
No 意見内容 市の考え方

1

「住居専用地域では全ての期間、実施できないこと」について賛同する。ゴミの問題、騒音の問題、風紀の問題等々デメリットばかりである。閑静な住宅地に民泊
を営業することは反対。実態は宿泊施設でありながら、これを住宅と強引に読み替えることにより建築基準法をクリアしようとしている。

なお、住宅宿泊事業者は事前の説明は必要とあるが「住民の賛同がなければ実施できない」ということを条例に定めてほしい。また、禁止されたとしても、隠れて
実行された場合の対応もきちんと考えていただきたい。氏名公表だけでなく、立入検査、改善命令等、もっと厳しい処分が必要と思う。

2

（１）ゴミはゴミステーションに投棄されるのか。不法投棄と思う。また、不法投棄を見つけた場合は何処に通報すれば良いか、明確にしてほしい。
（２）民泊の実施により、固定資産税の減免措置が受けられなくなる場合がある、という話を聞いた。どのような場合そうなるのか、明確にホームページに提示して
ほしい。
（３）民泊で起こる事件やトラブルについて、強姦事件等もニュースで見ることが度々あるが、地域の安全性を守るためにもっと厳しく規制するべき。インバウンドの
顧客に対しても日本の安全性を揺るがすことになると思う。

3
　民泊に反対。法整備が不十分だと思う。隣家やマンションに生活習慣の違う見ず知らずの人が出入りし、地域の安全が脅かされる。また、外からの監視の目が
いき届かないため、犯罪の温床になる可能性があり、治安が悪くなる。地域住民とのトラブル、事件等により民泊へのイメージは良いものがなく不安である。行政
がしっかり対応してほしい。

4

　民泊を利用する人の多くは外国人と思われるが、文化や生活習慣が異なることや、言葉の壁もあり意思の疎通も容易ではない。地域住民とトラブルが頻発する
ことが予測される。そういった際に誰がどの様に対応し、解決してくれるのかが全く議論されずに不透明なままである。行政が24時間対応し、現地にすぐ来てくれる
となれば少しは安心できるかも知れないが、そういったことはまず無いと思う。
　ホテルや旅館では、スタッフが責任を持って対応しているが、民泊ではどうか？結局、トラブルの際の対応は地域住民が負担する事になる。目先だけを見て地域
住民の理解を得られぬまま民泊を始めてしまうと、せっかく日本に来られた外国人もかえって失望し、残念に思う結果につながりかねない。
　これから観光立国を推し進めようとするならば、民泊などという事はせず、海外から来られたお客様をきちんとおもてなしできるようにしていかなければならない。

5 　民泊では、温泉やホテル・旅館の良さをわかってもらいにくいと思う。

6
　民泊施設が増えるとなると、旅館業法によるコンプライアンスを履行している者からすれば、宿泊料金面で太刀打ちできず、将来雇用を守るどころか、経営が危
ぶまれます。死活問題でございますので、何卒厳しい規制をおかけ頂きます様、よろしくお願い申し上げます。

7
重要なのは事のすべての最終責任を誰が受け持つのか明確にしなければならないということである。責任をたらい廻しにするようなら何一つ良い結果は生み出

せない。

8

アベノミクスの一環として打ち出される規制緩和策や関連施策と景気の高揚によって、観光事業が活性化し宿泊施設の不足が際立っているが、いずれは不況と
なる。その時にどういう対応を取り、一旦条例化したものと旅館に携わる事業者の保護をどう天秤にかけ、施策を講じるのか、不明朗な付け焼刃政治は当事者とし
て容認できるものではない。他の市町村と同様の施策はもってのほか、現況を乗り切る有効かつ公平かつ迷惑をかけない方策を意見募集の前に専門家を交えて
徹底的に議論するべきである。

9

　住宅宿泊事業法（以下、法という）を超える法的措置は当然ながら無効だが、条例案では法の趣旨を踏まえつつ地域の実情を踏まえ、厳しいものを策定していた
だきたい。
（１） 法第１８条に基づく住宅宿泊事業の実施制限に関する方針について
　事業の実施制限区域及び期間を設ける場合は、条例の別記などで対象地域の住所などを明確に示すべきである。住居専用地域や北区有馬町のように住所ま
で限定していることを鑑みると、市民誰もがわかりやすいように対象となる施設の住所を条例の中で明記するべきと思料する。
（２）住宅宿泊事業者の責務に関する方針について
　「事業を営もうとする者は、届出を行うに先立ち近隣住民に対して、事業を実施する旨等を書面により周知しその結果を市に報告すること」とされているが、それ
だけでは不十分と考える。ペーパー１枚配るだけでいいと考える事業者が出てくる可能性がある。条例では「事業を営もうとする者は、届出を行うに先立ち近隣住
民に対して、事業を実施する旨を書面にて周知し、併せて住民に対する説明会を開催する。この説明会には市当局も参加しなければならない」といった住民から
出てくるであろうトラブルに対応できるような実効性のある条文を策定すべきである。これこそが、「神戸市の考え方」の最後で触れられている「地域との調和を図っ
た住宅宿泊事業を行っていただくために、事前の説明が必要と考えています」という趣旨に合致すると思料する。

　神戸市内の用途地域を検索できるシステム「ゆーまっぷ」により、住
居専用地域の確認ができますが、さらにわかりやすい形でお示しする
ことも検討していきます。
　また、住宅宿泊事業者の責務として、あらかじめ書面を配布して説明
会を実施すること、周辺住民の意見等を受け適切に対応すること、住
宅宿泊事業者が届出を行う際に説明会の実施状況・対応結果を記載
した書面を市に提出することを定めます。

「（仮称）神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」の骨子に対するご意見及び神戸市の考え方について
　皆様より貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。いただいたご意見に対する市の考え方については、以下のとおりです。

１　実施結果
（１）意見募集期間　：　平成30年1月5日（金）～1月26日（金）
（２）提出意見数　　 ：　45件（うち市外からの意見　2件）
（３）提出方法
　　　　郵送        ：2件
　　　　ＦＡＸ        ：27件
　　　　電子メール：16件
　　　　持参        ：0件

２　意見の内容と神戸市の考え方　（いただいたご意見については、趣旨を踏まえて要約しております。）

　本条例は、神戸市内において、住宅宿泊事業者が当該事業を実施
するにあたり、生活環境の悪化を防止し、事業の適正な運営を確保す
る目的で制定するものであり、住宅宿泊事業法（以下、「法」という。）
第18条の規定に基づき事業の実施を制限する区域及び期間を定める
とともに、周辺住民への周知や、公衆衛生又は善良な風俗を害するこ
とがないよう事業の適正な運営を義務付けます。なお、法第18条で
は、生活環境の悪化を防止することが必要な場合に条例により制限で
きることと規定されています。
　また、法では事業者に対して、外国人観光旅客への住宅設備の使
用方法の案内、災害等が発生した際の連絡先の案内、宿泊者に周辺
地域の生活環境への悪影響の防止について外国語で説明を行うこと
などが義務付けられていることから、法の遵守、適正な運営を求めて
いきます。
　
　廃棄物については、事業者が廃棄物処理業者と契約を行い、適正
に処理しなければなりません。万一、不法投棄を発見した場合は、ク
リーン110番（078－331－9110）へ情報提供をお願いいたします。
　
　このほか、市民の皆さまからの様々な通報・相談に関しては、関係
部局区や警察が連携して対応していきます。

福 祉 環 境 委 員 会 

（ 保 健 福 祉 局 ） 

第113号議案関連資料 
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10
　民泊禁止を含む管理規約への改正を考えているが、役員会決議はしたものの、規約改正は届け出までに間に合わない。小学校の隣にあり中学校も近いので、
この条例で制限していただけると心強い。平安な生活を維持するためにも、ぜひ制定していただきたい。

　学校等周辺100ｍ以内（あらかじめ施設の設置者の意見を聞いて市
長が定める区域を除く。）については、全ての期間実施できないように
規定します。
　分譲マンションにおいては、区分所有者の皆さまで議論いただき、民
泊を禁止する場合はできるだけ早く（住宅宿泊事業者の受付が開始さ
れる平成30年3月15日までに）管理規約を改正してください。それまで
に管理規約の改正が間に合わない場合は、一時的な措置として、総
会または理事会にて「民泊を禁止する方針決議」で対応が可能です。
　なお、トラブル防止の効果を高めるために、条例で規制される地域で
あっても、民泊を禁止する場合は管理規約にその旨を明確に意思表
示することを推奨いたします。

11 　民泊を実施することが「有馬温泉」というブランドの低下につながっていくと思う。民泊での事件をニュースで見るが、民泊が地域の安全を脅すと思う。

12 　犯罪の温床や生活環境の悪化につながる民泊は有馬温泉にあってはならない存在であると思う。条例を通してほしい。

13
　有馬の昔ながらの町並みや落ち着いた雰囲気が大好きだが、町の雰囲気も変わってしまうし、治安も悪くなり心配な事、嫌な事しか思い浮かばない。民泊には
絶対反対。

14

　有馬温泉の宿泊施設は、どの宿も満室の日は少ない現状である。民泊は、ただ泊まるだけのことと安易な考えでは、旅館業・ホテル業として正しく法律を守り、安
心・安全を第一に考え運営している施設とは、全てにおいて安心・安全を守れないと思う。
　貴重な歴史ある有馬の地区に民泊施設は必要ないと考える。安心・安全面を考えて明確にして頂きたい。
　民泊で起きている様々な苦情をクリア出来る明確な規制が必要。大切な地域の文化を守って頂きたい。

15

　訪日外国人の急激な増加により、有馬でも外国人観光客が増加している。有馬地区で民泊が行われると、さらに外国人観光客が増え、施設の場所が分からな
い人が住宅地を徘徊することも考えられ、子ども達により近い住宅地にて宿泊業が行われると考えると非常に不安である。
　また、ゴミ・騒音・犯罪・火事等の問題もある。兵庫県と神戸市条例は、日本一厳しい条例になると新聞などで拝見した。国が推し進める政策とぶつかり合う形で
はあるが、住民を第一に考え、屈せずに条例を通してほしい。

16
　民泊が犯罪の温床になり近隣などトラブルが起きた場合の責任は民泊の家主にあるのか。事故・事件が起きるまでに規制をしてもらいたい。
　有馬温泉地域は昔ながらの町並みで隣接する建物が多く火災時に延焼のリスクを抱えている。旅館など宿泊施設には消防設備が義務付けられているが、本法
の場合消防設備が義務付けられるのか？指導に従わない場合、どこの部署に責任を持って指導してもらえるのか。

17
　民泊により治安が悪くなったり、ごみが増えたりと地域の問題を引き起こす可能性を懸念している。又、きちんとした消防設備が無いところに観光客が泊まること
は火災のリスクが大きく絶対に反対。

18

　民泊そのものの是非は地域にもよるが、有馬に民泊が参入してくることは反対。
（１）火災が起こった場合の心配がある。有馬地域は概ね狭い谷間に住居がひしめいて建っている。管理の行き届かない民泊が隣接もしくは同じ棟に存在するの
は、万が一火災が発生した場合非常に不安。旅館、ホテルのようにしっかりとサービスやメンテナンスなどが行届き、消火設備が整っていればこそ安心して客も泊
まれるし、周辺にも居住できる。事業届出に際しては旅館、ホテル並みの指導をお願いしたい。
（２）家主不在型の場合、犯罪の温床になったり、ラブホテル代わりに利用されたりしかねず、治安、防犯上の不安がある。家主滞在型以外は認めて欲しくない。ペ
ナルティも強化してほしい。
（３）民泊で出たゴミが家庭ゴミとして投棄される可能性がある。決められたゴミ出しの日以外にゴミステーションに生ゴミ等が投棄されたり、分別されていないゴミが
投棄されたり、決められた以外の袋で出されたりして、尻拭いを住民が行うことになる。
（４）身近な生活空間に民泊ができることで、大声での会話やカートの音などの騒音が、住民のストレスに繋がる。

19
　家主不在型民泊では、責任の所在が不明確となり、火災・犯罪などの危機管理が不十分となる。また、テロの温床となる危険性があると思われる。
　現在、問題となっている利用者のマナーの悪さ、住宅への迷惑など、絶対に民泊を受け入れることはできない。

　法において、家主不在型の住宅宿泊事業については、施設の管理
を住宅宿泊管理業者へ委託するよう義務づけるとともに、委託を受け
た住宅宿泊管理業者には住宅宿泊事業者と同様の責務が課せられ
ます。このため、住宅宿泊管理業者に対しても、住宅宿泊事業者と同
様の規制・指導を実施していきます。
　また、火災予防上必要となる消防設備や防火管理体制については、
利用者に対する火災予防上必要な注意事項の周知徹底を含め、旅
館・ホテルと同等の規制を行います。

　有馬町においては、住民のみならず、旅館・ホテルの宿泊者も含め、
生活環境の悪化を回避する必要があると考えています。

　本条例は、神戸市内において、住宅宿泊事業者が当該事業を実施
するにあたり、生活環境の悪化を防止し、事業の適正な運営を確保す
る目的で制定するものであり、法第18条の規定に基づき事業の実施
を制限する区域及び期間を定めるとともに、周辺住民への周知や、公
衆衛生又は善良な風俗を害することがないよう事業の適正な運営を
義務付けます。
　また、法では事業者に対して、外国人観光旅客への住宅設備の使
用方法の案内、災害等が発生した際の連絡先の案内、宿泊者に周辺
地域の生活環境への悪影響の防止について外国語で説明を行うこと
などが義務付けられていることから、法の遵守、適正な運営を求めて
いきます。
　
　有馬町においては、住民のみならず、旅館・ホテルの宿泊者も含め、
生活環境の悪化を回避する必要があると考えています。
　
　住宅宿泊事業を行う建物は宿泊事業を行う施設のため、消防法令
においては原則旅館ホテルと同等の規模に応じた消防設備や防火管
理規制を行います。
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20

（１）条例の強制力について、現案では、違反した場合、是正勧告、氏名公表等とされているが、それだけであれば、引き続き条例に違反した民泊運営を続けること
ができるように思う。経済合理性が十分なくなるほどの罰金・罰則を導入する必要があるのではないか？
（２）家主不在型民泊については、火事及び住環境の悪化において、特に重大な問題が予想される。

有馬温泉のように木造建築の密集するエリアでは、特に、家主不在型の民泊は危険だと感じている。民泊には、日本の住宅環境に不慣れな外国人も多く利用
されると予想される。一般的な家電製品、特に暖房器具は、使用方法を誤ると火事等の重大な事故を起こす可能性が非常に高くなる。また、禁煙ルール等を守ら
ないことも十分に考えられる。一度火事が起これば、特に歴史的建造物が密集する有馬温泉においては、一気に延焼する。
　　地域では、消防団を組織するなど、地域ぐるみで火事の対策をとっているが、家主不在型民泊のような抜け穴ができてしまうと、地域の安全対策が破綻する。
　　したがって、家主不在型については、通年で規制する必要があると考える。
（３）住環境の悪化についても、重大な問題が発生する可能性がある。有馬温泉には外国人が多く訪れるようになり、大騒ぎをされることが多々ある。

複数のスタッフが24時間常駐する旅館ホテルでさえ苦慮しているこれら問題に対して、家主不在型の民泊がどのように対処し得るのか？地域の風紀は乱れ、夜
中まで大騒ぎされた場合に、だれが助けてくれるのか？旅行者の顔を対面で確認しない場合には、犯罪の温床になりやすいということも考えられる。有馬温泉の
静かで安全な住環境が破壊されてしまう可能性が高い。

　本条例で定める事業の実施の制限に違反した場合においても、法に
違反した場合同様、業務改善命令、業務停止命令を行うことができ、
さらに、これらに違反した場合は罰則が適用されます。
　それに加えて、本条例に違反した場合は、勧告・公表を行う規定を設
けます。
　
　有馬町においては、住民のみならず、旅館・ホテルの宿泊者も含め、
生活環境の悪化を回避する必要があると考えています。

　法において、家主不在型の住宅宿泊事業については、施設の管理
を住宅宿泊管理業者へ委託するよう義務づけるとともに、委託を受け
た住宅宿泊管理業者には住宅宿泊事業者と同様の責務が課せられ
ます。このため、住宅宿泊管理業者に対しても、住宅宿泊事業者と同
様の規制・指導を実施していきます。
　また、火災予防上必要となる消防設備や防火管理体制については、
利用者に対する火災予防上必要な注意事項の周知徹底を含め、旅
館・ホテルと同等の規制を行います。

21

　悪質な民泊事業者は国の事業法によってすでに選別可能。
　学区によって特定地区によって季節による規制はいたずらに民泊事業参入を阻害するだけと考えられる。

民泊はそもそも旅館業を補完するものであり、若者の移動の自由の権利を保障するものであり、神戸にとって今後多様な居住を推し進めるためには必要な事業
だと考えられ、いずれ良質な民泊を選択するだろう市場原理に任せた方が賢明。『住みやすい神戸』を進めるためには『お試しプラン』が必要。多様な形の宿泊か
ら生活を知るきっかけを作るためには生活圏で実際に試してもらえる方がいいはずである。

旅行者は決して住民にとって迷惑なものではなく、ホテルや旅館業を圧迫するものでもなく、神戸を気に入ってもらう『お客様』であると内外にアピールする方が神
戸のためではないか？
　神戸市には登録制をきっちり行い、違反者にはちゃんと警告する。良質な民泊を進めてほしい。
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（１）空き家対策として期待していた方々の計画が民泊解禁まじかに断念しなければいけなくなる。国の提案を健全に受け入れて運用すれば可能にしてほしい。禁
止するのではなく前向きに対応してほしい。
（２）北区有馬町においては旅館からの圧力にしか見えない。
（３）学校、児童福祉施設等の周辺 100ｍ以内を規制することについて、101m離れているなら可能な理由を明確にしてほしい。商業地 近隣商業地にも学校、児童
福祉施設等存在するのにすべての地域で禁止するのは理解できない。100ｍ以内に商業施設があって民泊が禁止される。旅行者が商業施設を利用し民泊は禁
止する理由は何か説明してほしい。最小限の規制に、もっと細やかな規制を考えていただきたい。

　本条例は、神戸市内において、住宅宿泊事業者が当該事業を実施
するにあたり、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し、事業の適正な運営を確保する目的で
制定するものであり、必要かつ適切な地域及び期間を規定していま
す。なお、全ての期間において住宅宿泊事業を制限している区域で
あっても、市長が告示する区域については除外する規定を設けます。
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　以下の理由により、神戸市条例案における、「学校、児童福祉施設等の周辺 100ｍ以内の区域では、全ての期間、実施できないこととする」こと、「都市計画法に
おいて良好な住居の環境を保護する地域である住居専用地域では、全ての期間、実施できないこととする」ことの削除と条例の見直しを求める。
　住宅宿泊事業法の目的と国内外の若者や事業者との交流を通じて、神戸に定住者やビジネスを増やし、定着してもらおうという意図が記載されている神戸 2020
ビジョンにて策定されている内容と矛盾する条例案であると考える。そもそも法は事業の推進を目的としたものであり、住居専用地域における住宅宿泊事業の実
施を市町村が禁止することは、国方針に大きく反対の方向を向いているものではないかと考える。
　スタートアップする若者や事業者の多くが旅やビジネストリップにおいて民泊を利用することが多い中（神戸市が実施した 500startup に参加した海外の事業者の
多くは民泊を利用しており、それが参加者の神戸に対する満足感をあげていた）、神戸市内における絶対的魅力とも言える住居専用地域での宿泊に規制をかける
ことは、非常に街としてネガティブなイメージを体外的に与えることになるとも考える。あわせてスタートアップする若者の収入の多様化、空き家の活用面において
も多大なメリットがあると考えられますが、住居専用地域においてこれが禁止されると、多大な機会ロスになると考える。
　神戸市において良質な民泊は、住居専用地域や学校・児童福祉施設周辺 100m 以内にあるコミュニティーに居住する人々によって行われてきたものが多いとい
う印象を持っている。逆に、住宅専用地域の外に立地する中層の雑居マンションやワンオーナーのワンルームマンションなどで民泊事業を行っていた人たちは、粗
雑な運営を行っているケースが多く、トラブルの原因にもなったりしている民泊が多いエリアでもある。今回の規制で逆にそのエリアに民泊が増え、住環境を損ねる
ことになるのではないかとの危惧もある。粗雑な運営をする事業者への規制はしっかりと行うべきであり、そこに条件を加える条例案が逆に全くないのはどうかと
思う。また、しっかりとした現状調査（現地の調査や利用者の声など）が行われた上で、当条例案が作成された形跡が感じられなく、兵庫県に追随したということな
のではないか？兵庫県の中心地でもあり対外的な交流が盛んな神戸市において単に兵庫県に追随するというスタンスであってはいけないのではないかと考える。
　住居専用地域や学校・児童福祉施設周辺 100m以内禁止について、地域実情差がかなり存在すると思われる。北野地区は、第二種中高層住居専用地域に属し
ているが、観光地でもあり普段から多様は観光客で溢れかえっている。また、児童福祉施設は地域のハブのようなエリアに立地しており、普段から人の動きが多い
エリアに存在していると感じる。そうした地域の特性に応じた運用ができるように、地域によって運用が変えられるような施策は考えられないものか。もしくは、当条
例の施行を低層住居専用地域などに限定すること（中高層住居専用地域は外す。児童福祉施設周辺 100M以内禁止は外す）を検討して頂きたい。
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　ラブホテルを規制しているにもかかわらず、ラブホテル化しかねない民泊に対して用途が十分に規制されていない。ラブホテルの規制が、なぜあるか真剣に検討
してほしい。

　法では宿泊者名簿の備付けが義務付けられており、住宅宿泊事業
法施行要領では本人確認等の実施が求められています。また、条例
においても公衆衛生又は善良な風俗を害することがないよう事業の適
正な運営をしなければならないと規定し、これらに基づいて指導を行っ
ていきます。
　さらに、必要に応じて兵庫県警に対し、風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律に基づく規制・指導の要請等を行っていきま
す。

　本条例は、神戸市内において、住宅宿泊事業者が当該事業を実施
するにあたり、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し、事業の適正な運営を確保する目的で
制定するものであり、必要かつ適切な地域及び期間を規定していま
す。なお、全ての期間において住宅宿泊事業を制限している区域で
あっても、市長が告示する区域については除外する規定を設けます。
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　今後、世界中からIT技術者や、世の中をよく変えていこうという意思を共有するスタートアップ人材を谷上に呼び込むためには、世界で当たり前のように広がって
いる民泊・シェアリングエコノミーを戦略的に取り込むことが重要。
　その観点から、「（仮称）神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」の、「都市計画法において良好な住居の環境を保護する地域である住居専用地域
では、全ての期間、実施できないこととする。」に反対する。これは、国のガイドラインで望ましくないと明確に指導されている「0日規制」ではないか。神戸市の過剰
な0日規制は、本法の趣旨に反していると言える。
　谷上には、「住居専用地域」に、空き屋となっている古民家や、活用できずにいる住宅が多数ある。また、隣の大池駅周辺には、すでに留学生や在日外国人が多
く、空きアパートなどを利用して海外からの視察団を受け入れるなどに適したエリアでもある。高齢者の年金に上乗せできる収入源や生き甲斐の創成、シングルマ
ザーや社会的弱者の雇用創成にも繋がる。地域と一体になって、これまでにない民間レベルでの国際交流を促進して、神戸のIT環境を世界レベルにまで高めた
い。
　世界では、どこに行っても同じような作りのホテルに泊まり、同じような観光ツアーに参加するこれまでの旅行より、その土地でしか体験できないユニークな経験
を、現地人と一緒に楽しむような旅行がトレンドになっている。神戸は、「若者に選ばれる街」を市のモットーに掲げている。民泊は、世界の若者が選ぶ旅のスタイ
ルであり、特にIT関連の、世界を移動しながら仕事をする人々のライフスタイルの一部になっているといえる。また、民泊を地域コミュニティの入り口として、そこか
ら定住につながるような例も数多くある。谷上を訪れた外国人と地域住民が交流を深めながら、未来を見据えた「チェンジメーカービレッジ」を創成するため、是非こ
の新しい仕組みを活用していきたい。
　一方、特に東京、京都などの人気観光地において、地域住人の生活環境を顧みない民泊ホストが良好な地域資産を毀損した例も事実としてある。そのような民
泊業者は断固として拒否し、適法で地域とも連携してエリアの価値を高めることにつながる、神戸市ならではの「良い民泊」を可能にするルール作りを求める。
　例えば、
（１）「良い民泊」の典型である「ホームステイ型」で、かつゴミ騒音ルールを地域の消防団や町内会と密接にやりとりしながらする場合に限り、住居専用地域でも
180日の営業を認める
（２）特定地域で地域との連携･協力のもとに民泊の仕組みを町作りに活用する特区制度を設ける
（３）姫路市の骨子案のように、「市長が認める場合」などの例外規定を設ける
などが考えられる。
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・反対派の意見から一方的に過剰な規制を行うのではなく、地域住民・民泊ホスト・宿泊業・不動産業・行政など、多岐にわたるステークホルダーを集めた検討会を
通じて条例案を制定するべきである。
・ホームステイのような家主居住型の民泊は住居専用地域において既に実施されており、北野地域などトラブルもなく近所の交流や移住のきっかけに役立ってい
るようなケースもある。そう言った「良い民泊」も新条例により、実施できなくなってしまう。姫路市の条例骨子案のように、「市長が認める場合に限り」など、何らか
の条件を満たせば試験的にでも実施ができるようにしてほしい。
・この地域は民泊市場に頼るほどホテルや旅館などの既存施設の利用率が高くないといった観光市場全体のバランスに関する懸念が一部の報道で見受けられる
が、世界の観光市場を見れば適正な民泊分野の参入による多様な観光活動の創出が地域の市場を底上げし、既存宿泊施設への波及効果が生まれる可能性も
ある。
・シングルマザーなど社会的弱者や高齢者の年金以外の収入として、民泊を活用できないか。
・外国人留学生が日本の人と交流する場として、民泊を活用できないか。
・民泊とホテル、民宿、ほかの施設との連携できる仕組みができないか。
・外国人居住者から見た視点で民泊に対する意見をもっと吸い上げることはできないか。
・ 特にミレニアル世代と呼ばれる若者世代では、民泊などの「生活体験型旅行」がブームとなっている、また海外で民泊のホストをしている人は、他国でも民泊を利
用したいため、神戸にゲストとして来てもらうためには、民泊が必要である。
・ シリコンバレーのテクノロジー関連事業従事者には、民泊を利用して国から国へ移動しながら、行く先々でリモートワークをしていく層が多い。スタートアップ誘致
を目指す神戸市として、民泊の過剰な規制は矛盾しているのではないか。

規制一辺倒になるのではなく、未来を見据えた市の成長戦略の一環として、多方面から検討のうえで条例を制定するべき。
おりしもＤＭＯとしての神戸観光局が誕生し観光地経営の視点による戦略策定が求められる神戸市は観光立国の未来を占うロールモデルを世に問うポジションに
あるのではないか。
神戸の都市格を高めるためにも今回の条例制定を機に官民一体となって「民泊」がもたらす新たな時代の観光のあるべき姿を継続的に議論する組織や活動が必
要と考える。そこで模索する「民泊」のあり方と生み出される具体的な内容及びルールが、他所にはないオリジナルな「神戸ステイ」として全国の範となるモデルを
創出したいと考えている。
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（１）住居専用地域であることのみを理由とした規制は許されない。
（２）特定の区域において住宅宿泊事業の実施可能期間を０日とする規制は、住宅宿泊事業法第18条に基づく法律規定条例としては違法である。
（３）０日でなく年間の大半が制限の対象となるような場合は、住宅宿泊事業法第18条に基づく法律規定条例としては違法である。営業の自由の侵害と考える。
（４）温泉地観光地であるという理由に基づき、北区有馬町における事業実施を制限することは、過剰な規制となり得ることが懸念される。
（５）学校等周辺において住宅宿泊事業の実施を制限する際も事業に起因して生活環境の悪化が生じるか否かを判断せず一律制限は許されないし、全日規制は
許されない。
（６）家主居住型住宅宿泊事業については、一律の実施区域制限又は実施期間制限の対象外とすべきである。
（７）近隣住民への周知を届出要件とすることは許されない。営業の自由を侵害する。過大な負担とならないように配慮すべきである。

　住居専用地域は、良好な住居の環境を保護するために定められた
地域であり、年間を通じて生活環境の悪化を防止するための規制が
必要と考えます。なお、市長が告示する区域については規制対象外と
する予定です。
　
　有馬町においては、住民のみならず、旅館・ホテルの宿泊者も含め、
生活環境の悪化を回避する必要があると考えています。
　
　旅館業法において一定の配慮が求められている学校等の周辺につ
いては、休日や長期休暇期間においても、部活動や学校開放等で児
童・生徒の利用が想定されるため、年間を通じて生活環境の悪化を防
止するための規制が必要と考えています。なお、学校等の周辺につい
ても除外規定を設ける予定です。

　法において、家主居住型も家主不在型も、事業者に課される管理責
務は同一であることから、特に両者を区別しておりません。

　近隣住民への説明については、住宅宿泊事業法施行要領におい
て、事業を行う旨の届出を行うにあたって、周辺住民に対し事業を行う
旨を事前に説明することが望ましいとされており、あらかじめ周辺住民
に対し事業の内容を記載した書面の配布及び説明会を開催する規定
を設けます。


