｙ でも、花柄では男子は入居しな
いでしょう。たとえ母親に勧められ
ても彼女を意識したとしても。
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Ａ そうですね。この本では「誰
にも好かれる部屋は誰からも好か
れない」と書いてあります。つま
り、住んでいただくターゲットを
絞る、ということです。たとえば
「３５歳の女性」みたいに。だか
ら花柄クロスにしたら、男性は選
んでくれなくていいんです。
Ｙ でも、ただでさえ入居してく
れるお客様が減っているのに、さ
らにターゲットを絞ったら、もっ
と決まらなくなりませんかね。
Ｄ その心配はな
いと思います。白や
グレーの色遣いで
無難な部屋にした
ら、「どこにでもあ
る個性のない部屋」
になってしまいま
す。そうなると、新
築とか、特別な設備が付いている
とか、家賃が安いとか、そんな特
色がない限り、反対に選んでくれ
ないと思います。
Ａ 「１０秒で決めさせる部屋づ
くり」ということで、特に女性が
気に掛ける場所として、玄関、ト
イレ、バス、キッチンの４ヶ所が
あります。たとえば玄関なら、シ
ューズボックスや壁の色にこだわ
ったり、壁に「一輪挿し」が飾れ
るスペースを設けたり。入った瞬
間に「あ、こんな部屋がいい」と
思わせるそうです。
Ｙ 予算がないときは？
Ａ 予算がないときは「一点豪華
主義」です。どこか１ヶ所でもい

いので「あっ」と思わせる。
Ｋ 女性が好む色とは？
Ａ Ｄさんが仰っていたように
オレンジなどの暖色系です。特に
赤色が好まれるようです。ただし
メインの色遣いは２５％を目安に
抑えた方がいいです。壁４面のう
ちの１面だけ、というように。
Ｗ あとは、どんな留意点が書い
てありますか。
Ａ 色遣い以
外では・・・・。
リビングを「よ
り広く」という
のがあります。広いリビングが人
気なのは承知していましたが、そ
れは女性が好むからなんですね。
それから水回りです。さきほどの
「一点豪華主義」でいくなら、キ
ッチンか、洗面台か、トイレのど
こかに「ここに住みたい」という
デザインと色を採用する。それか
らＫさんも仰っていましたが「友
人から褒められる部屋」というの
は大事なコンセプトです。
Ｄ Ａさんに紹介いただいたア
イデアを、すぐにすべて実行はで
きないかもしれませんが、とても
良いインスピレーションをいただ
きました。ますます、娘と家内を
巻き込んで、
「女性の好む部屋づく
り」を進めます。
Ｙ 僕は独身なので、管理会社の
女性スタッフの意見に、今まで以
上に耳を貸すようにします。
「未熟
な素人」と言われるのは悔しいで
すから笑。
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「あるオーナー様からの相談」

オーナー様からご相談を受けま
した。ご所有の物件は「ＲＣ造
３階建 １８戸 築２５年 ３Ｄ
Ｋ ５８㎡ ５戸が空室」
とのこと。
長い部屋は１年近く空いていま
す。６ヶ月以上が２部屋で、残り
の２部屋は空いてから２～３ヶ月
だそうです。物件とお部屋を拝見
して「気になった」のは下記の４
ポイントでした。
・二部屋が和室で暗いイメージ
・水回り設備が２５年前のまま
・集中ポストが壊れかけている
・エントランスが貧相で暗い
３ＤＫという間取りは最近では
人気がありませんが、５８㎡とい
う面積は魅力があるはずです。地
域の他の募集物件を調べてみる
と、同じ客層を狙うライバル物件
も多いことが分かりました。
まずはリノベ
ーションの検
討。ユニットバ
ス、キッチン、
トイレ、洗面の水回り設備をすべ
て入れ替え間取りを２ＬＤＫに、
和室のひとつを洋室に変えると数
百万円かかります。５部屋となる
と１０００万円を超えてしまう予
算です。手持ちの現金を入れて借
入を１０００万円に抑えれば、１
０年で月々の支払いが９万２００
０円程度ですから、２部屋分の家
賃収入で「おつり」がきます。こ

のまま長期に空かせていても仕方
がない、と提案したところ難色を
示されました。理由は新たに借金
することに気が進まない、この建
物をこれから１０年以上維持する
か決心がつかない、とのことです。
さらに、他の部屋も空くたびに工
事することになり、総額が５００
０万を超えることになりますので
「それはやりたくない」とのご意
志でした。
ＲＣ造は耐
用年数は４０
年以上ですか
ら、もし築５０
年まで活用す
る計画なら、築２５年は丁度半分
が経過したところなのでリノベー
ションに最適なタイミングです。
２億円以上をかけた建物ですか
ら、再生のためのリノベーション
にも、
「それなり」の費用はかかり
ます。 仮に６０００万円を返済
期間２０年、年２％の金利で借り
ると、月々の支払いが約３０万円
になります。稼働率が良くなれば
現在より収益とキャッシュフロー
が残る計画なのですが、
「１０年以
上賃貸経営を続けるか決心がつか
ない」のでは仕方がありません。
「ならば１０年後に売却を考えて
は」と進言するのが普通ですが、
お父様が土地活用のために始めた
賃貸経営なので、
「売る」という選
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択肢はないのです。
そこで「最低限の出費」という
条件で空室対策を考えることにし
ました。
「家賃の値下げ」だけの対
応だと、他の借主とのバランスが
あり、これからの「借主の質」も
心配されます。そ
こで、以下の工事
を提案して、実施
しました。
【水回り】 蛇
口やシャワーなどの水洗具だけ交
換して、キッチンとユニットバス
は塩ビ製シートで化粧直し（赤色
を効果的に活用）
。
【和室】 木部をペイント、襖に

茜色や萌黄(もえぎ)などの日本伝
統色を使い、照明器具（数千円）
とシェードカーテンを設置。
【洋室】 壁の一面だけアクセン
トクロスを貼り、照明器具（スポ
ットライト）を設置。
【エントランス】 プランタンを
４つ置いて草花を植え、集中ポス
トを取り替え。
工事後に、一部屋だけ家具を設
置して「モデルルーム化」してか
ら、近隣の不動産会社には「ＡＤ
（広告料）つき」という条件で図
面を配布したところ、問い合わせ
が増えて、２ヶ月で３部屋が決ま
りました
満室大家さん
ガラガラ大家さん

本紙の「オーナー座談会」で取り
上げました。「９割の大家は未熟な
素人」という辛口コメントで始まる
ります。「ガラガラ大家さん」とい
うネーミングが面白いですね。読ん
でみると「目から鱗」というような
内容で大いに考えさせられます。部
屋の色や設備を決める現場はほと
んどが「男性社会」。でも実際に部
屋を決める８５％は女性。このギャ
ップが「決まらない部屋」を生み出
している。水回りに女性の好きな色

尾浦 英香著

を使い「１０秒で
決めさせる」仕掛
けつくり。予算が
なければ「一点豪
華主義」。勇気がな
いばかりに無難な
方を選ぶのが我々
男性なのでしょう
か。
「皆が好む部屋
は誰も選ばない」のだそうです。
ターゲットを絞って、女性目線の
部屋つくりを勧めています。

編集後記 ７月号をお届けします。７月といえば
「海開き」です。各地の海水浴場でシーズンの繁
栄と安全を祈願して、神事として執り行われるこ
とが多いですね。本州では７月１日が一般的です
が、和歌山の南紀白浜では５月、沖縄では３月下
旬か４月に、一番早い小笠原諸島では元旦だそう
です。いったい、いつ「閉めて」いるのでしょう
か。

-7-

