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賃貸借契約に署名する前に、合意内容を理

解することが重要です。英語の記載内容が

理解できない場合、日本語を話す方に契約

書の内容を説明してもらう必要がありま

す。

 

 

 

 

 

 

 重要

入居時に既に存在していた賃貸住居の破

損・損傷についても支払いを強制される

ことがありますので、原状報告書は必ず

入念にチェックしてください。

入居時にかかる費用

賃借人は、家賃を前払いしなければならな

いのが通例となっています。

•  1週間の家賃が$300以下の場合、 

 2週間分の家賃を前払いします。

•  1週間の家賃が$300を超える場合、 

 1ヶ月分の家賃を前払いします。

さらに、通常は敷金(Rental Bond)を差し出

すように求められます。これは、家主にと

って一種の保証金であり、賃借人が家賃を

滞納したり、賃貸住居に破損・損傷を与え

た場合に備えるためのものです。家具付き

でない賃貸住居の場合、敷金は通常4週間

分の家賃と同額です。敷金を支払った際に

は、必ず領収書類を受領してください。家

主または不動産業者は、7日以内に公正取

引庁(Office of Fair Trading)に敷金を供託しな

ければなりません。公正取引庁に敷金が供

託されたら、公正取引庁から領収書が届き

ます。また、敷金の金額は賃貸借契約書に

記載しなければなりません。

ニューサウスウェルズ州で家またはアパー 

トを賃借する場合、その住居の賃借人には

権利と義務があります。 

本パンフレットは、賃借人の法的な権利と

義務を概説したもので、18 ヶ国語に翻訳

されています。

賃借期間の開始

法律の規定により、家主または不動産業者

は、賃貸借契約書を賃借人に渡すように義

務付けられています。賃貸借契約は書面で

しなければなりません。賃借人は契約書に

署名したら、契約書の写し(一部)と本パン

フレットの写し(一部)を必ず受け取ってく

ださい。

賃貸借契約書は、以下の2つの部分から構

成されています。

•  パート1 – 契約書の条項 この部分に

は、賃借人と家主との間で締結された

賃貸借に関する合意の内容が規定され

ています。

•  パート2 – 原状報告書 この部分には、

賃借住居の状態のほか、入居時に備え

付けられている全ての家具・備品につ

いての説明が記載されています。

シャワー室の仕切りのひび割れなどの事項

が記載されていないなど、原状報告書の記

載内容が正確でないと思われる場合や、そ

の他報告書の記載に漏れがある場合には、

その旨を原状報告書に追記してください。

報告書は、7日以内に、家主または不動産

管理業者に返却してください。賃借期間の

満了時に賃借住居の状態に関して意見の食

い違いが生じた場合、この原状報告書が重

要な役割を果たします。



賃借期間中

緊急を要しない修理および保守作業

家主または不動産業者は、賃借人の入居時

に賃借住居が適度にきれいで、居住に適す

る状態であることを確認しなければなりま

せん。家主または不動産業者はその後も修

理と維持管理を行い、賃借住居を適切な状

態に保たなければなりません。

家主または不動産業者からの書面による許

可を得ることなく、備品を取り付けたり、

賃貸住居を改修、改造または増築したりす

ることはできません。

故意または過失に関わらず、賃貸住居を破

損・損傷させてはいけません。賃借人は、

賃借物件の他の同居人や賃貸人が住居内に

入れた人が引き起した破損・損傷に対し、

責任を負わなければなりません。

賃貸住居が破損・損傷された場合、破損・

損傷者が誰であるか、または破損・損傷原

因が何であるかに関わらず、できるだけ早

急に家主または不動産業者に通知しなけれ

ばなりません。書面にて通知することをお

勧めします。

緊急を要する修理

緊急を要する修理とは、家屋が居住に適さ

なくなったり、安全が脅かされそうになっ

たり、あるいは、水、ガスまたは電気が通

じなくなったりするかもしれない事態が生

じた場合をいいます。緊急を要する修理が

必要な場合、直ちに家主または不動産業者

まで連絡してください。家主または不動産

業者には、常識的な期間内に出来るだけ早

く修理を手配する義務があります。家主ま

たは不動産業者が常識的な期間内に緊急を

要する修理を行なわなかった場合、$500を

 重要

「家賃徴収サービス」を使用して家賃を

支払う契約を締結する前に、そのサービ

スが有料かどうかを確認してください。

家賃

賃借人が入居する前に、賃借人と家主は家

賃の金額と支払い方法について合意してお

く必要があります。これらの合意事項が賃

貸借契約に記載されていることを確認して

ください。家主または不動産業者は、家賃

が銀行口座に振り込まれる場合を除いて、

受け取った家賃に対する領収書を賃借人に

必ず渡さなくてはなりません。家主または

不動産業者が家賃の値上げを希望する場

合、遅くとも値上げ日の60日前までに賃借

人に書面で通知しなければなりません。

賃借人データベース

不動産業者の多くは、賃借人データベース

に掲載されている人物に家屋を貸すのを嫌

がります。不動産業者は賃借人データーベ

ースを利用して、賃借を希望している者が

以前に賃貸借に関して問題を起こしたかど

うかの情報を取得します。2004年9月15日
から、不動産業者は、特定の理由がある場

合に限って、賃借人をデータベースに掲載

できることになりました。不当にブラック

リストに掲載されることがないよう、賃借

人の権利を理解しましょう。さらに詳しく

お知りになりたい方は、「賃借人データベ

ース－賃借人向けの情報」という冊子を公

正取引庁から入手してください。



賃貸借契約の違反に対する解約の場合に

は、解約日の14日前までという解約通知期

間が適用されます。

家主が賃貸住居の売却を希望している場

合、賃借人は売却が完了する日までに賃貸 

住居から退去するように求められる場合が

あります。この場合、家主は、(売買契約

締結後の時点で)遅くとも解約日の30日前

までに書面による通知をしなければなりま

せん。但し、この売却に伴う解約規則は、

賃貸借契約の契約期間が満了している場合

にのみ適用されます。

賃貸借契約の満了前に解約する

賃貸借契約の満了前に解約したい場合に

は、出来るだけ早期に、しかもできれば書

面で予告通知をしなくてはいけません。そ

の通知の写しを保存しておいてください。

契約満了前に解約すると、費用がかかるこ

とがあります。家主は、賃貸借契約の期間

が満了する前に賃貸借契約が終了すること

によって生じた全ての損害に対する賠償を

賃借人に請求することができますので、家

主または不動産業者の同意を得るように努

めてください。

物件から退去する

正当な理由による損耗を除き、最初の原状

報告書に記載されている内容とできるだけ

同じ状態で物件から退去することは、賃借

人の義務です。

敷金の払い戻し

賃貸借期間が終了して賃貸住居の最終検査

が完了した後、敷金の払い戻しを受けるに

は、敷金返還請求(Claim for Refund of Bond 
Money)用紙に記入して公正取引庁(Fair 
Trading)に提出する必要があります。

限度として、賃借人は修理費用を立て替え

て問題の解決を図ることができます。家主

または不動産業者は、その費用が妥当なも

のである場合には、賃借人から書面による

費用請求の通知を受け取ってから14日以内

に賃借人が負担した費用を支払わなければ

なりません。賃貸借契約書に指定業者が記

載されているかどうか確認してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要
緊急を要する修理を自費で手配する前
に、その修理が実際に緊急を要するもの
であることを確認してください。緊急を
要するかどうか確かでない場合は、修
理を行う前に公正取引庁(Office of Fair 
Trading)または地元のテナントアドバ
イザリー　サービス(Tenant Advisory 
Service)に連絡をとってください。

賃貸借の終了

賃貸借を終了するには、家主または賃借人

が書面にて通知をしなくてはいけません。

本通知は、郵送しても、或いは直接届けて

もかまいません。通知する際、その通知書

類をドアの下に入れておいたり、ドアに貼

り付けたりしてはいけません。

予告通知の期間

賃貸借契約の期間が満了するとき、賃借人

と賃貸人のいずれも、契約満了日の14日前

までに解約予告の通知を行なって賃貸借を

終了することができます。

契約期間が満了した後は、賃借人の場合は

遅くとも解約日の21日前までに解約通知を

行なう必要があります。家主または不動産

業者は、遅くとも解約日の60日前までに解

約予告通知を出さなければなりません。



家主または不動産業者は、賃借人による賃

貸住居への破損・損傷、契約違反、または

家賃滞納があると考えられる場合に、敷金

の一部または全額を請求することがありま

す。敷金の支払いに関して家主と合意でき

ない場合には、賃借人も敷金の返還請求を

行なうことができます。

家主がローンを返済できない場合

家主が賃借物件のローンを返済できなくな

った場合、通常、債権者はその賃貸住居の

処分権を行使することとなります。

このような場合には、賃借人が契約期間中

でも賃貸住居から退去しなければならない

ことも出てきます。助けが必要な方は、公

正取引庁(Fair Trading)またはアドバイザリ

ーサービス(Advisory Service)までご連絡く

ださい。

消費者、業者及び賃貸のための裁
定所(The Consumer, Trader and 
Tenancy Tribunal, CTTT)

消費者、業者及び賃貸のための裁定所

(The Consumer, Trader and Tenancy Tribunal, 
CTTT)は、賃借問題に関する独立した紛争

解決の裁決機関です。ここでは、非公式か

つ迅速に手頃な費用で審議を行います。申

請時には申請料金がかかります。また、通

常、申し立てから1ヶ月以内に審議が行わ

れます。しかし、争いの内容によっては裁

判申し立て可能な期間が制限されているも

のがあります。ご相談者が置かれている状

況について、公正取引庁(Fair Trading)の賃

借・区分所有施設サービス支局(Renting and 
Strata Services Branch)に相談して下さい。

注意

公正取引庁が発行する下記の刊行物に
は、賃借人の権利と義務に関する情報が
さらに詳しく記載されています。

FTR37 Moving in – information for renters

FTR38 Living there – information for renters

FTR39 Moving out – information for renters

FT269 Tenant databases – information for 
renters

これらの刊行物をお求めの方は、13 32 
20にお電話をおかけいただくか、公正取
引庁のホームページにアクセスしてくだ
さい。

トラブルを避けるには

• 裁定所(Tribunal)での審議に関する通知を

受けた場合、かならず出席してくださ

い。

•  賃貸借契約書に署名する前に、契約書を 

必ず読み、契約内容を理解してくださ

い。

•  賃貸住居が良好な状態を保つように使っ

てください。

•  隣人のやすらかな生活やプライバシーを

侵害しないようにしてください。

•  合意内容はすべて書面に残し、その写し

を家主または不動産業者に送付してくだ

さい。

 

 

 

 

 

 

重要

どのような状況であれ、家賃を滞納しな

いようにしてください。家賃を滞納する

と、立ち退きを求められる場合もありま

す。



賃借人相談および権利擁護サービス(TENANCY 
ADVISORY SERVICES)

賃借人相談および権利擁護サービス(Tenants’Advice and 
Advocacy Services, TAAS)は、独立した地域密着型の組織 

です。これらの機関では、民間住宅と公共住宅の賃借

人を援助しています。賃借人に対し、アドバイス、情

報および擁護を提供しています。

Inner Sydney .............................................9698 5975

Inner Western Sydney ................................9559 2899

Eastern Sydney ..........................................9386 9147

Northern Sydney .......................................9884 9605

Southern Sydney .......................................9787 4679

Western Sydney .........................................9891 6377

South Western Sydney ...............................4628 1678

Central Coast ............................................4353 5515

Hunter ................................................. 1800 654 504

Mid North Coast ................................. 1800 777 722

Northern Rivers ................................... 1800 649 135

Illawarra/South Coast ........................... 1800 807 225

North Western NSW ............................ 1800 642 609

South Western NSW .................................6361 3122

Aged Tenants Service .................................9281 9804

Tenants Union Hotline (www.tenants.org.au) .......9251 6590 
............................................................. 1800 251 101



専門家によるサービス

Renting & Strata Services (賃借人、家主、不動産業者に対する援

助) 
電話 9377 9100 または 1800 451 301 (シドニー以外からかけ
る場合)

Rental Bond Information (賃貸敷金に関する情報) 
電話 9377 9000 または 1800 422 021(シドニー以外からかけ
る場合)

言語の支援 ...................................... 13 14 50
(日本語の通訳者を依頼してください)

TTY ............................................ 9377 9099
(聴覚障害を持つ方のための電話サービス)

公正取引に関する問題で援助が必要な方は、最寄りの公正取引

センター(Fair Trading Centre)または 政府情報相談センター

(Government Access Centre)に電話するかまたは、照会内容に

関連した組織を下記から選んでお問い合わせください。

Fair Trading Centres – 電話番号 13 32 20

Albury 
Armidale 
Bathurst 
Blacktown 
Broken Hill 
Coffs Harbour 

Dubbo 
Gosford 
Grafton 
Hurstville 
Lismore 
Liverpool 

Newcastle 
Orange 
Parramatta 
Penrith 
Port Macquarie 
Queanbeyan 

Sydney 
Tamworth 
Tweed Heads 
Wagga Wagga 
Wollongong

電話番号13 32 20

December 2004 FT255JP

Office of Fair Trading 
1 Fitzwilliam Street Parramatta NSW 2150  
PO Box 972 Parramatta NSW 2124 
電話 9895 0111

賃借人の権利と義務に関する詳細については、13 32 20 
までお問い合わせください。または、当機関のウェブサ
イトをご覧ください。

www.fairtrading.nsw.gov.au

このパンフレットを、法律的な助言として利用しないで下さ

い。詳細については、適正な法令を参照してください。


