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2020年 7月号 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．本法の成立に至る経緯 

Ⅲ．本法の内容 

Ⅳ．実務上の影響 

Ⅰ．はじめに 

2020 年 6 月 12 日、賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律（以下「本法」とい

う。）が成立し、同月 19日に公布された。本法は、賃貸住宅における、①いわゆるマス

ターリース契約の適正化に関する措置と、②賃貸住宅管理業に関する登録制度の創設を

二つの柱とし、原則として、①の内容は公布の日から 6 か月以内、②の内容は公布の日

から 1 年以内に施行予定とされている（附則 1 条）。したがって、①の内容は 2020 年

12 月 19 日まで、②の内容は 2021 年 6 月 19 日までに施行される（①の施行を以下

「2020年 12月施行」といい、②の施行を以下「2021 年 6月施行」という。）。 

本法は、主として、個人の建物オーナーを相手にする賃貸住宅管理業者やサブリース

業者に適用されることが意図されているが、今後成立する政省令や制定されるガイドラ

インの内容によっては、不動産私募ファンドや REITの PM業者やマスターレッシーに

も適用される可能性があり、今後の動向に注視が必要である。 

本稿では、本法の内容について概説する。本稿で記載される条文は別途明示されない

限り本法の条文である。 

Ⅱ．本法の成立に至る経緯 

賃貸住宅管理業の登録制度は 2011 年 12 月に任意の登録制度として開始されたが、

2016 年 9 月に制度改正が行われ、賃貸住宅の貸主となる所有者に対する重要事項説明

等を一定の資格者等が行うことがルール化された。当該資格者等として、賃貸住宅管理

業務の 6年以上の実務経験を有する者のほか、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議

会（以下「協議会」という。）が運営する賃貸不動産経営管理士の資格の登録を受けた者

が認められることになった（賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅業処理準則の解

釈・運用の考え方）。 

その後、2018年 10月、国土交通省が設置した「賃貸住宅管理業等のあり方に関する

検討会」（以下「検討会」という。）において、賃貸住宅管理業者と賃貸人・賃借人との
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トラブルの発生、シェアハウス投資問題1等サブリース業者と家主のトラブルの発生、非

登録サブリース業者の破産事例の発生等の課題を踏まえ、賃貸住宅管理業者登録制度の

法制化に向けた検討を進めるべきという提言（「今後の賃貸住宅管理業のあり方に関す

る提言」）が取りまとめられた。 

そして、かかる提言を踏まえ、賃貸住宅管理業法の法案が内閣提出法案として作成さ

れ、第 201回国会で成立し公布された。 

 

  

国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」（概要）より 

 

Ⅲ．本法の内容 

 

1. 「賃貸住宅」の定義 

 

Ⅰにおいて述べたとおり、本法の対象となる物件は「賃貸住宅」とされており、そ

れは「賃貸の用に供する住宅（人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。）」

と定義されている（2条 1項）。また、同定義は但書があり、「人の生活の本拠として

使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令で定

めるものを除く」としている。したがって、最終的な適用対象は省令の成立を待つ必

要があるが、原則として本法は居住物件又は居住区画を対象にし、オフィス、商業、

宿泊等のために用いられている物件又は区画等は対象とはならないものと考えられ

る。 

 

2. マスターリース契約の適正化に関する措置 

 

（1） 定義 

本法において、マスターリース契約は「特定賃貸借契約」と定義されている（2条

4項）。具体的には、「賃貸住宅の賃貸借契約（賃借人が人的関係、資本関係その他の

関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者である

ものを除く。）であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むこと

を目的として締結されるもの」と定義されている。 

 
1 スマートデイズ社の投資用シェアハウス、かぼちゃの馬車事件（国会審議における国土交通省土地・
建設産業局長答弁。なお、同人による答弁を以下「局長答弁」という。）。 
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もっとも、マスターリース契約の賃貸人と賃借人、すなわち、オーナーとサブリ

ース業者が人的関係、資本関係その他の関係において密接な関係を有する場合は特

定賃貸借契約に該当せず、本法は適用されない。典型的には両社が同一グループに

属する場合が想定されるが、具体的には省令の成立を待つ必要がある。 

そして、特定賃貸借契約の賃借人、すなわちサブリース業者は「特定転貸事業者」

と定義されている（2条5項）。 

 

（2） 特定転貸事業者に適用される主な規制 

（i） 誇大広告等・不当な勧誘等の禁止 

まず、特定転貸事業者は、誇大広告等及び不当な勧誘等が禁止される（28条、

29条）。これらの規制は、勧誘の適正化の観点から、特定転貸事業者（サブリー

ス業者）と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者（勧誘者）にも

適用される2。 

これらの規制の下で、特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件に

ついての誇大広告等を行ってはならず、また、特定賃貸借契約の締結の勧誘時等

に、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方であるオ

ーナーの判断に影響を及ぼす重要事項について故意に事実を告げず、又は不実の

ことを告げる行為が禁止される。当該重要事項の例として家賃の減額リスクが挙

げられている3。具体的な内容は、今後ガイドラインにおいて明確化される予定で

ある4。 

 

（ii） 説明義務・書面交付義務 

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結する際には、相手方であるオーナー

に対し、契約締結前及び契約締結時に書面を交付する義務を負い、締結前にはそ

の内容を説明する義務を負う（30条、31条）。ただし、締結前の説明・書面交付

義務については、「特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門

的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定める者」には負

わない（30条1項括弧書き）。特定転貸事業者のほかにどのような者がこれに該当

するのか省令に注目したい。 

契約締結時書面は実務上は特定賃貸借契約の契約書に記載事項を網羅するこ

とによって対応することになるだろう。 

なお、両書面とも、オーナーの承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法に

 
2 かかる勧誘を行う者は「勧誘者」と定義され、特定転貸事業者又は勧誘者は「特定転貸事業者等」と
定義されている（28 条）。具体的には、特定賃貸借契約締結に向けて特定のサブリース業者と何らかの

特定の関係性があると認められる者であり、実例としては、サブリース業者の系列の不動産業者、建設

会社等が多いが、サブリース業者との資本関係、契約関係の有無を問わず、実態に即して判断するとさ

れ、具体例はガイドラインにおいて明確化される予定である（局長答弁）。 
3 国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」（概要） 
4 家賃保証又は空室保証との表現を用いることが直ちに違反するものではないが、併せて賃料減額リス
クが伝えられていない場合には、規制の対象になる（局長答弁）。 
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より提供することができる（30条2項、31条2項）。 

 

3. 賃貸住宅管理業に関する登録制度の創設 

 

（1） 定義 

一定規模以上で営む場合に国土交通大臣の登録が必要となる「賃貸住宅管理業」

は、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務（以下「管理業務」とい

う。）を行う事業と定義されている（2条2項、3条）。 

① 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全（住宅の居室及びその他の部分について、

点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。）

を行う業務 

② 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務（①

に掲げる業務と併せて行うものに限る。） 

②は①と併せて行うものに限られるため、②の業務のみ行う場合、当該業務は管

理業務に該当しない。一方で、①の業務のみ又は①及び②の業務を行う場合、当該

業務は管理業務に該当する。 

そして、当該管理業務の委託を受けることを内容とする契約は「管理受託契約」

と定義される（12条1項）。 

 

（2） 登録 

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要がある。

ただし、事業規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土

交通省令で定める規模未満であるときは登録を受ける必要はない（3条1項）。具体的

な基準は省令を待つ必要があるが、管理戸数が200戸未満の者は登録義務の適用を受

けないものとされる予定である（局長答弁）5。 

登録の期間は5年で、更新した場合はさらに5年となり、以降も同様である（3条2

項）。登録料は1件9万円である（登録免許税法別表1第151号の2）。 

登録を受けるには、登録拒否事由に該当してはならない（6条1項）。拒否事由は同

項1号から11号まで定められている。詳細は国土交通省令に定められるものもあるが、

重要と思われるものとしては、財産的基盤と業務管理者の選任が求められる10号と

11号であろう。財産的基盤の具体的な基準は省令に定められるが、①債務超過では

ない（負債の合計額が資産の合計額を超えない）ことと、②支払不能に陥っていな

いことが求められ、財務諸表等で確認される予定である（局長答弁）。業務管理者に

ついては後述する。 

なお、当該登録を受けた者は「賃貸住宅管理業者」と定義される（2条3項）。 

 

 
5 登録が義務づけられない小規模事業者についても、任意で登録を受けることは妨げられず、国土交通
省としてはむしろ登録を受けることを推奨していくとされている（局長答弁）。 
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（3） 賃貸住宅管理業者に適用される主な規制 

（i） 業務管理者の選任 

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、業務管理者を選任する

必要がある（12条1項）。業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者と

なることができないので（同条3項）、営業所又は事務所ごとに別の業務管理者

を選任しなければならない。業務管理者がいない営業所又は事務所では、管理

受託契約を締結することができない（同条2項）。 

業務管理者は、一定の拒否事由に該当しないことのほか、以下の条件を満た

すものでなければなることができない（12条4項）。 

⚫ 業務管理者の事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸

住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を

備える者 

当該具体的な要件は省令を待つ必要があるが、宅地建物取引士又は賃貸不動

産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者である等を

要件とすることが予定されている（局長答弁）。 

 

（ii） 書面交付義務 

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する際には、相手方であるオーナー

に対し、契約締結前及び契約締結時に書面を交付する義務を負い、締結前にはそ

の内容を説明する義務を負う（13条、14条）。ただし、締結前の説明・書面交付

義務については、「賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知

識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定める者」に対しては

負わない（13条1項括弧書き）。賃貸住宅管理業者のほかにどのような者がこれに

該当するのか省令に注目したい。なお、オーナーに対する説明は、業務管理者以

外の者が行うことも可能である（局長答弁）。 

両書面とも、オーナーの承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法により提

供することができる（30条2項、31条2項）。 

 

（iii） その他 

賃貸住宅管理業者は、管理業務の再委託の禁止（15条）、財産の分別管理（16

条）、オーナーへの定期報告（20条）等の義務を負う。 

再委託の禁止は、委託を受けた管理業務の全部の再委託の禁止なので、一部の

管理業務のみ委託することは妨げられていない。 

財産の分別管理の具体的な方法は省令を待つ必要があるが、たとえば契約ごと

に個別の台帳を作成することまでは必要なく、帳簿上区分して出入金が整理され

るような方法が想定されている（局長答弁）。 

オーナーへの定期報告は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める
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事項を、国土交通省令で定めるところにより報告するとされている6。 

 

4. 経過措置 

 

本法の賃貸住宅管理業に関する2021年6月施行の際現に賃貸住宅管理業を営んで

いる者は、当該施行日から起算して1年間（最長で2022年6月19日まで）は登録を受け

ずに賃貸住宅管理業を営むことができる（附則2条1項）。この場合、当該賃貸住宅管

理業を営んでいる者は、登録を受けるまでは賃貸住宅管理業者とみなされ、また、そ

の営業所若しくは事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者は、業務管理者

とみなされる（附則2条2項）。 

2021年6月施行前に締結された管理受託契約については、賃貸住宅管理業を営む業

者は契約締結時書面の交付義務とオーナーへの定期報告の義務を負わない（附則3条

1項）。逆に言うと、その他の義務は負うことになる。 

本法のマスターリース契約に関する規定の2020年12月施行前に締結された特定賃

貸借契約については、サブリース業者は契約締結時書面の交付義務を負わない（附則

3条2項）。 

 

Ⅳ．不動産私募ファンド・REITへの影響 

 

1. PM業者とマスターレッシー 

 

不動産私募ファンド及びREITが賃貸住宅、いわゆるレジデンス（レジ）物件を保有

する場合、当該物件の管理運営業務はPM業者に委託される。また、物件所有ビーク

ル（合同会社（GK）、特定目的会社（TMK）、REIT、信託受託者等）が多数のテナン

トを管理する煩雑さを回避するため、物件を一括で賃借しテナントに転貸するマスタ

ーレッシーが置かれることが多い。この場合、PM業者は基本的に登録賃貸住宅管理

業者である必要があろう7。そして、当該PM業者は、委託者に対し、PM契約の締結前

及び締結時に書面を交付する。また、管理業務の全部の再委託の禁止、分別管理、委

託者への定期報告等の法令上の義務を負うことから、当該義務の内容をより具体的に

してPM契約に規定することが考えられる。 

そして、マスターレッシーは、マスターリース契約の締結に当たり物件所有ビーク

ルに対して契約締結前・締結時書面の交付をしなければならない等、行為規制を受け

る。ただし、マスターレッシーと物件所有ビークルが、省令に規定する人的関係、資

本関係その他の関係において密接な関係を有する場合は規制を受けない。この点、マ

 
6 個別にオーナーとの契約等で定められたものを義務付けることとするが、少なくとも年 1回以上の報

告は必要と考えられている。また、ガイドラインにおいて、たとえば、管理業務として家賃等の収受を

行う場合には毎月の報告、それ以外の場合にあっても四半期ごと以上の頻度で報告を行うことが推奨さ

れる予定である（局長答弁）。 
7 なお、PM業務以外に BM業務を BM業者に委託している場合は、当該業務の内容によっては当該 BM

業者も登録賃貸住宅管理業者でなければならない場合もあろう。 
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スターレッシーがスポンサーのグループ会社の場合、物件所有ビークルにスポンサー

が出資し、又は役職員等を派遣していると、人的関係・資本関係が認められる可能性

がある。もっとも、物件所有ビークルが信託受託者やREITの場合人的関係・資本関係

はないか相当限定的であろうし、GKやTMKの場合でも倒産隔離の要請からスポンサ

ーの資本関係・人的関係から切り離されていることが多いだろう。その上で、スポン

サーとの様々な有形・無形の関係があることを踏まえて「密接な関係」が認められる

か、省令及び（場合によっては）ガイドラインの内容に注視が必要である。 

なお、マスターレッシーがPM業者を兼ねて、物件所有ビークルとの間でマスター

リース契約とPM契約を同時に締結する場合がある（一体にしてMLPMとして契約と

することも多い）。この場合、当該マスターレッシー兼PM業者には本法のマスターレ

ッシーに関する規制と賃貸住宅管理業者の規制の両者が適用されるものと考えられ

る。 

一方で、マスターレッシーが形式的にはマスターリース契約のみ締結しているもの

の、実態としては賃借した物件の管理業務も行う場合があり得るものと思われる。こ

の場合、管理業務はあくまで賃借人の立場として行うものであって、賃貸住宅管理業

の定義にいう「賃貸人から委託を受けて」行うわけではないとして、賃貸住宅管理業

の規制は及ばないのか、あるいは実質的には賃貸人から委託を受けているとして、当

該規制は及ぶのかは明らかではないように思われる。ケースバイケースの判断になり

得るかもしれないが、いずれにせよガイドライン等で明確化することが期待される。 

 

2. 契約締結前書面 

本法の適用を受ける賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者は、契約締結前にそれぞ

れ委託者及び賃貸人に書面を交付する義務を負う。もっとも、それぞれ管理業務又は

特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として省令で定

める者に対しては契約締結前書面の交付は不要である。 

この点、不動産私募ファンド・REITが保有する賃貸住宅について、これらの契約を

締結する相手方となる委託者及び賃貸人は、物件保有ビークルか、（マスターレッシ

ーから賃貸住宅管理業者に管理業務を委託する場合には）マスターレッシーになるこ

とが想定される。そのうち、たとえば、信託受託者、TMK及びREITはいずれも金融規

制の特別法によって規制され、金融庁の監督下にあるビークルであり、専門的知識及

び経験を有するともいえる。そのため、これらの者が「専門的知識及び経験を有する

と認められる者」として省令で定められれば、不動産私募ファンド・REITが保有する

賃貸住宅については、多くの場合契約締結前書面の交付は不要となり得る。省令及び

（場合によっては）ガイドラインの内容に注視が必要である。 

 

  



 

 

REIT / STRUCTURED FINANCE BULLETIN 

 
 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

8 

 
 

セミナー 

➢ セミナー  『洋上風力発電プロジェクトの最前線の実務～最新の規制動向を踏 

まえた入札対応と実例に基づく事業開発・ファイナンスのノウハウ

～』 

開催日時  2020年 7月 15日（水） 13:30～16:30 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    FN コミュニケーションズ  

 

➢ セミナー  『第 4286回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産 

担保融資）と再生ファイナンスの実務上の留意点」』 

開催日時  2020年 7月 27日（金） 13:30～17:00 

講師    松井 裕介、末廣 裕亮 

主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム  

 

➢ セミナー  『第 4293回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ 

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2020年 8月 5 日（水） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム  

   

➢ セミナー  『洋上風力発電プロジェクトの最新実務〜入札戦略、送電系統、契 

約交渉、ファイナンスの横断的見地から〜』 

開催日時  2020年 8月 28日（金） 13:30～16:30 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    金融財務研究会  

 

※  新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文    「全銀協「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）」 

の解説」 

掲載誌   金融法務事情 No.2139 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴（共著） 
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（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

 

➢ 論文    「LIBOR参照社債におけるフォールバック条項の導入に関する法 

的論点」 

掲載誌   金融法務事情 No.2139 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴（共著） 

 

 

 


