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第２回 倶知安町法定外税に係る有識者会議 

議  事  録 

 

平成３０年２月１４日（水） １３：３０～１５：１０ 

倶知安町役場３階 第一委員会室 

 

１．開会 

○ 事務局Ａより挨拶 

 現在、北海道庁の諮問機関である観光審議会においても会議が進んでおり、観光振興に係る新たな

財源確保策について、多くの議論をしていたところ。民泊を含む、道内の宿泊施設に宿泊をする方に

課税して徴収をする法定外目的税で、仮称ではあるが観光税として、その導入を北海道庁に求めると

いう内容で審議され、高橋知事に答申すると聞いている。これについては、本町有識者委員もメンバ

ーに入っているところ。 

 本日の議題としては、倶知安町の宿泊税の制度設計について、特に税率と免税の範囲について中心

に議論していただきたい。税率と免税については、倶知安町としても慎重に判断しないといけないと

考えている。 

 

 

２．議事 

議題① 冬季観光客アンケートの実施結果について 

⇒ 事務局説明 

 

【委員からの質問事項等】 

 

（Ａ委員） 

アンケートの質問内容は、単純に「賛成」か「反対」か、ということか。 

 

（事務局Ｃ） 

日本語・英語・中国語で、宿泊税とはどういうものかという簡単な概要と、どのようなことに使うか

を示した上で、「賛成」か「反対」かのアンケートを行った。 

 

（事務局Ｂ） 

使い道についてと、案ではあるが、税額についてもお示しした。 

 

（Ａ委員） 

使い道についてはどのような説明をしたのか。 
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（事務局Ｂ） 

二次交通の整備、ニセコルールの恒久的な維持、観光インフォメーションの整備等、観光目的で使う

という説明をした。 

 

（事務局Ａ） 

税金なので、１円でも払うのは賛成じゃないという人も多いが、使用目的や公平性について理解いた

だければ、回答は違ってくるということで、このアンケート結果で見えてくる部分として総括すること

はできるのではないか。 

 

 

議題② 倶知安町の宿泊税の制度設計について 

 ⇒ 事務局説明 

 

【委員からの質問事項等】 

 

（Ｂ委員） 

どういった場合に税を免除するかという話だが、ピーク時期の短期間のみスタッフとして来るという

場合で、１泊いくらといった形で家賃を取るとなると、宿泊税はかかるか。 

また、何泊以上になると免除されるということはあるか。例えば、１ヶ月以上泊まると免除というの

があれば、従業員や夏季にロングステイをする日本人にも税金がかからなくなるのでどちらにとっても

良いのではないか。複雑にはなってしまうかもしれないが、そういう考えも良いかもしれない。 

 

（事務局Ｂ） 

今の質問は、旅館業法の登録をしている、自己所有のコンドミニアム等の宿泊施設を繁忙期にスタッ

フに使わせるが、家賃は払わせるということで、その場合はどうするかということでよいか。それであ

れば、宿泊なのか家賃なのかの違いで、家賃だとみなすことができれば課税されないということで、区

別することができると思う。 

 夏季のロングステイの日本人の場合等について、１ヶ月以上だと免除するかということについては、

現時点では即答することはできない。 

 

（Ｂ委員） 

事業所とスタッフが契約を結んでいるから、宿泊税はかからない。 

 

（事務局Ｂ） 

それは家賃だと確認することができれば区別することはできるのではないか。 

 

（Ａ委員） 

案の中で、免税対象者の中にインターンシップ生というのが入っているというのは、どういう意味合
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いなのか。 

 

（事務局Ｂ） 

北海道やひらふエリアは特に人手不足だと言われており、ShiriBeshi留学などでインターンシップ生

を呼んでおり、このエリアで就職していただきたいということでやっている中で、こういった制度に対

して考慮は必要かというところ。 

 

（Ｂ委員） 

細かい話だが、例えば、会社のスタッフとして雇っていて、その彼女も社員寮に一緒に入っていた場

合、その家賃も宿泊税はかかるのかどうか、といった話もある。 

 

（事務局Ｂ） 

冬は社員寮として使っているが、夏は宿泊施設として貸し出しているので、その施設は旅館業法の登

録をしているということだと思うが、どういう扱いにするかは難しい。 

 

（Ｃ委員） 

建設作業員のケースも検討しないといけないのでは。 

 

（事務局Ｂ） 

安価な宿泊施設が建設作業員でいっぱいになっているが、それについて免税は難しいのでは。 

 

（事務局Ａ） 

旅行者ではなくビジネスで来ている場合でも、宿泊料を支払って宿泊していれば（旅館業法）課税す

るということで考えている。 

 

（Ｄ委員） 

宿泊と家賃の区別というのは、住民票があって賃貸の契約をしているかというのが線引きになるので

しょうかね。 

 

（Ｃ委員） 

契約書の写しがあれば宿泊税は免除といったやり方もできるかもしれない。 

 

（Ａ委員） 

インターンシップというのは企業側が宿泊場所を用意している前提だと思っていたが、自分で探さな

いといけないということもあるということか。 

 

（事務局Ｂ） 

大きなくくりで、学校行事であれば免除という考え方ができるのではないか。大学のスポーツ合宿は
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どうするかという問題もあるが。 

 

（Ｅ委員） 

インターンシップと言っても、内定は出ていて、来春には就職することが決まっているが、会社を知

ってもらうために来るというものもあれば、学校側から職業体験のようなもので来るという両方がある。

前者であれば、業務なので課税対象になってもいいと思うが、学校行事という名目であれば非課税でも

いいのではないか。インターンシップと言っても中身が色々なので、制度設計の中で、これが良くてこ

れが駄目という整理をしていけばいい。 

 

（事務局Ａ） 

既に宿泊税を導入している地域の条例も確認しないといけないが、一言で研修目的と言っても実際の

中身は色々で、くくりが難しい。 

 

（Ｆ委員） 

「インターンシップ」という表現をするのは避けた方が良いかもしれない。旅行業者では「教育的旅

行行事」という表現を使っている。但し書きで、教育的旅行行事とは何かというのを書いておけば、包

含できるのではないか。インターンシップは学校から依頼されるもの、企業から依頼が来るもの、個人

でやるものと色々なので、ここを免税の対象とするとマルバツの判断をしなければいけないものが多く

なりすぎる。拡大解釈で、良いように解釈されてしまうかもしれないので注意が必要ではないか。 

 

（Ｅ委員） 

道の審議委員会では、インターンシップについては言及されていないのではないか。 

 

（事務局Ｂ） 

京都では、引率の先生も免除されることになっている。 

 

（事務局Ｃ） 

ただし、免除は高校生までで、大学生は課税対象。 

 

（Ｆ委員） 

温泉旅館等に泊まる場合の入湯税についても、その自治体によって教職員は課税される場合とそうじ

ゃない場合とがある。ただ、先生の旅費規程というのがあり、上限が何十年も変わっていない。宿泊費

が上がっていてもその上限に抑えないといけないので、修学旅行で行ける範囲というのが決まってきて

しまう。今までかかっていないものがかかるようになってしまうと、研修旅行で本来やりたいことがで

きなくなってしまうということもある。たかが 50円、100円でも複数泊だと何百円になるので、免除に

出来るのであれば、教職員も免除にした方が良いのではないか。 
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（事務局Ｂ） 

そのような点は、道と同じ条件にしないと、倶知安町は免除だけと道では免除じゃないということに

なると、混乱が生じる。 

 

（Ｄ委員） 

①納付先は倶知安町に一本化してもらえるとありがたい。道と倶知安町に別々に、ということになると

事務が大変になってしまう。 

②課税対象額というのは、どのような基準で設定しているのか。 

③どのくらいの税収が全体で期待されるのか。 

④単位としては１泊あたりの金額ということだと思うが、連泊となると宿泊料は下がることになるが、

どのような扱いになるか。 

⑤納付の際に、納付書でということになると、相当の枚数を書かないといけないので、オンライン化す

ることはできないか。 

⑥一律で何パーセントと一本化して課税額を決めることはできないか。 

 

（事務局Ｂ） 

納付先については、事務が煩雑にならない様にと考えている。 

課税対象額の基準については、他の事例を参考にしている。 

税収は、今の想定している基準だと、1億 6千万円から 2億 1千万円というシミュレーションとなって

いる。 

連泊した際に宿泊料が下がるという点と、オンライン化という点について、例えばエクセルのシート

で簡単に入力すれば済むようにできればいいが、運用の仕方については検討したい。 

宿泊税をパーセンテージについては、引き続き検討の必要性がある。 

 

（事務局Ｃ） 

既に宿泊税を導入している東京都・大阪府については、宿泊者の宿泊行為に対して課税しているとい

うことで、宿泊料に一定の率を掛けて課税するというのは消費税が既に先行して行っており、税制上、

二重課税になってしまう可能性があるということもあるのか、導入されていない。事業者側では、一定

の率で掛ける方がわかりやすいと思うが、外国の例などでは一定の額の方がわかりやすいという話もあ

ったりする。色々と考えてはいかないといけないが、現状は定額でということで整理しているところ。 

 

（事務局Ｂ） 

外国で宿泊税を導入する場合は、宿泊料の１パーセントからまず導入をはじめる。そして、５年後、

２パーセントに上げるというような仕組みになっているので、この制度を日本でやるときに、東京都だ

と 1万円から 1万 5千円までは 100円、1万 5千円から 2万円は 150円というような、1パーセントに近

い額でやっている。日本では、宿泊と消費を区別することができないというところで、パーセンテージ

での税率は難しいのではないか。倶知安町の場合は部屋貸しが多いので、宿泊税の検討を始めたときは

パーセンテージが良いのではないかという話もあった。 
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納付方法等の運用の仕組みについては、検討をさせていただきたい。 

 

（Ｄ委員） 

納付書だとすごく大変なことになってしまうので、ご検討いただきたい。 

 

（Ｅ委員） 

ロングステイの話もあったが、宿泊の長さで免税かどうかというのを決めるというのは、個人的には

反対。何泊以上で免税というようにすると、最初は長く泊まる予定で非課税だったが、途中でキャンセ

ルになって短くなったために課税対象になるといった問題も出てくる。先ほどの話でもあったが、例え

ば 1泊だと 1万円だが、10泊だと合計 8万円で、1泊あたりの宿泊料が安くなるということも出てくる。

その場合は宿泊料トータルを泊数で割ることになるのか。また、ルームチャージの場合も、恐らく定員

数で割ることにはなるのだと思うが、そのような免税とするかどうかの基準は、期間で定めず、教育か

教育じゃないかという分け方がいいのでは。ビジネスでの宿泊にも課税するということの方が良いので

はないか。 

 

（Ａ委員） 

現在の考えでは課税の仕方は入湯税と同じような感じなのか。１人に対して、定額なら定額で、１泊

につきということで課税することになるのか。事業者の納付の仕方についても、一人ひとりということ

か。 

 

（事務局Ｂ） 

逆に伺いたいが、宿泊料が１万円以下の場合に、事務局としては、町内の宿泊施設の料金を調べたが、

3,000円、4,000円というところもある。道と同じようにそこで 200円課税するとなると、割合的に負担

が大きくなるのではないか。9,800円に対しての 200円と 3,000円に対しての 200円だと違ってくる。な

ので、控えめに現在の案を作っているが、その辺りの配慮についてはどうか。 

 

（Ｂ委員） 

全員平等にするために、例え 10円でも、払わないといけないとした方がいいのでは。3,000円に対し

ての 200円は確かに高いかもしれないが、少しでも払うことにした方がいい。 

 

（事務局Ｂ） 

それと、大学生のスポーツ合宿について、大学生に限らず高校生もだが、ラグビーなどで夏合宿のた

めに来ている。高校の部活動の合宿となると、それは教育的行事になるのか。 

 

（Ｂ委員） 

仕組みはなるべく簡単に、シンプルにして、この場合はかかって、この場合は免税といように複雑に

しない方がいい。海外に住んでいる方は、税金が嫌いな人が多い。そこまで高くなくても、どうやって

税金を払わないで済むかというのを考える場合もある。教育に関してのものが免税となると、例えば、
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夏に子どもと一緒に倶知安に来るが、自然を学びに来ているので、教育のためで税金を払わなくていい、

というように、どのようにしたら税金を払わなくて済むようにするかが上手い人がたくさんいる。なの

で、例外はなるべく作らない方がいい。 

 

（事務局Ｂ） 

アンケート調査で、外国人の方がたくさん答えてくれた。ほとんどが欧米系で、アジア系の方は２～

３人ぐらい。 

 

（Ｅ委員） 

欧米の人は税に慣れている。言い換えると、取られた税がどのように使われるかよくわかっているか

ら、という考え方もできる。アジアの国々は、色々な税金が取られているけど、どのように使われてい

るのかがわからないという不信感もあるかもしれない。なので、税が何に使われるかというのはしっか

りと開示しながらやらないといけないというのはあると思う。 

 

（Ａ委員） 

教育的旅行行事という考え方で言うと、今の話のスポーツの団体というのはそこに含まれるのか。 

 

（Ｆ委員） 

大学生は除いており、高等学校までということにしている。例えば、大学生の体育大会などもあるが、

その場合は払ってもらっている。 

 

（事務局Ｂ） 

部活の合宿もそうか。 

 

（Ｆ委員） 

部活の合宿も入湯税などは払ってもらっている。高校でも、部活については払っている。修学旅行の

ような学校全体の行事は免税だが、部活は学校の行事ではないので。 

 

（Ａ委員） 

他の委員が言ったように、グレーゾーンのようなものを作ってしまうと、突っ込まれどころになって

しまうので、宿泊事業者としては苦労してしまうのではないか。 

 

（Ｇ委員） 

なるべくシンプルに作って、１万円以下を安くして全員から少しでもいただくが、宿泊料の金額だけ

で分けるというようにすればいいのではないか。 

 

（Ｈ委員） 

旅行業者では、宿泊料の支払いは現地精算か。 
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（Ｆ委員） 

現地精算である。先に支払いたいという話があっても、そういうシステムになっているのでと説明さ

れる。現地で宿泊税を払ってくれとなったときに、先に社員が説明していなかったというトラブルが発

生することはあるのではないか。パックになっているものについては、内税なので先に払うことになる

が、宿泊単品の場合は、消費税は一緒に払うが、それ以外の税金は現地でお支払いいただくという形だ

と思われる。 

 

（Ｅ委員） 

北海道と倶知安町の課税額については、現在の案では合わせて宿泊料に対して１％から２％ぐらいの

比率なので、総務省が判断するところなので何ともいえないが、過大な負担とはならないということに

なるのではないか。 

 

（Ｅ委員） 

特別徴収義務者に対しての補助というのは考えているか。 

 

（事務局Ｂ） 

倶知安町としては考えている。 

 

（Ｅ委員） 

北海道も補助等はあるのではないか。 

 

（事務局Ｃ） 

倶知安町では、東京・大阪に倣って、事務手数料というような形だと思うが、特別徴収義務者に対し

てお支払いするというのは考えている。 

 

（Ｂ委員） 

ホテル業者にとって面倒かどうかという話に戻るが、特別な WEBサイトを用意して、エクセル等に個

人情報を入れずにデータだけを入力してアップロードするということにすれば、データを集めるだけで

済む。 

 

（事務局Ｂ） 

それができるかどうかはわからないが、特別徴収義務者に対して、パスワードを配布して、それで特

定の画面に入って入力するというようにすれば、楽かもしれない。 

 

（Ｆ委員） 

話は戻るが、長期滞在者の話で、シンプルにするのがいいとは思うが、ヨーロッパでは、何泊以上で

免除というのがあって、その都市によって違うが、そのようなものはある。 
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（事務局Ａ） 

税率と免除の対象についてどうかというのを話してもらっていたが、共通に言えることはいかにクリ

アでシンプルにするかということだと思う。一度混乱が生じてしまうと大変なので、出だしの段階でい

かにわかりやすくするかが大事。 

税率の部分では、複数の 10円でも 20円でも皆さんからいただいた方がいいのではないかという意見

が多かったと事務局では理解した。 

そのような部分を踏まえて、次回以降のスケジュールについて説明させていただく。 

 

（事務局Ｃ） 

次回以降について、第３回については、４月初旬を予定している。 

１回目、２回目で出たものをまとめて、イメージ案を作ってお示ししたい。 

５月、６月で４回目、５回目を開催して総まとめというスケジュール感で今は考えている。 

 

（Ｅ委員） 

何に使うかということを具体的にどこかのタイミングで出していただかないと、宿泊税ありきになっ

てしまっている。実際に制度化されてから何に使うかというのがあとになっているので、本来であれば、

何が問題であって、何をしないといけない。だからいくら必要で財源をどうするか、それでは宿泊税に

しようという話があって、税率や免税対象はどうするかという流れになるはず。何のために必要なのか

というのは次回明確にしていただければ。 

 

（事務局Ｂ） 

前回の話でもあったが、それは次回もう一度そこの部分については資料を用意して改めて説明したい。 

 

（事務局Ｂ） 

次回、その部分の再整理からはじめたい。 

 

（事務局Ａ） 

使う目的や課題というのは１回目のときにお示ししてはいるが、次回その点を議題に上げて、町の考

え方や皆さんのご意見というのを、話して行きたい。 

 

 

 

【終了】 

 


