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青字は「解釈・運用の考え方」・赤字は「改正箇所」

賃貸住宅管理業務処理準則

（平成二十三年九月三十日 国土交通省告示第九百九十九号）

最終改正：平成二十八年八月十二日 国土交通省告示第九百二十八号

本準則は、登録規程第十七条の規定に基づき、登録業者が遵守しなければならない業務

処理の法則を示すものであり、登録業者は、本準則に従い、適切に業務を遂行する必要が

ある。なお、本準則で用いる用語の定義は、登録規程に従うものとする。

（業務処理の原則）

第一条 賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

第一条関係

本条の趣旨について

本条は、登録業者に対し、一般私法上の信義誠実の原則について、特にこれを遵守す

るよう強く要請しているものである。したがって、登録業者は、その業務に関し誠実に

義務を履行することが求められる。

（証明書の携帯等）

第二条 賃貸住宅管理業者は、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。

第二条関係

１ 従業者証明書の様式について

従業者証明書を携帯している者の氏名、当該従業者が登録業者の従業者であること及

び登録業者の所在地等が賃借人等からみて明らかになるものであれば、従業者証明書の

形式等は問わない。

例えば、登録業者が宅地建物取引業者又はマンション管理業者を兼ねている場合は、

宅地建物取引業法又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づく従

業者証明書をもって本規定の従業者証明書とすることができる。

２ 従業者証明書を携帯すべき者の範囲について

従業者証明書を携帯すべき者とは、代表者（いわゆる社長）及び役員を含み、登録業

者と雇用関係にあり、管理事務を通じて賃借人等の関係者と接する機会のある従業者等

をいう。例えば、登録業者から管理事務を再委託された登録業者でない者の従業者は対

象とはならないが、当該従業者であっても基幹事務を再委託された場合は、賃借人等と

接する機会を持つことが想定されるため、従業者証明書を携帯することが望ましい。

２ 賃貸住宅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、賃借人等その

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。

３ 第二項の趣旨について

本項の「賃借人等その他の関係者」とは、現に管理を委託している賃貸人や入居中の

賃借人のみならず、管理を委託しようとする賃貸人や入居予定者、管理対象の賃貸住宅
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の近隣住民等を含むものとする。

（禁止行為）

第三条 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 賃借人等に対し、虚偽のことを告げ、不確実な事項について断定的判断を提供し、

又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

第三条関係

第一号の「誤認させるおそれ」について

「誤認させるおそれ」とは、確実ではない事項について、確実であると断定するよう

な判断を提供したり、確実であると誤った認識を抱かせることをいう。

二 賃貸人に対し、賃貸人から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（以下「管

理受託契約」という。）及び賃貸住宅管理業者が賃貸住宅を転貸するために自らを賃

借人とする賃貸借契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

三 前各号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

（誇大広告の禁止等）

第四条 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、管理事務に

要する費用その他の管理事務の内容及び自らを賃借人とする場合の賃貸借契約の内容に

ついて、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有

利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。

第四条関係

「勧誘」について

本条は、業務に関する広告のみならず、勧誘行為についても対象とするものであるこ

とから、登録業者が勧誘の際に不適切な表示若しくは説明をした場合は、本条違反の対

象となる。例えば、賃借人から受領した家賃等の管理方法について、実際の業務と著し

く事実に相違する表示をした場合などが本条違反の対象となる。

（賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等）

第五条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立

するまでの間に、当該賃貸人に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項

に関し、賃貸住宅管理業者登録規程（平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号)第

七条に規定する者（以下「実務経験者等」という。）をして、少なくとも次に掲げる事

項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一 賃貸住宅管理業者の商号又は名称、登録番号及び登録年月日

二 管理事務の対象となる賃貸住宅の所在地に関する事項

三 管理事務の対象となる賃貸住宅の部分に関する事項

四 管理事務の内容及び実施方法（第十六条の規定により管理する財産の管理の方法を

含む。）

五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法

六 契約期間に関する事項
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七 管理事務の再委託に関する事項

八 免責に関する事項

九 契約の更新に関する事項

十 契約の解除に関する事項

第五条関係

１ 重要事項の説明等を行う者について

重要事項の説明等は、登録規程第七条に規定する者（実務経験者等）が適切に行う必

要がある。実務経験者等は、説明に当たって、説明の相手方に対し、登録業者に対する

登録通知書又はその写し及び従業者証明書を提示するものとする。ただし、登録規程第

七条第二号に該当する者は、これらの書類に代えて、賃貸不動産経営管理士証を提示す

ることができる。以下、第八条の重要事項の説明についても同様の考え方とする。

また、重要事項の説明等を、本条の義務がある登録業者以外の者に委託することは可

能であるが、当該登録業者の責任において、登録規程第七条に規定する者であって適切

に重要事項の説明等を実施できる者に説明を行わせることが必要である。以下、第六条

から第十三条までの重要事項の説明や書面の交付についても同様の考え方とする。

２ 交付する「書面」について

交付する書面について様式は問わないが、本条第一項各号に掲げる事項が記載されて

いることが必要である。以下、第六条から第十三条までの書面についても同様の考え方

とする。

３ 「書面」の交付方法について

交付方法については、訪問、郵送等の手段は問わないが、相手方に確実に交付される

ことが必要である。以下、第六条から第十三条までの書面の交付方法についても同様の

考え方とする。

４ 重要事項の説明等を行う場所について

重要事項の説明や書面の交付を行う場所については、必ずしも店舗や事務所である必

要はないが、賃貸人に十分に説明することが可能な場所、確実に交付できる場所である

必要がある。ただし、書面の交付については、前記のとおり、郵送等による方法でもよ

い。また、重要事項の説明については、原則として、対面による説明が望まれるが、説

明を受ける相手方からの依頼による場合等で相手方が十分に納得できる方法であれば、

電話等による方法でもよい。以下、第六条から第十三条までの重要事項の説明や書面の

交付についても同様の考え方とする。

５ 第一項第四号の「管理事務の内容及び実施方法」について

本号に基づく説明は、管理受託契約を締結する賃貸人への家賃等の送金方法や振込日、

緊急時の連絡対応等の契約の管理に係る事項、建物・設備の維持管理や清掃等に係る事

項のほか、登録規程別記様式第三号に記載する分別管理等の状況を説明することなどが

考えられる。仮に、賃貸人が賃貸住宅の管理に関する十分な知識や経験を有している場

合であっても、管理事務の方法や契約内容は物件毎に異なるため、契約毎に本条に基づ

く説明を行う必要がある。

６ 第一項第五号の「管理事務に要する費用」について

登録業者は管理報酬について賃貸人に説明する必要があり、また、管理事務の実施に
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対する正当な報酬を請求することができる。

７ 管理受託契約の変更について

管理受託契約締結後に管理事務の内容等に変更が生ずる場合は、管理受託契約の変更

を行うことになるため、相手方と協議し、当該変更部分については、重要事項の説明等

を行うことが必要である。

２ 実務経験者等は、前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、実務経験者等であ

ることを示す書面又はその写しを提示しなければならない。

３ 第一項の書面の交付に当たっては、実務経験者等は、当該書面に記名押印しなければ

ならない。

（賃貸人に対する管理受託契約の成立時の書面の交付）

第六条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該賃貸人に対し、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 賃貸住宅管理業者の商号又は名称

二 管理事務の対象となる賃貸住宅の部分

三 管理事務の内容及び実施方法（第十六条の規定により管理する財産の管理の方法を

含む。）

四 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法

五 契約期間に関する事項

六 管理事務の再委託に関する定めがあるときは、その内容

七 免責に関する定めがあるときは、その内容

八 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容

九 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

第六条関係

書面の交付時期について

書面は、管理受託契約を締結したときに交付するものであるが、当該契約締結に係る

場で、前条の重要事項の説明等と本条の書面の交付を連続して行うことは可能である。

ただし、当該契約が成立するまでに重要事項の説明を行い、賃貸人が当該契約内容を十

分に理解した上で、契約締結、書面の交付が行われることが必要である。以下、第九条

及び第十一条についても同様の考え方とする。

２ 賃貸住宅管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成したときは、実務経験

者等をして、当該書面に記名押印させなければならない

（賃借人に対する管理受託契約に関する書面の交付等）

第七条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した書面を作成しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同

様とする。

一 前条第一号から第三号までに掲げる事項

二 事務所の電話番号その他の連絡先等

第七条関係
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１ 第一項第二号の「事務所の電話番号その他の連絡先等」について

「事務所の電話番号その他の連絡先等」とは、賃借人が、緊急時に登録業者に確実に

連絡を取ることができる連絡先等をいうものであり、コールセンター等に連絡受付業務

を委託している場合にあっては、その連絡先等を含むこととする。以下、第十一条につ

いても同様の考え方とする。

２ 賃貸住宅管理業者は、次のいずれかに該当するときは、当該賃貸住宅の賃借人に対し、

遅滞なく、前項に規定する書面を交付しなければならない。

一 管理受託契約を既に締結している賃貸住宅について新たに賃貸借契約が締結された

とき。

二 賃貸借契約が既に締結されている賃貸住宅について新たに管理受託契約を締結した

とき。

３ 賃貸住宅管理業者は、第一項各号に掲げる事項に重要な変更があったときは、賃借人

に対し、当該変更の内容を周知するための必要な措置をとらなければならない。

２ 第三項の「当該変更の内容を周知するための必要な措置」について

連絡先の電話番号や担当者の変更については、賃貸住宅内に設置されている掲示板へ

の掲示によって行うことができるが、家賃等の金銭の振込先口座の変更については、当

該賃貸住宅に入居している各賃借人に対し、書面交付等の方法により変更内容を確実に

周知できる方法を用いる必要がある。

３ 宅地建物取引業法における貸借の代理若しくは媒介において本条の記載事項を満た

す書面を交付する場合について

貸借を代理もしくは媒介する宅地建物取引業者が作成する重要事項説明書や賃貸借契

約書において、本条に規定する必要事項が全て記載されている場合、重ねて登録業者が

書面交付を行う必要はないが、登録業者は、各賃借人に本条に規定する必要事項が

確実に交付されることを確保する必要がある。

（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等）

第八条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約

を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃貸人となろうと

する者に対して、実務経験者等をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの

事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない

第八条関係

１ 重要事項説明の時期について

本条第一項各号の項目は、全ての項目について同時期に説明する必要はないが、家賃

や転貸条件等の変動要素がある項目についても、賃貸借契約を締結するまでに、全ての

項目の説明を終える必要がある。

一 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第三十五条第一項第七号から

第九号まで並びに宅地建物取引業法施行規則（昭和三十二年建設省令第十二号）第十

六条の四の三第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項

二 第五条第一項第四号に掲げる事項
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三 転貸の条件に関する事項

２ 第一項第三号の「転貸の条件に関する事項」について

転貸の条件に関する事項は、賃貸人が契約締結するか否かの意思決定の上できわめて

重要な事項となることから、そのような条件等がある場合には、賃貸人が当該事項につ

いて十分に理解できるよう、適切に説明、書面の交付を実施する必要がある。一例とし

て、転貸に係る契約期間、家賃等の金銭、転借人の対象等に係る条件等のような記載事

項が考えられる。

四 借賃（空室時等に異なる借賃とする場合は、その内容を含む。）及び将来の借賃の

変動に係る条件に関する事項

３ 第一項四号の「借賃（空室時等に異なる借賃とする場合は、その内容を含む。）及び

将来の借賃の変動に係る条件に関する事項」について

借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、賃貸人が契約締結するか否か

の意思決定の上できわめて重要な事項となることから、その内容について、賃貸人が十

分に理解できるよう、適切に説明、書面の交付を実施する必要がある。借賃については、

いわゆる「家賃保証」や「空室保証」等により、空室時等において異なる借賃の額とす

る場合は、その内容を含めて記載し、説明するとともに、借賃の改定に関する定め等に

より将来の借賃の変動に係る条件が設けられているか否かや、設けられている場合には

その内容についても記載し、説明する必要がある。

五 当該契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項

４ 第一項第五号の「転貸人の地位の承継に関する事項」について

賃貸借契約が終了した場合に転貸人の地位の承継に関する定めがある場合には、当該

事項について賃貸人が十分に理解できるよう、適切に説明、書面の交付を実施する必要

がある。

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締

結しようとする者から基幹事務について一括して受託しようとするとき又は当該賃貸住

宅を再転貸するために転借しようとするときは、その賃貸借契約及び基幹事務受託契約

又は転貸借契約が成立するまでの間に、賃貸人に対して、実務経験者等をして、前項各

号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければ

ならない。ただし、賃貸住宅を転貸する者が、実務経験者等をして、当該書面を交付し

て説明をさせる場合は、この限りでない。

５ 第二項の基幹事務の一括再委託を受ける登録業者等による重要事項の説明等について

サブリース業者から、登録業者が当該賃貸住宅に係る基幹事務について一括して受託

し、又は当該賃貸住宅を転借する場合、当該サブリース業者は本条に規定する重要事項

の説明等を行う必要はないが、賃貸人の利益保護、紛争の未然防止等の観点から、当該

登録業者に説明義務を課すものである。当該サブリース業者が重要事項の説明等を行う

場合は登録業者による説明等は必要ないため、このような契約方式による賃貸住宅の転

貸に関わる登録業者等は、第九条に規定する書面の交付や第十七条に規定する管理事務

の報告を含め、あらかじめ関係業者間で役割分担等について協議しておくことが望まし

い。

本条に規定する重要事項の説明等は、サブリース業者が賃貸借契約を締結するまでに



- 7 -

行う必要があるものであり、賃貸借契約締結後に基幹事務の一括再委託契約等を締結す

る登録業者が行う必要はない。

３ 実務経験者等は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、実務経験者等で

あることを示す書面又はその写しを提示しなければならない。

４ 第一項及び第二項の書面の交付に当たっては、実務経験者等は、当該書面に記名押印

しなければならない。

（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約の成立時の書面の交付）

第九条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約

を締結したときは、当該賃貸人に対し、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 宅地建物取引業法第三十七条第二項各号に掲げる事項（同項の規定の適用がある場

合を除く。）

第九条関係

１ 第一項の適用除外について

第一項第一号については、宅地建物取引業法第三十七条第二項に基づく書面が交付さ

れる場合、本条に基づき重ねて書面交付を行う必要はないが、第二号から第四号までに

ついては、適用除外となっていないことに留意する。

なお、宅地建物取引業法第三十七条第二項に基づく書面において、第二号から第四号

までに規定する必要事項が全て記載されている場合、重ねて登録業者が書面交付を行う

必要はないが、登録業者は、本条に規定する必要事項が賃貸人に確実に交付されること

を確保する必要がある。以下、第十一条についても同様の考え方とする。

二 第六条第一項第三号に掲げる事項

三 転貸の条件に関する定めがあるときは、その内容

四 借賃について、空室時等に異なる借賃とする定め又は将来の借賃の変動に係る条件

に関する定めがあるときは、その内容

五 当該契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する定めがあるときは、

その内容

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締

結した者から基幹事務について一括して受託したとき又は当該賃貸住宅を再転貸するた

めに転借したとき（前条第二項に基づき、実務経験者等をして、書面を交付して説明を

させた場合に限る。）は、賃貸人に対して、前項各号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。ただし、賃貸住宅を転貸する者が自ら当該書面を交付する場合

は、この限りでない。

２ 第二項の基幹事務の一括再委託を受けた登録業者等による書面交付について

第八条関係５と同様の考え方により、サブリース業者から、当該賃貸住宅に係る基幹

事務について一括して受託し、又は当該賃貸住宅を転借した登録業者に書面の交付義務

を課すものである。

ただし、第八条に規定する重要事項の説明等を行っていない賃貸住宅管理業者が書面

の交付を行う必要はない。
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３ 賃貸住宅管理業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、実務経

験者等をして、当該書面に記名押印させなければならない。

（転貸の場合の賃借人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等）

第十条 賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借契約

を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうと

する者に対し、少なくとも宅地建物取引業法第三十五条第一項各号に掲げる事項につい

て、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、同項の

規定の適用がある場合は、この限りでない。

第十条関係

本条の趣旨について

本条は、転貸の場合、サブリース業者に対して宅地建物取引業法は適用されないもの

の、契約の重要事項については転借人が適切に理解することが後の紛争発生を防ぐ上で

も重要であることから、登録業者に説明義務を課すものであるが、代理若しくは媒介を

行う宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第三十五条に基づく重要事項の説明等を行う

場合、登録業者が本条に基づき重要事項の説明等を行う必要はない。

なお、転借人となっている法人の社名変更や、転借人に同居者を追加することに伴う

契約名義の変更、定期建物賃貸借契約の同条件での再契約等において、同一の転借人が

継続して当該賃貸住宅に入居しているとみなすことができる場合については、本条は適

用されないものとする。

（転貸の場合の賃借人に対する賃貸借契約の成立時の書面の交付）

第十一条 賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借契

約を締結したときは、当該賃借人に対し、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 宅地建物取引業法第三十七条第二項各号に掲げる事項（同項の規定の適用がある場

合を除く。）

二 第六条第一項第三号に掲げる事項及び事務所の電話番号その他の連絡先等

第十一条関係

同一の転借人に対する再契約の場合の扱いについて

前条において、定期建物賃貸借契約の同条件での再契約等において、同一の転借人が

継続して当該賃貸住宅に入居しているとみなすことができる場合については、重要事項

の説明等を行う必要がないものとする旨を示したところであるが、本条については、引

き続き同一の転借人が継続して当該賃貸住宅に入居する場合であっても、定期建物賃貸

借契約等より再契約を締結した場合には、本条に基づく書面交付が必要であることに留

意する。

（賃借人に対する賃貸借契約の更新時における書面の交付）

第十二条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約（賃貸借契約の更新に係る事務を受託して
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いる場合に限る。）の対象となる賃貸住宅に係る賃貸借契約又は自らを賃貸人とする賃

貸借契約が更新されたときは、当該賃借人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について、

これらの事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 当該賃貸借契約の更新後の期間

二 更新後の家賃の額並びにその支払の時期及び方法

三 家賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の

時期及び目的

第十二条関係

１ 本条の趣旨について

本条は、契約更新時の際、契約更新事務を受託している登録業者又は転貸人である登

録業者から賃借人（又は転借人）に対して更新時に変更内容等を通知することにより、

契約内容の再確認と後の紛争発生の未然に防止することである。本条では、書面の交付

を義務づけているところであるが、更新後の家賃やその支払時期及び方法、金銭の授受

に関する定めは賃借人にとってきわめて重要な内容であることから、書面の交付のみで

なく、当該内容について説明を行うことが望まれる。

なお、登録業者が賃貸借契約に基づいて更新する意思の確認を賃借人に対して書面を

交付し行う場合などにおいて、当該書面内容が本条各号を満たし、当該内容に変更がな

いときは、更新前の書面交付であっても当該書面交付を本条に基づく書面とみなすこと

とする。

２ 本条の適用対象外について

賃借人から異議申し出がない場合に従前どおりの契約内容で更新が行われる旨の自動

更新条項の規定等、入居の際に締結した賃貸借契約の中で更新を行う場合の手続きが明

記されており、その規定内容どおりに更新される場合は、賃借人も予め契約内容を理解

していると考えられることから、本条は適用しない。具体的には、次の場合の更新が

適用対象外になるものと想定される。

① 賃貸借契約書の中に、賃貸借契約の更新時に賃借人から異議申し出がない場合に

従前の条件どおりで更新が行われる旨の特約があり、実際に当初契約どおりの更新

が行われる場合（いわゆる自動更新）

② 更新後の契約内容について、賃借人が異議を申し出、賃貸人との間で合意がない

まま契約期間を経過し、引き続き賃借人が入居している場合（いわゆる法定更新）

３ 書面の記載内容について

本条の通知は、各号の項目のうち、変更があった部分について賃借人に書面交付をす

れば足りる。

４ 再契約の扱いについて

定期建物賃貸借契約の再契約のように、従前の契約を終了し、新たな契約をする場合、

定期建物賃貸借の再契約は、更新ではなく新たな賃貸借契約締結となることから、第七

条第二項若しくは第十条及び第十一条が適用される。

（賃借人に対する賃貸借契約の終了時における書面の交付等）

第十三条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約（賃貸借契約の終了に係る事務を受託して
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いる場合に限る。）の対象となる賃貸住宅に係る賃貸借契約又は自らを賃貸人とする賃

貸借契約が終了する場合において、当該賃借人に対し当該契約の終了に伴う債務の額を

提示しようとするときは、当該額の算定の基礎について記載した書面を交付しなければ

ならない。

２ 賃貸住宅管理業者は、前項の規定により書面を交付した後において、賃借人から、当

該額の算定の基礎について説明を求められたときは、当該賃借人に対し、当該説明を求

められた事項を説明しなければならない。

第十三条関係

１ 本条の趣旨について

本条は、退去時の原状回復に伴う敷金精算等の紛争が賃貸住宅に関する紛争の多くを

占めている状況等に鑑み、賃借人（又は転借人）が賃貸借契約の終了によって退去する

場合に、終了事務を受託している登録業者又は転貸人である登録業者が実施する退去手

続き関係の業務について定めたものである。

２ 第一項の「算定の基礎について記載した書面」について

賃貸借契約が終了し賃借人が退去する際、賃借人が負担する必要のある原状回復費用

や未精算の家賃など、登録業者が賃借人に対して債務の額を提示しようとするときは、

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」（平成２３年８月１６日改訂

版）等を参考に、現況確認表やチェックリスト等を活用して、当該債務金額の算定の考

え方が明らかとなる書面を交付する必要がある。

３ 賃借人の退去時の現況確認に係る立ち会いについて

退去時の現況確認のための立ち会いは、登録業者の義務ではないが、後の紛争を未然

に防止するためには、退去時に立ち会い、賃借人と現状を確認し、現況確認表等に双方

が署名又は記名押印することが望ましい。

４ 賃借人への説明について

第二項による説明は、直接口頭で行うほか、電話やメールによる方法でもよいが、退

去する賃借人に対して適切に説明を行うことが必要である。退去した後、他の賃借人が

入居した場合、現況確認が困難であるため、通常、賃借人の退去後半年を経過したもの

については説明は困難であると考えられる。

ゆえに、登録業者は、賃借人の退去後、速やかに賃借人が負担する必要のある原状回

復費用や未精算の家賃などについて、算定の基礎とともに提示し、後の紛争とならない

よう賃借人に説明することが望まれる。

（管理事務の再委託）

第十四条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に管理事務の再委託に関する事項を定めた

場合には、管理事務を他の者に再委託することができる。

第十四条関係

１ 第一項の趣旨について

登録業者は、管理受託契約に管理事務の再委託に関する事項が定められている場合、

再委託を行うことができる。この場合において、第五条及び第六条に基づき、登録業者

は、当該事項について重要事項の説明等を行う必要があることに留意する。



- 11 -

再委託先は、登録業者である必要はないが、賃貸人と管理受託契約を交わした登録業

者が再委託先の管理事務の実施についても責任を持つ必要があることに留意する。

２ 賃貸住宅管理業者は、基幹事務については、これを一括して他の者に委託してはなら

ない。

２ 第二項の趣旨について

賃貸人との管理受託契約の場合、登録業者は、管理受託契約に基づき管理事務を実施

することになるが、全ての基幹事務を他者に委託する場合、登録業者は、管理事務の中

心である基幹事務を一切行わないこととなり、基幹事務を含む管理事務を行う管理業者

を登録するという本制度の趣旨にそぐわないことから、再委託は基幹事務の一部につい

ては認められるものの、基幹事務の全てを他者に委託することは禁止される。再委託の

時期を問わず結果的に基幹事務の全てについて他者に再委託することや、基幹事務を複

数の者に分割して全て委託することも本条に違反する。ただし、一括再委託に該当する

かどうかの判断については、契約ごとに判断することとする。

また、転貸における転借人との賃貸借契約の場合、登録業者が自ら基幹事務を一切行

うことなく、基幹事務の全てを他者に委託するときは、本項に違反することとなる。

なお、親会社が登録を受けて、子会社に全ての管理事務を委託する場合、登録を受け

た親会社が、自ら管理を行わず基幹事務の全てを子会社に委託するときは、一括再委託

に該当することに留意する。

３ 賃貸住宅管理業者は、管理事務を再委託する場合には、再委託を受けた者が、この準

則の定めるところによりその業務を行うよう努めなければならない。

３ 第三項の趣旨について

登録業者は、管理事務を再委託する場合、当該委託先の管理業者が登録業者でないと

きであっても本準則を遵守するよう努めるものとする。

ただし、登録業者が再委託先である場合、当該登録業者は、本準則にのっとり、適切

に業務を行わなければならないことに留意する。

（賃貸借契約に基づかない金銭を賃借人から受領したときの通知）

第十五条 賃貸住宅管理業者は、その業務（賃貸人として行う業務を除く。）を行うに当

たり、賃借人から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、当該賃

貸住宅の賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。

第十五条関係

本条の趣旨について

本条は、登録業者と賃借人との間で、賃貸人が把握していない金銭等の受領が行われ

ることのないよう、賃貸借契約に定めのない金銭等を登録業者が受領した場合、賃貸人

に通知することを義務づけたものである。通知対象となる金銭等は、登録業者が管理受

託契約により管理業務を行うにあたり受領する、賃貸借契約に定めのない金銭等とする。

例えば、管理受託契約に基づき行う窓ガラスの修理・交換費用について賃借人から受領

した場合に通知することが考えられる。なお、報告時期や方法等については第十七条の

管理事務の報告方法も勘案しながら、適切に登録業者が判断して行うものとする。
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（財産の分別管理）

第十六条 賃貸住宅管理業者は、その受領する家賃等については、整然と管理する方法に

より、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別して管理しなければならない。

第十六条関係

１ 財産の分別管理の方法について

賃借人から受領した家賃、敷金等については、自社の財産、賃貸人及び他の賃貸人の

財産を整然と分別して管理する義務がある。当該財産の分別管理の状況について登録規

程第八条に基づき、毎事業年度終了後三ヶ月以内に国土交通省に報告することとなる。

２ 転貸の扱いについて

転貸の場合は、登録業者自らが賃貸人として家賃を受領するため、「自己の固有財産」

とは当該登録業者が賃貸人として転借人から受領する家賃等をいい、「他の賃貸人の財

産」とは、当該登録業者が賃借人として賃貸人に支払う家賃等を指すものとする。

ゆえに、転借人から受領する家賃等のうち、当該登録業者が賃借人として賃貸人に支

払う家賃等の額については、当該賃貸人に支払うまでの間、明確に区分して管理するこ

となどが求められる。

（管理事務の報告）

第十七条 賃貸住宅管理業者は、定期に、管理受託契約又は賃貸借契約を締結した賃貸人

に対し、当該管理事務に関する報告をしなければならない。

第十七条関係

１ 管理事務の報告について

定期報告の報告内容及び報告期間については、賃貸人と登録業者の信頼関係を維持で

きるよう、業務内容に応じて、適切に実施される必要がある。また、報告方法について

も、報告内容に相応しい適切な方法を各登録業者において定めるものとする。

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締

結した者から基幹事務について一括して受託したとき又は当該賃貸住宅を再転貸するた

めに転借したときは、定期に、当該賃貸住宅の賃貸人に対し、当該管理事務に関する報

告をしなければならない。ただし、賃貸住宅を転貸する者が自ら当該報告をする場合は、

この限りではない。

２ 第二項の基幹事務の一括再委託を受けた登録業者等による管理事務の報告について

第八条関係５と同様の考え方により、サブリース業者から、当該賃貸住宅に係る基幹

事務について一括して受託し、又は当該賃貸住宅を転借した登録業者に報告義務を課す

ものである。

（管理受託契約終了の通知）

第十八条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了

したときは、遅滞なく、当該賃貸住宅の賃借人に対し、その旨を通知しなければならな

い。
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第十八条関係

管理事務の終了に伴う通知について

本条の通知は、従前の管理事務を受託していた登録業者が行うものであるが、賃貸人

又は新たに管理事務を行う管理業者が通知することも可能である。ただし、当該登録業

者の責任において、適切に当該通知を確保することが必要である。

なお、一般に、管理業者が代わると、家賃の振込み先口座も代わることになると考え

られるので、各賃借人に確実に通知される方法を用いることが必要である。

（帳簿の作成等）

第十九条 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、これを

保存しなければならない。

第十九条関係

１ 帳簿の記載事項について

帳簿の作成・保存は、管理業務を適正に実施するために必要なものとして求めている

ものであり、登録業者は事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、管理受託契約及び

転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、記載する必要がある。様式は各登録業者におい

て、適切なものを用意する必要があるが、一例として次のような記載事項が考えられる。

①管理受託契約を締結した年月日

②管理受託契約を締結した賃貸人の氏名

③対象となる賃貸住宅の所在地及び賃貸住宅の部分に関する事項

④受託した管理事務（基幹事務）の内容

⑤対象となる賃貸住宅における入居状況

⑥管理事務に係る管理報酬の額

２ 帳簿の保存期間について

帳簿の保存期間は、少なくとも５年以上を目処とする。

３ 電子媒体による帳簿等の保存について

登録業者が事務所ごとに備える帳簿は、その内容が、本社又は支店等の電子計算機に

備えられたファイル、磁気ディスク等に記録し、オンライン管理され、当該事務所にお

いて、必要に応じ、紙面に印刷、表示することができる場合には、当該記録による保存

を行うことができる。

（書類の閲覧）

第二十条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程第八条の報告に係る書面をそ

の事務所ごとに備え置き、賃借人等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第二十条関係

１ 閲覧対象の書面について

閲覧対象は、登録規程別記様式第三号の書面とする。

２ 書類の閲覧ができる者の範囲について

本条の「賃借人等」とは、登録業者の管理する賃貸住宅に入居している賃借人（当該
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賃貸住宅に入居を検討している者を含む。）及び登録業者に管理事務を委託又は転貸に

係る貸借をしている賃貸人（当該登録業者に管理事務を委託又は転貸に係る貸借を検討

している者を含む。）をいうものとする。

３ 書類の閲覧手続き等について

閲覧申請の手続きについては、登録業者において適切に定めるものとする。閲覧の方

法は、電磁的記録を画面上で確認する方法により行うことも可能であるが、閲覧させる

ことについて、登録業者は費用を徴収することはできないことに留意する。

４ 電子媒体による登録規程別記様式第三号の書面の保存について

登録業者が事務所ごとに備える当該書面は、その内容が、本社又は支店等の電子計算

機に備えられたファイル、磁気ディスク等に記録し、オンライン管理され、当該事務所

において、必要に応じ、紙面に印刷、表示することができる場合には、紙面の形式で事

務所ごとに据え置く必要はない。

（秘密の保持）

第二十一条 賃貸住宅管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。賃貸住宅管理業者でなくなった後においても、同様とする。

（従業者の研修）

第二十二条 賃貸住宅管理業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため

必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。

第二十二条関係

本条の趣旨について

登録業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため必要な研修や講習

を受けさせるよう努める必要がある。管理業務を行う上で、関係法令の知識や実務経験、

説明対応などの専門性を有する従事者が業務の中心的役割を果たすことは、管理業務を

適切に遂行する上で意義が大きいことから、賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士や

管理業務主任者、マンション管理士等の各種資格の取得などを通じ、従業者の資質や専

門能力の向上に取り組み、賃貸住宅管理業が国民から信頼される産業として健全に発展

することが期待される。

附 則

（施行期日）

第一条 この告示は、平成二十八年九月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 賃貸住宅管理業者登録規程の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示

第九百二十七号）（以下「新規程」という。）附則第二条第一項及び第二項の規定によ

り新規程第七条の規定が適用されない者については、この告示による改正後の賃貸住宅

管理業務処理準則（以下「新準則」という。）第五条、第六条第二項、第八条（同条第
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一項第三号及び第四号に係る改正部分を除く。）及び第九条（同条第一項第三号及び第

四号に係る改正部分を除く。）の規定は、適用しない。

２ 新準則の施行の日前に締結した管理受託契約については、新準則第六条の規定は適用

せず、新準則の施行の日前に締結した賃貸借契約については、新準則第九条の規定は、

適用しない。

附則関係

経過措置の趣旨について

登録規程及び準則の経過措置の各項の趣旨は次のとおりであり、原則として平成３０

年７月１日から、登録規程第七条が適用されることを示すものであるが、登録規程第三

条第一項の登録を受けている管理業者は登録規程第十条の規定に基づき変更の届出を行

い、登録規程第七条の規定に適合することが望まれる。また、登録規程第四条第一項に

より登録を申請する管理業者は実務経験者等を配置し、登録規程第七条の規定に適合す

ることが望まれる。

（１） 施行日までに登録している者は、平成３０年６月３０日までは登録規程第七条が

適用されず、実務経験者等を置いていないことをもって登録抹消されることはない。

また、施行日までに登録している者でも、登録規程第四条第一項第五号に掲げる事

項（以下「実務経験者等配置状況」という。）について変更の届出をし、その内容

で登録された場合は、登録規程第七条が適用される。

（２） 施行日以降に登録又は登録の更新の申請を行う者は、平成３０年６月３０日まで

は登録規程第七条が適用されず、実務経験者等を置いていないことをもって登録さ

れないことはない。ただし、同年７月１日からは登録規程第七条が適用されるため、

実務経験者等を置く必要がある。また、同年６月３０日までに新規登録又は更新登

録の申請を行う者でも、実務経験者等配置状況について記載して申請し、その内容

で登録された場合は、登録規程第七条が適用される。

（３） 平成３０年６月３０日までに登録又は登録の更新を受けた者のうち、実務経験者

等配置状況を申請又は届出していない者も、同年７月１日から実務経験者等を置く

必要があり、実務経験者等配置状況について同年７月３０日までに変更の届出が必

要である。また、平成３０年６月３０日までに登録又は登録の更新の申請をしたが

まだ登録されていない者のうち、実務経験者等配置状況を申請時に記載していない

者も、同様に変更の届出が必要である。

（４） 登録規程附則第二条第一項及び第二項により実務経験者等を置く必要がない者は、

実務経験者等による重要事項の説明等は不要である。ただし、実務経験者等配置状

況について届出又は申請をし、登録された者については、実務経験者等による重要

事項の説明等が必要である。また、準則第八条第一項第三号及び第四号に関する重

要事項の説明等並びに第九条第一項第三号及び第四号に関する書面の交付について

は、実務経験者等を置く必要がない者を含め、全ての者に対して施行日以降適用さ

れる。


