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森・濱田松本法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士

1.	はじめに
平成29年6月16日に公布された住宅宿泊事業法

（平成29年法律第65号）（いわゆる民泊新法）（以
下「法」という。）に関連する政省令が平成29年10
月27日に公布された。併せて、同日付で政省令案に
関する意見募集の結果（国土交通省及び厚生労働
省の考え方）（以下「考え方」という。）が公表された。

まず、住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令
（平成29年政令第272号）により、法の施行日は、一
部を除き平成30年6月15日（以下「施行日」とい
う。）とされた（ 1号）。このため、法に規定する住宅
宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業
者の各届出又は登録業務を行えるのは同日以降とな
る。ただし、これらの届出又は登録の申請は平成30
年3月15日から行うことができるものとされた（2号）。

これ以外には、住宅宿泊事業法施行令（平成29
年政令第273号）（以下「令」という。）、住宅宿泊
事業法施行規則（平成29年厚生労働省令・国土交
通省令第2号）（以下「規則」という。）、厚生労働
省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成29年厚生
労働省令第117号）（以下「厚労省規則」という。）、

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成
29年国土交通省令第65号）（以下「国交省規則」
という。）の各政省令が公布された。関連する省令が
複数あることには留意が必要である。

考え方において、法令に規定のない詳細な実務運
用についてはガイドライン等で規定される予定と記載
されている。考え方において明示されたものに限って
も、表1に記載された事項の詳細はガイドライン等の
規定に委ねられる予定である。したがって、新制度
の詳細は、今後制定されるガイドライン等も参照する
必要がある。

本稿では、上記の政省令及び考え方の内容を紹
介し、平成30年6月15日から始まる新制度の詳細に
ついて説明することとしたい。なお、法の内容につい
ては、本誌38号（2017年7・8月号）に掲載された拙
稿（共著）「住宅宿泊事業法について」でも紹介し
ており、こちらも併せてご参照いただきたい。

本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的見解で
あり、筆者の所属する法律事務所の見解ではない。
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【表1　ガイドライン等で詳細が規定される事項】
項目 ガイドライン等で詳細が規定される事項

住宅の定義（法 2 条 1項） 住宅に設けることが必要な設備（台所、浴室、便所、洗面設備）（規則1条）の具体的な構造・機
能等

「随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋」（規則2条3号）の考え方
住宅宿泊事業者の届出
（法 3 条）

届出の具体的な手続き
「当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書
類」（規則4条4項1号ト）の具体的内容

宿泊者の衛生の確保
（法 5 条）

レジオネラ症対策等公衆衛生等の観点から最低限必要な項目

外国人観光旅客である宿泊
者の快適性及び利便性の確
保（法 7条）

外国語の案内等についての詳細な運用

宿泊者名簿の備付け等
（法 8 条）

「当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」（規則7条1項）として、本人確認を行
うことが必要である旨
適切な本人確認方法の考え方

宿泊者への説明（法 9 条） 火災発生時の初期対応
苦情等への対応（法 10 条） 「周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせ」に対する「適切かつ迅速」な「対応」（法10

条）の具体的な考え方
住宅宿泊管理業務の委託
（法 11条）

「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」（規則9条3項）の具体的な時間等
「住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若
しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき」（規則9条4項1号）の具体的な内容

標識の掲示（法 13 条） 掲示場所等
条例の制定（法 18 条） 条例で制限できる「区域」及び「期間」（令1条）の考え方等

期間の下限の考え方
関連自治体注1が条例を制定しようとする場合において、当該区域内における市町村の意見を
聴取する際に、議会の意見も聴取させることが望ましい旨
条例の制定にあたっては、公布の前に十分な周知を図る等、届出しようとする者が事業の実
施について適切に判断できるような情報提供を行う等の配慮をすることが望ましい旨

住宅宿泊管理業者の登録の
申請（法 23 条）

登録申請者が賃貸住宅管理業者等である場合には、登録申請の際に一部の添付書類の提出
を省略できる旨及びその具体的な書類（国交省規則6条3項）

住宅宿泊管理業者の登録の
拒否事由（法 25 条）

「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」の具体的な内容（国交省規則9条
2号）

誇大広告等の禁止（法 31条）誇大広告に該当しうる具体例
再委託の禁止（法 35 条） 一括再委託の禁止の考え方
違法民泊仲介対策 仲介サイトにおける情報の記載方法等の詳細

注 1
定義については、後記 2.冒頭文ご参照。

注 2
保健所を設置する市又は特別区であって、その長が法 68条 1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する区域をい
う。

2.	住宅宿泊事業
旅館業の許可を受けなくとも、都道府県知事又は

保健所設置市等注2の長（以下「関連自治体の長」
といい、当該都道府県又は保健所設置市等を「関
連自治体」という。）に届出をすれば行うことができる

住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊
させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で
180日以内であるものをいう（法2条3項）。

（1）	「住宅」の定義

住宅とは、法2条1項1号及び2号の要件をいず
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れも満たす家屋である（法2条1項）。家屋には、一
戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎を含み、こ
れらの別を住宅宿泊事業者の届出書に記載する必
要がある（規則4条3項8号）注3。

（a）	家屋を生活の本拠として使用するために必要
な設備

法2条1項1号では、当該家屋内に、当該家屋を
生活の本拠として使用するために必要なものとして、
台所、浴室、便所、洗面設備を設けることが必要とさ
れる（規則1条）。これら以外の設備を設けることは
法令上要求されなかった。これらは必ずしも独立して
いる必要はなく、たとえば、いわゆるユニットバス（ 3
点ユニット）のように、1つの設備が複数の機能（浴
室、便所、洗面設備）を有している場合であっても、
それぞれの設備が設けられているものとして認められ
る。また、これらの設備については、一般的に、それ
ぞれの機能が認められるものであれば足りるものとさ
れ、具体的には、ガイドライン等において規定される
予定である（以上、考え方1頁）。

（b）	人の居住の用に供されていると認められる家屋
法2条1項2号では、人の居住の用に供されている

と認められる家屋であることが必要とされ、具体的に
は、①現に人の生活の本拠として使用されている家
屋、②従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新た
な入居者の募集が行われている家屋、③随時その
所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されて
いる家屋が規定されている（規則2条）。届出住宅
が①から③のいずれに該当するのかが、住宅宿泊事
業者の届出書の記載事項となっている（規則4条3
項7号）。別荘については、この③の要件に該当す
るものとされている（考え方1頁）。この要件は、住宅
宿泊事業者の届出時に、②の場合は募集の広告そ
の他の当該募集が行われていることを証する書類
を、③の場合は随時所有者等の居住の用に供されて

いることを証する書類をそれぞれ添付書類として提出
させることで確認し（規則4条4項1号ヘ・ト）、また、
事業開始後には、必要に応じて関連自治体の長の
報告徴収及び立入検査の権限（法17条）を通じて
確認されるものとされている（考え方1頁）。当該届
出時の添付書類の具体的内容はガイドライン等にお
いて規定される予定である（考え方7頁）。

（2）	人を宿泊させる年間日数制限（年間180日）

（a）	日数算定方法
各届出住宅において、1年間で180日以内しか人

を宿泊させることができない。この要件があることによ
り、年間を通じて（宿泊料を受けて）人を宿泊させる
旅館業と区別され、また、宿泊に用いる施設が住宅と
しての性質を確保できると考えられている（考え方2
頁）。かかる日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1
日正午までの期間において人を宿泊させた日数とされ
た（規則3条）。これにより、実際に人を宿泊させた
日数を基準とする（営業日数を基準とはしない）ことが
明確化された（考え方2頁）。また、正午から翌日の
正午までの期間を1日とする（同条）。これにより、1
泊を1日（2日ではない）と数える（したがって、180泊
まで可能）ことが明確化された。

（b）	条例による制限
関連自治体は、条例により、特定の区域において

は年間日数制限を180日よりも短い期間とすることが
可能である。ただし、住宅宿泊事業法に起因する騒
音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防
止するため必要があるときに、合理的に必要と認めら
れる限度でなければならない（以上、法18条）。こ
れは、法が住宅宿泊事業を適切な規制の下振興す
る目的を有することから無制限に日数を制限すること
を禁じたものである。このため、法に基づく条例によっ
て年間すべての期間において住宅宿泊事業の実施

注 3
なお、建築基準法及びこれに基づく命令の規定において、「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは届出住宅を含むものとされ
ていることから（法 21条）、これらの届出住宅は、建築基準法令との関係ではかかる用途の建築物と扱われる結果、住居専用地域における届
出住宅で住宅宿泊事業を行うことも可能となる。
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を制限し、ゼロ日とすることは、法の目的を逸脱するも
のであり、適切ではないと考えられており注4、かかる考
え方はガイドラインに規定される予定である（考え方
20頁）。

当該条例においては、区域ごとに、住宅宿泊事業
を実施してはならない期間が指定される。区域の指
定は、土地利用の状況その他の事情を勘案し、期間
の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情
をそれぞれ勘案して、騒音の発生その他の事象によ
る生活環境の悪化を防止することが特に必要である
地域内の区域及び期間内において行われる（以上、
令1条）。かかる区域や期間の考え方等については
ガイドライン等で規定される予定である（考え方17
頁）。

なお、区間・期間による制限だけでなく、営業形態
（家主居住型、家主不在型）による制限については、
基本的には、家主不在型であっても、登録された住
宅宿泊管理業者への委託等により、家主居住型と同
様に事業の適正な運営の確保が図られていることか
ら、両者を区分することは適切ではないと考えられて
いる。もっとも、たとえば、家主不在型の民泊の急激
な増大に起因して生活環境が悪化するような特別な
場合等、合理的に認められる限度において、類型ご
とに制限することまでを否定するものではないと考えら
れている（以上、考え方17頁）注5。

関連自治体は、当該条例を制定する際、当該自治
体の区域内の市町村の意見を聴取する（規則14
条）。その際議会の意見も聴取されることが望ましい
旨がガイドライン等に規定される予定である（考え方
20頁）。また、当該条例が突然制定され経過措置等
もなく施行されると、当該規制区域内において住宅宿
泊事業を行い又は行おうとしていた者が不測の損害

を被る可能性がある。したがって、当該条例の制定
にあたっては、公布の前に十分な周知を図る等、届
出を行おうとする者が事業の実施について適切に判
断できるような情報提供を行う等の配慮をすることが
望ましいと考えられ、その旨ガイドライン等において規
定される予定である（考え方21頁）。

（3）	届出

住宅宿泊事業を開始しようとする者は、当該開始し
ようとする日の前日までに届出を行う必要がある（規則
4条1項）。添付書類その他届出の手続きの詳細に
ついてはガイドライン等で規定されることが予定されて
いる（考え方4頁）。
（a）	届出書記載事項及び添付書類

届出書の記載事項及び添付書類は法3条2項及
び3項並びに規則4条に規定されており、届出書の
様式は規則1号様式に規定されている。その内容の
一部は以下のとおりである。

（i ） 前記（ 1 ）（ b ）に記載のとおり、現に人の生活
の本拠として使用されている場合を除き、入居
者の募集が行われているか、随時所有者等の
居住の用に供されていることを証する書面を添
付書類として提出する必要がある（規則4条4
項1号ヘ・ト）。

（ii ） 届出の添付書類には住宅の図面があり、そこに
は、①台所、浴室、便所及び洗面設備の位
置、②住宅の間取り及び出入口、③各階の別、
④居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部
分（宿泊室を除く。）のそれぞれの床面積が明
示されている必要がある（規則4条4項1号
チ）。これらの事項が明示されていれば手書で
もよい（考え方4頁）。

注 4
ただし、これはあくまで法に基づく条例の場合であって、他の法令等別の根拠に基づく条例において住宅宿泊事業が全面的に禁止される可能
性を否定したものではないと思われる。後記 (15)もご参照。

注 5
報道によると、①北海道では、年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約 60日以内、小中学校周辺は約 110日以内に制限するが、家主同
居型では制限を設けない、②新宿区では、住居専用地域については月曜から木曜までは住宅宿泊事業を行うことができない、③京都市では、住
居専用地域に限り、閑散期である 1月から 2月にかけての約 60日間に制限する、といった案がそれぞれ検討されている。
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（iii ） 届出者が賃借人又は転借人である場合は、賃
貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供する
ことを目的とした転貸を承諾したことを証する書
面を添付書類として提出する必要がある（規則
4条4項1号リ・ヌ）。当該目的による使用が契約
書上明示的に承諾されていることが前提とされ
ている。

（iv） 住宅がある建物が2人以上の区分所有者が存
在する区分所有建物で居住用の専有部分があ
る場合は、規約を添付書類として提出し、規約
に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定め
がないことが確認される（規則4条3項13号、4
項1号ル）注6。規約に当該定めがない場合は、
管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を
営むことを禁止する意思がないことを確認したこ
とを証する書類を添付書類として提出する必要
がある（規則4条4項1号ヲ）。

（v ） 住宅宿泊管理業務の委託を行う場合には、そ
の管理受託契約を添付書類として提出する必
要がある（規則4条4項1号ワ）。そのため、届
出時には既に当該契約が締結されていることが
前提となっている。

（b）	その他
届出の手数料については、地方自治法227条の規

定に基づき、各関連自治体で判断されることになる
が、手数料を設定することは困難と考えられており

（考え方6頁）、届出には、住宅宿泊管理業者又は
住宅宿泊仲介業者の登録とは異なり注7、手数料はか
からないことになるものと思われる。

住宅宿泊事業を行うことができるのは、厳密には届
出を行った後届出番号が通知され（規則4条7項）、

標識の掲示を行ってからである（標識には届出番号
が記載される。）（規則11条、4号から6号様式）。
届出番号の通知前に事業を開始した場合には罰則
等の対象となる（法76条2号）。届出番号の通知
は、届出の形式的不備が確認されてから行われる
が、かかる形式的不備の確認及び届出番号の通知
は速やかに行うものとされている（考え方7頁）。

（4）	宿泊者の衛生の確保

届出住宅について、その居室（住宅宿泊事業に
使用されるものに限る。）の床面積は宿泊者1人当た
り3.3m2以上を確保し、定期的な清掃及び換気を行
うことが必要とされた（法5条、厚労省規則）。居室
の床面積は、宿泊者が利用しうる部分の面積を指
し、これには、押入、床の間等の通常宿泊者が利用
できない部分は含まれないが、居室に附属する浴
室、便所、板間等は含まれるものとされている（考え
方9頁）。この床面積の規制により、届出住宅の規
模に応じて宿泊者の定員が必然的に定まることにな
る。

（5）	宿泊者の安全の確保

火災その他の災害が発生した場合における宿泊
者の安全の確保を図るために必要な措置として、①
国土交通大臣が定めるところにより非常用照明器具
を設けること、②避難経路を表示すること、③国土交
通大臣が定める措置が規定されている（国交省規
則1条）。平成29年11月10日時点においては、この
①及び③の国土交通大臣が定める措置に関する告
示案が公表されており、同月中の公布が予定されて
いる注8。

当該告示案によれば、①の定めとして、届出住宅

注 6
国土交通省は、平成 29年 8月 29日付でマンション管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」を改正し、明示的に住宅宿泊事業を
許容又は禁止する文案を規定した。これをふまえ、多くの区分所有建物の管理規約が改正され、住宅宿泊事業を許容するのか禁止するのかが
明確化されたか又は今後されていくものと思われる。なお、当該改正では、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している住民である等
のいわゆる家主居住型や、その中でも同じ専有部分に居住するホームステイ型（家主同居型）の場合では許容する文案等も規定された。

注 7
住宅宿泊事業者及び住宅宿泊仲介業者の登録には、それぞれ登録件数 1件につき 9万円の登録免許税を支払う必要がある（登録免許税法別表
第 1第 142の 3）。
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の用途にかかわらず、非常用照明器具は、建築基
準法施行令126条の5に規定する技術的基準に適
合するものとし、宿泊室及び避難経路に設置すること
とされている。ただし、住宅宿泊事業者が不在となら
ない場合（すなわち、家主同居型）であって注9、宿泊
室の床面積の合計が50m2以下の場合は不要とされ
ている。

また、③の定めとして、（i ）届出住宅の用途にかか
わらず、届出住宅に複数のグループを宿泊させる場
合における、宿泊者使用部分の各居室についての
連動型住宅用防災警報器等の設置、（ii ）届出住宅
が一戸建ての住宅又は長屋である場合における、宿
泊室又は宿泊者使用部分の床面積の上限規制の
各措置が規定される予定である。ただし、いずれも
適切な安全確保の措置がとられている場合の例外も
併せて規定される予定である。

なお、これらの措置に加え、当然のことながら別途
消防法令に基づく措置が必要となることには留意が
必要である（考え方9頁）。

（6）	外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び

	 利便性の確保

外国語を用いて、①届出住宅の設備の使用方法
に関する案内、②移動のための交通手段に関する
情報提供、③火災、地震その他の災害が発生した
場合における通報連絡先に関する案内を行う必要が
あることが規定されている（国交省規則2条）。外国
語として何語が必要なのか、案内は対面又はそれに
準じる方法ではなく書面の事前交付で足りるのか等
詳細な運用はガイドライン等において規定される予定
である（考え方9頁）。

（7）	宿泊者名簿の備付け等

宿泊者名簿は、その正確な記載を確保するための

措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間
保存する必要がある（規則7条1項）。かかる措置と
して、本人確認を行うことが必要である旨がガイドライ
ン等で規定される予定である。宿泊者が日本国内に
住所を有しないものである場合の本人確認の方法に
ついては、旅館業法における取扱いと同様、宿泊者
に旅券の提示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに
保存することとし、それによって、名簿における氏名、
国籍及び旅券番号の記載に代替することを可能とす
ることも考えられている。なお、本人確認は、特区民
泊における取扱いと同様、対面又は対面と同等の手
段により行われるよう、適切な方法がガイドライン等で
規定される予定である（以上、考え方10頁）。対面
と同等の手段としてどのような方法がガイドライン等で
規定されるのかに留意が必要である。

名簿を置く場所は、届出住宅か住宅宿泊事業者
の営業所又は事務所とされる（同条2項）。記載事
項として、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国
人であるときは、その国籍及び旅券番号も必要である

（同条3項）。また、電磁的な方法による記載も可能
である（同条4項）。

（8）	宿泊者に対する説明事項

宿泊者に対する説明事項として、①騒音の防止の
ために配慮すべき事項、②ごみの処理に関し配慮す
べき事項、③火災の防止のために配慮すべき事項が
規定されている（規則8条2項）。これは、書面の備
付けその他の方法で行われる必要がある（同条1
項）。なお、火災発生時の初期対応についてはガイ
ドライン等で規定される予定である（考え方12頁）。

（9）	苦情等への対応

苦情等への具体的な対応方法は法令で一律に規
定することはせず、ガイドライン等で規定される予定で

注 8
施行は法の施行日である平成 30年 6月 15日となる予定である。

注 9
詳細は、後記 (10)(b)ご参照。
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ある（考え方12頁）。

（10）	住宅宿泊管理業務の委託

法5条から10条までの規定による業務及び住宅宿
泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維
持保全に関する業務は住宅宿泊管理業務と定義され

（法2条5項）、住宅宿泊事業者は、法11条1項1
号又は2号の規定に該当する場合は、当該届出住
宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業
者に委託することが必要となる（法11条1項）注10。
この場合、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全
部を契約により委託しなければならない（規則9条1
項1号）。したがって、住宅宿泊管理業務の一部の
みを委託することや、複数の住宅宿泊管理業者に住
宅宿泊管理業務を細分化して委託することは想定さ
れていないものと思われる。
（a）	届出住宅の居室の数が5を超えるとき

法11条1項1号では、届出住宅の居室の数が5
室を超えるとき、すなわち6室以上であるときは、住宅
宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全
部を適切に行うのに支障が生じるおそれがあるため、
住宅宿泊管理業務を委託することが必要とされている

（規則9条2項）。

（b）	届出住宅に人を宿泊させる間不在となるとき
法11条1項2号では、届出住宅に人を宿泊させる

間不在となるときは、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管
理業務を適切に行うのに支障が生じるおそれがある
ため、住宅宿泊管理業務を委託することが必要とされ
ている。これにより、家主不在型の場合は原則として
住宅宿泊管理業務を委託することが必要となる。な
お、ここでいう不在には、一時的な不在、すなわち日
常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の

範囲内の不在は含まれない（規則9条3項）。した
がって、家主同居型の場合において、家主がかかる
範囲内の不在にすることをもって住宅宿泊管理業務
の委託が強制されることにはならない。具体的な時間
等についてはガイドライン等で規定されることが予定さ
れている。考え方においては、例として、通勤、通学、
子供の送迎、通院、買物等は一時的な不在に含まれ
るべきという意見があり、かかる内容もふまえた規定が
なされるものと思われる（以上、考え方12頁）。

さらに、この要件には例外があり、①住宅宿泊事
業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出
住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき
又は隣接しているとき注11で、かつ、②届出住宅の居
室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿
泊事業者が自ら行うものの数の合計が5室以下であ
るときは、住宅宿泊管理業務を委託しなくてもよい
（規則9条4項）。これにより、同一敷地内の母屋を
生活の本拠とする住宅宿泊事業者が離れにおいて
住宅宿泊事業を実施する場合は、かかる例外要件
を満たしうる。

（11）	宿泊サービス提供契約の締結の代理等の

	 委託

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締
結の代理又は媒介を他人に委託しようとするときは、
当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行
業者に対し、届出番号を通知しなければならない

（規則10条）。これにより、これらの業者が取り扱おう
とする物件の適法性の確保を図ることができると考え
られている（考え方15頁）。

（12）	標識の掲示

標識を届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲

注 10
ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うと
きは、委託する必要がない（法 11条 1項本文但書）。

注 11
ただし、住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかである
ときは除くため、かかる例外要件を満たせない（規則 9条 4項 1号括弧書き）。
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げる必要がある（法13条）。場所は玄関等が想定さ
れているが、詳細は検討の上ガイドライン等で規定さ
れる予定である（考え方16頁）。住宅宿泊事業者
が届出住宅を不在にするか、住宅宿泊管理業務を
委託するか否かの観点から異なる様式が規定されて
いる（規則11条、4号から6号様式）。一例として図

1に6号様式（住宅宿泊管理業者が住宅宿泊管理
業務を行う場合注12 ）を掲げる。

（13）	関連自治体の長への定期報告

関連自治体の長への報告事項は、届出住宅に人
を宿泊させた人数のほか、宿泊者数、延べ宿泊者
数及び国籍別の宿泊者数の内訳であり（規則12条
1項）、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、
10月及び12月の各15日までに、それぞれの月の前二
月における当該事項を報告する（同条2項）。

（14）	苦情窓口

各関連自治体において、苦情窓口を設けるととも
に、その周知を図れることが望ましいとされており（考
え方8頁）、かかる苦情窓口が設置されることになる
ものと思われる。また、国においても、法に係る一元
的な苦情相談等窓口が設けられる予定であり、これ
についても周知が図られる予定である（考え方8
頁）。

（15）	都市計画法等に基づく規制

都市計画法に基づく特別用途地区や建築基準法
に基づく条例により、特定の地域において住宅宿泊
事業が禁止されることはありえて、その場合、当該地
域においては住宅宿泊事業を行うことはできないとさ
れている（考え方7頁）。これは、前記（ 2 ）（ b ）で
記載した法18条に基づく条例による制限とは異なり、
法とは別の法令を根拠とする規制であり、かかる規制
によって特定の地域において住宅宿泊事業が全面
的に禁止されることもありうることを意味するものと思

われる。
なお、かかる規制については、各関連自治体で把

握しているはずの情報であるため、届出書への記載
や関連する添付書類の提出が必要とはされていな
い。あくまで、届出を受理する各関連自治体におい
て、住宅宿泊事業が禁止されている地域ではないこ
とが確認されることが想定されている。そのため、住
宅宿泊事業の指導・監督を行う都道府県の部局と市
町村の都市計画部局との情報共有に係る連携を促
進するためのシステムの構築等を進めていくこととさ
れている（以上、考え方7頁）。

3.	住宅宿泊管理業
住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業の委託を受

けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行うには、
国土交通大臣の登録を受ける必要がある（法2条6
項、22条1項）。

注 12
住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者でもある場合に自ら住宅宿泊管理業を行う場合を含む。

【図1　標識の様式】（白地に標章は青色）
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（1）	登録

登録申請書の記載事項及び添付書類は法23条
及び国交省規則6条に規定されており、申請書の様
式は国交省規則1号様式に規定されている。また、
登録拒否要件が法25条1項及び国交省規則7条か
ら9条に規定されている。それらの内容の一部は以
下のとおりである。

（i ） 登録申請者が賃貸住宅管理業者等である場合
には、登録申請の際に一部の添付書類の提出
を省略でき（国交省規則6条3項参照）、かか
る省略可能な書類はガイドラインで具体的に記
載される予定である（以上、考え方22頁）。

（ii ） 債務超過又は支払不能であることが登録拒否
事由に該当する（国交省規則8条）。

（iii ） 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要
な体制の整備がなされていないと登録拒否事由
に該当する（法25条1項11号）。具体的には、
①管理受託契約の締結に係る業務の執行が法
令に適合することを確保するための必要な体制
と、②住宅宿泊管理業務を適切に実施するた
めの必要な体制の整備が必要である（国交省
規則9条）。②については、宅地建物取引業の
免許を有する者、賃貸住宅管理業の登録を受
けた者、マンション管理業の登録を受けた者等
であることのほか、常時苦情への応答が可能で
あること等が想定されており、具体的にはガイド
ラインにおいて規定されることが予定されている
（考え方22頁）。

（2）	誇大広告等の禁止

住宅宿泊管理業者の責任のほか、報酬の額及び
管理受託契約の解除に関する事項について、著しい
虚偽広告や誇大広告は禁止されている（国交省規
則12条）。具体例はガイドライン等で規定されること
が予定されている（考え方22頁）。

（3）	不当な勧誘等の禁止

禁止行為は法32条及び国交省規則13条に規定
されている。かかる行為として、住宅宿泊管理業務
の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案
して、当該業務の適切な実施を確保できないことが明
らかである場合に管理受託契約を締結することも規
定されている（同条3号）。このため、営業所から届
出住宅の距離が遠かったり、近い営業所においても
十分な従業員数が確保されていない業者等は、当
該届出住宅の住宅宿泊管理業務を行えない。

（4）	管理受託契約の締結前及び締結時の書面の

交付

管理受託契約の締結前及び締結時に、委託者に
書面を交付する必要がある（締結前については説明
もする必要がある）（法33条、34条）。委託者の書
面又は電磁的方法による承諾があれば、国交省規
則15条に規定する電磁的方法により提供することも
できる（令3条1項、国交省規則16条）。その一つと
して、インターネットのブラウザ上の画面に表示された
記載事項を受信者がファイルに記録する方法も可能
である（考え方23頁）。

（5）	住宅宿泊管理業務の再委託の禁止

住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業
務の全部を他の者に再委託することはできない（法
35条）注13。複数の事業者に分割して再委託し自らは
一切住宅宿泊管理業務を行わないことも認められな
い等、一定の考え方がガイドライン等で規定される予
定である（考え方24頁）。

（6）	住宅宿泊事業者への定期報告

委託者である住宅宿泊事業者への定期報告は、
当該住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理
受託契約の期間の満了後、遅滞なく、国交省規則
21条1項各号に規定する事項を記載した住宅宿泊

注 13
住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者でもある場合に自ら住宅宿泊管理業を行う場合を含む。



 83November-December 2017

管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者
に交付して説明する必要がある（同項）。当該報告
書が電磁的記録で作成されている場合には、同条2
項に規定する電磁的方法をもって行うことができる。

（7）	地方整備局長及び北海道開発局長への権限

の委任

法に規定する住宅宿泊管理業者に関する国土交
通大臣の権限は、原則として、住宅宿泊管理業者又
はその登録を受けようとする者の主たる営業所又は
事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海
道開発局長に委任される（法69条、国交省規則24
条）。したがって、たとえば、登録申請書の提出先
は、該当する地方整備局長又は北海道開発局長と
なる（同条1項1号、国交省規則1号様式）。

4.	住宅宿泊仲介業
届出住宅における、住宅宿泊事業者及び宿泊者

との間の宿泊サービス提供契約の締結の代理、媒介
又は取次ぎは住宅宿泊仲介業務と定義され（法2条
8項）、旅行業法上の旅行業の登録を受けた旅行業
者（旅行業法3条）以外の者が、報酬を得て、当該
業務を行うには、観光庁長官の登録を受ける必要が
ある（法2条9項、46条）。なお、当該登録を受けて
行う住宅宿泊仲介業は、あくまで住宅宿泊事業者の
届出住宅を対象としたものである。したがって、住宅
宿泊仲介業者は、旅館業法上の簡易宿所営業の許
可を受けて行う民泊や国家戦略特区において条例に
よって認められて行ういわゆる特区民泊についての仲
介業は行えず、それを行うには旅行業の登録を受け
る必要があるものと思われる注14。

（1）	登録

登録申請書の記載事項及び添付書類は法47条

及び国交省規則28条に規定されており、申請書の
様式は国交省規則12号様式に規定されている。ま
た、登録拒否要件が法49条1項及び国交省規則29
条から31条に規定されている。それらの内容の一部
は以下のとおりである。

（i ） 外国の業者も想定されるが（法61条1項参
照）、登録申請書はあくまで日本語で記載される
必要がある（考え方24頁）。

（ii ） 違法民泊物件のあっせん等を行っていることが
登録拒否事由に該当する（国交省規則29条3
号）。詳細は後記（4 ）を参照されたい。

（iii） 債務超過又は支払不能であることが登録拒否
事由に該当する（同30条）。

（iv） 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要
な体制の整備がなされていないと登録拒否事由
に該当する（法49条1項11号）。具体的には、
①業務の執行が法令に適合することを確保す
るための必要な体制、②宿泊者又は住宅宿泊
事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切
に対応するための必要な体制、③宿泊者又は
住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る
重要な事項についての明確な記録又は関係書
類の補完を行うための必要な体制の整備が必
要である（国交省規則31条）。

（2）	住宅宿泊仲介業約款の届出

住宅宿泊仲介契約に関し、約款を定め、その実施
予定期日の30日前までに観光庁長官に届ける必要
がある（変更時も同様）（法55条1項、国交省規則
34条）。約款には、①住宅宿泊仲介業務に関する
料金その他の金銭の収受、②契約の変更及び解
除、③責任及び免責に関する事項と、④その他約款
の内容として必要な事項の記載が必要である（国交
省規則35条）。観光庁長官が標準約款を定めて公
示した場合において、標準約款と同一の約款を定め

注 14
他方で、旅行業法上の旅行業の登録を受けた旅行業者は、住宅宿泊事業の届出住宅についての仲介業も行うことができる（旅行業法 2条 1項、
3条）。
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れば、当該約款については届出をしたものとみなされる
（法55条3項）注15。

当該約款は継続して公示しなければならず、その
方法は、営業所又は事務所における掲示かインター
ネットによる公開でもよい（国交省規則36条）注16。

（3）	住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示

住宅宿泊仲介業務の開始前に宿泊者及び住宅
宿泊事業者から収受する当該業務に関する料金の
上限を定め、営業所又は事務所において掲示するか
インターネットにおいて公開する必要がある（法56
条、国交省規則38条）注17。当該料金は、契約の種
類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により
定められる（同37条）。

（4）	違法民泊仲介に係る禁止行為

違法行為等のあっせん等として禁止される行為が
法58条及び国交省規則39条に規定されている。か
かる行為として、宿泊者に対し、法令に違反するサー
ビスの提供を受けることのあっせん等や、その旨の広
告等が規定されており（法58条2号・3号）、住宅宿
泊事業者の届出がなされていない違法民泊物件を
仲介サイトに掲載することその他のあっせん行為は禁
止されている。より具体的に、宿泊サービスを提供す
る者と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業者の
届出をしたものであるかどうかの確認を怠る行為が禁
止されている（国交省規則39条2号）。これらの規
定により、住宅宿泊仲介事業者は、民泊物件の仲介
を行う場合にはそれが届出物件であることを確認す

る義務を負うことになる。
また、前記（1 ）（ii ）に記載のとおり、当該違法民

泊物件のあっせん等を行っている者は、住宅宿泊仲
介業者の登録拒否事由となっており（国交省規則29
条3号）、事実上住宅宿泊仲介業者になろうとする
者に対して、その仲介サイト上から違法民泊物件の
掲載を削除する義務を負わせることになっている。

さらに、住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と住宅宿泊
仲介契約を締結する前に（宿泊者に）交付する必要
がある書面において、宿泊サービス提供契約を締結
する住宅宿泊事業者の届出番号を記載して説明し
なければならず（国交省規則40条2号）、届出物件
であることの確認義務の履行を担保する内容になっ
ている。

なお、考え方において、仲介サイトにおいて住宅宿
泊事業者の住所や届出番号を掲載させるべきという
意見が紹介されており、それを受けて、仲介サイトに
おける情報の記載方法等の詳細については、今後
検討の上ガイドライン等に規定されることが予定され
ている（考え方25頁）。

（5）	住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付

住宅宿泊契約の締結前に、宿泊者に書面を交付
して国交省規則40条に規定する事項を説明する必
要がある（法59条1項）。電磁的方法によることが
可能である点は、前記3.（ 4 ）記載の住宅宿泊管理
業者による管理受託契約の締結前及び締結時の書
面の交付の場合と同様である（同2項）。

説明事項に、届出住宅の所在地を勘案して、宿泊

注 15
この点について施行期日の特例等は特に規定されていないため、施行日である平成 30年 6月 15日にならないと当該届出を行えず、その 30日
後でないと当該約款を実施できないものと思われる。ただし、標準約款が定められた場合において当該標準約款と同一の約款を定めれば、施
行日において届出をしたものとみなされることになると思われる。

注 16
旅行業者の旅行業約款は観光庁長官の許可を受ける必要があり（旅行業法 12条の 2第 1項）、それを営業所において掲示しなければならない（同
3項）のと比較して、緩やかかつ柔軟なルールとなっている。

注 17
旅行業法上、旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金のみ定め、これをその営業所において掲示する必要があるが（旅行業
法 12条 1項）、旅行業者が当該旅行業務として住宅宿泊事業者のための住宅宿泊仲介業務（法 2条 8項 2号）を取り扱う場合には、旅行者及
び住宅宿泊事業者から収受する料金をそれぞれ定め、営業所に掲示する必要がある（同 67条）。
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者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する
情報があり（国交省規則40条12号）、かかる事項
がないかを把握しておく必要がある。なお、宿泊者
の資格についても説明が必要とされており（同11
号）、これは届出住宅の宿泊者を一定の範囲の者に
限定することを許容しうることが前提とされているよう
に思われる。

（6）	標識の掲示

営業所又は事務所ごとに国交省規則17号様式に
よる標識を掲げる必要があるが、登録年月日、登録
番号、登録の有効期間が満了する年月日、及び商
号、名称又は氏名を電子計算機の映像面（ウェブサ
イト）において、それを見る者にとって見やすい箇所に
明瞭かつ正確に表示すれば、標識の掲示は不要とな
る（法60条、国交省規則42条、43条）。

5.	施行期日等
前記1.において記載したとおり、法に規定する住

宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介
業者の各届出又は登録の申請は平成30年3月15日
から行うことができる。ただし、当該日から行えるのは
当該届出又は登録の申請行為までであり、届出につ
いては施行日に届出をしたものとみなされ（法附則2
条1項）、登録については施行日に行われる前提とさ
れている。したがって、各届出又は登録業務は施行
日前に行うことはできない。たとえば、施行日以降の
宿泊予約の受付、決済を行うことは住宅宿泊仲介業
務そのものであるため、施行日前に行うことはできな
い。ただし、届出物件を仲介サイトに掲載すること自
体は当該業務に該当しないことから施行日前でも可能
とされる（以上、考え方26頁）注18。

注 18
なお、既に旅行業法上の登録を受けた旅行業者であれば、当然予約（契約）行為も可能である（考え方 26頁）。

さえき　まさひと

2004年東京大学法学部卒業、2005年弁護士登録と同時に森・
濱田松本法律事務所に入所、2011年コロンビア・ロースクール卒
業（LL.M.）、同年シンガポールAllen	&	Gledhill	法律事務所（研修）、
2012	年ニューヨーク州弁護士登録。不動産その他の資産の流動
化・証券化業務及びREIT 業務を中心にファイナンス分野を幅広く
手掛ける。日本企業による海外投資案件及び外国資本による日本
投資案件を含むクロスボーダー取引についても積極的に取り組む。
近時は、シンガポールREIT/ ビジネス・トラストや、インフラファ
ンド等の新しい市場における案件にも関与する。




