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賃貸物件に入居する時、
退去する時
～気持ちよく新生活をおくるために～

入居（契約）から退去までの流れ（普通賃貸借契約）

入学や転勤など、春は引越シーズンです。消費生活センターに、賃
貸住宅に関する相談が増える時期です。寄せられた相談の中から、
賃貸住宅の入居時・退去時に気をつけることについてご紹介します。

現地の確認  間取り、日当たり、風の通り、交通の便、周辺環境、近隣施設（学
校・病院・スーパー）、事故物件の有無

 ☆現地や部屋を見ないで契約するのはやめましょう。

物件の確認

重要事項説明書の内容確認
家賃、敷金、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険等の費用の確認
☆宅地建物取引士が説明をします。

入居申込み P2参照

賃貸借契約書の内容確認
契約解除や特約条項（ハウスクリーニングや借主に不利な特約がないか）
☆契約書は保管しておきましょう。

契約 P2参照

借主からの中途解約／期間満了による契約の終了
☆中途解約できる場合は解約を申し出る日を書面で確認しましょう。契約の終了

部屋の明渡し、部屋の状況の立会い確認
（チェックリスト、契約書、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン参考）
☆きれいに清掃して、残置物がないか確認しましょう。

退去 P3参照

原状回復費用の確認
敷金、諸費用の精算（原状回復をめぐるトラブルとガイドライン参考）
☆精算費用に納得できない場合は貸主と話し合います。

敷金の精算 P3参照
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入居時に部屋の状況確認
荷物を入れる前に、部屋の汚れやキズ、設備の状況を確認
チェックリストや写真（日付入り）を残しておく
入居中 借主の善管注意義務（契約書に定める使用方法を守る）
 貸主の修繕義務（居住に必要な修繕義務を負う）
 ☆小修繕は借主負担の場合もあるので、特約を確認しましょう。

入居

契約の更新

チェックポイント
夜間や雨天
も確認を！
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入居 （契約） の際に気をつけること

重要事項説明書の説明を受けましょう。
契約前に宅地建物取引士による説明が義務付けられています（書面を渡すだけでなく、口頭での説明が必須）
※ 借りるかどうか判断するために重要なものです。契約直前に行われることが多いようですが、早めに説明を聞き、疑問
に思うことは質問をしましょう。

連帯保証人の責任
賃借人が義務を果たさない場合は連帯保証人が代わって責任を負います。
特段の約束がない場合は、勝手にやめることはできません。
連帯保証人の代わりに保証会社と契約を促す場合もあります。保証範囲は契約により決まります。

賃貸借契約書の内容をよく確認した上で、 
記名・押印をするようにしましょう。
賃貸借契約書には、貸主と借主の契約中の大事な約束事が書かれていますので、特約条
項＊も含め、よく確認した上で契約しましょう。
＊ 特約条項とは…貸主と借主間の特別な合意内容です。例えば、「退去時にハウスクリーニ
ングの費用を借主が負担する」などの記載があります。

契約時に必要な費用
仲介手数料： 媒介業者が受け取る手数料は、宅建業法で家賃月額の1.08倍に上限が決められています。貸主と借主が折

半するか、どちらか一方が負担することになります。
敷　　　金： 家賃など借主の債務を担保する目的で、貸主に預け入れる金銭です。退去後に損害賠償

額があれば、その分を差し引いた形で返還されます。
礼　　　金： 一般的に、貸主へのお礼という意味に考えられていますが、地域の慣行もあり、法律上

の根拠はありません。退去時に返還されないのが普通です。
共　益　費： 一般的に共用部分の維持管理に必要な経費を入居者が分担するものです。他に駐輪場代

がかかる場合もあります。思わぬ負担増にならないように事前によく確認しましょう。
借家人賠償保険： 保険への加入が契約で義務付けられている場合があります。保険の内容、保険料に

ついては、必ず確認しましょう。
賃貸借
契約書

重要事項説明書に記載される主な項目
① 物件の表示（物件の所在・構造・面積等）
② 登記事項（所有者・抵当権の有無等）
③ 台所、浴室、便所その他の設備の整備状況
④ 石綿使用調査及び耐震診断の内容　
⑤ 契約の期間及び契約の更新に関する事項
⑥ 利用の制限に関する事項（使用目的、規則等）
⑦ 契約の解除、損害賠償の予定に関する事項（契約解除予告期間）
⑧ 契約の終了時における金銭の精算に関する事項（敷金等の精算）
⑨ 管理の委託先及び管理形態
⑩ その他電気・ガス・水道・排水施設の整備状況、法令の制限等

※ 法的な説明義務はなくとも聞かれたことに嘘を言ったり、知っているのに
知らないと答えることも問題です。

「借主に対し現在又は将来にわたり不
利益や負担を生じさせる又はその可
能性のある事項」です。

いわゆる事故物件も、「契約するか否
かの判断に重要な影響を及ぼす事項」
として説明義務があります。

よく
読んでね!
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退去の際に気をつけること

原状回復義務とは
借主の故意や過失により生じた破損・損害などを借主が責任をもって復旧することになります。
住宅を入居時の状態に戻すことではありません。経年変化による自然損耗や通常使用による損耗などは賃料に含まれて
おり、貸主の負担とされています。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
ガイドラインは、トラブルの未然防止と解決のため、具体的な事例をあげて作成されています。ガイドラインは法的な
拘束力はありませんが、一般的な基準（経過年数と借主の負担割合・負担対象範囲）について取りまとめています。

経過年数と借主の負担割合
家や設備は時間の経過とともにその価
値が減少していきます。借主が負担する
修繕費用の割合もそれにともなって減少
すると考えられています。

借主の負担対象範囲
負担する範囲は、修繕箇所を含んだ最

低限可能な工事単位を基本に考えられて
います。（例えば畳・襖は1枚単位など）

敷金の精算
敷金は家賃の滞納などに備えて、貸主

に預入れたものです。敷金の精算は契約
書に基づいて行われるのが原則です。

賃貸アパートの退去時に「原状回復」や 
「敷金の精算」をめぐるトラブルが発生しています。
借主は退去時に住宅を原状に戻す義務（原状回復義務）がありますが、どのような
状態まで戻すか、修繕費の負担などでトラブルとなっています。退去時には貸主と借
主が立会い、原状回復部分と自然損耗部分の区別をはっきりさせて、修繕費は見積書
をもらい内容を確認しましょう。

個々の契約内容でトラブルが生じた場合は、通常、当事者間の話し合いにより解決することになります。話し合いでま
とまらなかった場合は、民事調停手続きや少額訴訟を利用する方法もあります。

ガイドライン一例
貸主の負担

（誰が使っても生じる損耗）

●畳表替え（日焼けによる変色）
●フローリングのワックスがけ
● 家具の設置による床、カーペットの
へこみ、設置跡

● 畳の変色、フローリングの色落ち（日
照、建物構造欠陥による雨漏りなど
で発生したもの）

● カーペットに飲み物などをこぼした
ことによるシミ、カビ
●冷蔵庫下のサビを放置した跡
●引越作業でつけたキズ
● フローリングの色落ち（借主の不注
意によるもの）

借主の負担
（使い方がよくなかったために生じた損耗）

●日焼けによる退色
●ポスターや絵画の跡
● 画びょう、ピン等の穴（下地ボード
の張替えが不要な程度）

● テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒
ずみ（電気やけ）

● 結露を放置したため拡大したシミ・
カビ
●台所の油汚れ
● タバコのヤニ、臭い（クロスに付着
し変色・臭いがとれない）
●落書き

●網戸の張替え
●地震で破損したガラス
●消毒（台所・トイレ）
●浴槽・風呂釜などの取替え
●鍵の取替え
●設備機器の故障、使用不能

●ペットによる柱などのキズ
●ガスコンロ置場などの油汚れ
●風呂・トイレ・洗面台の水アカ
● 日常の不適切な手入れ、通常の使用
方法以外の使い方をしたために生じ
た設備のキズ・故障
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※詳細は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照してください。http://www.mlit.go.jp

えっ！
敷金戻らないの？

えっ！
敷金戻らないの？

精算
書

・壁
クロ
ス張
替え

・エ
アコ
ンの
洗浄

・畳
表替
え

・ハ
ウス
クリ
ーニ
ング

3くらしの情報169



消費生活センターでは、市内在住・在勤・在学の方を対象とした相談を受け付けております。（事業者の方
からの相談はお受けできません）

平成29年度消費生活に関する意識アンケート調査より

市内各地域に居住する消費生活モニター※が、近隣住民を対象に、アンケートによる市民の消費生活に関
する意識を調査（期間は平成29年6月～ 7月。回答者数578名（対象者20代以上）した中から、「ここ1年
の間に勧誘または被害にあったと思われる悪質商法を教えてください」の問いに対して、396（複数回答可）
の回答を得られた。「当選商法」「架空・不当請求」「利殖商法」と勧誘または被害にあった割合が高かった。

※ 消費生活モニター　消費者としての意識を高め、消費者啓発のリーダーの育成をめざし、市内在住者を対
象に公募により50人を委嘱し、各種研修などを通してモニターの意見を消費者行政の推進に役立てていま
す。例年1月～ 2月頃、広報ふなばし及び船橋市ホームページで募集。
●他のアンケート結果については船橋市ホームページに掲載しております。

★消費生活相談
商品、サービスに関する苦情

契約前、購入前の相談

悪質商法の被害

契約や取引でのトラブル

個人情報に関する不安

インターネット取引でのトラブル

食品、製品事故

相談は電話・来所で
 受け付けています

☎ 047（423）3006
開 館 日 月～金曜日、第2・4土曜日
受付時間 午前9時～午後4時
休 館 日  日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日
 年末年始（12月29日～ 1月3日）
　船橋市本町1-3-1
　JR船橋駅南口フェイスビル5階

消費生活センター

困ったときは
ご相談を
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