
平成３０年４月２６日開催分 

 

Ｑ８９ 違法民泊対策室としての総合窓口がわからないので，明確にして欲しい。現状の京都市

のホームページでは，保健所関係が窓口になっているが対策方法の問い合わせには返答が

ない。民泊仲介サイトに情報を出させれば違法民泊事業者は一網打尽にできるだろうと思

われるが，そういう働きかけはしていないのですか。 

 

Ａ８９ 違法民泊については，断じて許さないとの決意の下，取組を進めております。平成２８

年７月には全国に先駆けて「民泊通報・相談窓口」を開設し，平成２９年度には，衛生部

門の集約化に合わせ，民泊対策の専門チームを設置し，１０月１日には２名を増員し，２

０名に強化しました。さらに，平成３０年度の組織改革で，民泊対策の専門チームを旅館

業法審査，住宅宿泊事業法審査，宿泊施設監視指導担当の３班を主とした３１名体制とし，

違法民泊を適正化する取組を充実しております。 

 

Ｑ９０ 今後の送付物は事業者の住所に送付されますか。 

 

Ａ９０ ７月頃に予定している経営申告書の送付については，原則として，宿泊施設の住所に送

付いたします。その後の資料の送付については，経営申告書において申告をされた方を特

別徴収義務者として，その方にお送りします。なお，この他の方への送付を希望される場

合は，経営申告書に送付先を記載してください。 

 

Ｑ９１ ・ 税率は今後，改定される可能性はありますか。三区分の税率，特に２０，０００円

未満が一律２００円は納得がいきません。 

・ 違法営業者に対して速やかに厳しい処分を求めます。 

 

Ａ９１ ・ 現在のところ，税率を見直すことは考えておりません。なお，本市の宿泊税は，入

洛客の受益と負担の関係から，宿泊客の方に広く薄く負担を求めるものです。入洛客

及び市民双方の満足度を高めるための施策を行うために必要な税収の確保といった観

点から，すべての宿泊客の皆様に最低限負担していただく金額として，２００円の税

額を設定しました。 

・ 違法民泊については，断じて許さないとの決意の下，取組を進めております。平成

２８年７月には全国に先駆けて「民泊通報・相談窓口」を開設し，平成２９年度には，

衛生部門の集約化に合わせ，民泊対策の専門チームを設置し，１０月１日には２名を

増員し，２０名に強化しました。さらに，平成３０年度の組織改革で，民泊対策の専

門チームを旅館業法審査，住宅宿泊事業法審査，宿泊施設監視指導担当の３班を主と

した３１名体制とし，違法民泊を適正化する取組を充実しております。 

 

Ｑ９２ 経営申告書の宿泊料金欄は，￥○○○～￥○○○と記載してもよいですか。 

 



Ａ９２ 閑散期の安い宿泊料金と繁忙期の高い宿泊料金がわかるように記載していただければ結

構です。 

 

Ｑ９３ ・ 経営申告書，納入申告書及び申告納入は，運営受託業者が代行することは可能です

か。 

・ 経営申告書はいつからどのように入手すればよいですか。 

 

Ａ９３ ・ 旅館業法の許可を取得された方以外に宿泊税の徴収の便宜を有する方を個別に特別

徴収義務者に指定することが可能です。 

また，納税管理人として宿泊税の納税に関する事務を行うことも可能ですので，税

制課まで御相談いただきますようお願いいたします。 

・ 経営申告書の様式は，本市で把握している情報を記載したものを６～７月頃にお送 

りする予定です。なお，本市ホームページからもダウンロードできるようにさせてい 

ただいています。 

 

Ｑ９４ ・ 日次や週次で宿泊料金を変動させる仕組みを取っている場合の宿泊料金の変更申請

はどのように行うのか。 

・ 民泊仲介サイトが地方税・宿泊税を代理で徴収する場合，どのように対応するのか。 

 

Ａ９４ ・ 経営申告書においてあらかじめ一定の変動幅で申告をいただければ，宿泊料金の変

更申請は不要です。 

    ・ 民泊仲介業者の代理徴収につきましては，現在，複数の事業者と協議を進めている

ところです。 

 

Ｑ９５ ・ 一棟貸し切りの形態で経営しており，幼児（６歳以下）１人につき，２，０００円

＋消費税を徴収しているが，それに対して２００円宿泊税を徴収するのか。 

・ １０人定員であるが，１人あたりの宿泊費を高くすると集客できないし，低くする

（幼児無料など）と，幼児連れがどんどん低料金で利用できることになる。 

 

Ａ９５ ・ 質問の事例では，宿泊料金２，０００円に対して２００円の宿泊税を徴収すること

になります。（食事代等を除く） 

・ 宿泊料金に応じた税額を徴収していただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

 

Ｑ９６ ・ 清掃代や寝具代は宿泊料金に含まれると思いますが，お客様が寝具を汚した場合の

クリーニング代や寝具等を購入した場合も宿泊代として含みますか。 

 

Ａ９６ ・ 清掃代や寝具代は宿泊料金に含まれますが，追加で発生した料金については宿泊料

金には含みません。 

 



Ｑ９７ 経営申告書と納入申告書の申告者の住所と氏名は会社の本社か，それとも，京都にある

施設の分かどちらを記入すればよいのか。 

 

Ａ９７ 申告者の住所及び氏名は旅館業の許可を取得されたときのものを記載してください。宿

泊施設の記載欄には京都にある施設の住所及び名称を記載してください。 

 

Ｑ９８ 宿泊税導入の周知へのご尽力をお願いします。 

 

Ａ９８ 周知につきましては，これまでも，報道機関への広報発表や本市ホームページへの掲

載などにより，情報発信に努めてきたところです。今後も，主要駅でのポスター掲示な

ど，入洛客の皆様に向け，宿泊税の周知を徹底してまいります。 

 

Ｑ９９ ・ 宿泊税を財源として取り組んだ案件，対策強化した事案の報告をお願いします。 

・ 違法民泊対策への強化にどれほどの税金を使いますか。 

 

Ａ９９ ・ 徴収していただいた宿泊税の使途につきましては，予算及び決算時に議会に報告す

るとともに，市民及び事業者の皆様にホームページ等で公表する予定です。 

・ 「税金」が宿泊税という意味であれば，平成３０年度予算においては，「民泊対策」

に約１億５千万円を充当することとしています。 

 

Ｑ１００ 健全に許可をとっている施設から税金を徴収する事は理解できるが，違法民泊はどうす

るのか。違法民泊対策の強化が必須であると感じるが，全然手が回っていないと思われる。  

 

Ａ１００ 法律の許可等のない宿泊施設についても，宿泊行為が認められた場合は，課税対象とな

ります。 

    違法民泊については，断じて許さないとの決意の下，取組を進めております。平成２８

年７月には全国に先駆けて「民泊通報・相談窓口」を開設し，平成２９年度には，衛生部

門の集約化に合わせ，民泊対策の専門チームを設置し，１０月１日には２名を増員し，２

０名に強化しました。さらに，平成３０年度の組織改革で，民泊対策の専門チームを旅館

業法審査，住宅宿泊事業法審査，宿泊施設監視指導担当の３班を主とした３１名体制とし，

違法民泊を適正化する取組を充実しております。 

 

Ｑ１０１ ・ 経営申告書の宿泊料金について，○○○円～○○○円／人のような記載でよいか。 

・ 宿泊料金がわかる書類というのは，どのような記載方法か，一例をいただきたい。 

 

Ａ１０１ ・ 宿泊料金は，○○○円～○○○円という記載方法でも結構です。 

・ 宿泊料金がわかる資料は，宿泊料金の記載があるパンフレットや，宿泊料金が掲載

されているホームページのコピー等を御提出いただくよう，お願いいたします。 

 



Ｑ１０２ ・ 納入申告書の提出期限の特例に関する申告書はいつ届きますか。（７月 or９月） 

・ １０月分から適用してもらうにはいつ提出すればよいですか。 

 

Ａ１０２ ・ 納入申告書の提出期限の特例に関する申請書につきましては，７月頃に経営申告書

に同封して発送する予定です。 

・ 提出時期については，改めてお示ししますが，経営申告書とあわせて御提出いただ

ければ，１０月分から適用が可能です。 

 

Ｑ１０３ ・ お客様が宿泊税の納付を拒否された場合，対象者に罰が課せられるのですか。 

・ お客様が宿泊税に納得されない場合，市が対応してくれますか。 

 

Ａ１０３ ・ 地方税法の規定上は宿泊者に対する罰則規定はありません。特別徴収義務者である

宿泊事業者が本市に納入したうえで，納税拒否をした宿泊者に求償することとなりま

す（地方税法第７３３条の１５第３項）。 

・ 宿泊客の方が宿泊税に納得されない場合は，市の方でも対応したいと考えています。 

 

Ｑ１０４ ・ １箇月以上のマンスリーマンションであっても寝具を提供した場合は宿泊税の支払

いが必要となりますか。 

・ 複数ある OTA サイトの中で特定の業者のみ直接支払うとなると，事業者で確認が

できなくなりますが，どうですか。 

 

Ａ１０４ ・ 旅館業法の許可が必要な宿泊があった場合は課税対象となります。 

・ 民泊仲介業者の代理徴収につきましては，現在，複数の事業者と協議を進めている

ところです。 

 

Ｑ１０５ 前もってカード払いで宿泊代はいただいている場合がありますが（宿泊代のみ），宿泊

者が来ないときはどうやって宿泊税を支払えばよいですか。宿が肩代わりしなければなら

ないのでしょうか。（連絡が取れないことが多いです） 

 

Ａ１０５ 宿泊がキャンセルとなった場合については，宿泊行為が発生しないため，宿泊税を徴収

していただく必要はありません。 

 

Ｑ１０６ ・ 今後，開業予定のホテルがあります。経営申告書は開業の前日までに提出ですが，

京都市旅館業法の許可を取った後の提出か，同時の提出かどちらがよいですか。 

・ 宿泊税納入申告書の根拠証拠の保存期間を教えてください。 

・ スキッパーの宿泊税を教えてください。負担はどうなりますか。 

 

Ａ１０６ ・ 経営申告書の提出については，添付資料として旅館業法の許可証の写しの提出をお

願いしていますので，原則としては旅館業法の許可を取得した後に御提出いただくこ



ととなりますが，旅館業法の許可を取得した日に開業する予定であるなど，開業の前

日までに旅館業法の許可証の写しが提出できない場合は，許可申請中であることがわ

かる資料を御提出いただいたうえで，許可取得後に許可証を御提出いただいても結構

です。 

・ 保存期間は７年です。 

・ 宿泊客の方が納税されなかった場合は，法令上，特別徴収義務者である宿泊事業者

が本市に納入したうえで，納税拒否をした宿泊者に求償することとなります（地方税

法第７３３条の１５第３項）。 

 

Ｑ１０７ ・ １箇月の内に実働がなかった場合，証明書等は必要ですか。 

・ 予約前金をいただいています。予約前金のみが発生し，実働がなかった場合，どの

ようにして計算しますか。 

・ 海外在住オーナー様の物件管理をしています。納税の代理をするにはどうすればい

いでしょうか。 

 

Ａ１０７ ・ 宿泊数がない場合であっても，納入申告書の提出は必要ですが，証明書の添付は必

要ありません。 

・ 宿泊行為が発生していないので，宿泊税は課税されません。 

・ 原則として，旅館業法の許可を取得されている方が特別徴収義務者となりますが，

旅館業法の許可を取得された方以外に宿泊税の徴収の便宜を有する方を個別に特別徴

収義務者に指定することも可能です。 

  また，納税管理人として宿泊税の納税に関する事務を行うことも可能ですので，税

制課まで御相談いただきたく，お願いいたします。 

 

Ｑ１０８ 到着が翌朝の場合は宿泊税を徴収しなくてもよいのでしょうか。徴収しなくてもよい場

合の具体例を教えてほしいです。 

 

Ａ１０８ 例えば，宿泊契約をしている宿泊者が，到着の遅れにより午前０時を超えてからチェッ 

クインを行い，実際の利用が日をまたがない場合でも，日をまたいで宿泊を行う契約にな 

っており，当該宿泊契約に基づき宿泊料が徴収されるのであれば，課税の対象となります。 

 

Ｑ１０９ 平成３０年１０月以降分の宿泊費をすでに決済済みの方から宿泊税のみを支払っても

らうのは困難なため,どうにかしてほしいです。 

 

Ａ１０９ 宿泊税は平成３０年１０月１日以降の宿泊に課税するものであり，予約や宿泊料金の支

払いの時期をもとにした軽減措置は設けておりません。宿泊税の導入については，本市も

周知徹底に努めますので，御理解いただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ１１０ 添乗員，カメラマンは宿泊税免除の対象にならないとのことですが，ドライバーもでし



ょうか。 

 

Ａ１１０ ドライバーも課税免除の対象にはなりません。 

 

Ｑ１１１ 告知はポスターやチラシだけでしょうか。メール等に添付できるわかりやすい案内があ

れば助かります。 

 

Ａ１１１ 周知につきましては，これまでも，報道機関への広報発表や本市ホームページへの掲

載などにより，情報発信に努めてきたところです。今後も，主要駅でのポスター掲示な

ど，入洛客の皆様に向け，宿泊税の周知を徹底してまいります。 

    ポスターやチラシにつきましては，データを本市ホームページに掲載する予定であ

りますので，活用していただくことが可能です。 

 

Ｑ１１２ 宿泊税の徴収について，Webページに明記し，宿泊料金に上乗せして徴収すればいいで

しょうか。 

 

Ａ１１２ 宿泊事業者にとって徴収しやすい方法で徴収していただければ結構です。 

 

Ｑ１１３ インターネットカフェの深夜プランなどは課税対象にならないのでしょうか。 

 

Ａ１１３ インターネットカフェの利用は旅館業法の許可が必要な宿泊行為には当たらないことか

ら，課税対象とはなりません。 

 

Ｑ１１４ 旅館業の営業許可は東京又は大阪の施設となっているが，京都の営業管理者の会社名と

法人印で経営申告書を提出してもよいですか。 

 

Ａ１１４ 原則として，旅館業の許可を取得された営業者が特別徴収義務者となりますので，許可

を取得された際の社名と法人印で御提出いただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ１１５ 宿泊税納入のチラシ等について，英語などの表記があればいいと思います。 

 

Ａ１１５ 多言語対応のチラシ等を作成する予定です。 

 

Ｑ１１６ ・ 手書きの領収書の場合，宿泊税の記載は努力義務でいいですか。明細書に記載があ

れば領収書に記載してなくてもよいでしょうか。 

・ 宿泊税の充当額について，初年度は税収が半年分で１９億円となっているので，次

年度以降は充当額が上がるのでしょうか。 

・ 領収書に貼付する収入印紙は，宿泊税を含めた額に対して貼付することとなるので

しょうか。 



 

Ａ１１６ ・ 宿泊税の領収書への記載は，義務ではありませんが，領収書や明細書等に表示いた

だきますようお願いいたします。 

・ 宿泊税の税収は，平年度である平成３１年度は４５．６億円を見込んでおります。 

・ 領収書に宿泊税の金額が明記されている場合は，宿泊税を除いた額に対して収入印

紙を貼付していただくことになりますが，宿泊税を含んでいることが記載されていな

い領収書の場合は，宿泊税を含んだ額に対して収入印紙を貼付していただくこととな

ります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 

 

Ｑ１１７ 周知のポスターやチラシについて，大阪府のチラシ等を参考に４箇国語で作成してくだ

さい。 

 

Ａ１１７ 日本語，英語，中国語，韓国語の４箇国語で作成し，配布させていただく予定です。 


