
推 薦 の 辞

元最高裁判所判事・弁護士

那 須 弘 平

気鋭の若手弁護士たちによって企画・執筆された「事例に学ぶシリーズ」

（民事法研究会刊）の一つ。これまでに『事例に学ぶ行政訴訟入門』（野村創

著）、『事例に学ぶ刑事弁護入門』（宮村啓太著）等４冊が発刊済みであり、近

日中に『債務整理入門』も刊行される見込みという。同シリーズは、法科大

学院生、司法修習生および若手の弁護士等を主な読者層として、「事件の相

談から解決まで、時系列に沿って、具体的な事件を追体験できるような形式

で解説すること」をコンセプトにしている。

本書の内容は、大きく２つの編に分かれるが、分量の面でも、面白さの面

でも、第２編「建物明渡事件の現場 モデルケースを素材として」が中心

となる。このうち、第１章から第４章までには、「解約申入れ 正当事由

と立退料をめぐる訴訟」、「賃料不払い① 訴訟外での解決が可能なケー

ス」、「賃料不払い② 訴訟における解決を図るケース」、「用法遵守義務違

反 建物明渡断行の仮処分、強制執行」が並ぶ。

読者は、「占有者に対し、立ち退きを求める依頼者の立場は法的に正当な

ものか」、「明渡し実現のための最適な方法は何か」、「仮処分を利用して簡

易・迅速に目的を達成できないか」等々の問題につき、法律事務所や裁判所

を舞台として展開される法定ドラマ風の小さな物語を読み進める中で、法的

実践の何たる果を知り、弁護士業務に対する理解を深める。「見立て千両」

という言葉は、元来は医師の世界のものと思われるが、法律相談や内部的検

討における弁護士の法的思考にもあてはまる。本書では、事件受任に先立つ

法律相談段階におけるこの点のやりとりが秀逸であって、長い経験をもつ弁

護士にとっても、執務の参考になる部分が多々含まれている。
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上記４章に続いて「内縁の妻に対する明渡し 即決和解の活用」（第５

章）、「親族間の使用貸借と明渡し」（第６章）および「マンション管理費滞

納への対応」（第７章）が収められている。これらの事件は、本来の建物明

渡事件とはやや異なって、親族・相続関係やマンション共同体の構成員間に

おける利害調整を本質とするものであるが、そこに建物明渡問題も絡んでき

て、内容的には一段と読み応えがあるものとなっている。具体的な法的措置

の選択やその後の弁護士の対応、そして解決結果も含めて類書の水準を抜く

ものとなっている。一般市民に対する法教育ないしシチズンシップ教育のた

めの教材としても十分に通用しそうである。

ところで、本書の主題は「建物明渡事件」であるが、「権利実現の思考と

実務」という副題が付されており、これが本書の性格を理解するキーワード

の役割を果たしている。一般に、権利の実現を求める十分な法的理由があっ

ても、実際にこれを実現させることが結構難しい作業であることは、実務に

携わる大方の弁護士が実感するところであるが、家屋明渡しについては、居

住者を実力で排除する必要が生じることも含めて、特有の困難が横たわって

いる。これを乗り越えて法の趣旨を尊重しつつ依頼者の望みをかなえさせる

ために、弁護士は多様な手法の中から最適なものを選び取り、その迅速かつ

確実な実現をめざす。心ならずも、譲歩や、一時撤退、あるいは方向転換を

迫られることもしばしばある。

本書は、対象を建物明渡事件に絞ることで、権利の実現の過程の多様性と

最適な選択の重要性を浮き彫りにすることに成功した。これによって、本書

は、単に修習生や初心の弁護士たちの参考になるだけでなく、弁護士業務に

関する研究者に対しても有益な情報を提供しうるものとなった。「建物明渡

し」という適切な題材を選択し、これに本書の特長を端的に示す副題「権利

実現の思考と実務」を付した著者および関係者の見識に敬意を表したい。

※本書刊行後、元最高裁判所判事・弁護士の那須弘平先生より、推薦の辞をご寄

稿いただきましたので、増刷にあたり掲載させていただきます。
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は し が き

高校時代、初めて親元を離れて暮らした三鷹の古いアパートを、窓下にた

ゆたう玉川上水の物憂げな流れを、ドアに鍵を下ろした時のとめどない感傷

を、私は今も忘れることができない。

家屋は生活の舞台である。壁紙に刻まれた生活の色は静かに眠る春秋の記

録である。過ぎ去った日々に思いを馳せる時、そこには慣れ親しんだ、しか

し二度と足を踏み入れることのできないあの部屋の光景がある。

他方で、家屋は物である。家屋は取引の客体である。所有者にとっては家

屋はかけがえのない資産であり、賃料は生活の糧となる。

私はこれまで不動産業者および個人の不動産オーナーからのご依頼に恵ま

れ、多くの建物明渡事件を担当してきたが、建物明渡しをめぐる紛争は他の

紛争とは異質であると実感している。多くの場合、所有者・居住者の双方に

とって、家屋の明渡しは大変に深刻な問題である。また、事業用建物の明渡

しは、時に企業の存続にかかわる重大な問題となる。建物明渡しにかかわる

者は、１つひとつの明渡事件の背景に潜む実情に光を当てることを忘れては

ならない。本書の執筆を通じて、そのことを再認識した次第である。

本書は、民事法研究会の「事例に学ぶシリーズ」の１つとして刊行された

ものである。同シリーズは、経験の浅い弁護士、司法修習生、法科大学院生

等を主な読者層として、事件の相談から解決までを時系列に沿って、具体的

な事件を追体験できるような形式で解説することをコンセプトとしている。

本書も基本的にはそのコンセプトに則ったものであるが、建物明渡事件と

いう題材の特性上、法曹やこれを志す方のみならず、司法書士、不動産業

者、賃貸不動産のオーナー等も読者層として想定し、実際に筆者が担当した

事案をベースとして、平易かつ実務的な記載を心がけたつもりである。その

反面、学術的には不正確な面も多々存在するであろうことをお許しいただき

たい。
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本書の第１編は建物明渡事件に関する総論である。とはいえ、借地借家法

の重要条文・重要判例を解説するようなことはほとんどしていない。建物明

渡事件がどのような特色をもっているか、建物明渡事件の解決にはどのよう

な知識や心構えが必要か、建物明渡しをめぐる紛争を予防するにはどうすれ

ばよいかという点につき、これまでの経験に基づく私見を述べた。

第２編が本書のメインパートであり、建物明渡しに関する事件についての

モデルケースを設定し、その相談から解決までを時系列的に説明したもので

ある。また、法律上の分類としては建物明渡事件ではないが、区分所有マン

ションにおいて管理費滞納があった場合に、売買によって所有権を移転させ

て退去を実現する事例も紹介している。

第２編の章立ては契約の終了原因に着目したものであるが、実体法上の明

渡義務を確定するまでのプロセスとして、交渉による私的合意・即決和解・

仮処分・通常訴訟といったバリエーションが存在する。また、最終的な退去

の実現についても強制執行と任意退去がある。本書では、第２編全体を通じ

てひととおりこれらの紛争解決過程を紹介できるよう心がけた。たとえば、

賃料滞納の事案を解決するにあたっても強制執行については第４章を参照い

ただくなど、必要に応じて横断的に利用いただければ幸いである。

なお、前記のような私自身の実務経験から、本書では一貫して貸主側（区

分所有建物においては管理組合側）の代理人の視点で事案を構成しているが、

借主側の対応についても言及し、検討を加えている。

本書の執筆にあたっては、同シリーズの『事例に学ぶ行政訴訟入門』、『事

例に学ぶ保全・執行入門』の著者である野村創先生に大きなご助力をいただ

いた。ご多忙の中的確なアドバイスをいただいたことに、心よりお礼申し上

げたい。

また、民事法研究会の安倍雄一氏には大変お世話になった。市井の無名な

一弁護士にすぎない私に処女作を世に送り出す機会をいただき、その後も完

成に至るまで丁寧なサポートをいただいたことに、この場を借りてお礼申し

はしがき4



上げたい。

平成26年３月

弁護士 松 浦 裕 介
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1
解約申入れ 正当事由と

立退料をめぐる訴訟

Yのみである。

Xは78歳の女性であり、千葉県某市の国道沿いに約250坪の土地と築

50年の４階建てマンション「メゾンX」を所有している。X自身も、

メゾンXの２階に居住している。

メゾンXは老朽化が激しく、５年前から新規の賃貸募集を停止して

いる。現在の賃借人は、10年前からマンションの１階でスナックを営む

を取り壊し、７

Yとは契約開始当初から折り合いが悪く、契約書は最

初に期間２年の普通借家契約を締結したのみで、その後は法定更新とな

っている。

Xは、メゾンX

したいと えて

階建てのマンションを建築し、その

一室に自身と息子夫妻とで同居 。いる
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①>における実務上のポイントは、以下の４点である。

① 解約申入れ後の明渡交渉の重要性

② 正当事由をめぐる主張立証の要点

③ 訴訟における立退料の算定方法

④ 立退料提示をめぐる訴訟戦術

ある日の午後、立原法律事務所の立原弁護士の元に、顧問先であるT建

設の担当者SがXを連れて相談に訪れた。

立原◯弁：Sさん、お久しぶりです。今日はどうしましたか。

S 氏：こちらにいらっしゃるXさんは、私が担当しているお客さん

です。弊社で新築マンションの建築を計画いただいているので

すが、建設予定地にはXさん所有のマンション「メゾンX」

があり、１件だけテナントが残っていて、立ち退いてくれなく

て困っているんです。メゾンXは築50年で、毎年かなり維持

費がかかっているようです。

X 氏：私は今78歳です。私もメゾンXに住んでいますが、雨漏りが

ひどかったり、水道から赤さびが出たりして、暮らしているだ

けで気分が滅入ってきます。人生の最後くらい、新しい家で気

持よく暮らしたいのですが……。また、私も足腰が悪くなって

きたので、息子夫婦と一緒に住みたいと思っています。息子夫

婦も一緒に住もうと言ってくれていますが、メゾンXには家
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族で住めるような大きさの部屋はなく、息子夫婦の家も私が住

めるだけのスペースはありません。

立原◯弁：なるほど、お気持はよくわかりました。問題のテナントとの契

約書はお持ちいただいていますか。

X 氏：はい、こちらです。

立原◯弁：使用目的はスナック経営ですか。契約書では、平成13年から２

年間、普通借家の契約になっていますが、その後の契約はどう

なっているのですか。

X 氏：契約書をつくったのはそれっきりです。Yさんが入居してす

ぐ、スナックのお客さんが店内や外で大騒ぎをしたり、時には

殴り合いのけんかをしたり、お酒の瓶が店の外まで散乱してい

るようなことが続いたのです。それをYさんに注意したら、

「それは俺のせいじゃない。客がやったことだから、客に文句

を言えよ」と 喝されました。それで関係は険悪になって、契

約書をつくり直すこともできませんでした。10年経った今も似

たような状態です。お客さんが減ったせいで、少し静かになり

ましたが。

立原◯弁：それは随分と大変な思いをされていますね。家賃の支払いはど

うですか。

X 氏：家賃は一度も遅れずに払ってきています。契約書に書いてある

ことにはっきり違反するようなことは何もないんです。そうい

うところにかなり注意しているんじゃないかと思います。

立原◯弁：そうかもしれませんね。それで、Yさんに退去を依頼された

ことはありますか。

X 氏：私自身は正直Yさんの顔を見るのも怖いので、契約を始める

時に仲介してくれた不動産業者のCさんに、間をとりもって

もらうようお願いしました。まず、最初にこの内容証明を出し
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てくれました。

立原◯弁：拝見します。「本契約は期間の定めのない契約になっていると

ころ、貸主は本書をもって解約を申し入れます。よって本通知

を受け取られてから６カ月で契約は終了しますので、同日まで

に退去願います」と。この手紙から６カ月というと来週ですね。

S 氏：はい。それで先生のところへ相談にきたわけです

立原◯弁：Cさんがこの手紙を出した後、何か折衝がありましたか。

X 氏：YさんからCさんに電話があり、「出て行く気はないが、参

までに立退料はどれくらい払えるのか」と言われたとのことで

した。私は、Cさんから「立退料をいくら払えますか」と聞か

れたので、「相場はいくらくらいですか」と聞いたら、「相場と

いうのはない。お気持のとおり言ってもらえばよい」とのこと

でしたので、「これまでさんざん迷惑をかけられてきたのだか

ら、立退料なんてとんでもないと思います」とお答えしました。

CさんがYさんにこれを伝えたところ、「それならば俺は梃子

でも動かない。裁判でもなんでもしろ」という態度だったとの

ことです。その後も、私からCさんに何度か折衝をお願いし

ましたが、「ここまでもめてしまったら、もう自分の手には負

えない」とのことで、手を引かれてしまいました。

立原◯弁：それでそのまま半年近く経ってしまったわけですか。少しもっ

たいなかったですね。

X 氏：だけど先生、あんな人に立退料を払うと思うと、盗人に追銭み

たいで悔しくて……。

立原◯弁：お気持はわかりますが、相手のことではなく、Xさんにとっ

て何が利益になるのか、一緒に今後のことを えてみませんか。

初回相談



１ 検討 建物明渡交渉はどのように行うべきか

⑴ 初動の重要性

Xは不動産業者の担当者Cに明渡交渉を委ねたが、結果的には実質的な

交渉ができず、関係を悪化させただけの状態で解除通知後６カ月の期間が経

過してしまった。

①>のように契約が期間の定めのないものとなった後で解約通知を

行う場合、および期間の定めがある場合に更新拒絶の通知をする場合、貸

主・借主の双方にとって通知後の６カ月間は明渡しを実現するためには非常

に重要な期間である。

この期間を過ぎると、貸主からみれば不法占有状態、借主からみれば法定

更新状態となり、合意による解決は次第に困難になる。訴訟外での解決をめ

ざすのならば、この期間内に合意の成立までは漕ぎつけることを第１の目標

とすべきだろう。

⑵ 不動産業者による建物明渡交渉の問題点

筆者の経験上、Xと同様に不動産業者に建物明渡交渉を依頼する貸主は

非常に多いようだが、 ①>のような結果になることも少なくないと感

じる。これはなぜだろうか。その理由として えられるのは以下の３点であ

る。

仲介業者の利益相反的立場

賃貸借契約の締結時に仲介を行った不動産業者にとっては、借主もまた顧

客であるという問題がある。賃貸借契約の際、仲介業者は貸主、借主双方を

仲介することが多い。このこと自体、法律家の感覚からすれば利益相反では

ないかと思われるが、かかる行為は許容されている。

しかし、賃貸借契約締結の際は借主から仲介手数料を徴収した不動産業者

が、建物明渡交渉においては賃貸人を代理するというのはやはり問題であろ

うし、借主の反発を強くする危険もあるだろう。

また、後述する弁護士法72条との関係で、不動産業者は明渡交渉の対価と
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して報酬を得ることができない。多くの場合、不動産業者は明渡しが実現し

た後の不動産売買において仲介手数料を得ることを目的としており、明渡交

渉自体の対価は不要とするのであろうが、こうすると不動産業者としては、

何としても明渡しを実現しなければ、完全な骨折り損になってしまう。その

結果、かつては強引な方法で立退きを迫ったり、貸主に高額な立退料を支払

うよう迫ったりする事例があったと聞く。

弁護士法72条との関係

第２に、不動産業者が明渡交渉を行うことは、弁護士法72条に違反するの

ではないかという問題がある。その結果、仮に明渡しの合意に至っても、後

で当該合意が無効であると評価されるリスクがある。

この点については長らく議論があったが、平成22年に最高裁判所が判断を

示している（最判平成22・7・20刑集64巻５号793頁。興味のある方は、コラム

「不動産業者による明渡交渉は合法？」を一読いただきたい）。

不動産業者も、こうした問題があることは多かれ少なかれ把握しているた

め、貸主と借主の意見の対立が顕著になると手を引いてしまうことが多い。

紛争解決に関する経験則の不足

不動産業者は、近隣の賃料相場に精通している、転居先の候補をあっせん

できるなどの強みをもつ一方、建物明渡訴訟を代理した経験はない。

弁護士が交渉に臨む場合、訴訟になればどのような判決が えられるか、

訴訟上の和解の可能性はどれくらいあるか、それまでにどれだけの時間と費

用がかかるかということについて、一定の見立てができる。そのうえで、訴

訟になった場合との利害得失を え、交渉段階の方針を立てるのが通常であ

る。

このような見立てがないと、 ①>のように単に双方の意見を聞くだ

けで交渉を決裂させてしまったり、双方の提示金額を足して２で割るような

解決を提案したりする結果となりがちである。

以上のような観点からすれば、基本的に不動産業者を明渡交渉にあたらせ
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るべきではないと える。これは貸主のみならず、借主側にも妥当すること

であろう。

⑶ 誰が明渡交渉を行うべきか

貸主と借主との関係性が良好である場合、または良好とはいわないまでも

これまで特段の問題がなかった場合には、貸主本人名で解約申入書を送付し、

まずは貸主本人が借主と面談をするのが最善と える。これまでトラブルが

なかったにもかかわらず、突然弁護士名で解約申入れをすることは、借主の

態度を硬化させる危険があるからである。

他方、 ①>のように貸主自身は借地借家問題に精通していないうえ、

借主との関係も良好でないという場合には、解約申入書は代理人弁護士名で

発送し、その後の交渉は弁護士が行うのが得策であろう。

立原◯弁：訴訟になればどうしても解決までに時間がかかりますから、い

きなり訴えを提起するのが得策とは思えません。ただ、すでに

居直られているとすると、面談を申し入れても無視されてしま

うかもしれませんね。まず私のほうで今日にでも受任通知を出

して、10日くらい連絡を待ってみます。時間の無駄にならない

よう、その間に訴状をつくっておきたいと思います。

X 氏：はい。お願いします。

立原◯弁：それから、最初にお話をいただいていたマンションの建築計画

の件についてもう少し詳しく聞かせてもらえますか。

S 氏：はい。弊社としては、敷地全体を使って、７階建て、総床面積

約1000坪のマンションを建てようと思っています。Xさんの

自宅は７階につくり、そのほかは賃貸住宅にするのがよいかと

思っています。

立原◯弁：立地はどうですか。

S 氏：駅からは徒歩15分くらいですが、国道○号線に面していて、○
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○インターからも近いですから、車の交通の便は良好です。で

すからファミリー向け物件にして、駐車場は戸数分用意する予

定です。

立原◯弁：なるほど。だいぶプランは固まっているのですね。設計図をみ

せてもらえますか。

S 氏：いや、設計図はまだつくっていませんが……。とにかく、Y

さんが退去しないことには話が進まないものですから。

立原◯弁：そうですか。本来の順序はそのとおりかもしれませんね。しか

し、せっかくそこまで えられているのですから、裁判の中で

は最初から目に見える形でプランを示したほうがよいと思いま

す。すぐに設計図の作成にとりかかっていただけますか。また、

収支についてはどのような見通しですか。

S 氏：はい。建築資金はほぼ全額が借入れですが、土地と建物を担保

に入れれば確実に審査は通ります。空室率を５％とすると、家

賃収入から毎月のローン返済、固定資産税等を 慮しても、X

さんには年間1000万円ほど残るのではないかと思います。これ

については、Xさんへの説明用に作成した資料があります。

X 氏：今の状態だと、毎月の収入はYさんからの月10万円の賃料だ

けです。土地と建物の固定資産税だけでも赤字になってしまい

ますし、それ以上に修繕費用がかかります。

立原◯弁：なるほど。そうなると、XさんがYさんに建物を明け渡して

ほしい理由としては、①Xさん自身が今の建物での生活に不

便があり、新しい建物に居住したい、②土地・建物を有効活用

して収益を改善したい、という２点になりますね。

ところでSさん、Xさんの前で申し上げづらいですが、先

ほどの収支シミュレーションで、空室率５％というのは、何か

裏付けがありますか。新築という優位性はありますが、駅から
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少し離れているというデメリットもあります。このエリアの空

室率についてデータをとって、その水準に近づけて、再度固め

に計算していただけますか。

S 氏：わかりました。確かに、駅から距離がありますから、固めにみ

れば、空室率10％くらいを見込んだほうがよいかもしれません。

打合せ後、立原弁護士は受任通知を作成し、Yに送付した（【書式1-1】参

照）。

【書式1-1】 解約申入れにより建物明渡しを求める通知書（ ①>）

通 知 書

平成23年９月25日

千葉県○○市○○ ○-○-○

Ｙ 殿

東京都文京区弥生３丁目３番３号

TEL 03（1234）5678

FAX 03（1234）5679

立原法律事務所

Ｘ代理人弁護士 立 原 道 夫

前略

X氏（以下「通知人」といいます）の代理人として、以下のとおり通知致

します。

通知人は、貴殿に対し、平成13年４月１日より、下記物件の表示記載の物件

（以下「本物件」といいます）を賃貸しています。なお、この賃貸借契約は、

平成15年４月１日より、期限の定めのないものとなっています。

通知人は貴殿に対し、平成23年３月30日、本契約を平成23年９月30日をもっ

て解約するとの通知を行いました。この解約申入れには正当事由が認められま

す。
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つきましては、貴殿に対し、同日をもって本件建物を明渡されるよう求めま

す。

なお、本件については当職がX氏より委任を受けていますので、X氏への

ご連絡は控えられますよう願います。ご意見がございましたら当職宛にご連絡

下さい。

物件の表示

所在 千葉県○○市○○三丁目 171番地

家屋番号 171番の１

種類 共同住宅

構造 軽量鉄骨造陸屋根４階建

床面積 １階 200.39m

２階 190.18m

３階 190.18m

４階 190.18m

上記のうち、１階最南端（101号室）25.30m

２ 検討 正当事由とは何か

⑴ 正当事由の 慮要素

借地借家法28条は、正当事由の判断要素として 慮すべき要素として、①

建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過、③建物

の利用状況および建物の現況、④立退料の提示を列挙している。

しかし、これらが具体的にどのような事実を想定しているのか（たとえば、

敷地の高度利用は①に含むのか、③に含むのか、あるいはいずれにも含まれない

のか）、これらの各要素をどのような基準で総合 慮するのかなどは明らか

でない。旧借家法の規定と比較すれば、 慮すべき要素が示されたという点

で前進しているが、結局は大部分を裁判所の判断、各裁判官の裁量に委ねる

ような規定になってしまっている。その結果、建物明渡請求の結末は貸主・

借主の双方にとって予測可能性の低いものとなっており、貸主や社会全体の
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経済に反し、借主も不安定な立場におかれるという弊害を生じているように

感じる。

⑵ 正当事由認定の実際

上記のような正当事由の判断枠組み自体の不明確さもあり、正当事由の認

定をめぐる実務は混迷を極めている印象がある。

あえて判例の一般的傾向を説くとすれば、前述の正当事由の 慮要素のう

ち最も重要視されるのは「建物の使用を必要とする事情」であり、とりわけ

自身が居住する必要性については高く評価されている。他方、 ①>の

ように貸主の有効活用の必要性と借主の営業上の利益が対立する事案につい

ては、往々にして、正当事由に関する争いが立退料の金額をめぐる争いに矮

小化される傾向があるように思う。

なお、これまでの正当事由をめぐる裁判例を総括した文献として、本田純

一『借家法と正当事由の判例総合解説』がある。同書では、昭和37年から平

成20年に至るまでの正当事由をめぐる多数の裁判例が紹介、分析されている。

訴訟実務において、当事者の一方が、正当事由に関する事情が当該事件と

類似している（と主張する）事案を多数列挙し、「本件のような事案では正当

事由が認められる（認められない）のが一般的である」との書面を提出する

ことが少なからずある。こうなると、他方からも、類似の条件の中で反対の

結論を下した判決を大量に羅列した準備書面が提出されるという、いわば

「判例合戦」の状況に陥る。いうまでもなく日本は実体法の国であるが、裁

判官自身にも他に拠って立つべき指針がないことからすると、裁判官の心証

が過去の判例に左右される可能性は否定できないのではなかろうか。
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１ 訴状の作成

１週間後、Yの代理人弁護士から、Xの解約申入れには正当事由がない、

よって明渡しには応じられないとの回答書が届いた（【書式1-2】）。

【書式1-2】 解約申入れによる建物明渡しを拒否する回答書（ ①>）

回 答 書

平成23年10月２日

Ｘ殿代理人弁護士 立 原 道 夫 先生

前略

Ｙの代理人として、貴職からの平成23年９月25日付通知書に回答いたします。

Ｙ殿は本物件においてスナック「○×」を経営し、その収益により一家の生

計を立てており、今後もその経営を継続する所存です。

他方、Ｘ殿の解約申入れには正当事由が認められません。

よって、本物件の明渡しには応じかねることをご回答申し上げます。

草々

東京都千代田区神田鍛冶町○丁目○番○号

TEL 03（○○○○）○○○○

FAX 03（○○○○）○○○○

白樺法律事務所

Ｙ代理人 弁護士 志 賀 直 人

その間、立原弁護士は訴状案を作成し、Sは設計図を作成し、収支のシミ

ュレーションについても修正を終えた。立原弁護士はこれらを証拠として訴

状を完成し、Xの確認をとり、訴訟を提起した（【書式1-3】）。
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【書式1-3】 訴状 解約申入れによる建物明渡請求（ ①>）

訴 状

平成23年10月10日

千葉地方裁判所民事部 御中

〒 ○○○―○○○○ 千葉県○○市○○ ○-○-○ メゾンＸ203号

原 告 Ｘ

〒 113-0032 東京都文京区弥生３丁目３番３号

立原法律事務所（送達場所）

TEL 03（1234）5678

FAX 03（1234）5679

原告訴訟代理人弁護士 立 原 道 夫

〒 ○○○-○○○○ 千葉県○○市○○ ○-○-○

被 告 Ｙ

建物明渡請求事件

訴訟物の価額 金 ○円

貼用印紙額 金 ○円

請求の趣旨

１ 被告は原告に対し、別紙物件目録記載１の建物のうち、同記載２の部分を

明け渡せ

２ 被告は原告に対し、平成23年10月１日から同明渡済みまで、１か月10万円

の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

１ 本件賃貸借契約の締結および本件建物の引き渡し

原告は、被告に対し、平成13年４月１日、別紙物件目録記載１の建物（以下
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「本件建物」という）のうち、同記載２の部分（以下「本物件」という）を、

以下の約定で賃貸し（以下「本件賃貸借契約」という）、同日、これを被告に

引き渡した（甲１）。

契約期間 平成13年４月１日より平成15年３月31日まで

使用目的 飲食店（スナック）経営

賃 料 １か月あたり金10万円とし、毎月25日限り、翌月分を原告の指定

する口座に振り込み送金する方法により支払う

２ 契約の更新

本件賃貸借契約は、その後合意更新されることなく、法定更新により、平成

15年４月１日以降、期限の定めのないものとなった。

３ 本件賃貸借契約の終了

原告は被告に対し、平成23年３月30日、本件賃貸借契約を平成23年９月30日

限りで解約する旨を通知し、同通知は同年３月31日に被告に到達した（甲２）。

同通知には後述のとおり正当事由が認められ、本件賃貸借契約は平成23年９月

30日の経過をもって終了した。

４ 被告による本物件の占有

これに対し、被告は平成23年10月２日付回答書をもって、原告に対し、解約

に応じない旨を明らかにした（甲３）。

被告は、現在も本物件においてスナック「○×」を経営し、本件建物を占有

している。

５ 解約申し入れの正当事由

上記解約申し入れには、以下のとおり正当事由がある。

⑴ 建物の老朽化

本件建物は、昭和36年７月19日に建てられた軽量鉄骨造陸屋根４階建の建

物であるが（甲３）、建築後すでに約50年を経過しており、その老朽化は著

しい。

具体的には、……
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⑵ 原告の居住

原告は、本件建物の203号室に居住しているが、上記のとおり本件建物が

老朽化しているため、日常生活に多大な影響をきたしている。

すなわち……

また、原告は78歳と高齢であり、自力歩行が困難となってきたことなどか

ら、長男である訴外○およびその妻との同居を希望し、訴外○およびその妻

も同様の希望を持っている。しかし、本件建物には家族で住めるような部屋

はなく、訴外○の自宅にも原告が居住できるだけの余裕はない。

⑶ 本件建物敷地の有効利用の必要性

ア 立地

原告は、本件土地の敷地である千葉県○○市○○三丁目171番地１土地

（以下「本件土地」という）を所有しているところ（甲４）、本件土地は面

積約250坪、都市計画上の近隣商業地域に位置しており、その容積率は400

％、建ぺい率は80％とされており、大規模な建物の建築が可能である。

また、本件土地は、最寄駅である JR○○線○○駅からは徒歩15分ほど

を要するものの、国道○号線に面し、○○自動車道○○インターから２キ

ロメートルほどと、交通の便に優れている。

イ 現在の利用状況

上記のような本件土地の状況にもかかわらず、現在、本件土地上には、

前記のとおり老朽化した本件建物が存在するのみである。容積率の点で見

ると、基準容積率400％に対し、現在の使用容積率は200％にも満たない。

さらに、本件建物の利用状況は、本物件を被告に賃貸しているほか、２

階の一区画に原告が居住しているのみであり、他は全て空室という、極め

て非効率な状況となっている。

ウ 新建物の建築計画

原告は、本件土地上に鉄筋コンクリート造７階建共同住宅（以下「新建

物」という）を建築する計画を有し、Ｔ建設との間で協議を進めている。

本物件の明け渡しを得た折には、速やかにこの計画を実現したいと えて

いる。

この計画によれば、新建物の概要は下記のとおりである（甲５）。
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