
第３回 違法民泊対策関係省庁連絡会議 

議事次第 

 

平成 31 年３月 18 日（月） 16 時 30 分～17 時 30 分  

厚生労働省専用第 24 会議室（低層棟３階） 

 

１ 開 会 

２ 議事 

 （１）厚生労働省の違法民泊対策について 

 （２）観光庁の違法民泊対策について 

 （３）意見交換、その他 

３ 閉 会 

 

 

＜配布資料＞ 

資料１ 旅館業法違反のおそれがあると自治体が把握している事案 
資料２ 旅館業法上許可物件報告依頼（平成31年１月10日生活衛生課事務連絡） 

資料３ 違法民泊防止の啓発メッセージについて 

資料４ 住宅宿泊事業法の施行状況と仲介サイト掲載物件の適法性確認の取組 

資料５ 違法民泊の仲介防止対策の強化 

資料６ 大阪市違法民泊撲滅チーム資料 



旅館業法違反のおそれがあると自治体が把握している事案

平成30年３月末
平成30年６月末

（括弧内は対３月末比）

総数 8,134件 7,275件（△859件）

※都道府県、保健所設置市、特別区（１５０都道府県市区）を対象に、厚生労働省にて調査したもの。

資料１



事 務 連 絡

平成31年１月10日

都道府県

各 保健所設置市 生活衛生担当課 御中

特 別 区

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

旅館業法上の許可物件の報告依頼

生活衛生関係営業への取組につきましては、平素より、ご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

住宅宿泊仲介業者の取扱い物件につきましては、これまで、貴自治体のご協力を

いただきながら、適法性の確認をして参りました。

現在、観光庁及び厚生労働省においては、国において住宅宿泊仲介業者の取扱い

物件の適法性の確認が可能となるよう、観光庁が管理する民泊制度運営システムを

改修し、平成31年度より、同システムに、旅館業法上の許可物件も掲載することを

検討しております。これにより、同システム改修後は、貴自治体にお願いしていた、

住宅宿泊仲介業者の取扱い物件の適法性確認の作業を、可能な限り観光庁及び厚生

労働省にて行いたいと考えております。

つきましては、貴自治体が把握する旅館業法上の許可物件について、提出時点の

状況を、別添の様式に従い、入力要領を参照の上、平成31年２月１日（金）までに、

ご提出をお願いいたします。

あわせて、住宅宿泊仲介業者が掲載物件の適法性の確認を容易に行うことができ

るよう、貴自治体におかれては、旅館業法上の許可物件の情報について、貴自治体

のホームページに掲載することも検討していただくよう、お願い申し上げます。

なお、平成31年度以降の許可物件については、本年４月１日以降に、改めて変更

・追加・削除が生じた物件の情報をお伺いする予定ですので、詳細は追ってお知ら

せいたします。

YCHMH
テキスト ボックス
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＜旅館業法許可施設入力要領＞
※許可の単位で記載してください。
①No.
 厚生労働省で取り纏めの上、採番しますので入力不要です。
②種類
 「旅館・ホテル」「簡易宿所」「下宿」の３つからプルダウンで入力してください。
③施設名称
 すべて全角で入力してください。（アルファベットや数字も全角）
④施設所在地
 ・すべて全角で入力してください。

 （入力方法は「１０１」、「１０１号室」でも可。「１階」、「１Ｆ」でも可。）
⑤申請者（商号・名称又は氏名）
 すべて全角で入力してください。（アルファベットや数字も全角）
⑥申請者（代表者の役職）
 すべて全角で入力してください。
⑦申請者（代表者名）
 すべて全角で入力してください。
⑧保健所名

⑨許可日
 すべて半角英数で入力してください。（YYYY-MM-DD）
⑩許可番号
 許可番号がある場合は、すべて全角で入力してください。
 （許可番号がない場合は空白で構いません。）

 ・建物名、部屋番号/階数が含まれる場合は入力してください。（住宅宿泊事業法の届
出では建物名等の詳細をお伺いしているため当該入力欄を設けていますが、旅館業許可
物件において該当がない場合は空白で構いません。）

 すべて全角で入力してください。（許可番号が通知されていない場合、住宅宿泊仲介
業者は保健所名を確認することとされているので、必要な情報となります。許可番号が
通知されている場合も入力をお願いします。)



都道府県 市区町村 住所（市区町村以下） 建物名 部屋番号/階数

半角英数 全角 全角 全角 全角 全角 全角 全角 全角 全角 全角 全角 半角英数（YYYY-MM-DD） 全角（該当なしの場合は空白可）

R130000001 旅館・ホテル ＡＢＣホテル 東京都 北区 赤羽１－１ 株式会社○〇ホテル 代表取締役 赤羽太郎 東京都北区保健所 2008-10-01 ○○北健生環あ第１号
R270000002 簡易宿所 □□カプセルホテル 大阪府 大阪市中央区 北浜２－３－１ △△マンション １０１ 中央区一郎 大阪市保健所 2011-01-01 大保環第１２３４５号
R230000003 下宿 ○○ロッジ 愛知県 知多郡 東浦町１－２－３ 愛知三郎 愛知県半田保健所 2018-11-10 ○○一保第１２３－１号

⑦申請者（代表者名） ⑧保健所名 ⑨許可日 ⑩許可番号①No. ②種類 ③施設名称
④施設所在地

⑤申請者（商号・名称又は氏名） ⑥申請者（代表者の役職）

記
入
例

入力不要です。

部屋ごとに入力をお願いします。該当が
ない場合は空白で構いません。

該当がない場合は空白で
構いません。旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の３つ

からプルダウンで選択して下さい。



違法民泊防止の啓発メッセージについて 

 

○ 厚生労働省ＨＰに掲載している下記メッセージについて、旅行者向けの情

報サイトである、全国観光情報サイト（公益社団法人日本観光振興協会「全国

観るナビ」）に掲載。さらにメッセージの外国語訳を作成中であり、作成後は、

地方自治体に配布予定。 

 

違法民泊はやめましょう 

○ 近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サ

ービスが広まっています。 

 

○ 民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊

事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きをとらなければ

なりません。こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施してい

る民泊サービスは、違法民泊です。 

 

宿泊者の皆様へ～違法民泊の利用はやめましょう～ 

○ 違法民泊の場合は、例えば以下のような問題が発生する可能性がより高い

と考えられます。 

 ・衛生上の措置が講じられておらず、きちんと掃除されていない。 

・犯罪や病気等の緊急事態が発生しても、事業者が駆けつける体制が整ってい

ない。 

 ・事業に対して近隣住民の理解が得られていないために、宿泊中に近隣住民か

ら苦情を受ける。 

 ・火災が発生しても、火災警報が鳴らない、消火器がない、避難口がわからな

い等により、初期消火や避難が遅れる危険性が高い。 

・鍵が適切に管理されていないために、安心して宿泊できない。 

 

○ 旅館業法上の許可等を受けている合法物件は、保健所等の行政官庁の監督

下にあるため、衛生管理や安全確保措置がきちんとなされています。 

安心して宿泊サービスを受けるためにも、違法民泊を利用せず、安全・安全

の確保された合法的な民泊を利用するようにしましょう。 

 

資料３ 



○ 合法的な民泊サービスをご利用いただくためには、適切な WEB サイトで民

泊サービスを探していただくことが重要です。住宅宿泊事業法上の登録を受

けた住宅宿泊仲介業者及び旅行業法上の登録を受けた旅行業者の WEB サイト

においては、違法民泊を取り扱わないこととしていますので、そうした業者の

WEBサイトをご利用ください。登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び民泊の仲介

を行う予定の旅行業者は以下に一覧を掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html 

 

事業者の皆様へ～民泊サービスは合法的に実施しましょう～ 

○ 違法民泊を実施することについては、旅館業法違反により罰則の対象とな

ることはもちろんですが、例えば以下のような問題が発生することにより、中

長期的に安定的に運営することが難しくなりがちなだけでなく、大切な資産

が台無しになる結果を招くことが懸念されます。 

・近隣住民の理解を得られていないために、宿泊者が宿泊中に苦情を受け、そ

の結果、安心・快適に宿泊できず、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの

評価が低くなる。 

・衛生管理が適切に行われていないために、不潔と感じる宿泊者が多くなり、

いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。 

・火災発生時に宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置や防火管理の体

制が適切に行われていないため、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある。 

・消防用設備等や防火管理体制に不備があり、消防署から行政指導を受けたり、

行政処分の対象となったりすることがある。 

・本人確認を適切に実施しないことにより、重大な犯罪の現場や、犯罪者の潜

伏場所として悪用されるおそれがある。 

 

○ 事業実施について近隣住民の方にもご理解いただき、安心・安全で快適なサ

ービスを宿泊者に提供するためにも、民泊サービスは合法的に実施しましょ

う。 

 

○ 民泊サービスの仲介を委託する場合、住宅宿泊事業法上の登録を受けた住

宅宿泊仲介業者又は旅行業法上の登録を受けた旅行業者をご利用ください。

無登録の業者に仲介を委託した場合、トラブル等があった際に十分な対応が

できない可能性があります。登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び民泊の仲介

を行う予定の旅行業者は以下に一覧を掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html


○観光庁から住宅宿泊仲介業者及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者に対し、平成30年９月30日時点の
取扱い物件について報告を求め、厚生労働省、内閣府、関係自治体の協力を得て、適法と確認できなかった物件については、観光庁
から仲介業者に対して掲載削除するよう指導を行った。
・住宅宿泊仲介業者等55社の取扱件数の合計は延べ41,604件であり、前回（平成30年6月15日）の調査から16,666件増加した。
・「違法認定あり・削除対象」と、「適法性の確認不可・再報告対象」を合わせた6,585件については適法と確認できず、合計件数に
対する割合は16％であった（前回と比べて約4ポイントの改善）。

○ また、通報等により違法な物件の掲載が確認された場合には、観光庁より削除要請等の指導を個別に行っている。

違法物件の仲介サイトからの掲載削除に向けた取組

違法認定なし

・修正不要

違法認定なし

・修正必要※①

違法認定あり

・削除対象

適法性の確認不可

・再報告対象※②
確認中 合計

住宅宿泊事業法に基づく

届出住宅
4,710 4,571 717 1,513 26 11,537

旅館業法に基づく許可物件 10,268 10,988 549 1,041 29 22,875

特区民泊の認定施設 454 3144 675 1,746 51 6,070

イベント民泊 0 3 141 53 0 197

その他 ※③ 256 - 150 - 519 925

合 計 15,688 18,706 2,232 4,353 625 41,604

合計件数に占める割合 （38％） （45％）

（5％） （11％）

（2％） (100％)適法と確認できなかったもの

6,585件（16％）

施設の類型

確認結果

（単位：件、小数点四捨五入）

○住宅宿泊事業の届出の提出は13,660件、うち受理済み13,186件
○住宅宿泊管理業の登録件数は1,507件
○住宅宿泊仲介業の登録件数は58件

住宅宿泊事業法の届出状況等について（2月15日時点）

※①・・・仲介業者の保有情報と自治体の保有情報が実質的に一致していると判断できるものの、相違内容が宿泊者に他の物件と誤解を生じ
させる懸念があり、修正が必要なもの

※②・・・自治体の保有情報と部分的に一致する等明らかに違法とまでいえないが、自治体の保有情報と実質的に一致していると判断できず、
違法性の疑いが強いもの

※③・・・短期賃貸借物件等

住宅宿泊事業法の施行状況と仲介サイト掲載物件の適法性確認の取組 資料４



違法民泊の仲介防止対策の強化

観光庁 住宅宿泊仲介業者

宿泊者

〇 ＨＰ等で届出番号等
を公表（国から推奨）

都道府県、厚労省、内閣府

届出・許可等に関する
情報の共有
（データベース）

届出番号等を契約締結前に
宿泊者へ説明（メール送付等）

〇 住宅宿泊事業者から通知のあった届出番号、商号等及び
物件の所在地が、
①都道府県等から送付された届出番号の通知や標識の写し
又は、
②民泊制度運営システムのデータベースの情報
と同一か照合した上で仲介サイトへ掲載※ 【ガイドライン改正】

〇届出番号等物件の適法性に関する情報を仲介サイトに表示

住宅宿泊事業者

〇 掲載物件の届出番号の確認
等が適切に行われていないと
認めるとき、業務改善命令等

仲介の委託時に届出番号、
商号等、物件の所在地を
通知【省令改正】

届出番号を通知

太字・下線＝従来の措置に追加して措置

データベースの情報を提供

資料５



「大阪市違法民泊撲滅チーム」第３回委員会 説明資料の概要について 

 

１ 民泊をめぐる現状について 

 ○適法民泊への誘導 

・特区民泊、新法民泊(住宅宿泊事業法)いずれも施設数は増加 

（適法民泊への誘導は順調） 

特区民泊：2,257(H30.5 末) ⇒ 5,198(H30.12 末)   

        

新法民泊：19(H30.5 末) ⇒ 1,524(H30.12 末)  

           

※H30.6.1 違法民泊指導実動部隊発足 

  

○新規の通報施設数 

・市民からの新規施設の通報数は減少していない（平成 30 年６～12 月の期間、 

毎月約 100～200 施設程度) 

 

受理件数（１月 11 日時点） 

全国     １２，５２５件 

 １位  大阪市（1,556 件） 

 ２位  札幌市（1,492 件） 

 ３位  新宿区（821 件） 

 

 札幌市を抜き、全国１位 

実動部隊 発足 

（平成 30年６月１日） 

実動部隊 発足 

（平成 30年６月１日） 

H30.5 末 

2,257 

（件） 

YCHMH
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２ 違法民泊指導実動部隊の活動について 

 ○現地調査 

   ・６月から 12 月の間で調査対象となった 4,454 施設のうち、3,332施設（約 75％）

を解決  

   

                    

  

 

○民泊仲介サイト掲載施設の適法性の確認 

  ◎観光庁登録仲介業者 

・適法民泊の割合が増加（約 40％⇒約 65％）、違法民泊の割合が減少（約 20％ 

⇒約 10％）しているため、改善傾向。             

  ・一方、施設数ベースでは、違法民泊の仲介施設数は横ばい（1,070件⇒873件）。 

        

                         

  ◎海外未登録仲介業者 

     

2,219件 
6,346件 

1,070件 

873 件 

H30.6 H30.9 全体 5,530件 全体 9,543件 

調査対象施設：4,648 
解決施設数：1,176 
解決率：約 25％ 

調査対象施設：4,454 
解決施設数：3,332 
解決率：約 75％ 

実動部隊 発足 

（平成 30年６月１日） 

（件） 

215 件 

331 件（主としてホテル） 

1,183件 
（記載内容不十分、 
  施設特定不可） 

H30.12 全体 1,729件 



 

 

○違法民泊撲滅に向けた課題                           

   課題１） 仲介業者による適法性の確認が不十分 

課題２） 海外未登録仲介サイトの利用 

課題３） 宿泊実態の把握困難（SNS の利用等） 

課題４） 営業者が海外に居住する者への指導 

 

 

○課題への対応                      

１ 国への要望 

 取り組み内容 

課題１ ・仲介業者自らが厳格に掲載施設の適法性を確認すること 

課題２ ・海外未登録仲介業者に対して仲介業の登録を行うよう働きかけること 

課題３ ・課税情報等の情報の提供を求めることができる規定を設けること 

課題４ ・取締り困難な新たな事業形態への必要な措置を講じること 

 

２ 府市での取り組み 

 取り組み内容 

課題１ ・仲介業者に対し、厳格に掲載施設の適法性を確認するよう指導 

 

３ 総領事館との連携 

 取り組み内容 

課題２ 

課題４ 

・海外未登録仲介業者への働きかけを依頼 

・自国民に対して違法民泊に宿泊しないよう周知依頼  

 


