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第１章 宿泊税について 

 

１ 宿泊税の目的と使途  

 

  宿泊税は，国際文化観光都市としての魅力を高め，観光の振興を図る施策に要する費用に充

てるために，京都市が独自に導入した法定外目的税です。 

  宿泊税によって得られた税収は， 

 ・ 住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取組の推進 

 ・ 入洛客の増加など，観光を取り巻く情勢の変化に対応する受入環境の整備 

 ・ 京都の魅力の国内外への情報発信の強化 

 に充てていくこととしています。 

 

 

２ 宿泊税の徴収方法  

 

（１） 特別徴収制度 

 宿泊税の納税義務者は，京都市内に所在する，旅館業法に定める旅館業を営む施設

（同法に規定する下宿営業を除く。）及び住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む

施設（以下，本書において「宿泊施設」という。）の宿泊者ですが，京都市が直接徴収

するのではなく，宿泊施設において宿泊料金とあわせて宿泊税を徴収し，京都市へ申

告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい

ます。 

 特別徴収制度においては，納税義務者が宿泊税相当額を未払いであっても，課税の

対象となる「宿泊」があれば，特別徴収義務者がその徴収すべき宿泊税相当額を申告

納入する義務があります。 

 

（２） 特別徴収義務者 

宿泊税の特別徴収義務者は，旅館業又は住宅宿泊事業を営む方です。  

      ただし，実際にその施設の経営に責任を有している方（全面的に経営を委託してい

る場合など）が別にいる場合には，その方が特別徴収義務者となることがありますの

で，担当までご相談ください。 

                        

                                                                      

                       

 

 

 
宿泊者 

旅館業・住宅宿泊 

事業を営む方 

宿泊料金 

宿泊税 

宿泊税を 

申告納入 
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      特別徴収義務者には，宿泊税の徴収，申告納入のほか，各種申請や帳簿保存等の義

務が課されています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 宿泊税の所管部署 

 

宿泊税についての事務は，行財政局税務部税制課で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

● 特別徴収義務者の手続・・・・・・・・・・P. 12～ 

● 宿泊税の申告納入・・・・・・・・・・・・P. 15～ 

● 帳簿等の記載・保存・・・・・・・・・・・P. 21 

 

 

行財政局税務部税制課 

〒６０４―８１７１ 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566 番地の 1 

           井門明治安田生命ビル 6 階 

TEL：０７５－７０８－５０１６ 
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第２章 宿泊税の仕組み 

 

１ 課税客体・納税義務者  

  

  宿泊税の課税対象となる行為（課税客体）は宿泊施設への宿泊です。 

宿泊税は，平成３０年１０月１日（宿泊税条例の施行日）以後の宿泊施設への宿泊に対し，

その宿泊者（＝宿泊税の納税義務者）に課税されます。 平成３０年１０月１日の前に予約が

あった場合も含め，宿泊者に宿泊税をお支払いただくことになりますのでご留意ください。 

 

  （１） 宿泊 

     宿泊とは，一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い，宿泊施設を利用す

る行為をいいますが，宿泊税においては，原則として，以下の基準に基づいて課税対象と

なる宿泊かどうかを判断します。 

 

   【課税対象となる「宿泊」の判断基準（原則）】 

 

① 旅館業法の許可が必要とされる宿泊の定義に該当するか※ 

     ② 日をまたぐ就寝を伴う行為であるか 

     （注）この基準で判断がつかない場合は，契約上「宿泊」として取り扱われているかで 

        判断する。 

     ※ 旅館業法の許可が必要な宿泊かどうかは，次の４項目をいずれも満たすかによっ

て判断されています。 

      ① 宿泊料を徴収している（名称は問わない） 

      ② 社会性がある（不特定の者を宿泊させる場合，広告等により広く一般に募集を

行っている場合など） 

      ③ 継続反復性がある（宿泊募集を継続的に行っている場合など） 

      ④ 生活の本拠でない（使用期間が一箇月未満，又は一箇月以上であっても部屋の

清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行う場合など） 

 

   ア 課税対象となる宿泊の具体例 

    ① 到着が遅れ，実際にチェックインした日がチェックイン予定日の翌日になるなど，宿

泊契約をしたうえで，午前０時を越えてからチェックインをした場合 

     ⇒ 日をまたいで宿泊を行う契約になっており，当該契約に基づき宿泊料が徴収される

のであれば，実質的には宿泊であるとみなせるため※ 

      ※ 到着がチェックイン予定日の翌朝になり，宿泊施設が宿泊料を徴収しない場合は

この限りではありません。 
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    ② 「休憩」の契約であっても６時間以上の利用かつ日をまたぐ場合 

     ⇒ いわゆる「デイユース」（日帰り利用）と異なり，実質的に宿泊であるとみなせる

ため 

 

   イ 課税対象とならない宿泊の具体例 

    ① いわゆる「デイユース」（日帰り利用）の場合 

     ⇒ 旅館業法の許可が必要な宿泊であるが，日をまたぐ行為ではないため 

    ② 幼児を無料で宿泊させる場合 

     ⇒ 旅館業法の許可が必要な宿泊でない（宿泊料を徴収していない）ため 

    ③ 企業の研修所において，社員が研修のために利用する場合 

     ⇒ 通常は宿泊の対価として費用を徴収していないものと考えられ，旅館業法の許可が

必要な宿泊でない（宿泊料を徴収していない）ため 

    ④ 宿坊において，その宗派の信徒が奉仕目的で利用する場合 

     ⇒ 無償又は宿泊の対価に当たらない料金※のみ徴収していると想定され，旅館業法の

許可が必要な宿泊でない（宿泊料を徴収していない）ため 

      ※ 法人税法基本通達において，全ての利用者の宿泊料金が 1,000円以下の場合，そ

の施設は旅館業の経営をしていないとして，法人税の課税対象とはならないとされ

ています。このことを参考に，個別の宿泊行為が宿泊税の課税対象となるかどうか

を判断していくこととなります。 

 

（２） 宿泊者 

    宿泊者とは，宿泊施設から宿泊設備の提供を受け，当該設備を利用して宿泊した者をい

うものであり，宿泊料金を宿泊者以外の第三者が負担した場合であっても，実際に宿泊し

た者が宿泊者となります。 

 

 

２ 宿泊料金  

  

宿泊税の税額は，１人１泊当たりの宿泊料金により判定します。 

  この場合の宿泊料金とは，宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して，その対価又は負担として支払

うべき金額から，次に掲げる額を除いた金額を言います。 

 【宿泊料金に含まれないもの】 

   ○ 宿泊に伴い提供される飲食，遊興に係る金額 

   ○ 会議室の使用，休憩及びこれに類する利用行為に係る金額 

   ○ 消費税，地方消費税，入湯税等の税 

   ○ 自動車代，煙草代，電話代，土産代等の立替金等 

   ○ 宿泊者が任意で支払った心付け，チップ，祝儀等の金額 
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  宿泊料金には，いわゆる宿泊料のほか，その名称にかかわらず，宿泊の利用行為に係る対価

又は負担として請求される清掃代，寝具代，入浴代，寝衣代及びサービス料，奉仕料等を含み

ます。 

 

  ＜宿泊料金の判定における事例＞ 

【例１】 １人当たりの料金が不明な場合の宿泊料金 

○  １室での料金設定など，１人当たりの宿泊料金が不明な場合は，１室１日当たり

の宿泊料金の総額を宿泊者の総数で除して得た金額を１人当たりの宿泊料金としま

す。この場合，客室ごとに宿泊料金や宿泊者数が異なるときは，各客室の宿泊料金

及び宿泊者数により，客室ごとに１人当たりの宿泊料金を算出します。 

  （留意点） 

・ 客室定数を超える宿泊者がある場合において，当該宿泊者の宿泊に伴う寝具の追

加がなく，支払うべき宿泊料金の総額に変更がないときは，当該宿泊者を宿泊人数

から除外します。（この場合客室定員を超える宿泊者には宿泊税は課税されませ

ん。） 

・ エキストラベッド等の有料の寝具の追加があった場合で，その追加料金が特定の

宿泊者に帰属しないときは，追加料金を宿泊料金の総額に加えます。 

・ 幼児料金，子ども料金，ベビーベッド代など，宿泊料金の総額のうち，特定の宿

泊者に帰属することが明らかな金額については，その金額を当該宿泊者の宿泊料金

として別に扱い，宿泊料金の総額及び宿泊者の総数から除外します。 

【例２】 食事付きその他各種宿泊プランにおける宿泊料金 

○  食事，宴会等が宿泊に付随されて提供される場合は，食事料金等に相当する金額

を除外した金額を宿泊料金とします。 

○  無料で食事等が提供される場合は，食事料金等の対価に相当する金額がないもの

として，その料金全額を宿泊料金とします。 

【例３】 企画旅行・手配旅行における宿泊料金 

○  企画旅行については，旅行業者と宿泊施設との契約により定められている１人当

たりの金額を宿泊料金とします。 

○  手配旅行については，手配により旅行者と宿泊施設が契約した１人当たりの金額

を宿泊料金としますが，旅行業者が受けるべき取扱手数料をこの宿泊料金から控除

している場合は，これを控除する前の金額とします。 

【例４】  宿泊料金の割引・優待等があった場合や，ポイントでの支払があった場合にお

ける宿泊料金 

○  宿泊施設の経営者自らのサービスで割引が行われた場合は，割引後の料金を宿

泊料金とし，宿泊施設の経営者自らのサービス以外で割引が行われた場合は，割

引前の料金を宿泊料金とします。 
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例えば，宿泊施設の経営者が発行するポイントで支払があった場合，当該ポイ

ント分は宿泊施設の経営者自らのサービスによる割引であることから，ポイント

分の料金を除いた料金を宿泊料金としますが，旅行業者のクーポン券の利用があ

った場合は，当該クーポン券分は宿泊施設の経営者自らのサービスによる割引で

はないことから，クーポン券分の料金を含めた金額を宿泊料金とします。 

【例５】 補助金・助成金等（第三者からの支払）があった場合における宿泊料金 

○  補助金・助成金等宿泊料金以外の名目で宿泊施設に対し第三者からの支払がある

場合で，それが宿泊の対価としての性質を有し，かつ，直接に宿泊者の宿泊料金の

全部又は一部として取り扱われる場合には，宿泊者の支払うべき額と当該補助金等

の額を合算した金額を宿泊料金とします。 

○  補助金・助成金等が宿泊の対価として支払われるものでない場合は，これを宿泊

料金に含みません。 

【例６】 連泊割引における宿泊料金 

○  連続して宿泊することにより受ける連泊割引について，宿泊日ごとに割引率が明

確な場合は，通常の宿泊料金に対し宿泊日ごとに割引計算を行ったものを宿泊料金

とします。 

○  連泊期間を一括して割引を行っている場合には，割引後の宿泊料金の総額を宿泊

期間の日数で除した金額を宿泊料金とします。 

【例７】 実際の宿泊を伴わない場合における宿泊料金 

○  いわゆるホールドルーム，キープルーム等，実際の宿泊を伴わない利用行為であ

る場合，課税対象とはなりません。 

（具体例）定員４名の部屋を２部屋（ルームＡ及びルームＢ），４日間確保した。

その際の宿泊は下記のとおりであった。 

 ルーム 宿泊者数 部屋代 宿泊税額 

１日目 Ａ ４人 70,000円 800円 

 Ｂ ４人 100,000円 2,000円 

２日目 Ａ ４人 70,000円 800円 

 Ｂ ０人 100,000円 0円 

３日目 Ａ ０人 70,000円 0円 

 Ｂ ０人 100,000円 0円 

４日目 Ａ ２人 70,000円 1,000円 

 Ｂ ２人 100,000円 2,000円 

計 １２人 680,000円 6,600円 

   このような場合は，宿泊日ごと及び部屋ごとに宿泊施設で把握した人数を 

もって，１人当たりの宿泊料金を算定します。宿泊者が０人の場合，宿泊税 

はかかりません。 
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【例８】 延長等があった場合における宿泊料金 

○ 宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴収している場合においては，当該延長

料金を宿泊料金に含めません。宿泊料金として徴収している場合には，当該延長に

係る料金を宿泊料金に含みます。 

【例９】 ウィークリーマンション等における宿泊料金 

○  ウィークリーマンション等における週単位等の利用契約の場合の宿泊料金は，契

約期間における宿泊料金を契約期間の日数で除した金額を１室あたりの宿泊料金と

します。 

【例１０】 税込み宿泊料金 

○  消費税及び地方消費税を内税方式としている場合，又は料金の総額に他の税を含

んでいる場合は，これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。 

【例１１】 外貨建て取引による宿泊料金 

○  宿泊料金の外貨建て支払における宿泊料金は，原則として，宿泊施設がその取引

を計上すべき日の直物為替相場の電信売買相場の仲値（ＴＴＭ）の為替相場による

円換算額により算定した金額を宿泊料金とします。（具体的な取扱いについては，

「外貨建取引等会計処理基準」（法人税基本通達）に準じて算定してください。） 

 

 

３ 税率  

  

宿泊税の税率は，宿泊者１人１泊につき，次のとおりです。 

 

宿 泊 料 金 税  率 

２０，０００円未満    ２００円 

２０，０００円以上５０，０００円未満    ５００円 

５０，０００円以上 １，０００円 

 

  ※ 宿泊料金がかからない宿泊の場合，宿泊税はかかりません。 

 

 

４ 課税免除  

 

 （１） 修学旅行生等の課税免除 

 

    次に掲げる方に対しては，宿泊税を課さないこととします。 

   ア 学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）の児童，生徒又は学生で，当該学

校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している方 
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   イ アの学校が主催する修学旅行その他学校行事の引率者 

 

    修学旅行生かどうかの判断は，学校から発行される修学旅行等であることの証明書によ

り行ってください。なお，学校から発行された証明書は，宿泊施設において７年間保存し

てください。 

 

 

   【学校から提出していただく証明書の見本】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ 「修学旅行等であることの証明書」については，京都市ホームページからダウン

ロードできます。 

 

課税免除の対象となる「その他学校行事」とは，学習指導要領における学校行事である

と認められるもので，林間学校など，学年全体で実施されるもので，宿泊行為を伴うもの

をいいます。そのため，部活動やクラブ活動などの合宿などにおける宿泊行為について

は，課税免除の対象とはなりません。 

学校教育法第１条で規定する学校のうち，大学を除くものを対象としており，具体的に

は，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校及び高等専門学校
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をいいます。いわゆる専門学校（専修学校，各種学校等）や海外の学校の生徒等は，学校

行事であっても課税免除の対象とはなりません。 

引率者とは，学校教育上の観点から生徒の引率を行う学校関係者や，心身の障害等によ

り介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいい，旅行業者の添乗員やカ

メラマンなどは該当しません。 

 

 （２） 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除 

 

    外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については，外交関係に関するウィーン条約に基づく

相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。 

 

※ 課税免除の取扱い等については，「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費

税の免除の取扱いについて」に準ずるものです。 

※ 課税免除の対象となる者は，消費税の手続により，外務省大臣官房儀典官から証明書

となる免税カードの交付を受けた方です。 

 

 

５ 特別徴収義務者 

   

  宿泊税の納税義務者は宿泊施設の宿泊者ですが，京都市が宿泊者から直接税を徴収するので

はなく，宿泊施設において宿泊料金とあわせて宿泊税を徴収し，京都市へ申告納入する仕組み

となっています。このような制度を「特別徴収制度」といい，宿泊施設を営む者を「特別徴収

義務者」といいます。 

 

  特別徴収義務者となるのは，次の方です。 

 

 （１） 旅館業又は住宅宿泊事業を営む方 

    旅館業又は住宅宿泊事業を営んでおられる方については，本市からの個別の指定行為が

なくとも，特別徴収義務者となります。 

    なお，旅館業法の許可及び住宅宿泊事業法の届出のない施設も課税対象となります。 

 

 （２） （１）のほか，市長が宿泊税の徴収について便宜を有すると認める方 

    特別徴収義務者の指定を受けた方には，宿泊税特別徴収義務者指定通知書により通知し

ます。 
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第３章 経営申告書の提出 

 

  宿泊施設の経営者の方は，宿泊施設の経営の開始，変更，廃止等を行う際，「旅館業・住宅宿

泊事業経営申告書」（以下「経営申告書」といいます。）の提出が必要となります。これは本市

が宿泊税に係る事務を行うに当たり，特別徴収義務者の宿泊施設の状況を把握しておく必要が

あることから，すべての宿泊施設に提出していただくものです。経営申告書は行財政局税務部

税制課の窓口に提出してください。（郵送による提出も可能です。）なお，申告書の提出は宿泊

施設単位ごとに行っていただきますようお願いします。 

  

１ 宿泊施設の経営を開始しようとするとき 

 

  新たに宿泊事業を開始しようとする場合は，経営開始日の前日までに開始の申告を行ってく

ださい。申告の際は，経営申告書の「申告の区分」欄の「開始」にチェックし，必要事項を記入

のうえ提出してください。 

  なお，提出の際は，以下の資料を添付してください。添付資料はいずれも写しで結構です。 

 

  ○ 添付資料 

   ・ 宿泊料金を確認することができる資料 

   ・ 旅館業法による許可証又は住宅宿泊事業法による届出番号通知書の写し 

 

  ※ 平成３０年１０月１日時点（宿泊税条例の施行時）ですでに宿泊事業を営んでいる方に

ついても，経営申告書と上記の添付資料を提出してください。この場合，経営申告書の「申

告の区分」欄の「開始」にチェックのうえ，その下の「事業開始又は異動年月日」欄に事業

開始日をご記入ください。 

  

 

２ 経営申告書により申告した内容に変更等があったとき 

  

 （１） 申告事項の変更申請 

    経営申告書の申告事項（代表者，施設名称，送付先等）に変更があった場合は，速やか

に変更の申告を行ってください。申告の際は，経営申告書の「申告の区分」欄の「変更」に

チェックし，変更事項を記入のうえ提出してください。 

なお，提出の際は，以下の書類の写し等を添付してください。 

 

○ 添付書類 

旅館業法，住宅宿泊事業法の規定による変更届出書 

又は変更内容が確認できる書類等 
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    ただし，宿泊料金の項目について変更があった場合は，経営申告書提出時の添付資料と

している「宿泊料金を確認することができる資料」を提出するだけで足りることとしま

す。その際は，①宿泊施設の所在地，②宿泊施設の名称，③指定番号がわかるようにして

いただくようお願いします。 

    また，次のア～カの場合は，特別徴収義務者による経営廃止の申告と新たな特別徴収義

務者による新規の申告を行ってください。 

     ア 営業譲渡又は相続（贈与） 

     イ 既登録の特別徴収義務者を被合併法人とする合併 

     ウ 分割等による新法人への業務移管 

     エ 個人事業者が法人組織へ変更した場合 

     オ 特別徴収義務者である法人が解散し，個人事業として営業する場合 

     カ その他上記に類する事項 

 

 （２） 経営休止・再開の申告 

ア 経営を休止するとき 

     宿泊施設の経営を 1箇月以上休止する場合は，事前に休止の申告を行ってください。

申告の際は，経営申告書の「申告の区分」欄の「その他」にチェックし，経営休止を行

う旨を記入のうえ提出してください。このとき，休止期間がわかっていれば，当該期間

も申告書に記入してください。 

     なお，提出の際は，以下の書類の写し等を添付してください。 

 

     ○ 添付資料 

    旅館業法の規定による廃止（停止）届， 

    又は「休止のお知らせ」等 

 

イ 経営を再開するとき 

休止期間を定めずに経営休止していた場合は，経営を再開しようとするときに再開の

申告を行ってください（経営休止の申告の際に休止期間を記入していただいた場合は経

営再開の申告は不要です。）。申告の際は，経営申告書の「申告の区分」欄の「その他」に

チェックし，経営再開を行う旨を記入のうえ提出してください。 

なお，提出の際は，以下の書類の写し等を添付してください。 

 

 ○ 添付資料 

旅館業法の規定による変更届出書 

  又は「再開のお知らせ」等 

 

（３） 経営廃止の申告 

 宿泊施設の経営を廃止した場合は，速やかに廃止の申告を行ってください。申告の際は，

経営申告書の「申告の区分」欄の「廃止」にチェックし，廃止日を記入のうえ提出してく
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ださい。 

 なお，提出の際は，以下の書類の写し等を添付してください。 

 

 ○ 添付資料 

旅館業法の規定による廃止（停止）届 

又は住宅宿泊事業法の規定による廃業等届出書 

 

     ※ 経営を廃止した月までの宿泊税も条例の規定に基づき申告納入していただきま

すようお願いします。 

 

（４） 法人合併又は分割の申告 

    承継法人が新規登録申請を行う場合は備考欄に合併・分割以前の事業者を記載してくだ

さい。 

 

 

【経営申告書の見本】 

 

 

  

 

記入例が 27ページに 

ありますので，ご参 

照ください。 
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第４章 宿泊税の申告納入 

 

１ 申告納入 

      

（１） 申告納入期限 

特別徴収義務者は，各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について，原則宿

泊施設ごとに翌月の末日までに，必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」を行財政局税

務部税制課に提出してその税額を「宿泊税納入書」により納入してください。 

    なお，期限後に申告及び納入をされた場合，本来の税額のほか，加算金や延滞金が課さ

れる場合があります。 

        ※ 月末が土曜日，日曜日又は祝日にあたるときは，次の平日が申告納入期限になりま

す。 

        ※ 12月の申告納入期限は翌年 1月 4日（この日が土曜日，日曜日又は祝日にあたる

ときは，次の平日）です。 

     

（２） 申告納入期限の特例 

特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため，所定の要件を満たす場合は，申請に

より，申告納入期限の特例を受けることができます。 

この特例を受けますと，次表のとおり，3箇月分を取りまとめた年 4回の申告納入期限

となります。 

       

 

 

         

 

 

 

 

         ア 適用の要件 

      ① 申請書の提出前１２月間（以下「対象期間」という。）の納入すべき宿泊税が

２４０万円以下であること※。 

      ② 過去に本特例の取消しを受けた場合は，当該取消しの日から１年を経過してい

ること。 

          ③ 対象期間において，過少申告加算金等の決定を受けておらず，申告が適正に行

われていること。 

          ④ 対象期間において市税の徴収金を滞納していないこと。 

          ⑤ 申請書を提出した月の１２箇月前の月の初日までに，旅館業法の許可を受けて

宿泊のあった月 申告納入期限 宿泊のあった月 申告納入期限 

３月分 

４月分 

５月分 

６月末日 

 ９月分 

１０月分 

１１月分 

１２月末日 

６月分 

７月分 

８月分 

９月末日 

１２月分 

 １月分 

 ２月分 

３月末日 
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いること又は住宅宿泊事業法の届出を行っていること。 

          ⑥ 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がな

いと認められること。 

 

           ※ 条例施行前から営業する宿泊施設に対する経過措置 

             条例の施行後１年間は，条例施行前から営業する宿泊施設については，収容

人員５０名以下（住宅宿泊事業法届出施設にあっては，住宅宿泊事業の用に供

する居室の床面積が１６５㎡以下）であることを特例適用の要件とします。 

     

     イ 申請方法 

       適用を受けようとする場合は，「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を

行財政局税務部税制課に提出してください。なお，特例の適用を受ける場合は，宿

泊施設ごとに「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を提出していただく

必要があります。 

       一度適用を受けた方は，適用が取り消されない限り，次年度以降も継続のお取扱

いとしますので毎年度の申請は必要ありません。ただし，特例の適用を受けている

宿泊施設において，経営者が変更となった場合については，意向を確認するため，

改めて，「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を提出いただきますよう

お願いします。 

     

     ウ 適用の取消し 

       申告納入期限までに申告納入がないなど，特例適用の要件を満たさなくなったと

認められる場合は，この特例の適用を取り消します。 

 

  （３） 宿泊税納入申告書 

「宿泊税納入申告書」には，宿泊のあった月における宿泊税に係る宿泊の総数，宿泊税

額及び課税免除となった宿泊の総数を記入してください。 

 なお，「宿泊税納入申告書」の記入，提出に当たっては，以下の点に注意してくださ

い。 

         

         ○ 行財政局税務部税制課の窓口に提出してください。 

（郵送による提出も可能です。） 

         ○ 申告すべき宿泊税額が０円の場合も提出をお願いします。 

     ○ 申告納入期限の特例を適用されている場合，１枚の「宿泊税納入申告書」に３箇

月分の申告内容を記入してください。 

         

 （４） 納入書 

    毎月末日までに「宿泊税納入申告書」に記入した前月分の徴収税額を次表の金融機関等

を通じて宿泊税の「宿泊税納入書」により納入してください。 
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    申告納入期限の特例を適用されている場合，１箇月分ごとに１枚「宿泊税納入書」を作

成してください。 

 

【市税の納付・納入場所】※平成３０年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

京都市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所（市役所取扱時間：午前９

時～午後４時，区役所・支所取扱時間：午前８時３０分～午後５時。ただし開庁日に

限る。），右京区役所京北出張所（取扱時間：午前８時３０分～午後５時。ただし開庁

日に限る。） 

② 

指定金融機関及び以下の収納代理金融機関（全国の本店・支店・出張所で取り扱いま

す。） 

銀行 

みずほ，三菱ＵＦＪ，三井住友，りそな，北陸，北國，福井，滋

賀，京都，南都，近畿大阪，池田泉州，但馬，福邦，関西アーバ

ン，大正 

信託銀行 三菱ＵＦＪ，みずほ，三井住友 

信用金庫 京都，京都中央 

信用組合 京滋，近畿産業 

農業協同組合 京都府信用農業協同組合連合会，京都市，京都中央，京都 

その他 商工組合中央金庫，近畿労働金庫 
 

③ 

ゆうちょ銀行直営店及び郵便局（近畿 2府 4県の区域内に所在するものに限ります。） 

（京都府，大阪府，兵庫県，滋賀県，奈良県，和歌山県） 

なお，口座振替（自動払込み）については，全国のゆうちょ銀行直営店及び郵便局で

取り扱いできます。 
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【宿泊税納入申告書の見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊税納入書の見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例が 28ページに 

ありますので，ご参 

照ください。 

記入例が 29ページに 

ありますので，ご参 

照ください。 



 

19 
 

２ 納入義務の免除・還付  

 

（１） 納入義務の免除 

実際に宿泊者から税を受け取っていなくても，課税対象となる宿泊があれば，特別徴収

義務者には宿泊税を申告納入する義務があります。 

しかし，特別徴収義務者が宿泊者から宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなく

なったことについて正当な理由があると認められる場合，又は申告納入期限までに特別徴

収義務者が受け取った宿泊税を，天災，火災，盗難等避けることのできない理由により失

ったと認められる場合には，申請に基づき調査を行ったうえで，納入義務を免除します。 

    

（２） 還付 

（１）の場合において，すでに宿泊税を納入している場合は，当該宿泊税を還付します。 

【納入義務の免除，還付の理由となる例】 

  ○ 宿泊者や旅行業者が破産，整理等の法的手続に入り支払不能となったため，宿泊

税を受け取ることができなくなった場合 

 ○ 宿泊者の死亡，失踪，行方不明又は刑の執行により，宿泊税を受け取ることがで

きなくなった場合 

 ○ 特別徴収義務者が天災等に遭い，宿泊税の支払ができなくなった場合 

 

 

（３） 還付金の充当 

納入済みの宿泊税を還付する場合において，特別徴収義務者に市税の未納金がある場合，

還付する額をこれに充当することがあります。 

 

（４） 納入義務免除・還付を受けようとする方 

納入義務の免除・還付の申請に当たっては，その理由を証明する書類が必要となります。 

    詳細については，行財政局税務部税制課にお問い合わせください。 

 

 

３ 更正の請求 

 

（１） 更正の請求とは 

特別徴収義務者の方が，計算誤り等の理由により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大

に申告してしまった場合，更正の請求をすることができます。 

 

（２） 更正の請求ができる期間 

更正の請求ができるのは，原則として納入期限から 5年以内とされています。 

    （申告納入期限の特例適用を受けている場合は，その特例納入期限から 5年以内） 
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（３） 請求の手続 

更正の請求は，「税の更正請求書」に理由を明記の上，行財政局税務部税制課に提出して

ください。 

更正の請求があった場合，帳簿等の調査に基づき，更正等の処理を行います。 

そのため，帳簿等をお見せいただく場合がありますので，ご協力をお願いいたします。 
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第５章 適正な申告納入のために 

 

１ 納税管理人 

 

  宿泊税の特別徴収義務者が京都市内に住所及び事務所等（以下「住所等」といいます。）を有

していない場合，特別徴収義務者は「納税に関する一切の事務を処理」させるため，原則とし

て，市域内に住所等を有する者を代理人（この代理人を「納税管理人」といいます。）と定めて

市長に申告しなければなりません。 

 

 

２ 帳簿等の記載・保存  

 

日々の宿泊税額を適正に把握していただくために，特別徴収義務者の皆様に帳簿の記載，書

類の作成及びそれぞれの保存をしていただくこととしています。 

  特別徴収義務者（宿泊施設の経営者）は，宿泊施設ごとに①宿泊年月日，②税額の区分ごと

の宿泊数及び課税免除となる宿泊数，③宿泊料金，④税額を帳簿に記載し，７年間保存してく

ださい。 

 

 【帳簿の見本】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例が 31ページに 

ありますので，ご参 

照ください。 
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  ※ 「帳簿」については，京都市ホームページからダウンロードできます。 

 

  なお，帳簿の記載・保存に当たっては，以下の点に注意してください。 

 

   ○ 帳簿については，上記の様式と同様の事項が網羅されたものであれば，書式等が異な

る業務用帳簿に代えていただいても構いません。 

   ○ 帳簿に記載・保存していただく「宿泊料金」は，宿泊に伴う売上として，通常，帳簿等

に記載されている額で構いません。 

   ○ 宿泊がない月であっても，それがわかる帳簿を記載・保存していただきますようお願

いします。 

 

 

３ 調査  

 

宿泊税の適正な申告や申告内容等の確認を行うために，京都市の担当職員が申告指導や宿泊

施設の実地調査を行うことがあります。公平公正な税務行政の運営のためご協力をよろしくお

願いします。 

 

 

４ 更正・決定  

 

更正とは，申告いただいた宿泊税額に誤りがある場合に行う処分をいい，決定とは申告納入

すべき宿泊税額があるにもかかわらず，申告がない場合に行う処分をいいます。調査等により，

申告すべき宿泊税額が適正に申告されていない事実が判明した場合には，正しい税額を納入し

ていただくために，更正又は決定を行います。 

更正・決定を行った場合には，「宿泊税更正・決定通知書」により，納付すべき税額及び納入

期限（指定納入期限）を通知しますので，納入期限までに納入してください。 

 

 

５ 加算金  

  

宿泊税の申告が適正になされなかった場合には，次のような加算金が課されます。 

 

（１） 過少申告加算金 

「宿泊税納入申告書」の提出期限までに申告があった場合で，その申告額が納入すべき

税額より過少であるために更正されたとき。       【更正による不足税額の 10％】 

    ※ 不足税額のうち，一定金額を超える部分について，さらに 5％が加算されます。 
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（２） 不申告加算金 

    ① 期限後に「宿泊税納入申告書」の提出があったとき。      【申告税額の 15％】 

    ② 「宿泊税納入申告書」の提出がないために決定があったとき。 【決定税額の 15％】 

    ③ ①②の場合について，更正があったとき。     【更正による不足税額の 15％】 

    ④ ①が，決定があることを予知せずに行われたものであるとき。    【申告税額の 5％】 

     ※ ①～③の場合で，納入すべき税額のうち，50万円を超える部分について，さらに

5％が加算されます。 

     ※ ④の場合において，その期限後「宿泊税納入申告書」が，本来の期限から 1 月以

内に提出されていることなどの一定の要件を満たす場合，加算金が課されないこと

があります。 

 

（３） 重加算金 

    事実に基づかず，不正な処理による申告又は不申告であったとき 

① 過少申告加算金に関するもの      【過少申告加算金 10％に代えて 35％】 

     ② 不申告加算金に関するもの           【不申告加算金 15％に代えて 40％】 

  

   ※ 短期間に繰り返して不申告又は仮装・隠蔽に基づく修正申告の提出等を行った場

合，加算金の割合に 10％加算されます。 

 

 

６ 延滞金  

 

納入期限までに宿泊税を納入されなかった場合，平成３０年中においては，納入日までの日

数に応じ，以下のとおり延滞金がかかります。 

① 法定納期限の翌日から１月を経過する日まで  年２．６％ 

② ①の翌日以降                年８．９％ 

   

※ 延滞金を算定する場合，滞納額に 1,000 円未満の端数があるときは，これを切り捨てま

す。また，その全額が 2,000 円未満であるときは，延滞金はかかりません。 

※ 延滞金の割合は，「各年の前年１２月１５日までに租税特別措置法第９３条第２項の規定

により財務大臣が告示した割合に年１％の割合を加算した割合」が年７．３％に満たない

場合は，その年の割合（以下，「特例基準割合」という。）を計算の基として， 納入期限の

翌日から１か月を経過する日までは「特例基準割合に年１％の割合を加算した割合（年７．

３％を上限）」となり，納入期限の翌日から１課月を経過した日以降は「特例基準割合に年

７．３％の割合を加算した割合」 となります。 
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７ 審査請求  

  

京都市長が行った処分について不服があるときは，審査請求をすることができます。 

 

（１） 審査請求の対象となる処分 

    審査請求の対象となる宿泊税に係る主な処分は次のとおりです。 

     ○ 税額の更正又は決定 

     ○ 加算金の決定 

     ○ 更正請求の否認 

     ○ 特別徴収義務者の個別指定・解除 

     ○ 納入義務免除（還付）の決定 

     ○ 申告納入期限の特例適用者の不承認・取消   等 

 

（２） 審査請求のできる期間 

    審査請求は，その処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内にしなけ

ればなりません。 

 

（３） 手続 

所定の事項を記載した審査請求書正副 2通を，京都市長に対して提出してください。 

    審査請求書の提出先は，行財政局税務部税制課です。 
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第６章 その他  

 

１ 領収書等への表示  

    

領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。 

税の名称表示は，京都市で定めた標記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」，英語

表記は「Accommodation Tax」です。 

 

≪例１≫ 客室料金に宿泊税額を含めない料金設定のとき 

〇 合計の内訳に宿泊税額を計上する場合    〇 宿泊税額を別に計上する場合 
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≪例２≫ 客室料金に宿泊税額を含める料金設定のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電子申告 

  

  宿泊税の申告については，インターネットによる申告（電子申告）を利用していただくこと

ができるよう，現在システム開発中です。詳細が決まりましたら，後日お知らせします。 

   

 ※ 納入については，「宿泊税納入書」に記入のうえ，金融機関等を通じて納入してください。 
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第７章 申告書等の様式・記入の仕方 

 

１ 旅館業・住宅宿泊事業経営申告書 

 

  

【提出年月日欄】 

●申請書の提出年月日を記入し

てください。 

 
【申請者欄】 

●宿泊施設を営む者の住所，氏

名（法人にあっては，所在地，

名称及び代表者名）を記入し

てください。 

●法人の場合は，代表者印を押

印してください。 

 
【申告の区分欄】 

●新たに経営を開始する場合

（平成 30 年 10 月 1 日以前に

すでに経営を開始している場

合を含む）は「開始」にチェ

ックしてください。 

●提出した経営申告書の内容に

変更がある場合は「変更」に，

事業を廃止する場合は「廃止」

にチェックしてください。 

●上記に該当しない場合（事業

を休止・再開する場合等）は

「その他」にチェックし，申

告の理由をかっこ内に記入し

てください。 

 
【宿泊施設欄】 

●施設の名称にはふりがなも記

入してください。 

【施設の概要欄】 

●宿泊料金については，「別紙の

とおり」とし，添付資料を付け

ていただくことで対応いただ

くことが可能です。 

【営業許可日又は届出日欄】 

●営業許可日又は届出日を記入

いただくとともに，旅館業法

による許可番号又は住宅宿泊

事業法の届出番号を記入して

ください。 

【仲介業者の利用の有無欄】 

●利用の有無にチェックのう

え，利用が「有」の場合は，仲

介業者の名称を記入してくだ

さい。 

【備考欄】 

●共同事業者がいる場合や書類

の送付先を別に指定する場合

などは，この欄に必要事項を

記入してください。 

【添付書類】 

●ここに記載している書類を経

営申告書とあわせて，必ず提

出してください。 
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２ 宿泊税納入申告書 

 

  【指定番号欄】 

●京都市から宿泊施設ごとに割

り当てる指定番号（８ケタ）

を記入してください。 

【提出年月日欄】 

●申告書の提出年月日を記入し

てください。 

【申請者欄】 

●宿泊施設を営む者の住所，氏

名（法人にあっては，所在地，

名称及び代表者名）を記入し

てください。 

●法人の場合は，代表者印を押

印してください。 

【この申告に係る宿泊施設欄】 

●宿泊施設の所在地及び名称を

記入してください。 

●納入申告書は，宿泊施設ごと

に作成いただく必要がありま

す。複数の施設を営んでおら

れる方は，その施設の数だけ

納入申告書の作成をお願いし

ます。 

【各月分申告欄】 

●宿泊行為月における区分ごと

の宿泊数と区分ごとの宿泊数

に税率を乗じた税額及びその

合計額を記入してください。 

●2・3段目の記入欄は，申告納

入期限の特例の適用を受けて

いる場合に使用します。 
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３ 宿泊税納入書 

 

  
【申告年月欄】 

●宿泊行為のあった年月を記入

してください。 

【指定番号欄】 

●京都市から宿泊施設ごとに割

り当てる指定番号（８ケタ）

を記入してください。 

【税額欄】 

●申告納入すべき宿泊税額を右

づめで記入してください。 

【合計額欄】 

●合計額欄を右づめで記入して

ください。 

●最上位桁の左欄に「￥」記号

を記入してください。 

●金額を誤記した場合は新たな

納入書をお使いください。 

【特別徴収義務者欄】 

●特別徴収義務者の住所及び氏

名（法人の場合は所在地及び

名称）を記入してください。 

【領収日付印欄】 

●金融機関等窓口で「領収日付

印を押印のうえ，領収証書を

お渡しします。大切に保管し

てください。 

●申告納入期限の特例を受けている場合であっても，

納入書は１箇月分ごとに作成してください。 

【納期限欄】 

●当該月分の申告納期限を記入

してください。 



 

30 
 

４ 納入申告書の提出期限の特例に関する申請書 

 

  
【指定番号欄】 

●京都市から宿泊施設ごとに割

り当てる指定番号（８ケタ）

を記入してください。 

【提出年月日欄】 

●申請書の提出年月日を記入し

てください。 

【申請者欄】 

●宿泊施設を営む者の住所，氏

名（法人にあっては，所在地，

名称及び代表者名）を記入し

てください。 

●法人の場合は，代表者印を押

印してください。 

【宿泊施設欄】 

●承認を受けようとする宿泊施

設の所在地，名称及び経営開

始年月日を記入してくださ

い。 

●申請書は，宿泊施設ごとに作

成いただく必要があります。

複数の施設を営んでおられる

方は，特例の適用を受けよう

とするその施設の数だけ申請

書の作成をお願いします。 

【特例の適用を受けようとする 

税額欄】 

●特例の適用の開始を希望され

る宿泊行為月及び納期限とな

る月を記入してください。 

●特例の適用の開始月は，特例

の承認通知にてお知らせしま

す。 

●特例の適用の開始を希望され

る月の直前に申請書を提出さ

れますと，特例の開始時期の

希望に沿えない可能性があり

ます。 

●申請書の注２に該当する場合，申告納入期限の特例の承認を受けることが

できません。申請書を提出いただく前に，これらの要件を満たしているか，

ご確認をお願いします。 

【対象期間における申告納入すべき宿泊税額の合計額】 

●この申請書を提出する日の属する月の前 12箇月間において，納入すべき宿

泊税額の合計額を記入してください。 

●上記の金額が２４０万円を超える場合，特例の承認を受けることはできま

せん。 
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５ 宿泊税徴収原簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊数及び税額欄】 

●区分ごとの宿泊数及び税額を

宿泊日ごとに記入してくださ

い。 

●宿泊税徴収原簿は，必要事項

が記載されていれば任意の様

式で結構です。 

●徴収原簿は京都市に提出いた

だく必要はありませんが，調

査の際に確認させていただく

ことがあります。毎月作成の

うえ，７年間の保管をお願い

します。 

●宿泊者がいなかった月であっ

ても，そのことが分かるよう

徴収原簿を作成いただく必要

があります。 

●この徴収原簿には，宿泊料金

を記載する欄を設けていませ

んが，宿泊料金についても，

宿泊日，宿泊者ごとの資料を

保管いただくようお願いしま

す。 

京都市では以下のホームページに宿泊税の概要や各種様式を掲載しております。 

◇ 宿泊税について 

   http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000226279.html   

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000226279.html
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第８章 京都市宿泊税条例・京都市宿泊税条例施行規則 

 

１ 京都市宿泊税条例 

 

（宿泊税） 

第１条 国際文化観光都市としての魅力を高め，及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため，地方税

法（以下「法」という。）第５条第７項の規定に基づき，宿泊税を課する。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は，法及び京都市市税条例において使用する用語の例による。 

（納税義務者等） 

第３条 宿泊税は，旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（同条第５項に規定する下宿営業を除く。以下「旅館

業」という。）に係る施設又は住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業（以下「住宅宿泊事業」と

いう。）に係る住宅（以下これらを「宿泊施設」という。）において，宿泊料金（宿泊（寝具を使用して宿泊施設

を利用することをいう。以下同じ。）の対価として支払うべき金額であって別に定めるものをいう。以下同じ。）

を受けて行われる宿泊に対し，宿泊者に課する。 

（課税免除） 

第４条 次に掲げる者に対しては，宿泊税を課さない。 

 ⑴ 学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）の児童，生徒又は学生で，当該学校が主催する修学旅行

その他学校行事に参加しているもの 

 ⑵ 前号に規定する学校が主催する修学旅行その他学校行事の引率者 

（税率） 

第５条 宿泊税の税率は，宿泊者１人１泊につき，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ 宿泊料金が２０，０００円未満である場合 ２００円 

 ⑵ 宿泊料金が２０，０００円以上５０，０００円未満である場合 ５００円 

 ⑶ 宿泊料金が５０，０００円以上である場合 １，０００円 

（減免） 

第６条 市長は，天災その他特別の事情がある場合において，宿泊税の減免を必要とすると認める者に対し，別に

定めるところにより宿泊税を減免する。 

（徴収の方法） 

第７条 宿泊税の徴収については，特別徴収の方法による。 

（特別徴収義務者） 

第８条 宿泊税の特別徴収義務者は，旅館業又は住宅宿泊事業を営む者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，同項に規定する者以外の者で，宿泊税の徴収について便宜を有すると認め

る者を特別徴収義務者に指定することができる。 

３ 宿泊税の特別徴収義務者は，宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。 

（特別徴収義務者の申告） 

第９条 旅館業又は住宅宿泊事業を営もうとする者は，これらの事業を開始する日の前日までに，別に定める事

項を記載した申告書にその事由を証する書類を添えて，市長に提出しなければならない。 
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２ 前項の規定による申告をした者は，その申告した事項に異動があったときは，直ちにその旨を市長に申告し

なければならない。 

（納税管理人） 

第１０条 宿泊税の特別徴収義務者は，法第７３３条の６第１項の規定により納税管理人を定める場合において

は，本市の区域内に住所，居所，事務所若しくは事業所を有する者のうちからこれを定め，これを定める必要が

生じた日から１０日以内に市長に申告し，又は本市の区域外に住所，居所，事務所若しくは事業所を有する者を

納税管理人として定めることについて，これを定める必要が生じた日から１０日以内に市長に申請して，その

承認を受けなければならない。納税管理人を変更し，又は変更しようとする場合においても，また，同様とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず，当該特別徴収義務者は，当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障が

ないことについて市長に申請してその認定を受けたときは，納税管理人を定めることを要しない。 

（特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等） 

第１１条 宿泊税の特別徴収義務者は，宿泊施設ごとに宿泊数，税額その他の別に定める事項を帳簿に記載しな

ければならない。 

２ 前項の帳簿は，その記載の日から７年間これを保存しなければならない。 

（申告納入） 

第１２条 宿泊税の特別徴収義務者は，毎月末日までに，前月１日から同月末日までに徴収すべき宿泊税に係る

宿泊数，税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに，その申告した納入金を納入

書により納入しなければならない。 

２ 宿泊税の特別徴収義務者が申告納入すべき宿泊税額が別に定める金額以下であることその他の別に定める要

件に該当する者として市長の承認を受けた場合においては，次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書

の提出期限は，前項の規定にかかわらず，同欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲げる月に同項の規定により

提出すべき納入申告書の提出期限と同一の期限とする。 

１月及び２月 ３月 

４月及び５月 ６月 

７月及び８月 ９月 

１０月及び１１月 １２月 

３ 市長は，前項の規定による承認をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めると

きは，同項の規定による承認を取り消すことができる。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除） 

第１３条 市長は，宿泊税の特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくな

ったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避け

ることのできない理由があるものと認める場合においては，当該特別徴収義務者の申請により，その宿泊税額

が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し，その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納

入の義務を免除することができる。 

２ 市長は，前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において，還付を受ける特別徴収義務者の

未納に係る徴収金があるときは，当該還付すべき額をこれに充当することができる。 

３ 市長は，第１項の規定による申請を受理した場合においては，同項又は前項に規定する措置を採るかどうか
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について，その申請を受理した日から６０日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。 

（更正又は決定の通知等） 

第１４条 市長は，法第７３３条の１６の規定により宿泊税に係る更正又は決定をした場合においては，直ちに

その旨を記載した通知書を発する。 

２ 更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額がある場合においては，前項の通知書に指定すべき納

期限は，当該通知書を発した日から１月を経過した日とする。 

（不足金額に係る延滞金の減免） 

第１５条 市長は，特別徴収義務者が法第７３３条の１６の規定による更正又は決定を受けたことについてやむ

を得ない理由があると認める場合においては，法第７３３条の１７第２項に規定する延滞金を減額し，又は免

除する。 

２ 前項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は，当該更正又は決定に係る通知書に指定され

た納期限までに，その理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 

（納入金に係る過少申告加算金額等の決定の通知等） 

第１６条 市長は，法第７３３条の１８第１項の規定により徴収すべき過少申告加算金額，同条第３項の規定に

より徴収すべき不申告加算金額又は法第７３３条の１９第１項若しくは第２項の規定により徴収すべき重加算

金額を決定した場合においては，直ちにその旨を記載した通知書を発する。 

２ 前項の通知書に指定すべき納期限は，当該通知書を発した日から１月を経過した日とする。 

（京都市市税条例の適用） 

第１７条 法及びこの条例に定めるもののほか，宿泊税の賦課徴収については，京都市市税条例第１章の規定を

適用する。この場合において，同条例第４条第１項，第６条第１項各号列記以外の部分，第１２条第１項及び第

１３条第２項中「この条例」とあるのは，「この条例若しくは京都市宿泊税条例」とする。 

（委任） 

第１８条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は，市長が

定める。 

（過料） 

第１９条 市長は，第１０条第２項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第１項の承認を受けていないも

のが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては，

その者に対し，１００，０００円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は，当該納入通知書を発した日か

ら１０日を経過した日とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。ただし，次項，附則第４項及び附則第５項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 特別徴収義務者の指定，納税管理人に係る承認その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ この条例は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の宿泊（施行日の前日から施行日にかけて
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行われる宿泊を除く。）について適用する。 

（経過措置） 

４ この条例の公布の日において現に旅館業又は住宅宿泊事業を営んでいる者又は同日から施行日までの間にお

いて旅館業又は住宅宿泊事業を営もうとする者は，第９条第１項の規定にかかわらず，施行日の前日までに，同

項の規定により申告すべき事項を市長に申告しなければならない。 

５ 前項の規定による申告をした者は，その申告した事項に異動があったときは，直ちにその旨を市長に申告し

なければならない。 

（検討） 

６ 市長は，この条例の施行後５年ごとに，この条例の施行の状況，社会経済情勢の変化等を勘案し，宿泊税に係

る制度について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。 

 

 

２ 京都市宿泊税条例施行規則 

 

（用語） 

第１条 この規則において使用する用語は，地方税法（以下「法」という。）及び京都市市税条例において使用す

る用語の例による。 

（宿泊料金） 

第２条 京都市宿泊税条例（以下「条例」という。）第３条に規定する別に定めるものは，宿泊者が同条に規定す

る宿泊（以下「宿泊」という。）に関し支払うべき金額から次に掲げる額を控除した金額をいう。 

 ⑴ 宿泊に伴い提供される飲食，遊興，施設（客室及び居室を除く。）の利用その他これらに類する役務の対価

に相当する額 

 ⑵ 宿泊に対して課される消費税，地方消費税，入湯税その他の税の額に相当する額 

 ⑶ その他市長が宿泊の対価としての性質を有しないと認めるものに相当する額 

（特別徴収義務者の指定の通知） 

第３条 市長は，条例第８条第２項の規定により宿泊税の特別徴収義務者を指定したときは，宿泊税特別徴収義

務者指定通知書によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。 

（帳簿の記載事項） 

第４条 条例第１１条第１項に規定する別に定める事項は，次に掲げるものとする。 

 ⑴ 宿泊年月日 

 ⑵ 税額の区分ごとの宿泊数及び課税免除となる宿泊数 

 ⑶ 宿泊料金 

 ⑷ 税額 

 ⑸ その他市長が必要と認める事項 

（申告納入の方法） 

第５条 条例第１２条第１項の規定による申告納入は，宿泊施設（条例第３条に規定する宿泊施設をいう。以下同

じ。）ごとに行わなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認める場合は，この限りでない。 

２ 条例第１２条第２項に規定する申告納入すべき宿泊税額が別に定める金額以下であることその他の別に定め

る要件は，次に掲げるものとする。 
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 ⑴ 次項の申請書を提出した日の属する月（第５号において「申請月」という。）の前１２箇月間（以下この項

において「対象期間」という。）において，申告納入すべき宿泊税額の宿泊施設ごとの合計額が２４０万円以

下であること。 

 ⑵ 条例第１２条第３項の規定による取消しを受けた者にあっては，当該取消しの日から１年を経過している

こと。 

 ⑶ 対象期間において，宿泊税に係る過少申告加算金額，不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていな

いことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。 

 ⑷ 対象期間において，徴収金を滞納していないこと。 

 ⑸ 申請月の１２箇月前の月の初日までに，宿泊税の特別徴収義務者が，申告納入に係る宿泊施設について旅

館業法第３条第１項の規定による許可を受け，又は住宅宿泊事業法第３条第１項の規定による届出を行って

いること。 

 ⑹ 宿泊税の特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められるこ

と。 

３ 条例第１２条第２項の規定による承認を受けようとする者は，宿泊税の納入申告書の提出期限の特例に関す

る申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その承認又は不承認を決定し，文書によりその旨を申請者に

通知する。 

５ 市長は，条例第１２条第３項の規定による承認を取り消したときは，宿泊税の納入申告書の提出期限の特例

に関する承認の取消通知書によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等） 

第６条 条例第１３条第１項の規定による申請は，徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を受けようとする理

由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて行わなければならない。 

２ 条例第１３条第３項の規定による通知は，文書により行うものとする。 

（納入書等の様式） 

第７条 納入書，申請書，通知書等の様式は，次の表に掲げるところによる。 

名 称 事 項 様 式 

宿泊税特別徴収義務者指定通知書 第３条関係 第１号様式 

旅館業・住宅宿泊事業経営申告書 条例第９条関係 第２号様式 

宿泊税納税管理人申告書・承認申請書 条例第１０条第１項関係 第３号様式 

宿泊税納入申告書 条例第１２条第１項関係 第４号様式 

宿泊税納入書 条例第１２条第１項関係 第５号様式 

宿泊税の納入申告書の提出期限の特例に関する申請

書 
第５条第３項関係 第６号様式 

宿泊税の納入申告書の提出期限の特例に関する承認

の取消通知書 
第５条第５項関係 第７号様式 

宿泊税更正・決定・加算金額の決定通知書 
条例第１４条第１項及び第１６条

第１項関係 
第８号様式 

宿泊税延滞金減免申請書 条例第１５条第２項関係 第９号様式 
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２ 前項に定めるもののほか，法第１章の規定及び条例第１７条の規定により適用される京都市市税条例第１章

の規定に基づく申請書，通知書等の様式は，京都市市税条例施行細則第１０条の表に掲げる様式による。 

（京都市市税条例施行細則の適用） 

第８条 この規則に定めるもののほか，宿泊税の賦課徴収については，京都市市税条例施行細則第３条から第４

条の３までの規定を適用する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，法及び条例の施行に関し必要な事項は，行財政局財政担当局長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（納入申告書の提出期限の特例に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に条例第３条に規定する旅館業又は住宅宿泊事業を営んでいる者に対する第５条第２

項の規定の適用については，平成３１年９月３０日までの間に 

限り， 
「⑹ 宿泊税の特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿 

  泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。     」 
とあるのは， 

 

「⑹ 宿泊施設の規模が次のいずれかに該当するものであること。 

  ア 条例第３条に規定する旅館業に係る施設にあっては，宿 

   泊定員が５０名以下であること。 

  イ 条例第３条に規定する住宅宿泊事業に係る住宅にあって 

   は，住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積が１６５平方 

   メートル以下であること。 

 ⑺ 宿泊税の特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿 

  泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。     」 

 

 

 

とする。 
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お問合せ先・申告書の提出先 

 

 京都市行財政局行財政局税務部税制課 

  〒６０４－８１７１ 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 

            井門明治安田生命ビル６階 

  ＴＥＬ：（０７５）７０８－５０１６  ＦＡＸ：（０７５）２１３－５２２０ 

 

＜地下鉄＞烏丸線・東西線「烏丸御池駅」４－２出口すぐ 

＜市バス＞「烏丸御池」下車すぐ 

 

  ※ 来所の際は公共交通機関を御利用ください。駐車場を御利用の場合は有料です。 

    駐輪場はありませんが，近隣に「まちかど駐輪場」（３０分まで無料）があります。 
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http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000226279.html  
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