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区議会は、昨年 12月 の第 4固 定例議会に於いて、区よ り提出された「大田区国
家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規員」
、住宅の空き部屋などに旅
」
「
行害を泊める 特区民泊」を認める条例を可決 し、区は全国で初めて「特 区民泊」
を認める条例を施行 し、国家戦略特区の枠組みを利用 して、旅館業法の適用除外
を受けた民泊事業が始 ま りました。
今回はその内容を報告致 します。
なぜ大田区は民泊を認めるのか
国土交通省・観光庁 によります と、2015年 に日本を訪れた外国人旅行者
は 1,973万 7,000人

(推 計)で 、前年比 471%増 、又、訪日外国人が日本

滞在中に使った旅行消費額は、3兆 4,771億

1■

、前年比 715%増 、支出の

内訳は、買い物代が 1兆 4,539億 円超 (418%)、 宿泊費 (258%)、 飲食
費 (185%)、 1人 当たりの平均支縮額は 17万 6,168円 、前年比

165%増

と日本経済を支えています。
大田区の宿泊施設の客室稼働率は 90%を 超え、

大田区の宿泊施設の客室
稼働率は高水準だ

宿泊施設の不足が目立っています。
その要因は、訪日外国人の増加で、羽田空港の
国際線の旅客数は、2010年 度で約 480万 人から
路線の拡大などで、2015年 度は 1,300万 人を超
え、回土交通省は、都心上空の飛行経路の見直し
など、今後も羽出の発着枠を増やす方針です。

2015年 度の旅客数は世界で 4番 目の 7,282万 人
です。
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インターネッ トの宿泊仲介サービスを通 して広まっている民泊で、滞在者
が短い期1用 で入れ替わったり、夜中に騒いだり、ごみの出し方を守らなかっ
たりして、近隣住民 とトラブルになっているケースも有 ります。
不足 している宿泊施設を補 うためと、近隣住民 と宿泊客 との トラブル防lヒ
に向けたルールをりJ確 化 し、安心 して近隣住民も、な
li泊 客を受け入れられる
ようにし、大田区の発展に繋げて行けるようにとの考えで行っています。

条償

(大 田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)

○ 国家戦略特別区域法第 13条 第 1項 に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事
業に関し必要な事項を定める
1事 業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、地域のホテルや旅館との役割分担、1施 設における滞在期間等を総合的に考慮
して 7日 以上とする。
2立 入調査等
区長は、戦員に、認定事業者の事務所又は滞在1/E設 に立ち入 り、又は関係者に質問させ
ることができることとする。
3近 隣住民への事業計画の周知
事前に近隣住民に対 し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用さ
れるものであることについて、通切に周知 しなければならないこととする。
⇒行政の劇与による「安全・安心籠iの 不安解消」
○ 特例事業を円滑に進めるため、行政指導の指針及び審査基準並びに事務手続について
規定

ガイ ドライン

(指 導のポイント)

1 認定前の近隣住民への周知
条例及び規則で定めるとお り、認定を受けようとする者に対 して、近隣住民に対 して周
知するようlr.導 する。その際には適切にllll知 、 悦サ￨し 、近隣住民の出l解 を41る ように努
める。
(近 隣住民の範碧)
ll用 する施設のある建物の他の使用者
②境界線が接する敷地にある建物の使FTl者 等
(近 隣住民への周tll内 容、方法)
0申 請者の氏名、②施設の名称・所在地、0苦 情等窓日の連絡先、0廃 棄物の処理方
法、③緊急時の対応方法
周知方法は「書面」による。

2.滞 在者の使用開始時、使用終了時における本人確認
●滞在者名簿 (滞 在期FFn、 氏名、住所、職業、連絡先、 l籍 、旅券番号を記載 )を 3年
以上保存。保管場所をlll確 にしておく。
●本人確認は、日本 人の場合「顔写真伺きの身分証明書等」で行い、外国人の場合は、
旅券の呈示を求め、旅券の写 しを滞在者名簿 とともに保管する。旅券の呈示を拒否する
場合、区の輸導であることを議り]し てもなお拒否する場合は最寄 りの警察岩等に連絡す
るなど適切な対応を行う。
●滞在者の施設の使用開始時及び使用終 了時に対面 (又 は映像等により確実に確認でき
る方法 )に より、本人確認を行 う。
3̲滞 在者の滞在期間中の使用状況確認
●滞在期間中に、滞■:本 人が適切に施設を使用 しているかについて状況を確認 し、挙動
に不審な点が見 られる場合などには速やかに最寄 りの警察署に通報する。
●警察等の144査 機関の職員か ら、その職務 ̲ヒ 滞在者名簿の開覧請求があった場合には、
捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、職務の目的に必要な範囲内で協力する
こと。
4 苦情等への対応
●近隣住民からの青情等の窓口を設置 し、近隣住民に周知するとともに、近隣住民から
騒音やごみの廃棄方法等の苦情があった場合は、適明かつ速やかに対応できる体制を整
備する。
●近隣住民から騒音やごみの廃棄方法等の苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応
できる体制を整備し、近隣住民の理解を得るよう指導 し、その際の近隣住民 とのや り取
り、交渉経緯等を記録 し、適宜報告する。
【
留意事蠅
「業者に対 し、思定」f業 の実施
●区長は法令の刃ι
定の施行に必要な1銀 度において、思定 」
状況について報告を求めることができる。
5.廃 棄物の処理方法
●事業系ごみとして適切な処理を行う。
●施設の滞在者に対 し、使用開始時に、
「廃棄物の処理方法Jに ついての注意事項を外
国語をlllい て行 う。
6 火災等の緊急事態が発生 した場合の対応方法
●施設の滞在者に対 し、使用開始時に、火災等の緊急事態が発生 した場合の通報先及び
初期対応方法 (防 火、防災設備の使用方法を含む )を 外国語をlllい て説明する。
●認定 嗜 者は、
「火災等の緊急 'ji態 が発生 した場 合の対応方法」を含めた必要な帯計
'業
を講 じる。
7 施設を事業に使用 するための権利を有すること
●施設を事業に使用するための権利を有することを証明する次の書類を添付する。
(a)施 設を賃借 し事業に使用する場合は施設所有者 と嗜1講 者との間の賃貸僑契約書、転
貸を承諸する書面
(b)施 設を所有 し事業に使用する場合は施設にかかる不動産登記事項証明書等、所有の
事実を l■ 明する書類
8̲消 防法令で義務付けられている設備等が設置されていること
●認定を受けようとする施設の存する建物について、消防法令で義務付けられている設
ll等 を設Fiす る。
Lt・

実融
第二種住居地域 準住宅地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域
※原則として建築基準法第 48条 により「ホテル・旅館」の建築が可能な用
途地域 (第 ^種 住居地域にあっては 3,000ぷ 以下)を 、事業実施地域とする
が、例外的に諸法令による制限を受ける場合がある。
課題 としては
現在は旅館業法で認め られていないft宅 地での受け入れを どの様に
してい くのか
消
1寝 回数気ilじ ￨の 旅行者を どの様にするのか
災害時に宿泊客の安全を どう確保するのか
民泊の規則緩和が行き過ぎれば、旅館や地方の宿泊事業者の経営を
圧迫 しかねない
条Flfを 使わずに違法な営業を続ける業者をどうするのか
などの課題 も残されています。

