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資料編 

資料－１．上位関連計画・制度等 

（１）住宅宿泊事業法 

 

■施行年月日 ２０１８（平成３０）年６月１５日 

■法律の目的 

住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業を営む者の業務の適正な運営を確保しつ

つ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を

促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的としている。 

■民泊新法のポイント 

①民泊＝住宅と位置付け 

民泊＝住宅と位置付けることで、今まで宿泊施設を作ることができなかった住宅街でも民泊

の営業が可能に。（ただし自治体の条例などによる） 

②年間 180 日以内で営業可能 

民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の２つに区別し、いずれも「一定の要件」の範囲内

で住宅の貸し出しを認める。ただし年間営業日数は最大 180 日以内に制限される。 

③家主は都道府県知事へ届出義務付け 

「家主居住型」「家主不在型」ともに、住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付け

られる。 

④管理者には国土交通大臣の登録義務付け 

家主不在型のいわゆる投資民泊については、住宅宿泊管理業者への管理委託を要し、管理者

には国土交通大臣への登録を義務付ける。 

⑤民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け 

住宅宿泊事業者（民泊ホスト）と宿泊者（ゲスト）をマッチングする民泊プラットフォーム

運営事業者には観光庁長官の登録が義務付けられる。 

■住宅宿泊事業法の概要 
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（２）旅館業法 

 

■施行年月日 １９４８（昭和２３）年７月１５日 

■法律の目的 

旅館業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅館業等を営む者の業務の適正な

運営を確保するとともに、旅館業協会の適正な活動を促進することにより、旅館業務に関する

取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としている。 

■定義等 

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具

を使用して施設を利用すること」とされている。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基

づく営業許可を得なければならない。 

住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」

を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となる。 

住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得する

のが一般的である。 

■旅館業の種別 

①旅館・ホテル営業（※）住宅宿泊事業法施行により、ホテル営業及び旅館営業が一本化 

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以

外のもの 

②簡易宿所営業 

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊さ

せる営業（ペンション、ユースホステルなど） 

③下宿営業 

施設を設け、１月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 

■旅館業法の一部を改正する法律[２０１７（平成２９）年１２月１５日公布] 
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（３）第７次小山市総合計画 

 

■策定年月 ２０１６（平成２８）年３月 

■計画の目的 

2014（平成 26）年 3 月に策定した「第２次小山市長期ビジョン」を長期的市政運営の基

本とし、2020（令和 2）年を目標に、「豊かで活力があり、暮らしやすい小山」を実現する

ための指針となる総合的な計画として策定している。 

■将来都市像 

「夢・魅力いっぱい 未来へつなぐ－ みんなの笑顔と元気で明日の小山創生－」 

■新しい人の流れ創出プロジェクト 

重点プロジェクトの一つとして「新しい人の流れ創出プロジェクト」を位置づけ、移住・定

住の促進を図るとしている。 

○新しい人の流れ創出プロジェクト 

・若者や女性、子育て世代に住みたい・住み続けたいまちとして選ばれるよう、小山の知名度・

イメージアップを図るほか、小山暮らしをサポートするため、転入者の住宅取得支援や空き

家バンク制度等による移住・定住を促進する。 

基本計画編において住宅についての基本方針等を次のように示している。 

●基本方針（概要） 

・住宅の機能性向上／人と環境にやさしい住まいづくりの推進／セーフティネットの確保及び

居住水準の向上による良質な住宅ストックの形成／定住人口の増加を目指した施策の推進

／中心市街地の活性化と空き家の有効活用による市外からの移住促進／広報・普及啓発活動

と各種支援制度の構築 

●個別施策 

１．安全・安心で良質な住宅ストックの形成／２．住み続けたいと思う住宅・住環境づくり 

３．定住人口増を目指した住宅・住環境づくり／４．協働と連携で進める住宅・住環境づくり 

■将来都市構造概念図 
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（４）小山市住生活基本計画 

 

■策定年月 ２０１６（平成２８）年３月 

■計画の目的 

本市の住宅・住環境の現状や特性に応じた、効果的な各種住宅施策を位置づける新たな「小

山市住生活基本計画」を策定し、市民がいつまでも安全・安心に、快適・便利に住みやすく住

み続けたいと思う、より良い住宅・住環境の実現を目指すことを目的としている。 

■計画の期間 

2016（平成 28）年度から 2025（令和 7）年度までの 10 カ年 

■計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本目標 

１．安全・安心に暮らせる良質な住宅づくり 

２．住宅困窮者が安定して暮らせる住宅づくり 

３．多様なニーズに対応した住宅づくり 

４．住宅・住環境づくりに向けての連携とＰＲ 
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（５）小山市空家等対策計画 

 

■策定年月 ２０１８（平成３０）年３月 

■計画の目的 

小山市においても今後、少子高齢化等に伴い増加が予想される空き家について、市の基本

的な取り組み方針を市民に示し、空家法第６条に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計

画的に推進することにより、安全・安心で、住みたく、住み続けたいと思われる「豊かで活力

があり、暮らしやすい小山」の実現を目指すことを目的としている。 

■計画の期間 

2017（平成 29）年度から 2021（令和 3）年度までの５カ年 

■計画の概要 

●基本理念  

『安全・安心で、住みたく、住み続けたいと思われる「豊かで活力があり、暮らしやすい小山」の実現』 

 ●基本方針 

  １．空き家化の予防 ２．空き家の流通・活用促進 

 ３．管理不全な空き家の防止・解消 ４．空家等の跡地活用 

●モデル事業 

 Ａ．空家等活用まちなか出店・居住推進事業 

 Ｂ．空家等活用移住・定住促進、観光振興事業 

 Ｃ．空家等活用地域まちなかサロン整備事業 

 Ｄ．まちなか安全・安心防災広場整備事業 

●民泊等としての空き家活用 

渡良瀬遊水地等の広域観光資源や 2020 年東京オリパラ開催を見据えた観光振興の一環

として、民泊施設、体験施設などとしての空き家の活用方策を、関係機関と調整を図りな

がら検討を進めると位置づけられている。 

 ●施策の体系 
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A, 30, 2.8%

B, 669, 
62.5%

C, 211, 
19.7%

D, 160, 
15.0%

（６）小山市空家等実態調査 

 

■策定年月 ２０１６（平成２８）年２月 

■計画の目的 

小山市内における空家等についての実態を把握し，安全にかつ，安心して暮らすことので

きる生活環境を図るとともに，空家等の利活用の促進や，まちづくり活動の活性化を図るため，

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 6 条１項の規定により，

本市の空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を策定するた

めに実施するものとしている。 

■現地調査の結果 

【空き家判定区分と比率】（単位：件） 

区 分 件 数 比 率 

A 30 2.8% 

B 669 62.5% 

C 211 19.7% 

D 160 15.0% 

計 1,070 100.0% 

【判定の内容について】注）管理物件であっても管理状態の悪い空き家は，ＣまたはＤ判定となる。 

上記判定は，A～E とし、その内容は以下の通り。 

A 判定・・・売り貸しの看板等（賃貸物件、売り物件，テナント募集等）があるもの（管理物件）。 
B 判定・・・空き家ではあるが，周辺環境を害するものではない。 
C 判定・・・外壁や屋根，窓・玄関に腐朽破損が認められるが，建物等が崩壊・飛散した場合，影響範囲が建物敷

地内までのもの。 
D 判定・・・外壁や屋根，窓・玄関に腐朽破損が認められ，建物等が崩壊・飛散した場合，近隣住民等への影響が

著しいもの。 

E 判定・・・D 区分に該当する状態で，危険な状態の進行度及び周囲への影響度を考慮し，指導等を行う時間的余
裕がない状態であるもの。（本調査では評価しない） 

【地区別空き家率】 
   地区 世帯数 建物戸数 

空き家

の戸数 

 

空き家率 内）活用可能と

思われるもの 

1 小山 24,731 18,769 338 153 1.8％ 

2 大谷 17,659 17,500 168 74 1.0％ 

3 間々田 10,687 13,306 282 109 2.1％ 

4 生井 632 1,802 16 2 0.9％ 

5 寒川 485 1,369 13 1 0.9％ 

6 豊田 2,428 5,545 34 10 0.6％ 

7 中 808 2,299 14 3 0.6％ 

8 穂積 1,874 3,008 14 8 0.5％ 

9 桑 7,487 11,210 145 55 1.3％ 

10 絹 1,494 4,150 46 7 1.1％ 

  合計 68,285 78,958 1,070 422 1.4％ 

■空家等の解消への取り組み提案 

「空家等対策計画」に反映させるべき基本方針とその取り組み案を以下の様に提案しています。 

【基本方針１ 空家等の発生・増加を抑制する】 
⇒ 単身老年所有者に対する地域ネットワークとの連携 
⇒ 管理・活用等を含めた総合的な相談窓口の設置 

【基本方針２ 空家等の管理不全の解消を促進する】 
⇒ 所有者等による適正管理の促進 

【基本方針３ 空家等及び除却した空家等の有効活用を促進する】 
⇒ 市場流通の促進 
⇒ まちづくりを条件とした補助制度の構築 
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（７）小山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

■策定年月 ２０１５（平成２７）年１０月 

■計画の目的 

国・県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と連動し、人口の減少に歯止めをかけると

ともに、東京圏への過度の人口集中を是正し、将来にわたって活力ある社会を維持するため、

２０１５（平成 27）年度から 2019（平成 31）年度までの 5 年間を計画期間として、本市

のまち･ひと･しごと創生に関する施策について、本市の実情に応じて定める基本的な計画であ

る。  

■基本理念・基本目標 

○基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基本目標： 

 

 

 

 

■住宅政策に係る主な取組・具体的事業 

○都市基盤の整備促進【基本目標２】 

・市街地再開発事業、区画整理事業、粟宮新都心整備事業 

〇渡良瀬遊水地の観光地化 

 ・小山駅周辺空き家の低廉な宿泊施設としての活用事業 

○転入促進のための経済的支援【基本目標２】 

・転入勤労者等住宅取得支援補助金 

○良好な宅地と床の供給【基本目標２】 

 ・地区計画策定事業、小山市開発行為の許可基準に関する条例 

〇既存ストックの活用【基本目標２】 

・空き家バンク制度、空き家バンクリフォーム補助金制度、空家等対策計画策定事業 

 〇小山駅周辺部の定住化と中心市街地活性化の推進 

  ・街なか居住のための支援事業、市街地再開発事業など 

〇公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進【基本目標４】 

  ・市営住宅長寿命化推進事業 

 〇地区まちづくりの推進【基本目標４】 

  ・地区まちづくり推進事業 

 〇安全安心なまちづくり【基本目標４】 

・木造住宅耐震対策助成事業 

 

 

1．産業の振興による新たな雇用の創出 

2．新しい人の流れの創出 

3．結婚・出産・子育ての希望の実現 

4．持続可能な地域づくり 
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（８）小山市都市計画マスタープラン 

 

■策定年月 ２０１３（平成２５）年３月【変更（一部見直し）】 

■計画の目的 

小山市らしい都市の将来像とまちづくりの目標を明確にし、21 世紀の幕明けにふさわしい

都市計画に関する基本的な方針について定めている。 

■将来都市像と基本目標 

○将来都市像：「緑 陽 優 美 ・ふれあい あんしん都市 おやま」 

○基本目標：1.快適…住みやすく快適・便利な都市基盤の整備 

2.環境・共生…豊かな自然や歴史を活かした環境共生型の都市構造の構築 

3.安全・安心…安全で安心して暮らせる都市環境の形成 

4.活力・産業…活力ある自立的・発展的な都市機能の充実 

5.美観…魅力的で美しい都市景観の創出 

6.地域…地域特性を活かした特色ある地域環境の整備 

■住宅系土地利用の基本方針 

○専用住宅（低層）における戸建て住宅を中心とした、緑が多くゆとりある良好な住環境、落

ち着いた街並み形成の誘導、無秩序な開発による建て詰まり、高密度化の抑制、生活道路や

小公園等の整備促進 

○専用住宅地（中高層）におけるマンション等の都市型集合住宅と、戸建て住宅との環境調和、

利便性が高く、ゆとりある中高層住宅の立地誘導 

○一般住宅地における周辺環境との調和が図られた、低中層住宅中心の住宅地形成、道路や公

園等の整備促進と、建物の不燃化・共同化による安全な住宅地形成 

■土地利用配置方針図 
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（９）小山市インバウンド３か年計画 

 

■策定年月 ２０１８（平成３０）年３月 

■計画の目的 

東京オリンピック・パラリンピック開催により、ますます増加が見込まれる訪日旅行に着

目し、多くの訪日旅行者に小山市に来訪してもらえる環境を整備することで、交流人口の拡大

を図り、地域経済活性化を目指すことを目的としている。 

■基本的な方針・施策の体系 

インバウンドに取り組むことで期待

できる効果は、「人とお金が動くことに

よる地域の活性化」であるが、全ての

計画の根幹には住民満足度の向上が存

在する。住民満足度を向上させるため

には、「住民経済の発展」だけではなく、

「国際相互理解の推進」と「リスクへ

の備え」を追加し、以下の３つを目的

として掲げている。 

■宿泊先の確保のための施策 
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（10）小山市渡良瀬遊水地観光化推進５カ年計画 

 

■策定年月 ２０１８（平成３０）年３月 

■計画の目的 

将来にわたって、渡良瀬遊水地周辺及びその関連地域の自然環境や伝統文化を守り、活か

していくため、渡良瀬遊水地に関連する施策事業の進捗状況等を検証しつつ、地域住民等の意

見を把握しながら、本計画を策定し実践することで、持続可能な地域づくりを推進していくこ

とを目的としている。 

■計画の期間 

計画期間は、栃木デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）の展開や、東京オリンピック・パ 

ラリンピック、第 77 回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）等の開催を見据え、2018（平

成 30）年から 2022（令和 4）年の５年間 

■キャッチフレーズと基本理念（コンセプト） 

 

 

 

①自然・文化の保全・活用とブランド化 ②エコミュージアム化 ③アクセス手段の確保 

④交流・関係人口の拡大と地域活性化 ⑤認知度・知名度の向上と魅力的な観光資源の創出 

⑥小山らしいエコ・アグリツーリズムの推進 ⑦受け入れ体制の整備 ⑧上質なサービス提供

による魅力・満足度の向上 ⑨体験・滞在型観光（消費拡大）への転換 ⑩情報発信の強化 

■民泊との関連 

将来像、基本理念のもと、「食べる・泊まる」を視点にした「３－１ 食・泊場所の充実」を

施策として位置づけ、その中で空き家を活用した農泊・民泊等の多様な宿泊環境の充実を主な取

り組みとして位置づけている。 

また、都会の親子連れ、「ナチュラリスト」の大人たち及び外国人観光客を主なターゲットと

している。 
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（11）農泊関連事業 

 

■農泊推進事業の概要 

現在小山市では、市周辺部に広がる豊かな田園環境を活かし、地域の魅力を体験できる滞在型

観光コンテンツとして「農泊事業」に積極的に取り組んでいる。 

農泊事業の推進により、地域の活性化を図り交流人口の増加を目指し、2017（平成２９）年

度には観光客ニーズや農家の受け入れ態勢などの構築を目指してモニターツアーを開催した。 

また、本市に立地する古民家を改修し、「古民家ホテル」として活用することを目指しており、

主に教育旅行を対象とした「農泊」と個人旅行をターゲットとした「古民家ホテル」の両輪での

グリーン・ツーリズム事業の展開を図るものとしている。 

■モニターツアーの概要 

□日 時：2018（平成 30）年 2 月 10 日（土）～ 11 日（日）  

□場 所：小山市下国府塚他 農家５軒  

□参加者：東京都内の日本語学校生（外国人留学生 ３０名程度（８か国）） 

    香港・台湾・中国・マレーシア・インドネシア・カンボジア・ネパール ベトナム  

□実施内容 

  ○農村交流事業 

・ふるさと体験（餅つき体験）  ・農業体験（いちご摘み体験） 

○小山の観光体験 

・小山温泉思川での温泉体験    ・おやま本場結城紬クラフト館での結城紬体験 

・道の駅さくらでの食事（「おとん」を使ったメニュー） 

■小山市地域おこし協力隊 

現在市では、2018（平成 30）年度からの本格的な農泊事業展開のため、地域活性化に役立

てる活動を意欲的に行い地域に定住する、小山市地域おこし協力隊員を募集している。 

【主な活動内容】 

以下の小山市農泊推進事業に係る活動 

(1)農泊受入に関する運営技術等の習得及び受入農家への普及・啓発 

(2)農泊推進に関する地域調整（農泊受入農家の掘り起こし等） 

(3)その他農泊事業の推進に関すること 

(4)上記(1)～(3)に係るウェブサイト、SNS 等を活用した情報発信 
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（12）小山市空き家バンク制度 

 

■制度の目的 

移住・定住を促進するため、市内空き家の所有者等と空き家の利用希望者とのマッチング

を図る空き家バンク制度を 2014（平成 26）年 10 月に開始し、登録した物件のリフォーム

工事や家財処分に対する補助制度を 2015（平成 27）年９月から行なっている。 

■制度の概要 
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（13）小山市空き家バンク利用促進補助制度 

 

■制度の目的 

小山市空き家バンク実施要綱[2014（平成 26）年規程第 44 号。以下｢実施要綱｣という。]

に定める空き家バンクの利用促進を図るため、小山市空き家バンクに登録した物件で、その所

有者及び移住・定住などを目的として利用者登録した方が実施する、「リフォーム工事」や「家

財道具の処分」等に対して補助金を交付するものである。 

■補助金の概要 

 
 

補助の種類 リフォーム工事 家財処分 

補助の対象 

住宅の安全性や居住性、機能性

等の維持向上のために行う改

修工事。 

（経費の総額が 20 万円以上） 

住居内の家財処分。併用住宅の場合

は居住部分に限ります。 

（経費の総額が 5 万円以上） 

補

助

の

金

額 

補助率 2 分の 1 2 分の 1 

限度額 50 万円 10 万円 

申

請

期

間 

物件登

録者 

売買契約日または賃貸借契約

日から 2 年以内 
初めて登録された日から 2 年以内 

利用登

録者 

売買契約日または賃貸借契約

日から 2 年以内 

売買契約日または賃貸借契約日か

ら 2 年以内 

補助の種類 空き家管理 建物状況調査 媒介報酬 

補助の対象 

登録物件の外観確認

及び点検、修理手配、

清掃建物内部の通

気・換気・通水、敷地

内の除草・庭木の手入

れに要する経費 

登録物件の建物状

況調査に要する経

費 

登録物件の売買また

は賃貸借の代理また

は媒介にあたり、媒介

業者に支払った報酬 

補

助

の

金

額 

補助率 2 分の 1 2 分の 1 2 分の 1 

限度額 1 万円 5 万円 10 万円 

申

請

期

間 

物件登

録者 

登録物件が空き家バ

ンクに初めて登録さ

れた日から起算して

2 年以内 

登録物件が空き家

バンクに初めて登

録された日から起

算して 2 年以内 

売買契約日または賃

貸借契約日から60日

以内 

利用登

録者 
※対象外 ※対象外 同上 
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（14）小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金 

 

■制度の目的 

住宅取得に伴い小山市内へ転入した勤労者等に対して補助金を交付するものである。 

対象住宅について、小山市空き家バンク登録物件も対象とし、空き家の利活用を促進する

ものである。 

■補助金の概要 
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資料－２．住宅宿泊事業法の概要 

 

（１）三つの事業者の位置づけ 

民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、①「住宅宿泊事業者」、②「住

宅宿泊管理業者」、③「住宅宿泊仲介業者」という3つの事業者が位置付けられており、それ

ぞれに対して役割や義務等が決められています。 

 

①「住宅宿泊事業者」 

  ⇒ 住宅宿泊事業法第３条第１項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者 

②「住宅宿泊管理業者」 

  ⇒ 住宅宿泊事業法第22条第１項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者 

③「住宅宿泊仲介業者」 

  ⇒ 住宅宿泊事業法第46条第１項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者 

 

 

（２）事業者の義務 

下図に示すように、住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む

旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を

満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。各事

業者は民泊事業に係る届出、登録を行うことが義務付けられています。 

 

■ 図－各事業者の関係と届出等の関係（民泊制度ポータルサイトより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

③ 

② 
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（３）二つの民泊タイプ 

住宅宿泊事業には、①「家主居住型」と②「家主不在型」の二つのタイプがあります。 

本計画において推進する「空家民泊」については、②「家主不在型」をターゲットとして

います。 

家主不在型の場合は、住宅宿泊事業法では、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなけれ

ばならないと規定しています。つまり、家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者自身で管理業

務を行うことができないことになります。 

ただし、自分自身が住宅宿泊管理業者登録をして管理業務を行うことは可能です。 

 

①「家主居住型」 

⇒住宅宿泊事業者が住んでいる家の一部を民泊施設として貸し出すタイプで、人を宿

泊させる間、一時的な不在を除き住宅宿泊事業者が居住しているものを言います。 

②「家主不在型」 

⇒「家主居住型」に該当しないもので、人を宿泊させる間住宅宿泊事業者が住んでい

ないタイプです。 

 

■ 図－民泊タイプの概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①家主居住型 ②家主不在型 

※短期的に使用しているのでは

なく、住民票上の住所としてい

る場合 

※別荘などの場合も含まれます

が、宿泊者がいる間、滞在して

いる必要があります。 

所有者 

所有者 

※所有者（住宅宿泊事業者）が別に居住している場合 

※届出住宅の隣に住んでいるような場合であっても「家

主居住型」ではありません。 

※所有者（住宅宿泊事業者）以外の人が居住していても

「家主居住型」とはなりません。 

空き家・空き室 

住宅宿泊 

管理業者 

管理 

管理業務

委託 

【義務】 

宿泊者 
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（４）住宅宿泊事業を実施することができる住宅 

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしているこ

とが必要です。 

①設備要件 

■必要な設備                                   

届出を行う住宅には、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」の４つの設備が設けら

れている必要があります。 

■設置場所                                    

必ずしも１棟の建物内に設けられている必要はありません。 

同一の敷地内の建物について一体的に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れば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届

け出ることが可能です。 

■公衆浴場等による代替の可否                           

これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれてい

ない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。 

■設備の機能                                   

これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数

の機能があるユニットバス等も認められます。 

また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、

浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式

は問いません。 

 

②居住要件 

■対象となる家屋                                 

届出を行う住宅は、次の（1）～（3）いずれかに該当する家屋である必要がありま

す。 

（1）「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」                

現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれて

いる」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。 

（2）「入居者の募集が行われている家屋」                      

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、居住用住宅とし

て入居者の募集が行われている家屋です。 

ただし、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

居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家

屋」とは認められません。 

（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」       

生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用

されている家屋です。 

当該家屋は、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家屋であり、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は、これには該当しません。 
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資料－３．住宅宿泊事業法 

 

目 次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 住宅宿泊事業 

第一節 届出等（第三条・第四条） 

第二節 業務（第五条―第十四条） 

第三節 監督（第十五条―第十七条） 

第四節 雑則（第十八条―第二十一条） 

第三章 住宅宿泊管理業 

第一節 登録（第二十二条―第二十八条） 

第二節 業務（第二十九条―第四十条） 

第三節 監督（第四十一条―第四十五条） 

第四章 住宅宿泊仲介業 

第一節 登録（第四十六条―第五十二条） 

第二節 業務（第五十三条―第六十条） 

第三節 監督（第六十一条―第六十六条） 

第四節 旅行業法の特例（第六十七条） 

第五章 雑則（第六十八条―第七十一条） 

第六章 罰則（第七十二条―第七十九条） 

附則 

 

第一章 総則                                      

（目的） 
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む
者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制
度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保し
つつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在
を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をい
う。 
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の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国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、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その他の家屋であって、人の居住の用に供されてい
ると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。 

２ この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。 
３ この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第三
条の二第一項に規定する営業者以外の者が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として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日
数が一年間で百八十日を超えないものをいう。 

４ この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者



 73 

 

をいう。 
５ この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十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（次条第一項の届出に係る住宅をいう。以
下同じ。）の維持保全に関する業務をいう。 

６ この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定によ
る委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。 

７ この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管
理業を営む者をいう。 

８ この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。 
一 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して
契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 

二 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、
代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 

９ この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）
第六条の四第一項に規定する旅行業者（第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」と
いう。）以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。 

10 この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲
介業を営む者をいう。 

 
第二章 住宅宿泊事業                                   

第一節 届出等 

（届出） 
第三条 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）であ
って、その長が第六十八条第一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
処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二
項を除き、以下同じ。）に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の
規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。 

２ 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅
宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出
しなければならない。 
一 商号、名称又は氏名及び住所 
二 法人である場合においては、その役員の氏名 
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人であ
る場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名） 

四 住宅の所在地 
五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 
六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託（以下単に「住宅宿泊管理業務の委
託」という。）をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又
は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 

七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 
３ 前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第一項の届出をしようとする者が次条各号
のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書
類を添付しなければならない。 

４ 住宅宿泊事業者は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項に変更が
あったときはその日から三十日以内に、同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあ
らかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

５ 第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
６ 住宅宿泊事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者
は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日（第一号の場合にあっては、
その事実を知った日）から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
一 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人 
二 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった
者 

三 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 
四 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したと
き その清算人 
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五 住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった
法人を代表する役員 

７ 都道府県知事は、第一項、第四項又は前項の規定による届出を受理した場合において、当該
届出に係る住宅が保健所設置市等（その長が第六十八条第一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ものを除く。）の区域内に所在するときは、遅滞なく、
その旨を当該保健所設置市等の長に通知しなければならない。 

（欠格事由） 
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 
一 成年被後見人又は被保佐人 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経
過しない者（当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以
内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。） 

四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過し
ない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六
号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない
者（以下「暴力団員等」という。） 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が
法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第
一項第七号において同じ。）が前各号のいずれかに該当するもの 

七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるも
の 

八 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
 
第二節 業務 

（宿泊者の衛生の確保） 
第五条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室（住宅宿泊事業の用に供するものに限る。
第十一条第一項第一号において同じ。）の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その
他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じ
なければならない。 

（宿泊者の安全の確保） 
第六条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他
の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で
あって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。 

（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） 
第七条 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に
関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の
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を図るために必要な措置であって国
土交通省令で定めるものを講じなければならない。 

（宿泊者名簿の備付け等） 
第八条 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他
の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、
職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があっ
たときは、これを提出しなければならない。 

２ 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で
定める事項を告げなければならない。 

（周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明） 
第九条 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、
騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防
止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなけれ
ばならない。 
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２ 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定に
よる説明をしなければならない。 

（苦情等への対応） 
第十条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切
かつ迅速にこれに対応しなければならない。 

（住宅宿泊管理業務の委託） 
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働
省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に
委託しなければならない。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、この限りでな
い。 
一 届出住宅の居室の数が、一の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行
ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生
労働省令で定める居室の数を超えるとき。 

二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在（一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で
定めるものを除く。）となるとき（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
と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託
しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通
省令・厚生労働省令で定めるときを除く。）。 

２ 第五条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊
事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。 

（宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託） 
第十二条 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約（宿泊者に対する届出住宅における宿泊の
サービスの提供に係る契約をいう。）の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿
泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。 

（標識の掲示） 
第十三条 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、国土交通省令・厚生労
働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 

（都道府県知事への定期報告） 
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働
省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、
都道府県知事に報告しなければならない。 

 
第三節 監督 

（業務改善命令） 
第十五条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の
改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（業務停止命令等） 
第十六条 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定
による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命
ずることができる。 

２ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しくは前項
の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができ
ないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。 

（報告徴収及び立入検査） 
第十七条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の
施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは
関係者に質問させることができる。 
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２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し
なければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
い。 

 
第四節 雑則 

（条例による住宅宿泊事業の実施の制限） 
第十八条 都道府県（第六十八条第一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
務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等）は、住宅宿泊事業に起
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は、合理
的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区
域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。 

（住宅宿泊事業者に対する助言等） 
第十九条 観光庁長官は、住宅宿泊事業の適切な実施を図るため、住宅宿泊事業者に対し、イン
ターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の外国人観光旅客に対す
る接遇の向上を図るための措置に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。 

（住宅宿泊事業に関する情報の提供） 
第二十条 観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅
客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする。 

２ 観光庁長官は、前項の情報を提供するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
当該都道府県の区域内に所在する届出住宅に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（建築基準法との関係） 
第二十一条 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）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、届出住宅であるものを含むものと
する。 

 
第三章 住宅宿泊管理業                                  

第一節 登録 

（登録） 
第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 
２ 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。 

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「登録
の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登
録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

５ 第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納め
なければならない。 

（登録の申請） 
第二十三条 前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第
二号において同じ。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。 
一 商号、名称又は氏名及び住所 
二 法人である場合においては、その役員の氏名 
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人であ
る場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名） 

四 営業所又は事務所の名称及び所在地 
２ 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第二十五条第一項各号のいずれ
にも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければな
らない。 
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（登録簿への記載等） 
第二十四条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項
の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録し
なければならない。 
一 前条第一項各号に掲げる事項 
二 登録年月日及び登録番号 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者及び都道
府県知事に通知しなければならない。 

（登録の拒否） 
第二十五条 国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれ
かに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項
について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
しなければならない。 
一 成年被後見人又は被保佐人 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 第四十二条第一項又は第四項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を
経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日
前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを
含む。） 

四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 

五 暴力団員等 
六 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者として国土交通省令で定めるもの 

七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のい
ずれかに該当するもの 

八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるも
の 

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
十 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合す
る財産的基礎を有しない者 

十一 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土
交通省令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、
その旨を申請者に通知しなければならない。 

（変更の届出等） 
第二十六条 住宅宿泊管理業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、
その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一
項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなけ
ればならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に
通知しなければならない。 

４ 第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 

（住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧） 
第二十七条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（廃業等の届出） 
第二十八条 住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号
に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日（第一号の場合にあっては、その
事実を知った日）から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
一 住宅宿泊管理業者である個人が死亡したとき その相続人 
二 住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であっ
た者 

三 住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 
四 住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した
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とき その清算人 
五 住宅宿泊管理業を廃止したとき 住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者で
あった法人を代表する役員 

２ 住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第二十二条第一項
の登録は、その効力を失う。 

 
第二節 業務 

（業務処理の原則） 
第二十九条 住宅宿泊管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 

（名義貸しの禁止） 
第三十条 住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはなら
ない。 

（誇大広告等の禁止） 
第三十一条 住宅宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責
任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を
してはならない。 

（不当な勧誘等の禁止） 
第三十二条 住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 
一 管理受託契約（住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同
じ。）の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、
又は委託しようとする住宅宿泊事業者（以下「委託者」という。）に対し、当該管理受託契
約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意
に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 

二 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊管理業に関する行為であって、委託者の保護に欠ける
ものとして国土交通省令で定めるもの 

（管理受託契約の締結前の書面の交付） 
第三十三条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者（住宅宿泊
管理業者である者を除く。）に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内
容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説
明しなければならない。 

２ 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第六
十条第二項において同じ。）により提供することができる。この場合において、当該住宅宿泊
管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。 

（管理受託契約の締結時の書面の交付） 
第三十四条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 
一 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 
二 住宅宿泊管理業務の実施方法 
三 契約期間に関する事項 
四 報酬に関する事項 
五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 
六 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。 

（住宅宿泊管理業務の再委託の禁止） 
第三十五条 住宅宿泊管理業者は、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
の者に対し、再委託してはならない。 
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（住宅宿泊管理業務の実施） 
第三十六条 第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅におい
て住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第八条第一
項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは「当該住宅宿
泊管理業者の営業所又は事務所」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣又は都道府
県知事」と読み替えるものとする。 

（証明書の携帯等） 
第三十七条 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使
用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を
その業務に従事させてはならない。 

２ 住宅宿泊管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、住宅宿泊事業者その
他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。 

（帳簿の備付け等） 
第三十八条 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所
ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日
その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（標識の掲示） 
第三十九条 住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土
交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 

（住宅宿泊事業者への定期報告） 
第四十条 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事
項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなけれ
ばならない。 

 
第三節 監督 

（業務改善命令） 
第四十一条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認める
ときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の
運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通
大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。 

２ 都道府県知事は、住宅宿泊管理業（第三十六条において準用する第五条から第十条までの規
定による業務に限る。第四十五条第二項において同じ。）の適正な運営を確保するため必要が
あると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者（当該都道府県の区域内に
おいて住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第二項及び第四十五条第二項において同じ。）に
対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をし
た旨を通知しなければならない。 

（登録の取消し等） 
第四十二条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その
登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。 
一 第二十五条第一項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当することとなったとき。 
二 不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。 
三 その営む住宅宿泊管理業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に
違反したとき。 

四 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。 
２ 都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの
規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対
し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。 

３ 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事
に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引
き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 
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５ 第二十五条第二項の規定は、第一項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。 

（登録の抹消） 
第四十三条 国土交通大臣は、第二十二条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により登録が
その効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、
当該登録を抹消しなければならない。 

２ 第二十六条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。 

（監督処分等の公告） 
第四十四条 国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国
土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

（報告徴収及び立入検査） 
第四十五条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認める
ときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管
理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類そ
の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、
住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の
営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物
件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

３ 第十七条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。 
 
第四章 住宅宿泊仲介業                                  

第一節 登録 

（登録） 
第四十六条 観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第三条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲
介業を営むことができる。 

２ 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。 

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「登録
の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登
録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

５ 第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納め
なければならない。 

（登録の申請） 
第四十七条 前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第
二号において同じ。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官
に提出しなければならない。 
一 商号、名称又は氏名及び住所 
二 法人である場合においては、その役員の氏名 
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人であ
る場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名） 

四 営業所又は事務所の名称及び所在地 
２ 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第四十九条第一項各号のいずれ
にも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければな
らない。 

（登録簿への記載等） 
第四十八条 観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の
規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しな
ければならない。 
一 前条第一項各号に掲げる事項 
二 登録年月日及び登録番号 
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２ 観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しな
ければならない。 

（登録の拒否） 
第四十九条 観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれか
に該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項に
ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
なければならない。 
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ
ている者 

三 第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第一項若しくは第二項の規定により登
録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該登録を取り消された者が
法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で
当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。） 

四 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、又はこの法律
若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑（これに相
当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から起算して五年を経過しない者 

五 暴力団員等 
六 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者として国土交通省令で定めるもの 

七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のい
ずれかに該当するもの 

八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるも
の 

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
十 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合す
る財産的基礎を有しない者 

十一 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土
交通省令で定めるもの 

２ 観光庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を申請者に通知しなければならない。 

（変更の届出等） 
第五十条 住宅宿泊仲介業者は、第四十七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、そ
の日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 

２ 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項
第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなけれ
ばならない。 

３ 第四十七条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 

（住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧） 
第五十一条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（廃業等の届出） 
第五十二条 住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号
に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日（第一号の場合にあっては、その
事実を知った日）から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 
一 住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき その相続人 
二 住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であっ
た者 

三 住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産
手続に相当する手続を開始したとき その破産管財人又は外国の法令上これに相当する者 

四 住宅宿泊仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した
とき その清算人又は外国の法令上これに相当する者 

五 住宅宿泊仲介業を廃止したとき 住宅宿泊仲介業者であった個人又は住宅宿泊仲介業者で
あった法人を代表する役員 

２ 住宅宿泊仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十六条第一項
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の登録は、その効力を失う。 
 
第二節 業務 

（業務処理の原則） 
第五十三条 住宅宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 

（名義貸しの禁止） 
第五十四条 住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはな
らない。 

（住宅宿泊仲介業約款） 
第五十五条 住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約（第五十七
条第一号及び第五十九条第一項において「住宅宿泊仲介契約」という。）に関し、住宅宿泊仲
介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。 

２ 観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきこ
とを命ずることができる。 
一 宿泊者の正当な利益を害するおそれがあるものであるとき。 
二 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに
関する事項並びに住宅宿泊仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないとき。 

３ 観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合
を含む。）において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業
約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同一のもの
に変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第一項の規定による届出をしたもの
とみなす。 

４ 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しな
ければならない。 

（住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等） 
第五十六条 住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿
泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で
定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様
とする。 

２ 住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。 

（不当な勧誘等の禁止） 
第五十七条 住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 
一 住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、
当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要
なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 

二 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠ける
ものとして国土交通省令で定めるもの 

（違法行為のあっせん等の禁止） 
第五十八条 住宅宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲
介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。 
一 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに
関し便宜を供与すること。 

二 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をあっせんし、又はその提供
を受けることに関し便宜を供与すること。 

三 前二号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。 
四 前三号に掲げるもののほか、宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させ
るものとして国土交通省令で定める行為 
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（住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付） 
第五十九条 住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、
当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項
であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。 

２ 第三十三条第二項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。 

（標識の掲示） 
第六十条 住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交
通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 

２ 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の
国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、
前項の規定は、適用しない。 

 
第三節 監督 

（業務改善命令） 
第六十一条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めると
きは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者（国内に住所若しくは居所を有しない自然
人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介
業を営む者（以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。）を除く。以下同じ。）に対し、業務の方
法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者について準用する。この場合において、同項中「命ず
る」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 

（登録の取消し等） 
第六十二条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。 
一 第四十九条第一項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当することとなったとき。 
二 不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。 
三 その営む住宅宿泊仲介業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に
違反したとき。 

２ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き
続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 

３ 第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。第六十
三条 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求するこ
とができる。 
一 前条第一項第一号又は第二号に該当するとき。 
二 その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。 
三 第六十一条第二項において読み替えて準用する同条第一項又はこの項の規定による請求
に応じなかったとき。 

四 観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住
宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介
業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件
を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若
しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しく
はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 

五 第四項の規定による費用の負担をしないとき。 
２ 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は
引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 

３ 第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は第一項の規定による業務
の停止の請求をした場合について準用する。 

４ 第一項第四号の規定による検査に要する費用（政令で定めるものに限る。）は、当該検査を受
ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。 
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（登録の抹消） 
第六十四条 観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がそ
の効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二
項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 

（監督処分等の公告） 
第六十五条 観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その旨を公告しなければならない。 
一 第六十二条第一項又は第二項の規定による処分をしたとき。 
二 第六十三条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同条第一項の規定によ
る業務の停止の請求をしたとき。 

（報告徴収及び立入検査） 
第六十六条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めると
きは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介
業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 
 
第四節 旅行業法の特例 

第六十七条 旅行業者が旅行業法第二条第一項第四号に掲げる旅行業務（同条第三項に規定する
旅行業務をいう。）として第二条第八項第二号に掲げる行為を取り扱う場合における同法第十
二条第一項の規定の適用については、同項中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び住宅宿泊事
業法（平成二十九年法律第号）第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者」とする。 

 
第五章 雑則                                       

（保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理） 
第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及
び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務（第二章（第三条第七項を除く。）及
び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされてい
るものをいう。以下同じ。）を処理することができる。 

２ 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようと
するときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府
県知事と協議しなければならない。 

３ 前項の規定による協議をした保健所設置市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を
開始する日の三十日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を
公示しなければならない。 

４ 保健所設置市等及びその長が第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場
合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生
労働省令で定める。 

（権限の委任） 
第六十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、
その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 

（省令への委任） 
第七十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・
厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。 

（経過措置） 
第七十一条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その
制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関す
る経過措置を含む。）を定めることができる。 
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第六章 罰則                                       
 
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。 
一 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者 
二 不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者 
三 第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を
営ませた者 

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。 
一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者 
二 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 

第七十四条 第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以
下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第七十五条 第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第三条第四項、第二十六条第一項、第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届
出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第八条第一項（第三十六条において準用する場合を含む。）、第十三条、第三十七条第一項
若しくは第二項、第三十九条又は第六十条第一項の規定に違反した者 

三 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
四 第十五条、第四十一条第一項若しくは第二項、第五十五条第二項又は第六十一条第一項の
規定による命令に違反した者 

五 第十七条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規定によ
る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をした者 

六 第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著
しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者 

七 第三十二条（第一号に係る部分に限る。）又は第五十七条（第一号に係る部分に限る。）の
規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者 

八 第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

九 第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者 
十 第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者 
十一 第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料
金を収受した者 

第七十七条 第八条第二項（第三十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、第八
条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科
料に処する。 

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、第七十二条から第七十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

第七十九条 第三条第六項、第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 
附 則                                          

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。 

（準備行為） 
第二条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に
おいても、第三条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事（第三項前段及び第四項
の規定により保健所設置市等の長が第三項前段の公示をし、その日から起算して三十日を経過
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した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長）に届出をすることができる。
この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第一項の届出をしたものとみな
す。 

２ 第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、
第二十三条又は第四十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。 

３ 保健所設置市等及びその長が第六十八条第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を
処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第二項及び
第三項の規定の例により、都道府県知事との協議及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開
始する旨の公示をすることができる。この場合において、その協議は施行日において同条第二
項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第三項の規定によりした公示とみ
なす。 

４ 前項前段の公示は、施行日の三十日前までにするものとする。 

（政令への委任） 
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 
第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。 

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正） 
第五条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）
の一部を次のように改正する。 
第三十条第三項中「又は旅館業」を「、旅館業」に、「について」を「又は住宅宿泊事業（住

宅宿泊事業法（平成二十九年法律第 号）第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同
じ。）について」に改める。 
第四十二条中「若しくは旅館業」を「、旅館業若しくは住宅宿泊事業」に改める。 

（登録免許税法の一部改正） 
第六条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 
別表第一第百四十二号の二の次に次のように加える。 

百四十二の三 住宅宿泊管理業者又は住宅宿泊仲介業者の登録 

(一)住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第 号）第二十二条
第一項（登録）の住宅宿泊管理業者の登録（更新の登録を
除く。） 
(二)住宅宿泊事業法第四十六条第一項（登録）の住宅宿泊
仲介業者の 登録（更新の登録を除く。） 

登録件数 
 
 
登録件数 

一件につき九万円 
 
 
一件につき九万円 

 
（住民基本台帳法の一部改正） 
第七条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 
別表第一の百三の項の次に次のように加える。 

百三の二 国土交通省 住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第 号）による同法第二十二
条第一項の登録又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務
であつて総務省令で定めるもの 

 
別表第一の百五の項の次に次のように加える。 

百五の二 観光庁 住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録又は同法第
五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるも
の 

 
別表第二の六の項の次に次のように加える。 

六の二 保健所を設置する
市又は特別区の長 

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関
する事務であつて総務省令で定めるもの 

 
別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える。 

二十一の二 都道府県知事 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関
する事務であつて総務省令で定めるもの 
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別表第四の五の項の次に次のように加える。 

五の二 保健所を設置する
市又は特別区の長 

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に
関する事務であつて総務省令で定めるもの 

 
別表第五第二十五号の次に次の一号を加える。 
二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総
務省令で定めるもの 

（住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定） 
第八条 施行日が通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第 号。次
項において「通訳案内士法等改正法」という。）の施行の日前である場合には、前条のうち住
民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように
加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項
とし、」とする。 

２ 前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第八条のうち、住民基本台帳法別表第三の
二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」
と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一
の三の項及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別
表第三の二十一の四の項」とする。  

理 由 
我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制

度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の
措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外
からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進する
必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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資料－４．民泊における消防法令上の取扱い等について 
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資料－５．民泊の安全措置の手引き 
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資料－６．住宅宿泊事業法第13条に基づく標識 

 

 

■家主居住型の民泊ホスト（住宅宿泊事業者）用の標識 

■家主不在型の民泊ホスト 

（住宅宿泊事業者）用の標識 

■家主不在型の民泊施設の代行会社

（住宅宿泊管理業者）用の標識 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山市空家民泊推進３カ年計画 

 

2019（平成 31）年 4月 

 

 

発行／小山市都市整備部建築指導課空き家対策室 

〒323-8686 栃木県小山市中央町 1丁目 1番 1号 

TEL 0285-22-9824  http://www.city.oyama.tochigi.jp/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


