
別表別表別表別表 1 1 1 1 損耗損耗損耗損耗・・・・毀損毀損毀損毀損のののの事例具分事例具分事例具分事例具分（（（（部位別部位別部位別部位別））））一覧表一覧表一覧表一覧表    
 

床（畳・フローリング・カーペットなど） 

 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人がががが通常通常通常通常のののの住住住住まいまいまいまい方方方方、、、、使使使使いいいい方方方方をしていてもをしていてもをしていてもをしていても発生発生発生発生するとするとするとすると考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］ 

［［［［次次次次のののの入居者入居者入居者入居者をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための

化粧直化粧直化粧直化粧直しししし、、、、グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップのののの要要要要

素素素素があるものがあるものがあるものがあるもの］］］］ 

 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のそののそののそののその後後後後のののの手入手入手入手入れれれれ等等等等

管理管理管理管理がががが悪悪悪悪くくくく発生発生発生発生、、、、拡大拡大拡大拡大したとしたとしたとしたと考考考考

えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］    

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のののの使使使使いいいい方次第方次第方次第方次第でででで発生発生発生発生したしたしたした

りしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするもの（（（（明明明明らかにらかにらかにらかに

通常通常通常通常のののの使用使用使用使用によるによるによるによる結果結果結果結果とはいとはいとはいとはいえなえなえなえな

いものいものいものいもの）］）］）］）］ 

●●●●畳畳畳畳のののの裏返裏返裏返裏返しししし、、、、表替表替表替表替ええええ（（（（特特特特にににに破破破破

損等損等損等損等していないがしていないがしていないがしていないが、、、、次次次次のののの入居者入居者入居者入居者

確保確保確保確保のためにのためにのためにのために行行行行うものうものうものうもの））））    

    

（考え方） 

入居者入れ替わりによる物件

の維持管理上の問題であり、賃

貸人の負担とすることが妥当と

考えられる。 

    

●●●●フローリングワックスフローリングワックスフローリングワックスフローリングワックスがけがけがけがけ    

 

（考え方） 

ワックスがけは通常の生活にお

いて必ず行うとまでは言い切れ

ず、物件の推持管理の意味合

いが強いことから、賃貸人負担

とすることが妥当と考えられる。    

●●●●家具家具家具家具のののの設置設置設置設置によるによるによるによる床床床床、、、、カーペカーペカーペカーペ

ットットットットのへこみのへこみのへこみのへこみ、、、、設置跡設置跡設置跡設置跡    

 

（考え方） 

家具保有数が多いという我が国

の実状に鑑みその設置は必然

的なものであり、設置したことだ

けによるへこみ、跡は通常の使

用による損耗ととらえるのが妥

当と考えられる。 

 

●●●●畳畳畳畳のののの変色変色変色変色、、、、フローリングフローリングフローリングフローリングのののの色色色色

落落落落ちちちち（（（（日照日照日照日照、、、、建物構造欠陥建物構造欠陥建物構造欠陥建物構造欠陥によによによによ

るるるる雨漏雨漏雨漏雨漏りなどでりなどでりなどでりなどで発生発生発生発生したものしたものしたものしたもの））））    

 

（考え方） 

日照は通常の生活で避けられ

ないものであり、また、構造上の

欠陥は、賃借人には責任はな

いと考えられる。（賃借人が通

知義務を怠った場合を除く） 

●●●●カーペットカーペットカーペットカーペットにににに飲飲飲飲みみみみ物物物物等等等等をこぼをこぼをこぼをこぼ

したことによるしたことによるしたことによるしたことによるシミシミシミシミ、、、、カビカビカビカビ    

    

（（（（考考考考ええええ方方方方））））    

飲み物等をこぼすこと自体は通

常の生活の範囲と考えられる

が、その後の手入れ不足等で

生じたシミ・カビの除去は賃借

人の負担により実施するのが

妥当と考えられる。 

    

●●●●冷蔵庫下冷蔵庫下冷蔵庫下冷蔵庫下ののののサビサビサビサビ跡跡跡跡    

（考え方） 

冷蔵庫に発生したサビが床に

付着しても、拭き掃除で除去で

きる程度であれば通常の生活

の範囲と考えられるが、そのサ

ビを放置し、床に汚損等の損害

を与えることは、賃借人の善管

注意義務違反に該当する場合

が多いと考えられる。    

●●●●引越作業引越作業引越作業引越作業でででで生生生生じたひっかきじたひっかきじたひっかきじたひっかきキズキズキズキズ 

 

（考え方） 

賃借人の善管注意義務違反また

は過失に該当する場合が多いと

考えられる。 

    

●●●●フローリングフローリングフローリングフローリングのののの色落色落色落色落ちちちち    （（（（賃借人賃借人賃借人賃借人

のののの不注意不注意不注意不注意でででで雨雨雨雨がががが吹吹吹吹きききき込込込込んだことなんだことなんだことなんだことな

どによるものどによるものどによるものどによるもの）））） 

 

（考え方） 

賃借人の善管注意義務違反に該

当する場合が多いと考えられる。 

 

●●●●キャスターキャスターキャスターキャスター付付付付きのきのきのきのイスイスイスイス等等等等によるによるによるによる

フローリングフローリングフローリングフローリングののののキズキズキズキズ、、、、へこみへこみへこみへこみ 

 

（考え方） 

キャスターの転がりによるキズ等

の発生は通常予測されることで、

賃借人としてはその使用にあたっ

て十分な注意を払う必要があり、

発生させた場合は賃借人の善管

注意義務違反に該当する場合が

多いと考えられる。 

 



壁・天井（クロス） 

 
［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人がががが通常通常通常通常のののの住住住住まいまいまいまい方方方方、、、、使使使使いいいい方方方方をしていてもをしていてもをしていてもをしていても発生発生発生発生するとするとするとすると考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］ 

［［［［次次次次のののの入居者入居者入居者入居者をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための

化粧直化粧直化粧直化粧直しししし、、、、グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップのののの要要要要

素素素素があるものがあるものがあるものがあるもの］］］］ 

 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のそののそののそののその後後後後のののの手入手入手入手入れれれれ等等等等

管理管理管理管理がががが悪悪悪悪くくくく発生発生発生発生、、、、拡大拡大拡大拡大したとしたとしたとしたと考考考考

えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］ 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のののの使使使使いいいい方次第方次第方次第方次第でででで発生発生発生発生したしたしたした

りしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするもの（（（（明明明明らかにらかにらかにらかに

通常通常通常通常のののの使用使用使用使用によるによるによるによる結果結果結果結果とはいえなとはいえなとはいえなとはいえな

いものいものいものいもの）］）］）］）］ 

    

●●●●タバコタバコタバコタバコののののヤニヤニヤニヤニ    

（考え方）喫煙自体は用法違

反、善管注意義務違反にあたら

ず、クリーニングで除去できる程

度のヤニについては、通常の損

耗の範囲であると考えられる。

ただし、通常のクリーニングでは

除去できない程度のヤニの場

合には「賃借人のその後の手入

れ等が悪く発生、拡大したと考

えられるもの」に区分されるもの

と考えられる。 

●●●●テレビテレビテレビテレビ、、、、冷蔵庫等冷蔵庫等冷蔵庫等冷蔵庫等のののの後部壁面後部壁面後部壁面後部壁面

のののの黒黒黒黒ずみずみずみずみ（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる電気電気電気電気ヤケヤケヤケヤケ）））） 

（考え方）テレビ、冷蔵庫は通常

一般的な生活をしていくうえで

必需品であり、その使用による

電気ヤケは通常の使用ととらえ

るのが妥当と考えられる。 

●●●●壁壁壁壁にににに貼貼貼貼ったったったったポスターポスターポスターポスターやややや絵画絵画絵画絵画のののの

跡跡跡跡    

（考え方）壁にポスター等を貼る

ことによって生じるクロス等の変

色は、主に日照などの自然現象

によるもので、通常の生活によ

る損耗の範囲であると考えられ

る。 

●●●●エアコンエアコンエアコンエアコン（（（（賃借人所有賃借人所有賃借人所有賃借人所有））））設置設置設置設置

によるによるによるによる壁壁壁壁ののののビスビスビスビス穴穴穴穴、、、、跡跡跡跡    

（考え方）エアコンについても、

テレビ等と同様一般的な生活を

していくうえで必需品になってき

ており、その設置によって生じた

ビス穴等は通常の損耗と考えら

れる。 

●●●●クロスクロスクロスクロスのののの変色変色変色変色（（（（日照日照日照日照などのなどのなどのなどの自自自自

然現象然現象然現象然現象によるものによるものによるものによるもの）））） 

（考え方）畳等の変色と同様、日

照は通常の生活で避けられな

いものであると考えられる。 

●●●●壁等壁等壁等壁等のののの画鋲画鋲画鋲画鋲、、、、ピンピンピンピン等等等等のののの穴穴穴穴（（（（下下下下

地地地地ボードボードボードボードのののの張替張替張替張替えはえはえはえは不要不要不要不要なななな程程程程

度度度度のもののもののもののもの））））    

（考え方）ポスターやカレンダー

等の掲示は、通常の生活にお

いて行われる範疇のものであ

り、そのために使用した画鋲、ピ

ン等の穴は、通常の損耗と考え

られる。 

●●●●台所台所台所台所のののの油汚油汚油汚油汚れれれれ    

（考え方）使用後の手入れが悪

く、ススや油が付着している場

合は、通常の使用による損耗を

超えるものと判断されることが

多いと考えられる。 

●●●●結露結露結露結露をををを放置放置放置放置したことによりしたことによりしたことによりしたことにより拡拡拡拡

大大大大したしたしたしたカビカビカビカビ、、、、シミシミシミシミ    

（考え方）結露は建物の構造上

の問題であることが多いが、賃

借人が結露が発生しているにも

かかわらず、賃貸人に通知もせ

ず、かつ、拭き取るなどの手入

れを怠り、壁等を腐食させた場

合には、通常の使用による損耗

を超えると判断されることが多

いと考えられる。 

●●●●クーラークーラークーラークーラー（（（（賃貸人所有賃貸人所有賃貸人所有賃貸人所有））））からからからから水水水水

漏漏漏漏れしれしれしれし、、、、賃借人賃借人賃借人賃借人がががが放置放置放置放置したためしたためしたためしたため

壁壁壁壁がががが腐食腐食腐食腐食    

（考え方）クーラーの保守は所

有者（賃貸人）が実施すべきも

のであるが、水漏れを放置した

り、その後の手入れを怠った場

合は、通常の使用による損耗を

超えると判断されることが多い

と考えられる。    

●●●●壁等壁等壁等壁等のくぎのくぎのくぎのくぎ穴穴穴穴、、、、ネジネジネジネジ穴穴穴穴（（（（重量物重量物重量物重量物

をかけるためにあけたものでをかけるためにあけたものでをかけるためにあけたものでをかけるためにあけたもので、、、、下下下下

地地地地ボードボードボードボードのののの張替張替張替張替えがえがえがえが必要必要必要必要なななな程度程度程度程度

のもののもののもののもの）））） 

（考え方）重量物の掲示等のため

のくぎ、ネジ穴は、画鋲等のもの

に比べて深く、範囲も広いため、

通常の使用による損耗を超えると

判断されることが多いと考えられ

る。 

●●●●クーラークーラークーラークーラー（（（（賃借賃借賃借賃借人所有人所有人所有人所有））））からからからから水水水水

漏漏漏漏れしれしれしれし、、、、放置放置放置放置したためしたためしたためしたため壁壁壁壁がががが腐食腐食腐食腐食 

（考え方）クーラーの保守は所有

者（この場合賃借人）が実施すべ

きであり、それを怠った結果、壁等

を腐食させた場合には、善管注意

義務違反と判断されることが多い

と考えられる。 

●●●●天井天井天井天井にににに直接直接直接直接つけたつけたつけたつけた照明器具照明器具照明器具照明器具のののの

跡跡跡跡 

（考え方）あらかじめ設置された照

明器具用コンセントを使用しなか

った場合には、通常の使用による

損耗を超えると判断されることが

多いと考えられる。 

 



建具（ふすま、柱など） 

 
［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人がががが通常通常通常通常のののの住住住住まいまいまいまい方方方方、、、、使使使使いいいい方方方方をしていてもをしていてもをしていてもをしていても発生発生発生発生するとするとするとすると考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］ 

［［［［次次次次のののの入居者入居者入居者入居者をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための

化粧直化粧直化粧直化粧直しししし、、、、グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップのののの要要要要

素素素素があるものがあるものがあるものがあるもの］］］］ 

 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のそののそののそののその後後後後のののの手入手入手入手入れれれれ等等等等

管理管理管理管理がががが悪悪悪悪くくくく発生発生発生発生、、、、拡大拡大拡大拡大したとしたとしたとしたと考考考考

えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］    

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のののの使使使使いいいい方次第方次第方次第方次第でででで発生発生発生発生したしたしたした

りしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするもの（（（（明明明明らかにらかにらかにらかに

通常通常通常通常のののの使用使用使用使用によるによるによるによる結果結果結果結果とはいえなとはいえなとはいえなとはいえな

いものいものいものいもの）］）］）］）］ 

●●●●網戸網戸網戸網戸のののの張替張替張替張替ええええ（（（（破損等破損等破損等破損等はしてはしてはしてはして

いないがいないがいないがいないが次次次次のののの入居者確保入居者確保入居者確保入居者確保のたのたのたのた

めにめにめにめに行行行行うものうものうものうもの）））） 

（考え方）入居者入れ替わりに

よる物件維持管理上の問題で

あり、賃貸人の負担とすること

が妥当と考えられる。    

●●●●地震地震地震地震でででで破損破損破損破損したしたしたしたガラスガラスガラスガラス 

（考え方）自然災害による損傷

であり、賃借人には責任はない

と考えられる。 

●●●●網入網入網入網入りりりりガラスガラスガラスガラスのののの亀裂亀裂亀裂亀裂（（（（構造構造構造構造にににに

よりよりよりより自然自然自然自然にににに発生発生発生発生したものしたものしたものしたもの）））） 

（考え方）ガラスの加工処理の

問題で亀裂が自然に発生した

場合は、賃借人には責任はな

いと考えられる。 

    ●●●●飼育飼育飼育飼育ペットペットペットペットによるによるによるによる柱等柱等柱等柱等ののののキズキズキズキズ 

（考え方）特に、共同住宅における

ペット飼育は未だ一般的ではな

く、ペットの躾の問題でもあり、賃

借人負担と判断される場合が多

いと考えられる。 

 



設備、その他（鍵など） 

 
［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人がががが通常通常通常通常のののの住住住住まいまいまいまい方方方方、、、、使使使使いいいい方方方方をしていてもをしていてもをしていてもをしていても発生発生発生発生するとするとするとすると考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］ 

［［［［次次次次のののの入居者入居者入居者入居者をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための

化粧直化粧直化粧直化粧直しししし、、、、グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップのののの要要要要

素素素素があるものがあるものがあるものがあるもの］］］］ 

 

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のそののそののそののその後後後後のののの手入手入手入手入れれれれ等等等等

管理管理管理管理がががが悪悪悪悪くくくく発生発生発生発生、、、、拡大拡大拡大拡大したとしたとしたとしたと考考考考

えられるものえられるものえられるものえられるもの］］］］    

［［［［賃借人賃借人賃借人賃借人のののの使使使使いいいい方次第方次第方次第方次第でででで発生発生発生発生したしたしたした

りしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするものりしなかったりするもの（（（（明明明明らかにらかにらかにらかに

通常通常通常通常のののの使用使用使用使用によるによるによるによる結果結果結果結果とはいとはいとはいとはいえなえなえなえな

いものいものいものいもの）］）］）］）］ 

●●●●全体全体全体全体ののののハウスクリーニングハウスクリーニングハウスクリーニングハウスクリーニング

（（（（専門業者専門業者専門業者専門業者によるによるによるによる）））） 

（考え方）賃借人が通常の清掃

（具体的には、ゴミの撒去、掃き

掃除、拭き掃除、水回り、換気

扇、レンジ回りの油汚れの除去

等）を実施している場合は次の

入居者を確保するためのもので

あり、賃貸人負担とすることが

妥当と考えられる。 

●●●●消毒消毒消毒消毒（（（（台所台所台所台所、、、、トイレトイレトイレトイレ）））） 

（考え方）消毒は、日常の掃除と

異なり、賃借人の管理の範囲を

超えているので、賃貸人負担と

することが妥当と考えられる。 

●●●●浴槽浴槽浴槽浴槽、、、、風呂釜等風呂釜等風呂釜等風呂釜等のののの取替取替取替取替ええええ（（（（破破破破

損等損等損等損等はしていないがはしていないがはしていないがはしていないが、、、、次次次次のののの入居入居入居入居

者確保者確保者確保者確保のためのためのためのため行行行行うものうものうものうもの）））） 

（考え方）物件の維持管理上の

問題であり、賃貸人負担とする

のが妥当と考えられる。    

●●●●鍵鍵鍵鍵のののの取替取替取替取替ええええ（（（（破損破損破損破損、、、、鍵紛失鍵紛失鍵紛失鍵紛失のののの

ないないないない場合場合場合場合）））） 

（考え方）入居者の入れ替わり

による物件管理上の問題であ

り、賃貸人の負担とすることが

妥当と考えられる。 

●●●●設備機器設備機器設備機器設備機器のののの故障故障故障故障、、、、使用不能使用不能使用不能使用不能

（（（（機器機器機器機器のののの耐用年限到来耐用年限到来耐用年限到来耐用年限到来のもののもののもののもの）））） 

（考え方）経年劣化による自然

損耗であり、賃借人に責任はな

いと考えられる。 

●●●●ガスコンロガスコンロガスコンロガスコンロ置場置場置場置場、、、、換気換気換気換気扇等扇等扇等扇等のののの

油汚油汚油汚油汚れれれれ、、、、すすすすすすすす 

（考え方）使用期間中に、その

清掃・手入れを怠った結果汚損

が生じた場合は、賃借人の善

管注意義務違反に該当すると

判断されることが多いと考えら

れる。 

●●●● 風呂風呂風呂風呂 、、、、 トイレトイレトイレトイレ 、、、、 洗面台洗面台洗面台洗面台 のののの 水水水水

垢垢垢垢、、、、カビカビカビカビ等等等等 

（考え方）使用期間中に、その

清掃・手入れを怠った結果汚損

が生じた場合は、賃借人の善

管注意義務違反に該当すると

判断されることが多いと考えら

れる。    

●●●●日常日常日常日常のののの不適切不適切不適切不適切なななな手入手入手入手入れもしくはれもしくはれもしくはれもしくは

用法違反用法違反用法違反用法違反によるによるによるによる設備設備設備設備のののの毀損毀損毀損毀損 

（考え方）賃借人の善管注意義務

違反に該当すると判断されること

が多いと考えられる。 

 


	1-1.床
	1-2.壁・天井
	1-3.建具
	1-4.設備他

