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住宅宿泊事業法
（いわゆる民泊新法）の
ガイドラインについて 

Law, Accounting & Tax

佐伯 優仁
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
本稿では、平成29年12月26日に公表された、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。）に係る解釈及び留
意事項等に関する「住宅宿泊事業法施行要領（ガ
イドライン）」（以下「ガイドライン」という。）のポイント
を紹介する。

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「住宅宿泊事業法につ
いて」において紹介している。また、住宅宿泊事業
法施行令（平成29年政令第273号）、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。）及
び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。）の各政省令並びに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）の内容については、本誌40号（2017年11・12月
号）に掲載された拙稿「住宅宿泊事業法（いわゆる

民泊新法）の政省令について」において紹介してい
るため、これらも併せてご参照いただきたい。なお、
本稿中意見にわたる部分は筆者らの個人的見解であ
り、筆者らの所属する法律事務所の見解ではない。

2. 住宅宿泊事業
（1）	「住宅」の定義について

ガイドラインでは、以下に詳述するとおり、住宅宿泊
事業を行うことができる「住宅」（法2条1項）の要
件の解釈が明確化されている（ガイドライン1-1．（1 ）
①）。

（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）について

住宅宿泊事業を行うためには、家屋に、台所、浴
室、便所、洗面設備が設けられていなければならない

（法2条1項1号、規則1条）。ガイドラインでは、届
出の対象とする「住宅」に含まれていない近隣の銭
湯を、浴室等として代替することはできないものの、台
所、浴室、便所、洗面設備が一棟の建物内に設けら
れていない場合においても、同一の敷地内の建物に
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ついて一体的にこれらの設備を使用する権限があ
り、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な
状態である場合には、これら複数棟の建物を一の住
宅として届け出ることができるものと規定され、その具
体例として、浴室のない離れについて、浴室のある
同一敷地内の母屋と併せて一つの住宅として届け出
る場合が挙げられている（ガイドライン1-1．（ 1 ）①）。
なお、浴室については、浴槽がない場合であっても
シャワーがあれば足りることが明らかとされている（ガ
イドライン1-1．（1 ）①）。

（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）について

住宅宿泊事業を行うためには、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、又は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のいずれか
に該当しなければならない（法2条1項2号、規則2
条）。その帰結として、住宅宿泊事業として人を宿泊
させている期間以外の期間において、人を宿泊させ
るもの又は入居させるもの以外の事業の用に供され
ているものは「住宅」の対象から除外されている（規
則2条柱書）。なお、家屋が上記①ないし③のいず
れに該当するのかを、住宅宿泊事業者の届出書に
記載することが必要である（規則4条3項7号）。

ガイドラインでは、①「現に人の生活の本拠として
使用されている家屋」（規則2条1号）とは、現に特
定の者の生活が継続して営まれている家屋であり、
短期的に家屋を使用する場合にはこれに該当しない
ことが明らかにされている（ガイドライン1-1．（ 1 ）②）。
なお、かかる家屋の所在地を住民票上の住所として
いる者が届出をする場合には、当該家屋が「現に人
の生活の本拠として使用されている家屋」に該当し
ていると考えられることも明らかとされている（ガイドラ
イン1-1．（1 ）②）。

また、ガイドラインでは、②「入居者の募集が行わ
れている家屋」（規則2条2号）とは、住宅宿泊事業
を行っている間、分譲（売却）又は賃貸の形態で、

人の居住の用に供するための入居者の募集が行わ
れている家屋であるとされている（ガイドライン1-1．

（1 ）②）。また、②の家屋として届出をする場合にお
いては、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届出の添付書類として提出する
必要があるところ（規則4条4項1号ヘ）、かかる書
類とは、当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情
報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し又は募
集の写真その他の入居者の募集が行われていること
を証明する書類であるとされている（ガイドライン2-1．
（ 3 ）①）。なお、広告において故意に不利な取引条
件を事実に反して記載している等入居者の募集の意
図がないことが明らかである場合は当該②の要件を
満たさないものとされている（ガイドライン1-1．（ 1 ）
②）。

さらに、ガイドラインでは、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」

（規則2条3号）についても、純然たる生活の本拠と
しては使用していないもののこれに準ずるものとしてそ
の所有者等により随時居住の用に供されている家屋
であるとされており、既存の家屋においてその所有者
等が使用の権限を有しており少なくとも年1回以上は
使用しているものの生活の本拠としては使用していな
い家屋が想定されていることが明らかとなっている

（ガイドライン1-1．（ 1 ）②）。ガイドラインでは、かかる
要件に該当する具体例として、（ i ）別荘等季節に応
じて年数回程度利用している家屋や、（ ii ）休日のみ
生活しているセカンドハウス、（ iii ）転勤により一時的
に生活の本拠を移しているものの将来的に再度居住
の用に供するために所有している空き家、（ iv ）相続
により所有しているが、現在は常時居住しておらず、
将来的に居住の用に供することを予定している空き
家、（ v ）生活の本拠ではないが別宅として使用して
いる古民家が挙げられており、かかる要件に該当しな
い具体例として、居住といえる使用履歴が一切ない
民泊専用の新築投資用マンションが挙げられている

（ガイドライン1-1．（ 1 ）②）。また、③の家屋として届
出をする場合においては、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
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書類を届出の添付書類として提出する必要があると
ころ（規則4条4項1号ト）、ガイドラインにおいて、か
かる書類とは、届出住宅周辺における商店で日用品
を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公
共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領
収書の写しその他の随時その所有者等の居住の用
に供されていることを証明する書類であるとされている
（ガイドライン2-1．（3 ）①）。

（2）	人を宿泊させる年間日数制限（年間180日）に

ついて

（a）	日数の算定方法について

住宅宿泊事業は、宿泊料を受けて届出住宅に人
を宿泊させた日数が1年間で180日を超えない範囲で
しか行うことができない（法2条3項）。かかる日数制
限の算定方法について、ガイドラインにおいて、住宅
宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定し、ま
た、宿泊者を募集した日数ではなく、実際に人を宿泊
させた日数で算定することが明らかとされている（ガイ
ドライン1-1．（ 2 ）①）。したがって、住宅宿泊事業を
新たに営もうとする者は、当該1年間における当該住
宅の宿泊実績について都道府県又は保健所設置市
等（以下「都道府県等」という。また、その長を、以
下「都道府県知事等」という。）に確認することによ
り、意図せずに法令に違反することのないよう努める
必要がある（ガイドライン1-1．（ 2 ）①）。また、住宅
宿泊事業者の変更等があっても日数は通算し、複数
の宿泊グループが同一日に宿泊していたとしても同一
の届出住宅における宿泊であれば、複数日ではなく、
1日と算定するものとされている（ガイドライン1-1．

（ 2 ）①）。さらに、短時間の滞在であり日付を越えて
いない場合であっても1日と算定されることも明らかと
されている（ガイドライン1-1．（2 ）①）。

（b）	条例による制限について

上記の年間日数の制限は、自治体ごとに条例によ
り、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（法18条）。

現在、自治体の条例が成立し又は条例の骨子案
が公表されている状況ではあるが、ガイドラインにお
いては、法の目的に則り、区域及び期間の設定はい
ずれも合理的に必要と認められる限度とすることが求
められ、特に、住居専用地域全域を制限対象とする
ことは、住居専用地域を含めて民泊サービスの普及
を目的とした法の趣旨を踏まえて十分な検証が必要と
されている（ガイドライン2-4．（ 1 ）①）。もっとも、各自
治体の条例（案）では、住居専用地域を制限対象と
する例は多い。

また、法18条の目的は、住宅宿泊事業を適切な規
制の下で振興する点にあるため、条例によって年間
全ての期間の住宅宿泊事業の実施を一律に制限す
ることや都道府県等の全域を一体として一律に制限
すること等は、法の目的を逸脱するものであり、適切
ではないことが明らかとされている（ガイドライン2-4．
（ 1 ）②）。各自治体の条例（案）では、区域及び期
間の両者を全て一律に制限する例はないが、いずれ
かを一律に制限する例はある。

さらに、ガイドラインでは、家主不在型であっても、
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、条例において、家主居住型と家
主不在型を区分して住宅宿泊事業を制限することは
適切ではないが、例えば、家主不在型の民泊客の急
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ものと
されている（ガイドライン2-4．（1 ）②）。もっとも、家主
不在型及び家主居住型で区分して前者又はそれに
準ずる形態の事業のみを制限対象とする条例

（案）は多い。
ガイドラインにおいては、区域及び期間の設定のイ

メージとして、学校・保育所等の近隣地域（平日を制
限）、別荘地（繁忙期を制限）、狭隘な山間部等にあ
り道路事情も良好でない集落（紅葉時期等例年道
路渋滞等が発生する時期を制限）の例が提供されて
おり（ガイドライン2-4．（ 1 ）④）、それに沿った条例
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（案）を作成している例もある。
本稿脱稿時点において公表されている主な都道

府県等の条例（案）の概要は、表1のとおりである。

このうち、新宿区及び大田区のみ既に条例が制定さ
れており、他は条例案又はその骨子が示されている
段階である。

【表1】住宅宿泊事業に係る主な都道府県等の条例（案）の概要

条例 制限区域 制限期間 備考
北海道 北海道住宅宿泊事業の実施

の制限に関する条例
義務教育学校等の周100m
の地域

開校日 家主不在型のみ制限

住居専用地域 平日（年末年始を除く）

・別荘地
・道路事情が良好でない集落

知事が指定する期間

札幌市 （仮称）札幌市住宅宿泊事業
の実施の制限に関する条例

義務教育学校等の周100m
の地域

開校日 家主不在型のみ制限

住居専用地域 平日（年末年始を除く）
仙台市 名称未定 住居専用地域 日曜正午～土曜正午（祝日が

休祝日に連続する場合は、そ
の初日正午～末日正午を除
く）

福島県 （仮称）福島県住宅宿泊事業
法施行条例

学校等の周囲100mの地域
（市町村から制限不要の意見
があった区域を除く）

平日（長期休暇期間中の平日
を除く）

施設設置者等からの制限不
要の意見書の添付があった場
合を除く

管理規約等で静穏な環境を
維持するものとしていると認
められる別荘地域等

繁忙期となる時期等 市町村から意見があった場合
にのみ制限を検討

日常生活を営む事に支障が生
じる山間部等の集落等

例年道路渋滞が発生する時
期等

群馬県 群馬県住宅宿泊事業の適正
な運営に関する条例（仮称）

義務教育学校等の周囲概ね
100mの範囲

開校日

千代田区 （仮称）千代田区住宅宿泊事
業の実施に関する条例

・文教地区等
・義務教育学校等の周辺地
域

日曜昼～金曜昼（家主不在型
のうち管理者駆けつけ型の場
合は全日）

家主不在型は、管理者常駐
型か、管理者駆けつけ型（管
理者が、直ちに届出住宅に駆
けつけて対応することができ
る距離及び時間の範囲内に
常駐）以外は一切不可

人口密集区域 日曜昼～金曜昼（家主不在型
のうち管理者駆けつけ型の場
合のみ制限）

中央区 （仮称）中央区住宅宿泊事業
の実施に関する条例

全域 月曜正午～土曜正午

港区 名称未定 ・住居専用地域
・文教地区

・4月11日～7月9日
・9月1日～12月19日
・1月11日～3月19日

家主不在型のみ制限

新宿区 新宿区住宅宿泊事業の適正
な運営の確保に関する条例
（制定済）

住居専用地域 月曜正午～金曜正午

江東区 （仮称）江東区住宅宿泊事業
の運営に関する条例

第一種中高層住居専用地域 月曜正午～土曜正午（祝日の
正午からその翌日の正午を除
く）

目黒区 目黒区住宅宿泊条例（仮称） 全域 日曜正午～金曜正午
大田区 大田区住宅宿泊事業法施行

条例（制定済）
・住居専用地域
・工業地域
・工業専用地域
・文教地区
・特別業務地区
・流通業務地区
・一定の地区計画

全期間

世田谷区 （仮称）住宅宿泊事業の適正
な運営に関する条例

住居専用地域 月曜正午～土曜正午（祝日の
正午からその翌日の正午を除
く）

渋谷区 名称未定 ・文教地区
・住居専用地域

月曜正午～金曜正午（区立小
中学校の夏休みや冬休み等を
除く）

家主不在型のうち、家主や管
理業者がすぐに駆けつけるこ
とができない一定の場合のみ
制限

中野区 （仮）中野区住宅宿泊事業の
適正な実施に関する条例

住居専用地域 月曜正午～金曜正午（祝日の
正午からその翌日の正午を除
く）

住居専用地域においては、事
業者等は、宿泊者と対面によ
り身分証明書等と照合して本
人確認をする

練馬区 （仮称）練馬区住宅宿泊事業
の適正な運営に関する条例

住居専用地域 月曜正午～金曜正午（祝日の
前日の正午から祝日の翌日の
正午を除く）
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条例 制限区域 制限期間 備考
板橋区 （仮称）板橋区住宅宿泊事業

を実施する期間の制限を定め
る条例

住居専用地域 日曜正午～金曜正午（祝日の
前日を除く）

家主不在型（苦情時に即時に
対応できる場合を除く）のみ
制限

文京区 （仮称）文京区住宅宿泊事業
の適正な運営に関する条例

・第一種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準工業地域
・第一種文教地区
・第二種文教地区

月曜～木曜

杉並区 名称未定 住居専用地域 月曜正午～金曜正午（休日及
びその前日を除く）

家主不在型のみ制限

横浜市 （仮称）横浜市住宅宿泊事業
に関する条例

低層住居専用地域 月曜～木曜（祝日等を除く）

長野県 長野県住宅宿泊事業の適正
な実施に関する条例（仮称）

学校等から概ね100mの区
域

開校日 ・規則で制限の緩和が可能
・本人確認及び鍵の受渡しは
原則として対面による

・家主不在型の場合、管理者
は現地に赴くまで概ね 30
分以内の場所に駐在

・優良事業者認定制度

住居専用地域 月曜～金曜（祝日等を除く）（家
主不在型のうち管理者が常駐
しない場合のみ制限）

住居専用地域に準ずる別荘地
等のうち、規則で定める区域

滞在者が多い期間等（家主不
在型のうち管理者が常駐しな
い場合のみ制限）

冬季におけるスキー場周辺等
道路事情に起因する制限が
必要な規則で定める区域

制限が特に必要と認められる
期間

静岡県 住宅宿泊事業法第18 条に基
づく事業の実施の制限に関す
る条例（仮称）

学校等の周辺100mの区域 開校日 市町からの要請により制限を
除外住居専用地域 月曜～金曜（祝日を除く）

特別用途地区等 月曜～金曜（祝日を除く） 市町から要請があった場合の
み制限・別荘地

・道路事情の良好でない集落
等

生活環境の悪化を防止するた
め特に必要な期間

滋賀県 滋賀県住宅宿泊事業の実施
の制限に関する条例（仮称）

草津市野路東三丁目から野路
東五丁目まで

日曜～木曜（休日の前日泊、
年末年始は除く）

京都府 京都府住宅宿泊事業の適切
な実施の確保等に関する条例
（仮称）

住居専用地域 観光客の集中が予想される期
間として市長ごとに規定

優良な住宅宿泊事業者の届
出住宅認証制度

学校等の周囲100mの区域 開校日
京都市 名称未定 住居専用地域 3月～12月 ・家主不在型の管理者は、客

室から概ね 800m 以内か
つ赴くまで概ね10 分以内
を目安に駐在
・家主不在型の管理者は、客
室から概ね 800m 以内か
つ赴くまで概ね10 分以内
を目安に駐在

堺市 （仮称）堺市住宅宿泊事業に
関する条例

住居専用地域 日曜正午～金曜正午（祝日の
前日の正午から祝日の正午ま
でを除く）

家主不在型のみ制限

兵庫県 住宅宿泊事業の適正な運営
の確保に関する条例（仮称）

学校等の周囲概ね100mの
区域

全期間 施設設置者の同意があれば、
期間を定めて可能

住居専用地域 全期間
・国立公園、国定公園及び
県立自然公園の指定区域
・景観形成地区
・広域景観形成地域
・国民保養温泉地

・7月～ 8月
・11月～3月
・金曜～日曜（祝日及びその
前日）

知事が定める区域及び期間
は除く

知事が認めた区域 知事が認めた期間
神戸市 （仮称）神戸市住宅宿泊事業

の実施の制限等に関する条
例

住居専用地域 全期間
北区有馬町 7月第 3月曜の前週の土曜正

午～翌年 5月第 2月曜正午
学校等の周辺100mの区域 全期間 施設設置者の同意があれば、

期間を定めて可能
西宮市 （仮称）西宮市住宅宿泊事業

法施行条例
・ 住居専用地域
・ 第1種住居地域
・ 第 2 種住居地域
・ 準住居地域
・ 上記地域の周辺100mの
区域

・ 学校等から100mの区域

・ 1月7日～4月26日
・ 5月7日～ 8月10日
・ 8月 21日～12月27日
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（3）	宿泊拒否について

ガイドラインでは、住宅宿泊事業法においては、旅
館業と異なり、宿泊拒否の制限を課していないため

（旅館業法5条参照）、住宅宿泊事業者が合理的な
範囲で宿泊者に対し一定の条件を課すことも住宅宿
泊事業法に反するものではないことが明確化されて
いる（ガイドライン1-1．（2 ）②）。ただし、宿泊拒否の
理由が、差別的なものや偏見に基づくものである場合
には、社会通念上不適切となることもある点に留意が
必要である（ガイドライン1-1．（2 ）②）。

（4）	住宅宿泊事業者の届出に関する事項について

（a）	区分所有建物で住宅宿泊事業をする場合について

届出住宅の建物が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（法3条3項、規則4条4項1号ル）。

ガイドラインでは、「規約に住宅宿泊事業を営むこ
とを禁止する旨の定め」（規則4条3項13号）につ
いて、規約に住宅宿泊事業を禁止する規定がある場
合のほか、規約に住宅宿泊事業を包含する事業を
禁止する規定がある場合にも該当するものとされ、ま
た、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規
約の場合は、それ以外の態様については禁止されて
いるものと解釈することが明らかとされている（ガイドラ
イン2-1．（2 ）①）。

また、規約に住宅宿泊事業を営むことについての
定めがない場合には、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
を証する書類を提出する必要があるところ（法3条3
項、同条4項1号ル、同号ヲ）、ガイドラインでは、「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証する書類」（規則4
条3項13号ヲ）とは、届出者が管理組合に事前に住
宅宿泊事業の実施を報告し届出時点で住宅宿泊事
業を禁止する方針が総会や理事会で決議されてい
ない旨を確認した誓約書や、法成立以降の総会及
び理事会の議事録その他の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明する書類であるとされてい
る（ガイドライン2-1．（2 ）①）。

（b）	消防法令適合通知書について

ガイドラインでは、届出住宅が消防法令に適合して
いることを担保するとともに住宅宿泊事業の適正な運
営を確保する目的から、届出時に、消防法令適合通
知書を併せて提出することが必要とされている（ガイ
ドライン2-1．（ 3 ）②）。消防長又は消防署長宛の当
該通知書の交付申請書及び通知書の様式その他の
通知書の交付手続について、「住宅宿泊事業の届
出に伴う消防法令適合通知書の交付について」（平
成29年12月26日付消防予第389号）に規定されて
いる注1。

条例 制限区域 制限期間 備考
尼崎市 （仮称）尼崎市住宅宿泊事業

の適正な運営の確保に関する
条例

学校等の周囲100mの区域 全期間 施設設置者の同意があれば、
期間を定めて可能

住居専用地域 全期間
奈良県 （仮称）奈良県住宅宿泊事業

の適正な運営確保に関する条
例

学校等の周囲100mの区域
（旅館・ホテル等が所在する
区域を除く）

月曜正午～金曜正午（休業日
の前日の正午～休業日の翌日
の正午を除く）

家主不在型（届出住宅から
2km 未満の事務所等に 2人
以上の管理者が常駐し、宿泊
者と通話ができる場合を除く）
のみ制限

・ 歴史的風土特別保存地区
・ 第一種歴史的風土保存地区
・ 第二種歴史的風土保存地区

知事が指定する期間

三重県 住宅宿泊事業法施行条例（仮
称）

学校等の周囲110mの地域 開校日
住居専用地域 平日

注 1
「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて（通知）」（平成29年10月27日付消防予第330号）において、届出住宅は、
消防法施行令別表第 1（5）項イに掲げる防火対象物（旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの）又はその部分として取り扱うものの、
家主居住型で宿泊室の床面積の合計が 50m2以下となるときは、住宅（消防法 9条の 2に規定する住宅の用途に供される防火対象物（消防法施
行令別表第 1（5）項ロに掲げる防火対象物（寄宿舎、下宿又は共同住宅）の部分を含む。）をいう。）として取り扱うものとされている。
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（c）	安全措置の実施内容について

ガイドラインでは、法6条の安全措置の実施内容を
把握するため、届出の添付書類の住宅の図面には、
非常用照明器具の位置、その他安全のための措置
の内容等について明示する必要があることが示され
ている（ガイドライン2-1．（3 ）①）。

具体的な安全措置のうち、避難経路の表示にあ
たっては、市町村の火災予防条例により規制される
地域もあることから、当該条例の規制内容を確認す
る必要がある（ガイドライン2-2．（ 2 ）②）。非常用照
明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全確保を
図るために必要な措置については、「非常用照明器
具の設置方法及び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
措置を定める件」（平成29年国土交通省告示第
1109号）に規定されており、その概要は表2のとおり
である（ガイドライン2-2．（2 ）①）。

（d）	届出に関連して実施することが望ましい措置について

住宅宿泊事業法上は、住宅宿泊事業の届出にあ
たり、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営
む旨を事前に説明する義務までは課されていないも
のの、ガイドラインにおいては、周辺住民に対し住宅
宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望ましいも
のとされている（ガイドライン2-1．（1 ）④）。

また、ガイドラインにおいて、住宅宿泊事業者は、
住宅宿泊事業の届出を行うにあたっては、事業を取
り巻くリスクを勘案し、火災保険や第三者に対する賠
償責任保険等の適切な保険に加入することが望まし
いものとされている点にも留意が必要である（ガイドラ
イン2-1．（1 ）⑤）。

さらに、ガイドライン上、都道府県知事等は、宿泊
者や近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無につ
いて確認をすることができるようにするため、都道府
県等の個人情報保護条例等との整合やプライバシー
へ配慮した方法により、住宅宿泊事業の届出番号及
び住所を公表することが望ましいものとされている（ガ
イドライン2-1．（1 ）④）。

（5）	宿泊者の衛生の確保について

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3.3㎡以上を確保されなければならず、定期的な清
掃及び換気を行うことが必要である（法5条、厚労
省規則）。ガイドラインでは、居室の床面積について、
旅館業法に基づく簡易宿所の取り扱いと同様に算定
されることが明らかとされ、内寸面積で算定することと
されている（ガイドライン2-2．（1 ）①）。

また、届出住宅の備品等を清潔に保つことや、寝
具のシーツやカバー等は宿泊者が入れ替わるごとに

【表 2】届出住宅の建て方と規模等に応じた安全措置の適用要否

安全措置の内容
（告示の条項）

届出住宅の建て方と規模等

一戸建ての住宅、長屋 共同住宅、寄宿舎

家主居住型で宿泊室
の床面積が 50㎡以下 左記以外 家主居住型で宿泊室

の床面積が 50㎡以下 左記以外

非常用照明器具
（第一） × ○ × ○

防火の区画等
（第二第一号） × ○※1 × ○※1

その他の安全措置
（第二第二号イ～ホ） ○※ 2 ×

○：適用あり（原則措置が必要）　×：適用なし（特段の措置不要）
※1	 複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ必要となる。
※ 2	宿泊者の使用に供する部分等の床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要となる。
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洗濯したものと取り替えること等の宿泊者の衛生確保
の具体的な措置に関する事項についてもガイドライン
において明らかとされている（ガイドライン2-2．（ 1 ）
①）。

これら以外にも、住宅宿泊事業の規模や実態に応
じて、「旅館業における衛生等管理要領」（平成12
年衛生発1811号厚生省生活衛生局長通知）を参照
することとされている。

（6）	外国人観光客である宿泊者の快適性及び利

便性の確保について

住宅宿泊事業者は外国人観光客である宿泊者に
対し、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（法7条、国交省規則2条）。ガイドラインでは、
上記案内等の具体的な方法として、必要な事項が記
載された書面を居室に備え付けることによるほか、タ
ブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に
宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によるこ
とが望ましいものとされている（ガイドライン2-2．（ 3 ）
①）。また、災害時等の通報連絡先においては、緊
急時にすみやかに確認することが可能なものを備え
付けておかなければならないことも規定されている

（ガイドライン2-2．（ 3 ）①）。これらの案内等は、「外
国語」（法7条、国交省規則2条）で行うものとされ
ているが、予約時点において、外国人宿泊者が日本
語を指定した場合には、外国語で案内等を行う必要
はなく、日本語以外の提示されていた言語で案内等
を行う必要があるものとされている（ガイドライン2-2．
（ 3 ）①）。さらに、上記②の「移動のための交通手
段に関する情報」（国交省規則2条）として、最寄り

の駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関
に関する情報を提供する必要があり、上記③の「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」（国交省規則2条）として、
消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者へ
の連絡方法の情報を提供する必要があることもガイド
ラインにおいて明らかとされている（ガイドライン2-2．
（3 ）①）。

（7）	宿泊者名簿の備付け等について

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され、その作成の日から3年
間保存されなければならない（法8条1項、規則7条
1項）。

ガイドラインでは、かかる「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、
宿泊行為の開始までに、対面又は対面と同等の手段
として、ICT（情報通信技術）を活用した方法等によ
り、宿泊者それぞれについて、①宿泊者の顔及び旅
券が画像により鮮明に確認でき、かつ、②当該画像
が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所
等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信され
ていることが確認できる方法で、本人確認を行う必要
があることが明らかとされている（ガイドライン2-2．

（ 4 ）①）。具体例としては、届出住宅等に備え付け
たテレビ電話やタブレット端末等による方法が挙げら
れている（ガイドライン2-2．（4 ）①）。

また、宿泊者名簿の作成にあたっては、住宅宿泊
事業者等は、関連する通知注2を踏まえて、宿泊者に
対し宿泊者名簿への正確な記載を働きかけることや、
日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関して
は、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を
徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを

注 2
ガイドラインでは、本人確認の際の警察への協力等について、「住宅宿泊事業法の施行に伴う宿泊者名簿への記載等の徹底に関する依頼につい
て」（平成29年警察庁丁備企発第246号・警察庁丁国テ発第489号）を受け、「住宅宿泊事業法に基づく宿泊者名簿への記載等の徹底について」

（平成29年薬生衛発1222第1号生活衛生課長通知・平成29年観産第602号観光産業課長通知）により各都道府県等の住宅宿泊事業主管部局長に
対し、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者へ周知、指導の徹底を要請し、また、「住宅宿泊事業法に基づく宿泊者名簿への記載等の徹底につい
て」（平成29年国土動第112号不動産業課長通知）により地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長（以下「地方整備局長等」とい
う。）に対し、住宅宿泊管理業者へ周知、指導の徹底を要請しているところであり、住宅宿泊事業者等はその内容に従って本人確認を行う必要が
あることが規定されている（ガイドライン2-2．（4 ）①）。
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宿泊者名簿とともに保存すること（なお、旅券の写し
の保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏
名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差
し支えないものとされている。）、営業者の求めにも関
わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合
は、当該措置が国の指導によるものであることを説明
して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿
泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄
りの警察署に連絡する等適切な対応を行うことなどが
求められている（ガイドライン2-2．（4 ）①）。

なお、宿泊者名簿には、代表者のみの記載は認め
られず、宿泊契約（宿泊グループ）ごとに宿泊者全
員が分かるように記載することが求められている（ガイ
ドライン2-2．（4 ）②）。

さらに、長期滞在者の場合には、チェックイン時に
本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊するよ
うなことがないように、定期的な清掃等の際に、不審
な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっ
ていないか等について確認することが望ましいものと
され、特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的
な面会等によりこれらの確認を行うことも求められてい
る（ガイドライン2-2．（4 ）②）。

（8）	宿泊者に対する説明事項について

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、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（法9条1項、規則8条2項）を、書面の備付け
その他の方法で説明しなければならない（同条1
項）。ガイドラインでは、「書面の備付けその他の適
切な方法」（規則8条1項）について、対面による説
明でなくても、必要な事項が記載された書面を居室
の目につきやすい場所に掲示するほか、タブレット端
末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊して
いる間に必要に応じて説明事項が確認できる方法で
行うもので足りるものとされている（ガイドライン2-2．

（ 5 ）①）。また、宿泊者の注意喚起を図る上で効果
的な方法で行う必要があり、説明が確実になされるよ
う、居室内に電話を備え付けること等により、事前説

明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする
必要があるものとされている（ガイドライン2-2．（ 5 ）
①）。

（a）	騒音の防止のために配慮すべき事項について

ガイドラインでは、住宅宿泊事業者が説明をする必
要がある「騒音の防止のために配慮すべき事項」

（規則8条2項1号）の具体例として、大声での会話
を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋
外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使
用しないこと等が挙げられており、住宅宿泊事業者
は届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じて
適切な内容を説明する必要があるものとされている

（ガイドライン2-2．（5 ）②）。

（b）	ごみの処理に関し配慮すべき事項について

ガイドラインにおいて、住宅宿泊事業に起因して発
生したごみの取扱いについて、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃
棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しな
ければならないことが明確化されている（ガイドライン
2-2．（5 ）③）。そして、住宅宿泊事業者が説明すべ
き「ごみの処理に関し配慮すべき事項」（規則8条
2項2号）としては、宿泊者のごみによる届出住宅の
周辺地域における生活環境への悪影響を防止する
ため、住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、宿泊者が
届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村に
おける廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊事
業者の指定した方法（届出住宅内の適切な場所に
ごみを捨てること等を含む。）により捨てるべきであるこ
と等を説明する必要があるものとされている（ガイドラ
イン2-2．（ 5 ）②）。なお、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に違反した場合においては、5年以下の
懲役又は1,000万円以下の罰金に課せられる点にも
留意が必要である（同法25条）。この点については、
ごみの処理に関する文化は国により様々であることを
踏まえて、外国の宿泊者に対しても、分かりやすいよ
う説明を工夫する必要があるものと考えられる。
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（c）	火災の防止のために配慮すべき事項について

住宅宿泊事業者が説明すべき「火災の防止のた
めに配慮すべき事項」（規則8条2項3号）について
も、ガイドラインにおいて、ガスコンロの使用のための
元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火
のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置
等が想定され、住宅宿泊事業者は、届出住宅及び
その周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明
する必要があることが明確化されている（ガイドライン
2-2．（5 ）③）。

（9）	苦情等への対応について

ガイドラインにおいては、届出住宅の周辺住民から
の苦情及び問合せ（法10条）に対する住宅宿泊事
業者の対応の詳細について規定されている。

まず、住宅宿泊事業者は、深夜早朝を問わず、宿
泊者が滞在していない間であっても、常時、届出住
宅の周辺住民からの苦情及び問い合わせに対応す
る必要があり、例えば、住宅宿泊事業者は、回答を
一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期
日を明示した上で後日回答する等の誠実な対応をとる
ことが求められている（ガイドライン2-2．（ 6 ）①）。ま
た、滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生してい
る場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っ
ても改善がなされないような場合には、住宅宿泊事業
者は、現場に急行して退室を求める等、必要な対応
を講じることが必要であることが規定されている（ガイ
ドライン2-2．（ 6 ）①）。さらに、住宅宿泊管理業務の
委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場
合には、宿泊契約の解除の権限を予め委託者から
得ておくことが望ましいものとされているため（ガイドラ
イン2-2．（6 ）①）、住宅宿泊管理業者への委託契約
の作成にあたってはこの点に留意されたい。なお、
苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、

住宅宿泊事業者は、必要に応じて、警察署、消防
署、医療機関等の然るべき機関に連絡した後、自ら
も現場に急行して対応することが必要とされている
（ガイドライン2-2．（6 ）①）。

（10）	標識の掲示について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見や
すい場所に標識を掲げる必要があるところ（法13
条）、ガイドラインでは、標識の位置について、届出住
宅の門扉、玄関（建物の正面の入り口）等の、概ね
地上1.2メートル以上1.8メートル以下（表札等を掲げ
る門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メートルの高
さ以内）で、公衆が認識しやすい位置に掲示されるこ
とが望ましいものとされ、また、標識はラミネート加工等
により風雨に耐性のあるもの望ましいものとされている
（ガイドライン2-2．（8 ）①）。

共同住宅の場合にあっては、個別の住戸に加え、
共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識し
やすい箇所へ簡素な標識注3を掲示することが望まし
く、分譲マンションの場合（住宅がある建物が二以上
の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供す
る専有部分のあるものである場合）には、標識の掲
示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談す
ることが望ましいものとされている（ガイドライン2-2．
（8 ）①）。戸建て住宅の場合にあっても、届出住宅の
門の扉、玄関等への掲示によるだけでは、公衆にとっ
て見やすいものとならない場合には、簡素な標識注4を
掲示することが望ましいものと規定されている（ガイドラ
イン2-2．（8 ）①）。

なお、届出番号や住宅宿泊事業者等の連絡先等
の正確な記載を確保し、記載事項の把握を容易にす
る観点等から、都道府県等が標識を発行する場合
が想定されている（ガイドライン2-2．（8 ）①）。

注 3
簡素な標識とは、例えば、標識の一部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペースに合わせて掲示するといった方法が考えられるものとされて
いる（ガイドライン2-2．（8 ）①）。

注 4
同上。
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（11）	都道府県知事等への定期報告について

住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に対して、
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を報告
しなければならない（法14条、規則12条1項）。ガイ
ドラインでは、それぞれの報告事項の詳細について
規定されるとともに、法11条1項に基づき住宅宿泊
管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合に
は、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行
うため、住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者に
対して宿泊者に関する定期的な情報提供の実効性
が確保されるために、委託契約において定期的な情
報提供について取り決めることが望ましいものとされて
いる点にも留意が必要である（ガイドライン2-2．（ 9 ）
③）。

（12）	住宅宿泊管理業務の委託について

（a）	委託の範囲について

住宅宿泊事業者が、法11条1項の規定に基づ
き、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊
管理業者に委託する場合には、一の住宅宿泊管理
業者に対して、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（法11
条1項、規則9条1項1号）注5。ガイドラインでは、複
数の管理業者に分割して委託することや、住宅宿泊
管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことが
認められないことが確認されている（ガイドライン2-2．

（7 ）①）。

（b）	「不在」の解釈について

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。なお、ここでいう「不在」（法11条1項2
号）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）。ガイドラインでは、
「日常生活を営む上で通常行われる行為」（規則9
条3項）とは、生活必需品の購入等を想定したもので
あり、業務等により継続的に長時間不在とするものは
該当しない旨が明示され、「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）に
ついても、届出住宅が所在する地域の事情等を勘案
する必要があるため、一概に定めることは適当ではな
いとしつつも、原則1時間という基準が示され、生活
必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通
手段の状況等により当該行為が長時間にわたること
が想定される場合には、2時間程度までの範囲とされ
ている（ガイドライン2-2．（7 ）③）。

また、「不在」とは、住宅宿泊事業者が届出住宅
を不在にすることをいうため、住宅宿泊事業者ではな
い他者が届出住宅に居たとしても、住宅宿泊事業者
自身が不在としている場合は「不在」として取り扱わ
れることとなる点にも留意が必要である（ガイドライン
2-2．（7 ）③）。

なお、法11条の要件を満たさないため住宅宿泊
管理業務を委託する必要がない住宅宿泊事業者も、
清掃等の一部の事実行為を住宅宿泊管理業者では
ない専門業者に行わせることは可能であり、この場合
において、法5条から10条までの規定は住宅宿泊事
業者に適用されるものとされている（ガイドライン2-2．

（7 ）④）。

（13）	旅館業との関係について

（a）	旅館業法の改正

違法な民泊サービスの広がり等への対応として、
住宅宿泊事業法の制定に加え、旅館業法の一部を
改正する法律（平成29年法律第84号）（以下「改
正法」という。）が制定され、平成29年12月15日に公
布された。当該改正は、当該公布の日から起算して
1年を超えない範囲内において政令で定める日に施

注 5
国土交通省は、平成 29年 12月 27日に「住宅宿泊管理受託標準契約書」（案）を公表し、平成 30年 1月 19日まで意見募集の手続を行った。
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行される（改正法附則1条）。
改正法により旅館業法が改正され（当該改正後の

旅館業法を、以下「改正旅館業法」という。）、①無
許可営業者に対する都道府県知事等による緊急命令

（改正旅館業法7条の2第3項）並びに当該命令の
要否を調査するための無許可営業者等に対する報
告徴収及び立入検査（同法7条2項）が創設され
る。緊急命令とは、無許可の旅館業が営まれることに
よる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又
は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘
発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認
めるときに、当該無許可営業者に対し、無許可営業
の停止等の措置をとるべきことを命ずるものである。さ
らに、②無許可営業者等に対する罰金の上限額が3
万円から100万円に（同法10条）、その他旅館業法
に違反した者に対する罰金の上限額が2万円から50
万円に引き上げられる（同法11条）。ガイドラインで
は、住宅宿泊事業者として届出をした者が、1年間に
180日を超えて人を宿泊させ、旅館業法の許可も取得
していない場合は、超過した宿泊分については旅館
業法3条1項に違反することとなり、また、法2条1項
に規定する住宅の定義に該当しなくなった施設にお
いて、人を宿泊させた場合にも、旅館業法3条1項に
違反することとなることが確認されている（ガイドライン
2-3．（ 1 ）①）。したがって、旅館業法の改正により、
旅館業法上の簡易宿所営業の許可、住宅宿泊事業
法上の住宅宿泊事業の届出その他の必要な許認可
を取得せずに行う違法民泊の取締りが強化されるこ
とにより、違法民泊に対する抑止力の効果が期待さ
れる。

これら以外にも、改正旅館業法において、③ホテ
ル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業
に統合して規制緩和が図られ（改正旅館業法2
条）、④旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等が
追加され（同法3条2項）、⑤旅館業による公衆衛
生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を
害する行為の助長若しくは誘発の防止を目的とする、
当該旅館業営業者に対する都道府県知事等による
措置命令が創設される（同法7条の2第2項）。

なお、旅館・ホテル営業を営もうとする者は、施行日
前においても、その許可の申請をすることができる

（改正法附則5条1項）。都道府県知事等は、かか
る許可の申請があった場合には、施行日前において
もその許可を与えることができ（同条2項）、この場合
において、その許可を受けた者は、施行日において
当該許可を受けたものとみなされる（同項）。

（b）	旅館業の規制緩和

旅館業規制の見直しに関する意見（平成28年12
月6日付規制改革推進会議決定）において、旅館業
法に係る構造設備基準の規制全般について見直し
が提言された。かかる意見等を踏まえ、厚生労働省
は、①図1（次頁参照）の対応案を取りまとめ、また、
②簡易宿所における玄関帳場その他これに類する
設備（以下「玄関帳場等」という。）の取扱案を取り
まとめた。

そして、①の対応案に沿って、旅館業における衛
生等管理要領が平成29年12月15日に改正され（平
成29年生食発1215第2号厚生労働省大臣官房生
活衛生・食品安全審議官通知）、②の取扱案を踏ま
え、「簡易宿所営業における玄関帳場等の設置につ
いて」（同3号）が同日発出された。

（ア）	旅館業における衛生等管理要領の改正

図1の対応案は、住宅宿泊事業における規制と平
仄を合わせるための規制緩和を目的の一つとする。
かかる対応を実施するため、要領の改正に加え、改
正法の施行までに旅館業法施行令の改正も予定さ
れている。そして、改正法に関する事項及び当該旅
館業法施行令の改正によって実施する事項に合わ
せて、また今後要領が改正される予定である。

（イ）	簡易宿所営業における玄関帳場等の設置について

簡易宿所営業については、旅館業法施行令にお
ける構造設備基準において、玄関帳場等に関する
規定を設けておらず、旅館業における衛生等管理要
領においても「適当な規模の玄関、玄関帳場又はフ
ロント及びこれに類する設備を設けることが望ましい」
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と規定し、その設置は義務とはされていない。もっと
も、一部の都道府県等における条例では、依然とし
て当該設置が義務付けられている。かかる状況を踏
まえ、条例において当該義務が規定されている場合
において、以下の取扱いが認められることとされた。

（i ） 一の営業者が複数の簡易宿所を運営するとき
に、一の玄関帳場等を設置して、それら複数の
簡易宿所の玄関帳場等として機能させること。

（ii ） 複数の簡易宿所の営業者が、共同して一の玄
関帳場等を設置して、それら複数の簡易宿所
の玄関帳場等として機能させることは、緊急時
に適切に対応できる体制注7が整備されていれば
差し支えないものとされること。

3. 住宅宿泊管理業
（1）	住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要

な体制の整備について

住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業の委託を受
け、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、同22条1項）。もっとも、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
い場合、すなわち、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が整備されていると認められて

：政令事項

「旅館業の見直しに関する意見」への対応（案）
○ 平成 年 月規制改革会議において「旅館業規制の見直しに関する意見」が決定され、旅館業法に係る構造設備基準の規制全般につ
いて見直しが提言された。

客室数の最低数
ホテル：10室以上、旅館：5室以上 ホテル・旅館の一本化に合わせ、撤廃する

寝具の種類
洋室：洋式の寝具、和式：和式の寝具 撤廃する

客室の境の種類
洋室：壁造り、和式：壁、板戸、襖等による区画 撤廃する

採光・照明設備の具体的要件
採光部分の面積が8分の1以上等
場所ごとの必要な照度

採光：緩和する。
照明：数値規制は撤廃。定性的な表現に改め
る。

便所の具体的要件
ホテル：水洗式で座便式、旅館：適当な数、収容定員に
応じた数等

数値規制は撤廃。定性的な表現に改める。

客室の最低床面積
洋室：9㎡以上、和室：7㎡以上

（１）「撤廃すべき」とされた規制について

（２）公衆衛生等の観点から根拠を明確に説明し得る必要最小限度のものとすべきとされた規制について

入浴設備の具体的要件
ホテル：洋式浴室・シャワー室
旅館：適当な規模（近接して公衆浴場がある場合等は
除く。）

（３）玄関帳場の規制について

受付台の長さ1.8m以上等の数値規制は撤廃。ICT活用等により対面でのコミュニケーションに代替する方策について、
具体的に検討した上で、ICT活用等による適用除外を認める方向

ホテル・旅館の一本化に合わせ、ベッドの有無
に着目した規制に改める。

ホテル・旅館の一本化に合わせ、規制の緩や
かな旅館の水準に統一。レジオネラ症等の感
染症対策や利用者の安全等に必要な規定は
維持し、それ以外の規定は撤廃

要 令

令

令
要

令
要

令
要

令
要

令

令
要

：衛生等管理要領事項

注6

要令

図１　「旅館業の見直しに関する意見」への対応（案）注6

注 6
歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース（第 5回）資料 6「平成 29年 5月 18日厚生労働省「旅館業に関する規制の見直しについて」」
より抜粋。

注 7
宿泊客の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常概ね 10分程度で職員等が駆けつけることができる体制が想定されている。距離の
目安として、徒歩で駆けつけることが想定されるケースであれば 1km程度、自転車や自動車で駆けつけることが想定されるケースではより長
い距離を基準とすることが考えられるものとされている（平成 29年 12月 15日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡）。
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いない場合には、登録拒否事由に該当する（法25
条1項11号、国交省規則9条）。ガイドラインでは、
以下のとおり、上記①及び②の要件の詳細が示され
ている。

（a）	「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が整備され

ていると認められない者」について

「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」（国
交省規則9条1号）の具体的な内容として、住宅の
管理に関する責任の所在及び費用の負担等につい
て契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構
成が確保されていることをいうものであることがガイド
ラインにおいて明らかにされている（ガイドライン3-1．
（ 7 ）①）。また、住宅の取引又は管理に関する契約
に係る依頼者との調整、契約に関する事項の説明、
当該事項を記載した書面の作成及び交付といった、
契約実務を伴う業務に2年以上従事した者であるこ
と又はそれらの者と同等の能力を有すると認められる
ことが必要であるとされている（ガイドライン3-1．（7 ）
①）。

申請者が個人である場合には、以下のいずれかが
満たされている場合にも、同等の能力を有するものと
みなされる（ガイドライン3-1．（7 ）①）。

（i ） 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引
士の登録を受けていること。

（ii ） マンションの管理の適正化の推進に関する法律
に規定する管理業務主任者の登録を受けてい
ること。

（iii ） 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程
31条に基づく登録を受けていること。

申請者が法人である場合には、以下のいずれかが
満たされている場合にも、同等の能力を有するものと
みなされる（ガイドライン3-1．（7 ）①）。

（i ） 上記の要件を満たす者を従業者として有するこ
と。

（ii ） 当該法人が宅地建物取引業法に規定する宅

地建物取引業者の免許を受けていること。
（iii ） マンションの管理の適正化の推進に関する法律

に規定するマンション管理業者の登録を受けて
いること。

（iv） 賃貸住宅管理業者登録規程に規定する賃貸
住宅管理業者の登録を受けていること。

（b）	「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な

体制が整備されていると認められない者」について

（国交省規則9条2号）

ガイドラインにより、法7条の措置、法8条の規定に
よる宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措
置、法9条の説明、法10条の規定による苦情及び問
合せへの応答について、ICT等を用いて遠隔で業務
を行うことを予定している場合には、宿泊者との連絡
の必要が生じた場合にすみやかに、かつ、確実に連
絡がとれる機能を備えた機器の設置等を行う必要が
あり、登録の申請の際に、それぞれ具体的な方法を
明らかにする必要があるものとされている（ガイドライ
ン3-1．（ 7 ）②）。また、再委託先の事業者がこれら
の方法を用いる場合には、再委託が予定される者の
情報を含めて登録の申請を行うこととされている点に
も留意が必要である（ガイドライン3-1．（7 ）②）。これ
らの場合において、住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊
事業者から住宅宿泊管理業務を受託している間、常
時、宿泊者と連絡を取ることが可能な人員体制を備
える必要があり、住宅宿泊管理業者（自社の従業者
を含む。）又は再委託先の従業者の交代制によって、
従業者が苦情対応で現地に赴いている間も、別の苦
情に応答可能であるような体制を常時確保しなけれ
ばならないことが明確化されている（ガイドライン3-1．
（7 ）②）。

（2）	誇大広告等の禁止について

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業者の責
任、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を行うこと
が禁止されている（法31条、国交省規則12条）。ガ
イドラインでは、「住宅宿泊管理業者の責任に関する
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事項」（国交省規則12条1号）についての誇大広
告等の例として、実際の管理受託契約上は、住宅宿
泊管理業者が宿泊者によって生じた損害について一
切責任を負わないこととなっているにもかかわらず、家
主に損害の負担が全くないかのように誤認させるよう
なものが挙げられ（ガイドライン3-2．（ 2 ）②）、「報酬
の額に関する事項」（国交省規則12条2号）につい
ての誇大広告等の例として、実際の管理受託契約
上は、宿泊数に比例する料金体系が設定されるよう
なサービス内容であるにもかかわらず、委託報酬が月
額制で上限の定まった定額であるかのように誤認さ
せるようなものが挙げられている（ガイドライン3-2．

（ 2 ）②）。さらに、「管理受託契約の解除に関する
事項」（国交省規則12条3号）についての誇大広
告等の例として、実際の管理受託契約上は、契約期
間途中の解約が制限されるにもかかわらず、委託者
の求めるときにいつでも解約できるように誤認させるよ
うなものが挙げられている（ガイドライン3-2．（2 ）②）。

（3）	住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について

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）。ガイドラインでは、再委託は住宅宿泊管理
業務の一部については認められるものの、全てにつ
いて他者に再委託することや、住宅宿泊管理業務を
複数の者に分割して再委託して自らは住宅宿泊管理
業務を一切行わないことは法35条に違反するもので
あることが確認されている（ガイドライン2-2．（ 7 ）①、
同3-2．（ 12 ）③）。再委託を受けて住宅宿泊管理業
務の一部の事実行為を行うことは、住宅宿泊管理業
には該当しないものと解されるため（ガイドライン1-1．
（ 4 ）②）、再委託先は住宅宿泊管理業者である必
要はないが、住宅宿泊事業者と管理受託契約を交わ
した住宅宿泊管理業者が再委託先の住宅宿泊管理
業務の実施について責任を負うこととなるため、法25
条各号（同条11号を除く。）の登録拒否要件に該当
しない事業者に再委託することが望ましく、また、再
委託期間中は、住宅宿泊管理業者が責任をもって
再委託先の指導監督を行うことが必要であるものとさ

れている（ガイドライン3-2．（12 ）③）。

（4）	苦情への対応について

ガイドラインでは、住宅宿泊管理業者の苦情の対
応について、必要に応じてすみやかに現地へ赴くこと
とし、苦情があってから現地に赴くまでの時間は、30
分以内を目安とし、交通手段の状況等により現地に赴
くまでに時間を要することが想定される場合は、60分
以内を目安とするものとされている（ガイドライン3-2．

（13 ）⑥）。

（5）	住宅宿泊事業者への定期報告について

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施
状況等について定期的に、住宅宿泊事業者に報告
しなければならない（法40条、国交省規則21条）。
ガイドラインでは、住宅宿泊管理業者が報告すべき
「住宅宿泊管理業務の実施状況」（規則21条1項
2号）として、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者
が締結する管理受託契約における委託業務の全て
について報告する必要があることが明確化され（ガイ
ドライン3-2．（16 ）①）、また、「住宅宿泊管理業務の
対象となる届出住宅の維持保全の状況」（国交省
規則21条1項3号）の報告として、住宅宿泊事業に
おいて届出住宅に設ける必要があるとされている台
所、浴室、便所、洗面設備の状態について報告を行
うとともに、水道や電気などのライフラインの状態につ
いても報告を行う必要があることが示されている（ガイ
ドライン3-2．（16 ）②）。また、ドアやサッシなどの届出
住宅の設備の状態についても報告を行うことが望まし
いものとされている（ガイドライン3-2．（ 16 ）②）。さら
に、「住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周
辺地域の住民からの苦情の発生状況」（国交省規
則21条1項4号）の報告として、苦情の発生した日
時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容等につい
て、把握可能な限り記録し、報告する必要があり、苦
情を伴う問合せについては、記録し、対処状況も含
めて報告する必要があることも明らかとされている（ガ
イドライン3-2．（16 ）②）。
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4. 住宅宿泊仲介業
（1）	住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要

な体制の整備について

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、住宅宿
泊仲介業を行うには、観光庁長官の登録を受ける必
要がある（法2条9項、同46条）。しかし、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、
すなわち、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なされていない場合には、登録
拒否事由に該当する（法49条1項11号、国交省規
則31条）。ガイドラインにおいては、かかる必要な体
制の整備として、法令遵守、苦情問合せ、情報管理
等について、責任を有する部局を設置すること等が
明確化されている（ガイドライン4-1．（3 ））。

（2）	違法民泊仲介に係る禁止行為

（a）	ガイドラインの規定

住宅宿泊仲介業者は、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、
その旨の広告等をしてはならず（法58条2号、同条
3号）、具体的には、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等が禁止され
るため（国交省規則39条2号）、住宅宿泊仲介業
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。この点
について、ガイドラインでは、適法な物件であるかの
確認の方法として、住宅宿泊事業法に基づく届出を
している物件の仲介を行う場合には、住宅宿泊事業
者からの申告に基づき都道府県知事等から通知され
る届出番号を確認する方法によるほか、これと同等
以上に確実な方法で行う必要があること等が示され

ている（ガイドライン4-5．③）。
また、ガイドラインにおいて、住宅宿泊仲介業者に

よる届出番号等の確認にあたっては、自社が運営す
る民泊仲介サイト上で、住宅宿泊事業者等から届出
番号等を入力させ、入力が確認できないものについ
ては非表示とするなどの電子的処理による方法も認
められている旨が規定されている（ガイドライン4-5．
③）。

これらのあっせん等及びその広告等の禁止は、当
該行為が故意又は重過失の場合に対象となるものと
されているため（ガイドライン4-5．③）、重過失が認
定されない程度の調査を行った上で禁止行為に該当
しないことを確認すればよいことになる。

さらに、宿泊サービスの仲介の実施に当たっては、
旅行業法3条において、原則旅行業法に基づく旅行
業の登録を受けなければいけないこととされているた
め、住宅宿泊事業以外の、旅館業法に基づく許可
物件やイベント民泊、いわゆる特区民泊の物件につ
いて、宿泊サービスの仲介を実施するに当たっては、
原則旅行業の登録を受けなければいけないこともガイ
ドラインにおいて確認されている（ガイドライン4-5．
③）。

マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を
主とする上記施設と混在させ民泊仲介サイトに表示
させることは適切ではないため、別サイトにおいて管
理することが望ましいものとされていることにも留意が
必要である（ガイドライン4-5．③）。

ガイドラインでは、住宅宿泊仲介業者から観光庁
への報告等により、違法な物件が民泊仲介サイトに
掲載されていることを観光庁において確認した場合
には、観光庁より当該民泊仲介サイトを運営する住宅
宿泊仲介業者に対し、当該物件に関する情報を当
該サイト上から削除すること等を要請することがあり得
るものとされ、その場合において、当該住宅宿泊仲
介業者は、観光庁からの求めに応じ、すみやかに、
自社が運営する民泊仲介サイトから当該物件に関す
る情報を削除すること等の必要な措置を講じる必要
があることも明らかとされている（ガイドライン4-7．）。
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のむら　ゆみこ

2013年予備試験合格、2014年司法試験合格、2015年弁護士
登録、2016年森・濱田松本法律事務所に入所。訴訟等の紛争解決
や企業法務の案件を多数手がける。また、Fintech案件、不動産案
件や金融規制法関連の案件なども幅広く取り扱う。

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。

（b）	民泊仲介サイト運営事業者宛の通知

民泊仲介サイトに違法な民泊サービスを提供して
いる物件が現に掲載されていることが指摘されている
ことから、前記（ a ）で記載した法令及びガイドライン
のほか、平成29年12月26日付で民泊仲介サイト運
営事業者において重点的に対応を要する措置につ
いて事業者宛に通知が行われた（違法民泊物件の
仲介等の防止に向けた措置について（通知）（観観
産第607号・生食発1226第3号））。当該通知にお
いて、法施行前又は住宅宿泊仲介業者の登録申請
までに、例えば以下のような措置を講ずべきとされて
いる。

（i ） 民泊仲介サイト運営事業者は、既掲載物件に
ついて営業者からの申告に基づき旅館業の許
可番号等を確認する等の方法により適法性の
確認を行うこと。適法性の確認ができない物件
については、法施行日までにサイトから削除する
こと。

（ii ） 平成30年3月15日以降に届出がなされた物件
について、仮の届出番号が確認できた場合に
は、法施行日前においてもサイトへ掲載すること

ができることとすること。
（iii ） 住宅宿泊仲介業の登録申請を行おうとする者

は、上記（ i ）及び（ ii ）の対応措置について、
登録申請時までに観光庁へ報告すること。

また、法施行後においては、サイト利用者へ適法
な物件であることを周知する等のため、民泊仲介サイ
トにおいて、届出番号等物件の適法性に関する情報
の表示が求められている。

（3）	住宅宿泊仲介業者から観光庁への報告について

住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業者が人を宿
泊させた日数が180日を超過していないか、又は条例
で制限がある場合においては、当該条例で禁止され
ている期間に営業が行われていないかを補完的に確
認するため、民泊仲介サイトに掲載の届出物件につ
いて、①住宅宿泊事業者の商号名称又は氏名、②
届出住宅の住所及び届出番号、③届出住宅におい
て人を宿泊させた日数を、毎年4月、10月の15日まで
に、それぞれの月の前6ヶ月分を観光庁に報告するこ
ととされている（ガイドライン4-7．）。




