
意見の反映状況

件　数

8

20

1

29

6

64

提出された意見の要旨及び県の考え方

番号 項目 意見の要旨 県の考え方
対応
区分

1
2住宅宿泊事業の実施にあ
たっての事前準備

観光協会、旅館（ホテル）組合の会員、組合員等が情報共有し、外部からの
問い合わせに対応できるよう、「周辺の宿泊施設で構成する団体への報告」と
して、事業の届出をしようとする者は、事前に届出住宅の周辺に構成する宿
泊施設の団体に対し、事業の届出書類の写しを提出し、事業を実施する旨の
報告をする項目を追加したい。

法において届出は県への届出行為とされており、個人情報を含む届出書類の
写しを第三者に提出することを要綱に定め、届出者に求めることはできません。

D

2 2(1）周辺住民への事前説明
「周辺住民の承諾」についての項目がないため、トラブルが起きないか不安で
ある。

3 2(1）周辺住民への事前説明
事前周知のみでよいのか？承諾書は必要ではないのか。承諾書が必要な場
合は追記すべきである。

4
2(1）周辺住民への事前説明
(2)提出を求める書類

事前説明を受けた側の承認は必要ないのか。

5 2(1）周辺住民への事前説明
届出住宅の周辺住民に対して書面等により事前周知を行うこととしているが、
周辺住民からの了承を得ないと営業できないように変更すべきである。

6 2(1）周辺住民への事前説明
マンションの場合と同様に、個別住宅や管理組合のない集合住宅も何らかの
目に見えた地域との合意形成が図らねばならない。そこで、該当町自治会へ
の届出が必要と考える。苦情への対応措置としても必要ではないか。

7 2(1）周辺住民への事前説明

事前周知に関し、書面での掲示、一部の人に送るだけといった形式的要件の
みでなく、例えば自治会の承認など実質的な告知を行い、地域に認められた
ものであるべきと考える。民泊事業に不安を感じている人も多いと思われ、地
域の人とともに運営ができる事業者が必要と思う。

8 3(1)①提出を求める書類

要綱案3(1)①8)の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
した誓約書の取り扱いについて、届出者が故意又は過失で「禁止する意思が
ない」とすることも考えられる。誓約書をうのみにするのではなく、管理組合理
事長、もしくはマンション管理会社に、直接確認を行って欲しい。または、管理
組合側から事前に「禁止の意思がある」旨の届出を受けることも考えられると
思うので、検討してもらいたい。

ご意見のとおり、届出書類の内容確認において、管理組合理事長もしくはマン
ション管理会社に確認する予定としております。

B

9 2(1）周辺住民への事前説明
周辺住民へのケアを含め、事前説明については重きを置いてもらいたいこと
から、書面等により事前周知において、書面の内容についての定めは無いの
か。

10
2(1）周辺住民への事前説明
(2)提出を求める書類

「周辺住民に対し事前に説明したこととを明らかにする書面」だけではアバウ
トさを感じる。周辺住民の範囲は事業主の任意なのか。

11
2(1）周辺住民への事前説明
(2)提出を求める書類

周知内容に定めはないのか。

12
3(1)②当該法令等以外に提
出を求める書類

事業予定者に住民からの意見を聞きっぱなし、聞き流しにさせないことが大
切。また、県もその内容を知っておく必要があることから、事前説明で寄せら
れた意見ややり取りをきちんと文書に残し、提出させることが必要ではない
か。

「周辺住民に対し事前に説明したことを明らかにする書面」として、周知した相手
方・周知方法・周知日・周知した内容（文書（チラシ））について報告を求める予定
としています。

C

13
2(1）周辺住民への事前説明
(2)提出を求める書類

書面通知だけでは事業者への直接、質問等もできないため周辺住民の理解
を得るには不十分と思う。地域の安全、安心を守るという観点から、事前の説
明会の実施を義務化させるべきである。

14 2(1）周辺住民への事前説明 事業主と周辺住民及び関係自治体との質疑応答を行う機会は無いのか。

15
16

2(1）周辺住民への事前説明
3(1)②提出を求める書類

事前周知において、書面での通知だけでは十分でない。守るべきは地域の安
全、安心という観点からも、事前説明会の実施、また説明会の開催日・開催
場所・対象者名簿・参加者名簿等の提出を義務化するべきである。
【同様の意見　ほか1件あり】

17
3(1)①住宅宿泊事業法令・政
省令で定めている提出書類

全般において認可を受けていない、もしくは取り消すべき施設への規定がな
い。実施要綱においてもきちんと記載すべきなのかとも思います。

全般において認可を受けていない場合は、旅館業法違反となります。欠格条項
に該当することが判明した場合は、廃止命令をかけることとなります。

B

18 ３(2)情報の公表
情報の公表については、責任の所在を明らかにするため、事業者もしくは事
業会社、代表者名、電話番号についても公表すべきである。

19 4(6)苦情等への対応

深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により応対することとあるが、周辺
住民等に管理者の連絡先は公表されるのか。事業者又は管理業者の24時間
連絡をとれる連絡先を常時調べられるよう、公表する方法も明記すべきであ
る。

20
21

3(2)情報の公表
4(6)苦情等への対応

「深夜早朝を問わず常時対応又は電話により対応することを定めるのであれ
ば、事業者の連絡先を公表しないと、全て県の苦情センターが24時間365日
体制で請け負うことになる。事業者が苦情や問題に適正に対応するために
も、ホテルや旅館と同様、連絡先を公表すべきである。
【同様の意見　ほか1件あり】

22 4(6）苦情等への対応
深夜早朝を問わずとあるが、連絡先はどうやって知ればいいのか。ホーム
ページの公開情報は、届出日・届出番号・所在地とあり、相談窓口も深夜昼
夜問わず開設する予定なのか。

「長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱（仮称）」（案）に対するパブリックコメントの募集結果について

　「長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱（仮称）」（案）について、パブリックコメントを実施しましたところ、２６名から、延べ６４件の
貴重なご意見をいただき厚くお礼申し上げます。お寄せいただいた、ご意見に対する考え方をまとめましたので公表します。
なお、ご意見については、取りまとめの上、趣旨を損なわない範囲で要約等をさせていただきました

Ｅ

計

対　応　内　容

素案に修正を加え反映させたもの

素案に既に盛り込まれているもの・素案の考え方や姿勢に合致し、今後の遂行の中で反映させていくもの

今後検討していくもの

反映が困難なもの

その他

対　応　区　分

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

住宅宿泊事業法は規制・振興の両面を有するものであり、事業者の経済活動を
不必要に制限しないよう配慮しつつ、騒音や不適切なごみ出しなど環境悪化の
防止を図る仕組みとなっております。そのため、事実上の営業規制となるような
過度の規制は法の目的を逸脱するものと考えられますので、周辺の方の承諾を
求めることはいたしません。
地域住民の皆さまにおかれましては、安全・安心への不安が確かにあるかと思
います。事業者の責務として、周辺地域への生活環境の悪影響の防止について
事業者が取るべき配慮、苦情への迅速な対応等について規定しているところで
あり、県としても、健全な民泊運営に向けて適切に指導してまいります。

D

事前周知の範囲は、宿泊客が宿舎で騒いだり、ごみ出しのルールを守らない場
合に影響が及ぶと考えられる範囲において、書面等により周知するよう要綱に
示すこととしております。
例として、
【住宅密集地の場合】向い三軒と両隣の二軒、家裏の三軒、自治会（町内会）長
【共同住宅の場合】両隣の部屋及び直上下階の同一位置の部屋に加えて、分
譲マンションの場合は、マンション管理組合の長と自治会（町内会）長。分譲マン
ション以外については、自治会（町内会）長とします。
・説明にあたっては、文書（チラシ等）により、実施予定日、届出住宅の所在地、
トラブル等発生時の緊急連絡先、事業者が安全・安心のために配慮する内容を
周知することを要綱に示すこととします。

住宅宿泊事業法は規制・振興の両面を有するものであり、事業者の経済活動を
不必要に制限しないよう配慮しつつ、騒音や不適切なごみ出しなど環境悪化の
防止を図る仕組みとなっております。そのため、事実上の営業規制となるような
過度の規制は法の目的を逸脱するものと考えられます。当事業は届出制により
行われるものであり、事業者による事業説明会の開催を義務付けてはおりませ
ん。
地域住民の皆さまにおかれましては、て安全・安心への不安が確かにあるかと
思います。事業者の責務として、周辺地域への生活環境の悪影響の防止につ
いて事業者が取るべき配慮、苦情への迅速な対応等について規定しているとこ
ろであり、県としましても、健全な民泊運営に向けて適切に指導してまいります。

D

A

国のガイドライン（施行要領）に基づき、長崎県ホームページでは、届出日、届出
番号、所在地について公表することとしています。また、届出住宅の周辺に対す
る周知の方法として、届出住宅であることを示す標識を公衆の見やすい場所に
掲示することとしています。標識には、家主不在型については、緊急連絡先を記
載することとしており、住宅宿泊管理業者に委託された届出住宅については、管
理業者の名称・登録番号・緊急連絡先を記載することとしています。さらに、周辺
住民並びに自治会（町内会）長への事前説明において緊急時の連絡先を明示
するようにしていることから、騒音等の影響を及ぼす恐れがある範囲について
は、周知できるものと考えます。

B



23 3(2)情報の公表 情報の公開について、マンションの場合、号室まで公開して欲しい。
所在地については、届出住宅を明確にするため、建物・アパート名及び部屋番
号を公開する予定です。

B

24 ４(2)宿泊者の安全確保
宿泊者の安全確保については、旅館賠償責任保険などへの加入を必須条件
とすること

国のガイドライン（施行要領）において、加入が望ましいと規定されておりますの
で、加入をご案内いたします。

D

25 ４(2)宿泊者の安全確保 消防局による年2回の消防用設備の点検結果報告を義務化する。

26 ４(2)宿泊者の安全確保 自動火災受信機の設置を義務化する。

27 ４(2)宿泊者の安全確保
宿泊者の安全確保のため、非常用照明器具の設置又は防火区画などの安
全措置を図る。

住宅宿泊事業法に係る安全措置については、国交省関係住宅宿泊事業法施行
規則第1条第1号及び第3号並びに国交省告示第1109号において規定しており
ます。

B

28 2(1）周辺住民への事前説明 宿泊客はどのような方が利用されるのか。 国内外の観光客やビジネスマンが利用されるものと考えられます。 E

29 2(1）周辺住民への事前説明

住民の生活の安全を守るため、外国人利用客はパスポートコピーのまたは本
人確認の徹底が必要であり、日本人利用客においても人の出入りの管理が
ずさんとなれば賭博行為や売春等の犯罪の温床となると考える。このような
観点から許可基準の強化と施設管理者の責任義務のより一層の強化を望
む。

30
4(4)宿泊者名簿の備付けと
本人確認

宿泊名簿を作成する際は、対面で応対し、外国人は原則パスポートを提示し
てもらい、コピーをし保管する。対面をしないテレビ電話、タブレット端末等の
受付は反対である。

31
4(4)宿泊者名簿の備付けと
本人確認

この項では、宿泊名簿のほかに、旅券のコピーということが謳われていない。
宿泊業では、2005年より外国人宿泊客の旅券の提示及びコピーが義務付け
られており、現存との制度との整合性を図るべきと考える。

32
4(4)宿泊者名簿の備付けと
本人確認

全国において犯罪の温床となる事案が多く、安全安心を一番の旅行者の願
いとは程遠い状態である。民泊を許可される場合、規制を慎重に対処してほ
しい。（チェックイン時の対応、身元確認、衛生面、事件事故など）

33
4(5)周辺地域への生活環境
への悪影響の防止に関し必
要な事項の説明

民泊による観光市場の活性化は長崎の魅力の発信、新たな交流の活性化に
繋がる大きなチャンスであり、民泊を安全・安心に運用できる体制を当然に整
える一方で、新たなルールが個人レベルも含めた多様な層での国際交流を抑
制してしまい、せっかくの可能性を生かしきれない状況となってしまう。当項に
具体的な事例が限定列挙されて、あたかもこれらの行為が当然に禁止行為
であるかのような誤解を与えることにつながることを懸念している。そこで、
「(1)宿泊者に対し、以下について、当該事項が記載された書面等を居室に備
え付けて説明すること。」を「(1)宿泊者に対し、以下も踏まえ、届出住宅及びそ
の周辺地域の生活環境に応じた適切な内容を説明するとともに、当該説明事
項を書面の備付けその他の適切な方法により宿泊者が確認できるようにする
こと。」とするのはどうか。

「騒音の防止のために配慮すべき事項」について、国のガイドライン（施行要領）
に基づき、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
することの表現に改めます。

A

34 4(6)苦情等への対応

緊急時や苦情、問い合わせ時に概ね10分以内に駆けつけるというのは、具
体的な時間感覚を共有する上で有用であると理解しているが、実施要項での
具体的な記載は、10分以内に駆けつけられなかった際の揉め事のキッカケに
もなる可能性もあるため、時間感覚の共有のために解釈として残すのみとし、
実施要領自体からの削除を検討できないか。

35 4(6)苦情等への対応 事業者若しくは管理業者が10分以内に駆け付ける要件をどう担保するのか。

36 4(6)苦情等への対応
駆け付け用件の概ね10分以内は、現実的には難しいケースが多いのではな
いかと思う。

37 4(6)苦情等への対応
支配人や社員が日中深夜、現場に常駐しているならば、苦情対応ができると
も思われるが、住宅宿泊事業者は現地に管理者を置くことになっているのか
わからない。誠実な対応ができるのか心配である。

38
4(7)住宅宿泊管理業務の委
託

住宅宿泊管理業者等の委託業者を認めると、いろいろな住宅で広く運営され
180日制限が実質無効となる。委託業者自体の事業を180日に制限する必要
がある。

住宅宿泊事業法を所管する国が判断すべきものです。 E

39 4(10)長崎県への定期報告 事業者からの定期報告内容の確認（正当性）はどのように行われるのか。

40 4(10)長崎県への定期報告
法的に定められた営業日数の制限確認はどのような方法で裏付けされて守
られるのか。

41 4(10)長崎県への定期報告 民泊運営システムの内容や手法が説明されていないので不透明感がある。 民泊運営システムについては、観光庁で準備中です。 E

42 5(2)指導・監督
法規定に基づいて、報告、立入検査、改善命令などの措置をし、指導監督す
る。

住宅宿泊事業法第15条から第17条の規定に基づき、指導監督いたします。 B

43 5(2)指導・監督
指導・監督の項目は設けているが、法令等に違反した場合の全部または一部
の業務停止ならびに廃止も要綱にうたうべきではないか。

要綱5（2）の指導・監督の項目において、改善命令等とは、業務停止命令や廃止
命令も含んだところでの表現としています。住宅宿泊事業法第15条から第17条
の規定に基づき、対応してまいります。

B

44 5(2)指導・監督
ヤミ民泊の取締りをしっかりやってもらいたい。生活の安全はもちろん、観光
地などの質を落とす業者の放置や、事件・事故が起こらないよう定期的かつ
実効的な取締りが必要である。

住宅宿泊事業法は、これまでその実態が十分把握されていないなかで、住民と
のトラブルも発生している民泊サービスにおいて、実態を把握し、事業者に一定
のルールを課すことで民泊の適正な運営の確保を図るものです。無届民泊は、
旅館業法違反となることから、適正に対応してまいります。

E

45
46

5(3)苦情窓口の設置

地域地域において、様々な異なる苦情や問題が発生することが考えられるた
め、相談窓口を県で一本化することなく、市町村別に窓口を設けるべきであ
る。特に離島は、現地からの時間的距離も遠く、県の一本化窓口では迅速な
対応は望めない。
【同様の意見　ほか1件あり】

住宅宿泊事業にかかる所掌事務は県とされていることから、県生活衛生課に相
談窓口を設け対応することとしております。国もコールセンターを設置し、セン
ターに寄せられた相談についても県に通報されることとなっております。

D

住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者は、宿泊者全員の氏名、住所、職業、宿
泊日、日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍、旅券番号を記載し
た宿泊者名簿を備え付けなければなりません。外国人利用客に関しては、旅券
の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することを事業
者等に求めていきます。また、テレビ電話、タブレット端末等の受付について、宿
泊者の本人確認として、対面と同等の手段として、国のガイドライン（施行要領）
において可能とされております。

A

B

苦情等の対応については、事業者の責務として、国のガイドライン（施行要領）
においても、事業者または管理業者は、宿泊者に対し注意等を行っても改善さ
れない場合、現場に急行し必要な対応を講じることとなつております。そのた
め、苦情や問合せが緊急を要する場合において、迅速に駆け付け、適切な対応
をとることとします。目安となる時間を明記することが必要と思われますので、旅
館業法における簡易宿所での取扱に準じているところです。

B

住宅宿泊事業法の防火安全対策は、消防法が適用されますので、消防法令に
のっとって対応いたします。

D

住宅宿泊事業法第14条において、住宅宿泊事業者は2月毎に実績報告をするこ
とを規定しており、要綱案においても事業者の責務として盛り込んでいます。法
17条において、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、県は住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求めることや施設
への立入検査、関係者への質問等の権限が与えられています。



47
宿泊日数を80～100日以内に限定し、それが正しく実施されているか立入検
査し指導・命令などの措置をし指導監督する。

48
県下全域を民泊の範囲としているが、国立公園内、世界遺産施設の近隣、国
宝建造物の近隣、特別景勝地の近隣、小学校・中学校の半径100ｍ以内及び
その通学路について地域指定をし規制すべきである。

49
国立公園内での宿泊事業は、環境省の宿舎事業の申請、許可を必要とする
ので、同様の処置をとるべきである。

50
住宅宿泊事業の小中学校の近隣地区および通学路沿いについて、国宝や世
界遺産の周辺地区、景観保護地区についても営業不可とすべきである。

51
52

住居専用地域や学校の100ｍ以内などの場所での営業を禁止すべき、少なく
とも土日のみの営業にするなどの規制を課すべきである。
【同様の意見　ほか1件あり】

53
54

法に基づき年間180日以内の規制としているが、地域によっては、イベントや
繁忙期で非常に観光地やその道路が混み合うことが予想される。雲仙の紅
葉シーズンや長崎のランタンフェスティバル等、地域に応じた営業日規制を設
けるべきである。
【同様の意見　ほか1件あり】

55
旅館の稼動が極めて下がっている状況の中、競争となる施設の増加はまわり
の経営環境をいっそう悪化させる要因となる。日数等の規制は繁忙時のみの
対応にするなどお願いしたい。

56
保育所、幼稚園、小・中学校、病院などの近隣地域は営業を規制する等、制
限を設ける必要があるのではないか。

57
昨今の民泊での事件を鑑み、地域の安心安全に配慮し、住宅専用地域や学
校の近くなどの場所での営業を禁止すべきである。出来ない場合は、日数の
制限（土日等）を設けるべきである。

58
旅館業法を遵守し、宿泊業を営む我々にとって、民泊そのものが不当な競争
だと認識しており反対である。

59

上五島ではバックパッカー用、素泊用の簡易宿泊所が、現在、次々と出来て
きており、従来からの旅館・ホテルは新しい施設に対抗できなくなっている。一
個人だけの努力でどうなるものでなく、部屋が空いているから等の利益優先
の企業のために、高い品質を保持してきた長崎の旅館・ホテル全体の質が落
とされるというのは困る。他県では、住民の生活を脅かす事態も発生してお
り、長崎県は住宅宿泊事業は許可しませんという位、言ってもいいと思う。

60

住宅の場合、面積や宿泊人数による規制は、民泊の安全措置の手引きを見
ると緩い感じに見える。今後、民宿を営む方が、民泊に移行し、安全面、衛生
面ほかで、全体的に宿泊業の質がおちることで、いろいろな問題が発生しそう
である。

いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。 E

61

「住宅宿泊事業法」の施行により、各市町村は「ガイドライン」「要領」「要綱」を
定めることにより、市民の意見を聞くこととされているのでしょう。基本的には、
私は下記を確認する必要があると考えます。

1.法律ができたとはいえ、長崎県が推進するのかが不明である。
2.実施にあたり、地方自治の在り方を見直すチャンスではあるが、使い方を誤
ると大混乱を起こす。
3. (P2)２.住宅宿泊事業の実施にあたっての事前準備　(3)②のなお以下を自
治会まで拡大できるのか不明。
4.事業者は原則として、、自治会加入が必要である。
5.マイナンバーの写し。
6.コンベンション協会等の助成事業との調整。
7.原則として、｢レンタカー｣の駐車・停車の禁止。
8.警察等への事前報告の原則。
9.この事業は、市内・県内の事業者でなく、他市他県からの事業者がおおい
に考えられる事を考慮する。他市他県の場合「所得税等」の申告は、長崎県
外であり長崎県の収入になりえない事も考慮。
10該当市町村域のホテル・旅館等の宿泊状況の考慮も必要である。
11.長崎県にトラブル解決の為の｢センター｣設置が必要であると思われる。

いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。
住宅宿泊事業法及び関係法にのっとって適切に対応してまいります。

E

62 案のままでよい B

63 要綱案で全て満たすのであれば賛成も良しと思う。 B

64
案のままで問題ありません。お客様の「安全」「安心」を第一に考えていただき
たい。

B

営業の自由の保障という観点から、需給調整を理由とした制限はできないと考
えます。

D

住宅宿泊事業法第１８条において、「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」とさ
れています。
本県では、民泊に起因するトラブルの報告がないことから、ただちに、生活環境
の悪化を招くとは言いがたいところです。また、住宅宿泊事業の適正な運営を確
保しつつ旅行者の宿泊需要に的確に対応するという法の趣旨を踏まえて、現段
階においては、条例を制定せず、トラブル防止のための一定のルールを定め
た、当実施要綱により健全な民泊事業の確保と適切な指導を行うこととしており
ます。

D


