
平成 30年度 第３回 倶知安町法定外税に係る有識者会議 

議  事  録 

 

平成３０年４月１１日（水） １３：３０～１５：１０ 

倶知安町役場３階 大会議室 

 

１．開会 

○ 事務局Ａより挨拶 

 前回は 2月 14日に開催し、その際に出た取組み課題について整理した。倶知安町の宿

泊税について皆様から忌憚の無い意見をいただきたい。 

 

２．議事 

① 前回の整理について 

② 取組課題について 

③ 倶知安町宿泊税制度について 

⇒ 事務局から資料に基づき説明 

 

 

【委員からの意見等】 

（Ａ委員） 

宿泊税の導入に関して、町の財源を増やす手法として宿泊税の税収を一つの手段として

選ぼうとしているわけだが、今の倶知安町の行政としての取り組みの考え方として、観光

を推進していく事を中心に据えてやっていく方向性で考えているのか。 

 

（事務局Ｂ） 

町としては基幹産業として古くから農業がある中で、観光に対しても、もはや中心の一

本と捉えているのは間違いない。その反面、以前からも何度も話題にあがっているが観光

に充当されている財源が非常に少ない。やりたいことはたくさんあり、新幹線も開業する

という中で、観光に対する施策は待ったなしという状況になった。本当に待ったなしの状

況になったのはここ数年で、もう遅い感すらある。その中であくまでも観光振興として、

目的税と考えているのが宿泊税であり、観光を町の一つの柱として捉えている町の姿勢と

いうのはある。ご意見・ご質問等あればどうぞ。 

 

 



（Ｂ委員） 

資料２２ページ以降に示されている個別施策を展開するための事業概要が掲載されてい

て、お金の使い方としては全て良いと思うが、優先順位はどうなるのか。もし思ったより

収入が少なかった場合、どれを諦めて何を優先的に選ぶのか。宿泊税は町にしかできない

ことを優先的にやるべき。人材育成などは民間でも可能なので優先度は低い。逆に民間で

はできないような、倶知安からひらふまでの道路の整備、駐車場の整備、新しい物件の下

水道の確保などは優先度が高い。羊蹄山を綺麗にすることはとても大切だが、トイレが流

せないなら羊蹄山がいくら綺麗でも、もう来ないと考える客もいる。そのため道路の整備

や下水道の確保が一番大切だと思う。 

宿泊税の計算方法はシンプルな方が良い。高校生、大学生の修学旅行を免税にしたら、

海外の高校生はどうなるのかと言われる。海外の人達はコストを削ってどうやって払わな

くてすむのか考えるだろう。案として従業員が宿舎として住む場合は免税と資料に書いて

あるが、例えば２週間滞在する間で１日働くだけで従業員として扱って、２週間分の宿泊

税は払わないようにするということも考えられる。いかに税金を払わずに済むかを考える

人はいるので、免税などの明確なルールを考えないといけない。２週間泊まって１日働く

というのは、あるかどうか別にしても、そう考える人もいるかもしれない。 

また、宿泊税が定額の場合、料金がギリギリで１万円を超えるが、宿泊料を少なくして

後でサービス料を請求すると宿泊料が安くなるから税額も少なくて済むということになる。  

ちなみに、宿泊料金を計算する際の１万円や２万円という基準は、1人の値段か。1ベッ

ドか。 

 

（事務局Ｂ） 

1人の値段。1人に対する宿泊料である。 

 

（Ｂ委員） 

２ベッドルームで同じ建物でも、３人来るか４人来るかで変わってくるということか。 

 

（事務局Ｂ） 

変わってくるということになる。これは東京、大阪も同じスタイル。あくまでもこの方

式である。 

 

（Ｃ委員） 

このエリアでは無理。自分たちも数を計算できない。 

 

（事務局Ｂ） 

実際、来た時には人数を把握するのか。何人宿泊というのは把握するのか。 



（Ｃ委員） 

している。これは１日あたりの料金か。 

 

（事務局Ｂ） 

１日あたりなので、例えば、３週間で１５万になったら、２１日間でそれを割って、か

つ宿泊人数で割って１人あたりを出していく。 

 

（Ｃ委員） 

宿泊料金が日によって異なる場合はどうなるのか。 

 

（事務局Ｂ） 

あくまでも総宿泊のならしになる予定。まだ決まってはいないが、あくまでも一宿泊に

対する割り算になると思われる。ピーク時など目まぐるしく宿泊料金が変わっていく中で、

特別徴収業者である宿泊事業者の皆さんにいかに負担を少なく、かつ皆さんに納得しても

らえるやり方を考えていかないとならない。 

 

（Ｃ委員） 

そんなに複雑だと計算しにくいので、皆が無理という感じになる。逆に率での計算なら

簡単なので、例えば木ニセコのこの部屋が全体でこれだけ売上があったから、その２パー

セントは倶知安町に納入しなければならないとした方が簡単で、誰でも計算できる。 

 

（事務局Ｂ） 

率での計算の場合も、１人一泊の宿泊料金となる。 

 

（Ｃ委員） 

例えば、冬の４～５か月間で、同じ部屋に 1 組は４人で、次の人は１人で宿泊する。１

組は１週間、次の１人は２週間、次は２人で１泊する。それらを全部計算しなければなら

ないが、誰が計算するのか。管理会社か。 

 

（事務局Ｂ） 

はい。 

 

（Ｃ委員） 

そんなに計算が複雑なら、そのために人を雇わないといけなくなるし、新しいシステム

を作らなければならない。お金も時間もかかる。もしパーセント制なら今と何も変わらず

に簡単にできる。 



（事務局Ｂ） 

大きなシステム改修はいらないということか。 

 

（Ｃ委員） 

２～３人でやっているような小さな会社だとこういう計算は全くできないので、宿泊税

を払いたくないということになる。 

 

（事務局Ｂ） 

事務をどこまで簡素化できるかは課題だが、全てを簡単にはできない。心苦しいが、事

業所にはお願いをするということをしないといけない。 

今の所、率での計算が考えやすいというのは、当初から言われている。実際海外でもハ

ワイ、ウィスラー、アスペン等は率で徴収している。かたや、イタリア、スペイン等はホ

テルの星のランクによる定額制になっている。そのため宿泊税に関しては世界的な先例は

まちまちだが、日本では今の所、総務省が同意した形というのは定額制である。１人一泊

１日の宿泊料にのっとった金額、定額でいくら。これは東京が先例として始めたのでそれ

がベースになっていると思われる。本町でも最初はそれで検討していた。 

かかる手間と税収の見込みを考えた上で、今後は改めて両方を同時に検討していく。 

 

（Ａ委員） 

うちはルームチャージとして徴収しているので、1人いくらという料金の出し方はしてい

ない。例えば５万円の部屋で、それを 1 人で泊まった場合は 1 人で５万円で、２人で泊ま

ったら、２万５千円で１人ずつになるということか。入湯税のように単純に金額に関係な

く、宿泊に対して一泊１人１５０円みたいなそういうものではないということか。 

 

（事務局Ｂ） 

今の日本の先例ではそうなっていない。大阪府に聞いた際にも、割り算して１日１人一

泊当たりの金額を出しているとうものだった。 

 

（Ａ委員） 

入湯税のように、宿泊料金に関係なく一人いくらというやり方は難しいのか。徴収する

側としては非常にその方がシンプルだ。 

 

 

（事務局Ｂ） 

税の公平性の問題で、３千円で泊まる人と３万円で泊まる人が同じ宿泊税額で良いのか

という検討が必要。 



入湯税の場合は、温泉の利用ということで、入湯行為そのものに課税される。 

温泉の場合は、どこに泊まってもあれは源泉が一緒だが、宿泊税は泊まるホテルのレベ

ルが違う。 

 

（Ｃ委員） 

ホテルのレベルによって分けるなら２パーセント一律等にするのが一番良い。 

 

（事務局Ｂ） 

今回提示した２パーセント一律の案は、ちょうど良いくらいの数字ではないかと考えて

いる。 

 

（Ｃ委員） 

計算を複雑にすると払いたくないという人が出てきて、税収が減ることになる。 

 

（Ｂ委員） 

個人的には宿泊税は必要だから払いたいと考えているが、そうは思わない人もいるので

気を付けた方がいいと思う。 

 

（Ｃ委員） 

こんなに複雑だと計算できない人が出てくる。 

 

（事務局Ｂ） 

Ｃ委員もＢ委員も、宿泊事業者としては率で計算する方法がベストという考えか。 

 

（Ｃ委員） 

ベストというより、Ａ案・Ｂ案（定額）だと、計算ができない会社が出てくる。 

 

（事務局Ｂ） 

大阪や東京ではそういったシステム構築や準備のために奨励金を出している。導入５年

間が３パーセント、５年後以降が２．５パーセント。なんとか事業者の皆さんが考えやす

いシステムを求めていきたいと思うが、一定の難しさというのは必ずでてくるだろうとは

思う。 

 

（Ｄ委員） 

道と町で意見が分かれた場合はどうなるのか。 

 



（事務局Ｂ） 

道とも調整をしているところではあるが、仮に道のスケジュールが遅れるとしても、町

としてはそちらに寄せていくことはないが、宿泊業者にとってシンプルでやりやすい方法

というのは検討していかないといけない。 

 

（Ｅ委員） 

それは道と町とで、免税となる条件と、１万円以下と１万～２万、２万～３万、３万以

上という区分が合っていれば、あとは道が定額で倶知安は率でということになった場合も

問題はないのか。 

 

（事務局Ｂ） 

こちらが率を採用するのは全く問題ないと思う。金額に関しては問題ないと思う。区分

が一緒なら事業者側としてもそれほど手間ではないと思われる。 

 

（Ｅ委員） 

定率だと、結局は室料売上に２パーセントなら２パーセントを掛ければよいということ

だから楽だという話になる。 

 

（Ｃ議員） 

楽だという以外にも倶知安町の税収が上がるだろう。Ｃ案を採用したら３億円になると

いうのは信じられる。しかし複雑な案を採用した場合、１億６千万円～２億２千万円とい

うのは無理だと思う。 

 

（Ｅ委員） 

ホテルとコンドミニアムに関してルームチャージなのか１人一泊なのかという違いが根

本にある。例えばコンドミニアムのようなルームチャージの所は定員がある。その時点で

の、ある日の定価を定員で割ったものを決めて、それがいくら以上なのかという枠に当て

はめるという考え方もある。ただそれを最も細かくすると、日によって同じ人が泊まって

いるが、昨日は２人だったのが今日は３人になったので１人一泊当たりの料金が変わると

いうことになる。実態にそこまで合わせると、とても面倒になる。一番楽なのが定率制だ

ろう。室料売上に率を掛ければ良いだけだから。 

 

（Ｃ委員） 

子供も対象にはなるのか。 

 

 



（事務局Ｂ） 

今回は年齢では分けていない。 

 

（Ｂ委員） 

例えば、夏の長期滞在で３ヶ月間宿泊していて、その間に何日間か東京から孫が来ると

いう場合、その日によって宿泊人数が違うことになるが、どうなるのか。 

 

（事務局Ｂ） 

そもそも、その人数の増減というのは管理会社として確実に把握しているものなのか。

今日は８人とか、今日は４人といった情報は入ってくるのか。そもそもそこが分からない

なら無理だと思うので。 

 

（Ｂ委員） 

人数がベッド数以上にならない限り私達は何も言えない。 

 

（事務局Ｂ） 

誰が来てもいいしそういうシステムだから人数は管理しないということか。 

 

（Ｅ委員） 

ルーム定員を超えていなければいいわけで、途中８人になろうが５人になろうがそれは

関係ない。 

 

（Ａ委員） 

ホテルは人数を把握しやすいのかもしれないが、コンドミニアムという形態だと難しい。

食事などのサービス付きであれば人数は把握しないといけないが、部屋を貸すだけのスタ

イルであれば、出入りする人数の把握は難しい。 

 

（Ｂ委員） 

ホテルだと、朝食付きのプランなどの場合で、朝食の料金を高くして、その分宿泊料を

安くして税を払わなくてもいいことにするというのもあり得るかもしれない。 

 

（事務局Ｂ） 

素泊り宿泊料も考えたいと個人的には考えている。提示価格の何パーセントなどという

やりかたをしないと、素泊まり料金を出してくれというのは難しい面もあるだろうと思う。 

 

 



（Ｅ委員） 

素泊り料金を出してくれと言われても、そういうものは無いと答えるしかない。 

 

（事務局Ｂ） 

そういう問題もあるだろうと思っている。東京や大阪の場合は、宿泊形態や宿泊利用も

倶知安町とは違うから可能だが、うちだと難しい。税金なので曖昧にするわけにはいけな

いので、この町ならではのより良い制度をさらに整理していかなければならない。 

例えばロングステイの時にコンドミニアムだと人数の増減も把握しにくい等の問題があ

る。それらも踏まえて総務省とのやり取りが出てくるが、現状としては定額制・定率制の

２パターンで考えていくということで整理したい。 

ホテル側にとって困難な点については、様々な意見を踏まえつつ条例素案に反映させて

いくが、全てを反映できるわけではない。しかし、ご意見として今の話を確認させていた

だきたいと思う。 

あわせて、納税義務者の範囲について確認したい。前回、ＨＴＭさん等は夏に従業員が

３か月ほど来られて、宿泊業者として登録されているホテルに滞在し、家賃として払って

いるという話があったが、それはあくまでも観光としての宿泊者ではないということで減

免の対象にならないかと考えている。それは必要という考えで方向性は間違っていないだ

ろうか。 

さらに連泊についての考え方についても確認したい。夏のロングステイで２～３ヶ月滞

在される方もいるが、全て宿泊税の対象となると、定額制・定率制は関係なく相当な負担

になる。今回提案したのは、宿泊税の対象は５泊まで、６泊以上は対象外という考え方で、

海外では先行事例としては多い。全てにおいて海外を真似するわけではないが、先行事例

としては一定の宿泊数以上で免税としているところが多い。 

例えば３０日滞在しても、払うのは最初の５日分だけというような出し方である。これ

をうちの宿泊システムにはめ込むと、最低５日間からとしてルームチャージでもらってい

るとそれで満額入る。 

 

（Ａ委員） 

そういう考え方は必要なのか。 

 

（事務局Ｂ） 

１人１泊いくらで、となると、３０日滞在した人の負担感は大きくなる。本来、宿泊税

というのは、泊まることによって町が整備したものやインフラなどの恩恵を享受している

ことに対する税金としてとらえれば、長く滞在すればするほど多く負担するのは当たり前。

しかし、世界的に見ても連泊に対する何らかの対策はしているようだ。東京、大阪は全く

していない。京都も考えていないようだ。それだけのロングステイが多いのはうちの町の



方が現状としてとして多いと思われる。 

 

（Ｂ委員） 

恐らくロングステイなら宿泊料は１万円以下になる。 

 

（事務局Ｂ） 

割り算したらそうなるだろう。 

 

（Ａ委員） 

それなら、シンプルに連泊は関係なく１泊いくらにした方がわかりやすいし、公平性も

ある。 

 

（Ａ委員） 

個人的な考え方だが、先ほど話した公平性について、宿泊税についても入湯税と同じよ

うに、どこに泊まっても同じ金額を払うということにはできないのか。入湯税なら、古い

施設でも広くて豪華な施設でも温泉に入れば 150 円。所得税であればお金持ちからはたく

さん払ってもらうというような考え方だが、同じような考えを宿泊税にも当てはめる必要

はあるのか。連泊による免税についても、それをすることで余計に公平でなくなるのでは

ないか。宿泊税は倶知安町に泊まったらかかる税金なので、どこに泊まろうが同じという

考え方にはならないのか。 

 

（Ｂ委員） 

例えば、宿泊税が道路や下水道などのインフラ整備に使われるのなら、高いホテルに泊

まる人も安いホテルに泊まる人もインフラを利用するのは変わらない。なので、どこに泊

まっても同じ金額を支払うというのはある程度公平ではないか。 

 

（事務局Ｂ） 

それでは連泊を特別に考慮した免税というのは必要ないという考えか。 

 

（Ａ委員） 

 連泊のお客様に対しての考慮というのは、企業側がサービスの一環として行うことで、

税金を免除するという考えは違うのではないか。 

 

（Ｃ委員） 

もう一つ意見として、コンドミニアムは個別のオーナーがいる。例えば１０１号室は１

人泊まって５万円払った。１０２号室は同じサイズの２ベッドルームで４人泊まって５万



円払った。その場合、オーナーにとっては同じ売上なのに払う税額が違うのは変だと思う

だろう。 

 

（Ｅ委員） 

税金はお客さんから負担してそれを納税するというのが基本。オーナーが負担するわけ

ではない。そもそも、例えば１万円の部屋が宿泊税１００円になった場合、お客さんから

１万１００円もらってそのうちの１００円を納税するというのが流れ。１万円の部屋だっ

たのを宿泊税込みで１万円にすると考えると、議論の根本が変わってくる。 

 

（Ｃ委員） 

外国人オーナーはそういうことを考える。 

 

（事務局Ｂ） 

実態の話はそうなるかもしれないが、宿泊税の制度はあくまでも宿泊者が課税対象であ

る。そこを実態に合わせるのは難しいかもしれない。 

 

（Ｃ委員） 

ヨーロッパみたいに予約時に２万円払い、チェックインの時に例えば１００円現金で払

わなければならないとする。４人で４泊分の１６００円を支払う。そのスタイルならわか

りやすい。しかし、シャレーアイビー以外のほとんどのひらふのホテルは消費税も入湯税

も全部含んだ値段を出している。１万５千円ならそこに全部含まれている。お客さまがホ

テルに着いてから入湯税を別に払うということはないと思う。もしこのシステムを導入す

るなら、どうやって計算すればいいのか分からないが宿泊税を何百円としてお客さまから

もらい、その残りがオーナーの売り上げとなる。１人ベースなので複雑になるが、オーナ

ーの売り上げは変わらない。しかしオーナーはそういう考え方がない。宿泊税は良いアイ

デアだと思うがみんなが反対しないようにしたい。消費税を払うことに文句を言う人はい

ない。 

 

（事務局Ｂ） 

消費税への反対は、今は少ないが、導入当初はすごくあった。私達は、新しい税の導入

をしようとしているので、当初から１００％の理解を得られないということは間違いない。

少しずつ良くしていくしかない。 

 

（Ｆ委員） 

話は変わるが、使い道に関して。それがどういう形になるかはわからないが、これを担

っていくのは観光団体だと思う。例えば、宿泊税を取った時のパーセンテージを決めて、



６割を観光団体に渡し、残りの４割は観光インフラ、ソフトやハードに使うといったわか

りやすい組み立て方をしないといけない。資料に書いてある税の使い道というのは、確か

に全て必要なことで、それぞれの観光団体の誰もが思っている。これらすべてを役場が担

うわけではないから。 

 

（Ｅ委員） 

集めた財源は俱知安町しか使えないのか、あるいは観光団体が何かやる時の補助金とな

るのか、または観光団体に直接お金を渡すというのか、それを今どう考えているのかを聞

きたい。 

 

（事務局Ｂ） 

これは先例地の参考になるが、大阪は観光局が別にあるのでそこに委託する形でお金を

出している。今お話があった通り、観光団体に担ってもらう部分は多く出てくると思われ

る。先ほどＢ委員からご指摘があったが、行政しかできないことに対する財源ではあるが、

観光団体に委託をしてやってもらうことは必ずあると思う。何から何まで全てを行政が執

行するということないだろう。もちろん、町だけで観光は成り立たない。当たり前だが民

の力がものすごく大きく、むしろ民の力で観光は成り立つもの。当然、町が税収として徴

収して執行する財源なので、町がやるべきことに使うということが前提ではあるが、観光

団体に対する委託という形は大いに考えられる。 

 

（Ｅ委員） 

例えば、協会で今年度何百万自由に使っていいとか、運営維持費に使ってもいいという

形のお金の下り方はしないのか。 

 

（事務局Ｂ） 

それは何とも言えない。 

 

（Ｆ委員） 

それができないないなら、ここに書いてあることは何もできない。 

 

（Ｄ委員） 

事業計画をこちらで出して、役場で精査されて、これは７０％になると言われたらやる

気を失くしてしまう。 

 

（事務局Ｂ） 

観光協会費のことか。 



（Ｄ委員） 

観光協会費のこと。白馬村は人口９千人で、観光局の職員だけで１２人いる。 

もともと白馬村には４つの観光部会があり、それを統合して観光局とした。そこでは１

２人の観光局職員と観光課の職員６人が同じフロアで白馬の観光の策定をしている。それ

に対する予算は１億１千万円。役場からの補助金がそのうち８千万円。 

かたやうちの町は皆さんご存知のようにお恥ずかしい限りで。せっかく良い資料の中に

やらなければならない事が色々書いてあり、まさしくその通りだと思う。ある程度を民間

に任せてもらい、今回入ってくるお金の５割なら５割を観光協会に託す。役場はそれをチ

ェックするだけ。その方が効率的に話は進むだろう。行政も大変だと思う。 

 

（Ｅ委員） 

補助金のようなものは、正直使い勝手が悪い。入ってくる事務の手間もあるし、１００％

補助ではないというところもある。 

 

（事務局Ｂ） 

補助金が使いづらいということや、自由に使ってもらう財源が必要なのもわかるが、そ

こと宿泊税の財源充当の話については、今の時点でははっきりとは言えない。 

 

（Ｅ委員） 

観光協会には倶知安町はどういう形で入っているのか。 

 

（事務局Ｂ） 

町長が、顧問のような形で。 

 

（Ｅ委員） 

ＮＰＢ等も振興局を始め行政にも顧問などで入ってもらっているので、倶知安町からす

ると、観光協会やＮＰＢ等の観光団体にお金を預けたら勝手に使ってしまった場合に何も

言えないというものでもない。ただその代わりに、自由なお金を与えていただければとい

うのもある。正直な所、２億～３億のお金は使い切るのが大変である。観光課が中心にな

って使うだろうけれども、観光団体にお金を出していただきたい。その代わり、年度によ

っては使い切れない事もあるので、それを基金のような繰り越せる制度にしていただきた

い。今年はこの金額で、そのうち町の事業でいくら使い、観光協会にいくら渡した等の報

告をして、最後これだけ余ったので繰り越すというようなきちんとした報告をしてもらう。

観光団体側の意見として、できるだけ観光団体が自由に使えるようなお金をいただければ

良いと思う。 

 



（Ｂ委員） 

気をつけたほうがいいと思うのは、例えば、宿泊税の一部がＮＰＢに渡るとしたら、宿

泊施設のオーナーが、それならば自分はＮＰＢの会費を払うのをやめるということもあり

得る。 

私は前にも言ったが、町にしかできない事をやる方が良いと思う。そのために新しい税

金が必要であるということなら説明がしやすい。皆がやりたいことに対して、使えるお金

が少ないというのはよく分かる。ＮＰＢに全くお金を渡さない方が良いというわけではな

いが、イメージとして気を付けた方がいいと思う。 

 

（Ｅ委員） 

ＮＰＢはまだ補助をもらっていないので、ほとんど会費で賄っているので良いが、観光

協会は何かしらの補助金をもらって運営しているので、なかなか単独での運営は厳しいと

ころもある。 

 

（事務局Ｂ） 

観光団体の財源論というのは別にまたやっていかなければいけないと思っているが、こ

の場は宿泊税の制度検討として、ひとまず置いておく。 

 

（Ｄ委員） 

金額の話で、Ｃ案について、３億１千万円が上限になっているが、サンモリッツは観光

協会の予算だけで５億円ある。白馬の観光姉妹提携しているレッヒというオーストリアの

山岳リゾートが４億円。世界はそういう金額を地域の観光協会に全部託して、プロモーシ

ョン等をさせている。サンモリッツはその中から観光インフラの費用も観光協会が采配し

て支出に充てている。そういう例もあるので金額は最低でも３億円くらいは世界と戦うと

いう意味で確保してもらいたい。 

 

（事務局Ｂ） 

今回の宿泊税に関しては法定外目的税で、３億の事業をやるために３億いただくという

示し方をしていく。それに関して今検討している中でも観光団体への支援等も当然含んで

いる。町がやらなければいけない財源に対するあくまでも法定外目的税の中の宿泊税なの

で、先ほどＥ委員からも話があったように何に使って何が残ったという報告はＨＰなどで

公表していく。そうしなければ宿泊者もオーナーさんも分からないし納得しない。 

積み残した場合の想定は検討しなければいけない。その場合最初に浮かぶのは基金だが、

他の事例も踏まえながら検討していかなければならない。 

途中になった観光団体の財源論というのは、その辺の検討は別にしていかなければなら

ないが、今日は宿泊税の制度の検討としてはここで一度収めていただいて、またさせてい



ただく。 

伺ったご意見の中で、納税義務者としては宿泊施設に泊まる宿泊者ということで、定額・

定率の２本立てで検討させていただきたい。根底にあるのは特別徴収義務者の手間の軽減。

それだけではないがそれも一つとしてある。そして実際に納めてもらう観光客の皆さんに

納得してもらえる制度づくりを進めていく。課税免除については、連泊に対する免除的な

ものを突き詰めて考えると逆に公平性を欠くというご意見もあったので、それについての

制度の検討、条例素案に反映させるための意見の検討、そして小中高の修学旅行・教育的

旅行や職場体験など、町特有の宿泊に対する減免について検討していくということでご意

見をうかがえた。他に何かご意見等はあるか。 

 

（Ｇ委員） 

話をぶり返してしまうかもしれないが、倶知安町の中で観光協会とＮＰＢがある。当初

は２０１９年か２０２０年くらいには一本化するような話は出ていなかったか。 

 

（事務局Ｂ） 

観光圏の事か。それはニセコと倶知安と蘭越。 

 

（Ｇ委員） 

それに対する広域ＤＭＯとかＤＭＣのような株式会社化は考えていないのか。 

 

（Ｄ委員） 

ＮＰＢがＤＭＯの申請をして、一応今年度からＤＭＯの扱いとなっている。 

 

（事務局Ｂ） 

ＮＰＢに関しては俱知安・ニセコ両町のプロモーション等を賄っている民間団体。ＤＭ

Ｏとしてやっていくことになる。 

 

（Ｇ委員） 

２月に設立された上川の大雪山ツアーズ株式会社は、層雲峡温泉の入湯税を１００円上

げた分の６千円万円全てを大雪山ツアーズに渡して、その中で観光プロモーションをし、

着地型の商品開発をして儲ける事を目的としている。そこは町と民間が協力して運営をし

ていこうというものである。先ほど話にあったが、株式会社として財源をもらってプロモ

ーションをし、そこで稼ぐような構成でいくのが、これからの北海道エリアとして発展し

ていくのに良いのではないかと個人的には考えている。話を切り離して考えると難しいの

でこの部分は両輪で考えていくべきだと思う。そうしなければ、来年も同じ議論になると

思うので、これについては両輪で考えていった方が良いのではないかと思う。 



（事務局Ｂ） 

観光に関しては繰り返しになるが、行政だけでは絶対にできない。そのため引き続き課

題も盛り込み、ＤＭＯという表現も使っているが、強化支援も踏まえた財源として検討し

ていく。 

今日は、こちらが提示した制度設計について意見をうかがうことができた。それらの意

見を今後の条例素案作成時に反映していきたい。意見をそのまま反映させることは難しい

が、こちらが疑問に思っていたことに対する回答として使っていきたいと思う。 

次回は条例素案の確認として提示する会議、つまり中締めの会議となると考えている。

その整理などもあるので、次回は６月か７月になると思うが会議を開催するので、その時

は連絡を差し上げるのでまたご協力をお願いしたい。さらに、現在京都市が取り組んでい

る最中だと思うが、事業者や宿泊者への周知の仕方等については、先例地を見る限りでは

議会を通り、国の了承を得て、初めて取り組んでいるので、期間としては非常に短いスケ

ジュールになる。それを延ばすと開始が遅れることになる。スケジュールとしては議決後

に総務省に同意を得て、それから始めるという中で色々とご相談やご協力いただくことに

なると思う。事業者さんとしてはオーナーさんとのやりとりがある事も想定していかない

といけない。お忙しい中申し訳ないが、町の取り組みにご協力をいただいて良い制度とし

て盛り上げていきたいと思うので、よろしくお願いしたい。 


