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――― 開会 午前９時５８分 ――― 

 

会長あいさつ 会長によるあいさつ 

 

１．資料説明 
 

税務課長 資料８「太宰府市人口推移」について説明 

 会長 説明が終わりました。この資料８と前回の資料も含めまして、ご質問、ご意見

があれば、お願いします。 

 Ｇ委員 前回の説明では、太宰府市の財政は概ね好転しているとのことでした。そ

れで、今後３年間のスパンの中でどう判断するのか、それが一つのテーマと思

います。税収見込みについて今後３年間どうなるかということがよく分からな

かったので、人口推移であるとか見込み、生産者人口はどうなっていくのか、

そういう一つの指標で税収見込的なものが判断できると思います。それで人口

をみれば2025年までは微増みたいになっていますけど、生産者人口を見て、税

収は上がるのかどうかコメントといただければ。 

 会長 その点について事務局。 

 税務課長 資料８の右下の将来人口の５年ごとの推計によりますと、あと５年ぐら

いは増加の傾向になっていますが、それを過ぎますと減少傾向になるというこ

とでございます。市の税収でありますが、新型コロナ感染症の影響もあります

ので、その影響がどこまで続くのかということは、市のほうからいつまでとい

うことは申し上げられません。かなり厳しい税収になるのではないかと予想は

していますが、現状を分析しますとこういう形になるかと思っています。 

 会長 不安感があるとの事務局の見解ですが、そのほかにございませんか。 

    無いようでしたら先に進めます。 

    議事に移りたいと思います。 

    本日は、本税がとるべき必要な措置についてのご審議をいただきたいと思っ

ています。 

    前回は、歴史と文化の環境税の状況、市の決算の概要、意識調査の結果等の説

明がありました。その辺から話を進めたいと思っていますが、その前に、現状

はどうなっているのか、要するに車の台数ですね。その辺から話をしていただ

きたいと思います。駐車場を経営していらっしゃるＨ委員からお話しをいただ

ければと思います。 

 Ｈ委員 今年の４月から７月までの駐車場の収入に関して説明をさせていただきた

いと思います。普通車、大型バス、マイクロバス、二輪車を含めた全体の収入

状況ですが、昨年と比べて82.9％の減少となっております。その中で歴文税の

一番の収入になっておりました大型バスの台数に関してですが、４月は昨年

2,424台に対して今年はたったの４台、５月が昨年2,580台に対して、今年はゼ

ロ台、６月は昨年2,405台に対して今年は４台、７月は1,839台に対して今年は

10台という状況になっています。以上が新型コロナ感染症の影響による駐車台
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数の状況ですが、太宰府天満宮の考えを少し述べさせていただきたいと思って

おります。 

    太宰府天満宮といたしましては、駐車場税導入当初から、この税に対しまし

ては、観光客から税金を徴収すること、また納税対象となっている駐車場事業

者のきちんとした把握がされておらず、また、この対象事業者からきちんと税

収が徴収されていないという平等さが保たれていないということから、太宰府

天満宮としては廃止の意向を示してまいりました。今、コロナウィルスの影響

によりまして、修学旅行また、国内団体旅行が自粛されまして、海外からのイ

ンバウンドも期待できないという状況において、駐車場税導入当初の消費税率

５％から10％になるなど、社会経済情勢が当初に比べて著しく変化していると

いう情勢になっていると思っています。このような中、歴文税納税の対象にな

っている事業者は、歴文税と別に消費税の10％も収入から引かれているという

のが事実と思いますので、実際に手元に入ってくる収入というものは非常に少

なくなっているというのが現状ではないかと思います。おそらく中には、賃金

も支払わなくてはならない事業者もいらっしゃると思いますし、駐車場経営で

生計を立てている事業者さんもいらっしゃると思っています。社会経済情勢の

変動があること、また事業者さんが大変苦労されていることに対しましては、

今回、歴文税のみ現状維持で継続することに対して疑問を抱いているところで

あります。 

    ここで、歴文税の内容に関しても触れたいと思いますが、私は運営協議会の

委員もしていますので、大体の内容は把握していますが、観光案内サイン、観

光客用トイレの整備、交差点の誘導、駐車場案内ＶＩＣＳの構築、Ｗｉ－Ｆｉ

の整備などできうる範囲のハードは、完備しているというふうに思っておりま

して、当初の観光資源などの保全と整備を図るということは十分に果たせてい

るのではないかと考えています。一番大きな課題となっております太宰府天満

宮周辺の交通渋滞緩和という問題に関しましては、歴文税で結果を出せるよう

なものではないと考えていますが、渋滞緩和についても交通量の調査であった

り、地域交通網形成計画書の策定なども歴文税のほうで行いまして、税の投入

前に比べて渋滞緩和のことはかなり整備されていると思っております。これら

は太宰府を訪れる来訪者へのおもてなし、また、環境負荷削減に寄与したと考

えておりますし、歴史的文化遺産の保存活用として本来は太宰府市の財源で賄

われるべき史跡地の保存や子どもじまん認定なども行われてきたと思っていま

す。 

    このような状況の中で、太宰府天満宮としては、従来であれば歴文税の廃止

を求めたいと思っていますが、今後は、今歴文税で行っています事業の中で、

先ほどのハードの部分の保守に必要な財源、また今後もおもてなしとして継続

していかなければならない仮設トイレ設置事業や門前町美化事業など、こうい

ったものに事業を絞っていくということ、さらに観光客が訪れない中でも大変

苦労している駐車場事業者を救済するということも含めて、現在の歴文税の税

率を下げていただきまして継続することが望ましいと思っています。歴文税の
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税率につきましては、前回平成29年度の太宰府市税制審議会でも意見として申

し上げたと思いますので、引き続きこの意向を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 会長 駐車場事業者の中の大手の太宰府天満宮からの発言でした。従来もそのよう

な発言をしたとのことでしたが、新型コロナの情勢であるとか観光客が激減し

ているという状況の中で言えば、あえて強い主張であったように思われます。

これについて意見はありませんか。 

 Ｄ委員 天満宮さんの現状を把握された意見で当然だろうと思います。実際に駐車

場事業に携わっている私としても、来訪者ゼロという日も５月の間でありまし

た。連休中もごくわずかで、一番稼ぎ時はお正月と５月の連休なのですが、連

休も惨憺たる状況でした。こんな気候で、こんないいときにゼロという日が何

日かありました。当然税率を下げるということは私も賛成いたします。市にお

願いしたいのは、前回も税制審議会で歴文税の存続をお願いしたいということ

の発言がありましたけども、それは私どもが決めることではなくて、駐車場事

業者がこんなことなら少しでも協力しようというコンセンサスをお持ちであれ

ば、そう難しいことではなかったと思うのです。最初のスタートのときにＭ委

員から、これは駐車場事業者の協力なしではできないというような提言があっ

ていましたけれども、その提言がさしたる効果なく今まで十数年間きているわ

けです。この間に市としては、いかにして駐車場事業者の理解を得て、それに

協力していただくようなことをやるかということに対して、あんまり行動がな

かったように思われます。だから前回奨励金は筋が違うということも承知で、

そういうことをしてでも、駐車場事業者に対するコンセンサスをもってもらわ

なければいけないということで発言したわけですが、その辺のことを勘案して、

目線をここの委員ではなくて現場の駐車場事業者のほうに向けていただくこと

を強くお願いしたいと思っています。 

 会長 他にご意見があればお願いします。 

 Ｉ委員 先日第６回の歴史と文化の環境税の導入に対して、市長より税制審議会会

長に諮問がなされた。本日各界よりの委員を交えた本格的な審議に入っており

ますが、我々過去５回の歴史と文化の環境税の導入に対し、声高に環境税反対

運動を展開してきましたが、我々グループは、市民の大勢に押され継続やむな

しの状況に置かれ、太宰府に来訪される国内外のお客様に対して環境税として

駐車料の一部徴収し納税協力をしてきました。これが現状です。環境税は太宰

府市の観光事業の活性化をもたらした貴重な財源の一部となっています。私の

意見としては、やみくもに反対することは現状において控えたいと思います。

行政は、今まで我々に対し、のれんに腕押しの状況で具体的な対策は得られず

希望を持てませんでした。何等かの回答を期待しております。たとえば納税実

務者、税率表記及び税率の見直しを考えていただきたい。当方よりこれ以上申

し上げることはございません。 

 会長 ありがとうございました。Ｈ委員、Ｄ委員、Ｉ委員共通して税率の引き下げな

らば、これをやっていただきたいというご意見です。これに対してご意見はい
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かがでしょうか。 

 Ｅ委員 混乱されないようにしたいと思いますが、先ほどＧ委員のほうから、３年

間ということがありました。おそらく３年後にも議論をされるのでしょうとい

うことも含めて、その動向を踏まえたときに全体的な収入、支出のバランスは

どうかということではなかったかと思います。先ほどから税率の引き下げ、こ

れを永久的に行うのか、時限立法として、今回の新型コロナウィルスというこ

れまで経験のない内容ですから、例えば当面３年間この分についてのみ対象と

するのか、そういう点も勘案しないといけないのが一点。そして今一つは先ほ

どから運営協議会に携わっていただいているＨ委員からの提言ですが、支出に

対して、当該年度の経常的なランニングコストがいくらか、将来の投資を見込

んだものはいくらかとか、こういうものとのバランスをどう考えるか、現実の

公会計においてはないわけです。私的企業会計であれば当然期間損益を考えな

がら戦略を練るわけです。その点も加味して考えていただきたい。これまでの

運営協議会の収入支出に対して、そのバランス感覚はどうかと。これは重要な

視点だと思います。収入支出の使いみちについては、収入に対して支出が少な

い場合、多い場合は、その状況においての動向をよく見定めていただく。これ

はとても大事なことです。基金残高はおそらく約１億円だったと思いますが、

極端に言えば、環境税が無くなったら、何年分これまで行ってきた事業ができ

るのか。残したときにどの程度で担保して元のさやに納まるのか、そういうと

ころのしっかりしたシミュレーションがいる。そういう前提で税率も下げたり

するということの落としどころは決まるのではないかと思います。その点を勘

案していただきたいと思います。 

 会長 他にありませんか。 

 Ｇ委員 基本的に天満宮さんも駐車場事業者さんも税制を否定しているわけではな

いということですよね。前提として税制審議会の判断として制度をどうするか

ということを検討しなければならないと思います。もう一つは、短期的には制

度の問題ではなくて、今回の新型コロナウィルスの特性についてどう判断する

かという議論だと思うのです。どういう認識をもってどういう見込みをもつの

か、これは二つの見方があると思います。長期的に影響が続くのか、短期的に

なのか、それによって変わってくると思います。短期的にいっても半年とか１

年とかいったスパンではないというふうに思います。この影響はかなり深刻だ

から、みたほうが正確ではないかと思います。コロナ被害のアプローチの方法

として、一つは事業者救済をどうするのか、事務費的な問題をどう考えていく

のかとかがあるのかもしれません。もう一つは観光振興という立場から見れば

来訪者救済ですね。観光振興ということに対して、駐車場税の税率を変えるこ

とによってどう考えるのか判断するとか、そういう見方で議論したらいいので

はないかと思います。 

 副会長 先ほどＨ委員の意見でポイントとしていたことは、ある程度設立当初の役

割は果たせたのだと。新型コロナウィルスのことだけではないと。渋滞緩和と

いう一番の命題はこの税では無理ですが、サイン整備などのある程度の役割は
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終わったのだと。それを含めて税率を下げてもいいのではないかということで

す。コロナプラスアルファで、コロナだけではないということです。 

 会長 中間的な段階ですが、事務局からのこれに関する考え方を抽象的でも結構で

すので何かないでしょうか。 

 市民生活部長 歴史と文化の環境税これは一般財源とは違う特別な財源として市と

しても考えておるところです。その中でこれまでも様々な事業展開をさせてい

ただきました。今Ｈ委員からもありましたように投資的な部分もありますし、

定期的に継続的に必要な予算も中には含まれております。これは単純に一般財

源ではなかなかできなかったところまで手を拡げて、おもてなし事業であると

か環境負荷削減の事業などを特に力を入れてやってきたところです。そういっ

た意味では非常に貴重な財源でございまして、今後も継続していくことが望ま

しいというように思っております。 

 会長 この問題は、かなりベーシックで、第３回、第４回まで続きそうな感じです

ね。今日の時点では結論は、今日はこの辺で留めておきたいと私自身は考えて

おります。この問題を一般市民の委員からありましたらどうぞ。 

 Ｃ委員 市民としての感情を言いますが、この前行政のほうから説明があった資料

５の添付資料６で基本的なことを言わせてもらいますが、太宰府市は史跡地が

多いために法人市民税が少ない、固定資産税が少ない。他市と比べたら明らか

に固定資産税などは10億、20億円単位で少ない。一般市民としては、これだけ

収入が少なければ大変だなと。確かに太宰府市の財政状況が厳しいというのは

知っております。こんなにも違うということですね。その中で歴史と文化の環

境税は、約8,500万円と出ていますけれども、ほんのわずかですが、やはり貢献

していることには間違いない。太宰府市の市税としての収入の約１％を賄って

いるわけですね。これは皆さんの長年の努力の賜物だと思います。これを今コ

ロナ禍も含めて、観光客、来訪者が少なくなったからという話になっています

が、市民としては、やはり貴重な財源であると、市民にとっても、本当に大事

な財源であると、まだまだ歴史と文化の環境税として目的にかなった使い方は

たくさんできると考えます。というところで、駐車場事業者のご苦労とかある

と思いますけども、実際に税金を払うのは来訪者である、事業者の方が払うわ

けではない、ということですから、来訪者の市民の割合がどれぐらいか分かり

ませんが、やはり、それだけの税金を払ってでも太宰府を訪れて勉強したり観

光したりしたいのです。それに対する税金の意味を含めて当然ではないかと思

うわけです。せっかく太宰府に史跡や文化的遺産が、たくさん残されている。

これを有効に活用することは税金を取って駐車場の料金を取って活用するのも

一つの手段であると思います。なので、税率を下げるとか歴史と文化の環境税

をなくすとかいうことには反対で、私は逆に税率を上げる。例えば大型バスと

かは太宰府市以外からと思いますから、そういうところに絞って税率を上げて

もいいのではないかというふうに思います。 

 会長 同じ市民の立場からＪ委員、Ｋ委員何かありましたらどうぞ。 

 Ｊ委員 駐車場で実際に100円の徴収で、私たちのために事業者の方が事務的手続き
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としてやっていただいています。それに対してボランティアみたいな形でしょ。

事務手数料的な賃金も全然入って来ないわけですよね。そういうところは駐車

場事業者に何という形か分かりませんが何らかの形で何かできないのかなと思

います。 

 会長 このことについて事務局のほうから何か説明がありましたらどうぞ。 

 市民生活部長 駐車場事業者に対してというお話だと思いますが、事務的な費用と

いうのはお支払いしていないのが現状です。これにつきましては、最初の説明

でもありましたように事業者の方のご協力なしではできない事業ということで

認識をしておりまして、事業者の方にはご協力いただいているものと理解して

おります。歴史と文化の環境税の事業の中で観光駐車場協会に対しまして必要

な案内マップを作っていただいたり、トイレのトイレットペーパーを用意して

いただいたりなど、そういうものに対して補助金は出しておりますけど、手数

料的なものにつきましては一切出してないというのが現実です。 

 会長 ありがとうございました。 

 Ｊ委員 トイレットペーパーとか観光マップとか駐車場事業者に、自分たちも頑張

ってよかった、みたいな直接伝わるようなものがあるのかなと思いました。 

 市民生活部長 補足しまして、マップとか我々が作ってお渡ししているのではなく

て、観光駐車場協会の方が補助金を利用しながら作って、来られた方に事業の

一環としてお配りしていただいているという中身でございまして、私たちが作

ってお配りしているものではございません。利用される方に還元していただく

部分について補助としている状況です。 

 税務課長 先ほどのは、徴収の取扱費と言いますか、税法でいきますと「地方税法の

施行に関する取扱いについて」の中で謳われているものがございます。その中

では、「特別徴収義務者に対しては、徴収取扱費は交付すべきでない」とされて

いますので、市としても交付はできないという形でそれに従っているというこ

とでございます。 

 Ｅ委員 これは税制で基本的な大きな問題で、当初からの難問なのです。Ｊ委員の

ご意見というのはシンプルで最も分かりやすいものです。ところが、昭和60年

の頃に大島サラリーマン訴訟というのがあって、どちらかと言うと特別徴収義

務者は国家とか地方公共団体の運営においては、少しは加勢しろという形の国

家論が前提となっているわけです。それを踏まえて約40年すでに経っている。

そういう中でＭ委員が会長をされている頃からずっと難問であったわけです。

なので、直接的には法の規制があるから、その法規制の内容を何とか間接的に

お返しできないのかということも含めて、実は運営協議会ではずっと悩んでい

たわけです。ある意味では応能負担的なものを含めた国家論的なものに対して、

副会長のほうは地方税なのだから応益税なのだろうと、応益税であればそれに

ついての対価として考えてもいいのではないかという意見でした。実はこの特

別徴収義務者の問題はそれぐらい今日まで問題になっているのです。おざなり

になったままなのですね。そこで、これをした場合、太宰府から問題提起しま

すかということになるわけです。なので、この制約を踏まえて知恵を出さなけ
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ればいけない。今回の内容はそういうことになるわけです。第一目的は収入で

あるわけです。今回のＧ委員の議論は、ある意味では政策議論をするか否かに

なるわけです。これに対して、特別徴収義務者の人に対して負担をさせるとい

うことは、これは当然だろうかという議論はありますが、場合によっては前回

私が問題提起しましたのは先ほどのＣ委員から出た内容も含めて税収の１％が

この歴史と文化の環境税ですよと、その使いみちについてもしっかり踏まえな

ければいけないということで悩んでいるのですよということで、Ｄ委員からの

問題提起も含めてお話しをしたわけです。そうすると今後は法定外普通税と法

定外目的税的な視点について今少しここでは確認して欲しいのです。そのとこ

ろはこれまでにおいてどうであったかということも本当は大事なことです。そ

れによっては出ていくお金とか云々も、ある程度は絞り込みも含めて一定の金

額は出るはずです。その前提を含めて、例えば税率とか、それは政策論になる

と思います。前回私は、税収の１％ということを踏まえて、住民税とはこうい

うことを含めたときに人口趨勢というのは、ある意味税の根幹にかかわる問題

になるだろうと。今回はそれが出てきたわけですね。というのは、所得税とか

法人税とか住民税というのは人に対する税金です。その人が住んで固定資産税

になるわけです。全国の中でどこがそのうち人が住まないだろうかとかの統計

等も出ているわけです。その時に四国あたりはだんだんと少なくなるだろうと、

まだ九州はいい。沖縄は増えている。こういうことが出ている。それによって

は、日本の国の営みの中の地方交付税の問題があるわけです。所得税とか法人

税とか市税とかを対象として交付税が下りてくるわけですから、地方税収入と

しての総合予算の中でどの程度のお金になるのですかとか、そういうことを踏

まえた上でやらないといけない。税収の１％なのだけれども、その１％を通じ

て全体を考えなければいけない。これが税制審議会の議論ではないかと思って

います。 

 会長 基本的な、かつ私にとっても複雑な命題ですけれども、この論議を進めてい

くには今の時点では控えさせてほしいと思います。 

    Ｋさんはいかがですか。 

 Ｋ委員 税収の大きさを感じました。市民にとってはありがたいことだなと思って

います。天満宮さんが言われましたけれども、おもてなし事業も十分されて、

使いみちもいろいろ来訪者の方に還元するとかもありました。交通渋滞の件は、

歴史と文化の環境税だけで解決する問題ではないと思っています。私も一番渋

滞するところに住んでいます。お正月、ゴールデンウィークの一番渋滞すると

ころに住んでいまして、うんざりするなとかいやだなという生活をしていまし

たけれども、ここのところこんなに閑散となると寂しい部分があると、事業者

さんは大変だろうなとか考えている毎日です。皆さんが言われているように短

期なスパンなのか長期に続くのかと考えると太宰府にとっては来訪者が来ない

と環境税も増えてこないと考えたときに、長期のスパンで今までと違う何かを、

おもてなし事業を考えてやるとかして、来訪者が来てお金が落ちて税収が上が

るようなことも今後考えていかなければいけないと一市民として思っています。 
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 会長 税率、額についてのご意見はありませんか。 

 Ｋ委員 税率は現状通りでいいと思います。 

 会長 この件については、税率を上げるべきであるとか下げるべきであるとか、こ

のままでよいという意見があります。上げるべきというのは少数でしょうが、

この問題について今の時点では預からせていただきたいと思います。 

    Ｌ委員とＦ委員ご意見がありましたらどうぞ。 

 Ｆ委員 基本的にはＣ委員と同じような考えです。太宰府が昔は１万人ぐらいの住

民の時代から考えたら７倍ぐらいになっています。当時は観光を中心とした町

だったと思います。今は観光に一般の住民も加わっている生活だと思います。

そういうことを考えた中で、一番問題になっているのはＨ委員も言われました

が交通渋滞です。今良くなっていると言うけれども、これは新型コロナの関係

があって少ないから渋滞が緩和されているのです。毎朝私は交番の前に10年ぐ

らい立っていますが、あそこの道は、上下７時半から８時ぐらいまでは、今で

も渋滞しています。ということは、一般の人はそういう状況で、それ以上に観

光で来られたら、コロナの状況がない時と同じように渋滞すると思います。そ

ういうことを考えると環境税というのをある程度今のまま継続して、そしてそ

ういうところを整備していく、そしてランニングコストも考えながらやってい

かなければならないと思います。とくに観光に関しては観光に従事している業

者と駐車場事業者が中心。我々一般の人は給料から取られた税金で道路とかい

ろいろなところに使われています。そのへんを地域住民の生活のため、道路改

修とかいろいろなところで太宰府は観光を中心としているのです。やっぱり業

者の人たちにある程度環境税の徴収業務を負担していただきながら共存共栄を

図っていかないといけないのではないかと思います。 

 Ｌ委員 観光客が非常に少ないです。観光業界がもの凄く痛んでおります。そうい

う話を聞いて、市として我々商工会の事業者についてはしっかり助けていただ

いています。それで駐車場を経営されている事業者の方は、多分駐車場の整備

をされて、コイン式にされて、以前は全部赤色の満車の状態だったが、今は全

部緑の空車の表示になっていて、設備投資もしていて大変だろうなと思って見

ています。市民の個人的にいくと駐車場はガラガラで道路は閑散としておりま

す。観光客が少ないということです。やはり、太宰府は観光が主な収入源でし

ょうから、寂しいなと思いながら、何年先に前みたいに戻るのかと、今全く見

えない状態だと思います。私としては、もうしばらく皆さんの意見を聞きなが

ら、商工会として持ち帰って意見を聞きながら、何等かの形でしたいと思って

います。税率についても上げる下げるということはこの場では控えさせていた

だきます。 

 副会長 一番最初、行政側とＥ委員とＭ委員が考えられたときに経済学的な言い方

をすればフリーライダー、必要なコストを何も負担せずに利益だけ享受してい

る観光客に何かしらの負担をしてもらいたのだということで、別の観光地は市

民の税金からいろんな環境美化とかしているけれども太宰府はそうではなくて

電車で来る人には課税しにくいので、車で来られた方に、二酸化炭素も排出す
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るだろうからというのも含めたところで何かしらの負担をしてもらう、本来で

あれば法定外目的税で負担する、これを目的税とせずに普通税としてその使い

方を市民も交えた運営協議会で使い方を決めるちょっと特殊な税ということで

スタートされました。確かに、観光客がごみを捨てる、トイレが無いから臨時

トイレを設置する、これを市民の税金から使うのはあんまりだと、だからその

分にあわせて負担してもらっているということなので、さきほどＦ委員が言わ

れたように事業者に負担していただくではなくて、来られた方に負担していた

だくということで、そこは認識が違うと思います。もう一つＣ委員のお話しの

中で太宰府に来たくて来たのだから、その人たちから税金をとるのは当たり前

だという極端に言い方をすればそのような発言がありましたが、太宰府天満宮

は観光を誘致するのに相当なお金をかけて観光業者、日本中の学校、あと台湾

とかにＤＶＤを配って太宰府に来てくださいとお願いして回っているそうです。

来たくて来ているのではなくて、来てもらっているのです。それに対して旅行

会社が言うことは何かと言えば駐車料金が高すぎると、もう少し何とかしても

らわないと車が停められないという話は結構天満宮に来ているという話は聞い

ています。 

 Ｍ委員 実は、歴史と文化の環境税の第１回目の審議会の会長をさせていただいた

その時のことと関連して、基本的にどうかということを考えて、いろいろ議論

していただいたほうがいいのではないかと思います。最初にお話ししますと、

法定外税というのがあるのですね。地方税とは全部法律で決まっているのです。

地方団体が勝手に課税できない。だけど地方団体だから自分たちで勝手に課税

できるような税をつくってくれとことでできたのが法定外、法律で決められな

い、地方団体が条例でできる税金というのがあるわけです。もちろん政府にお

伺いをたてなければいけないわけで、今回このような税制審議会を開いて結論

が出ると、これを総務省に連絡してＯＫをもらわないといけない。やはり握っ

ているのは政府なのですが、それでも地方団体が活動できる範囲というのはか

なり拡がったということですね。昔は法定外目的税だったのです。目的がはっ

きりしたものに対して課税していいですよと。たとえば入ってきた収入を使う

という形になっているわけです。 

この歴史と文化の環境税は法定外目的税的な色彩が非常に強いのです。なぜ

かというと、最初に問題になったのは渋滞解消なのです。渋滞を解消するために

車に課税をすれば渋滞が緩和されるかもしれない。来訪者は、税金を払うのなら

いやだよという選択ができるわけです。だから車が来ないかもしれない、少なく

なるかもしれないということを考えたのですが、ではその収入をどこに使うか

というと現実に使うところがないのですよ。実は課税した結果、観光目的で来る

人が多いから、では観光に使えないかということで普通税という税金にしたの

です。それでこの税を決めたときに正式な名前ではないのですが、審議会として

は、目的税的普通税という使途をはっきりコントロールできる形の税金にした

のです。使い方については別の組織をつくろうではないかというので運営協議

会というものができたのです。名前をどうするかというときに、いろいろ名前を
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考えたのですが、やはり環境というのは出さなければいけないだろうというこ

とで、ここは歴史があるところなので、「歴史環境税」としたら、事務局のほう

で、「歴史と文化の環境税」といういい名前にしていただいたのです。そういう

こともありますので、最初は渋滞を解消しようというのが主たる目的だったの

です。ところがいまだに渋滞は解消しないですよね。現実に。でもこの20年の間

にいろいろやっていただいてある程度多少は解消したかもしれない。それは、収

入を使って解消したのかというと、必ずしもそうでない部分もあるのですが、と

もかくそういう目的でしたのです。そこで問題なのは、誰が徴収するのかという

ことなのです。市役所の役人が行って徴収すればそれで構わないのです。ところ

がそんなことをすれば費用がものすごく掛かってしまうのです。ですから、やは

り駐車場の事業者の方にお願いをしようということで、駐車場事業者を特別徴

収義務者にお願いしようということだったのですけど、その時駐車場事業者の

方は、そんなことはできないということでかなり反対が強かった。結果的には多

少もめましたけども、それでもなんとか納得していただいて現在に至っている

ということなのです。 

    ところが、歴史と文化の環境税を徴収するほうとは別に払う方の人を考えま

すと自由なのです。税金は全部払わなくてはならない義務になっていますけれ

ども、歴史と文化の環境税というのは自由なのです。払いたくなければ車で来

なければいい。電車で来れば払わなくていい。路線バスで来れば払わなくてい

い。そういう自由度がある。車で来た人だけが払うという意味なのです。私は

その頃から、これは非常に不公平な税だという意識があって、太宰府駅を出る

時に何とか電車で来る人に払ってもらうことができないのかということも考え

たのです。駅を出る時に観光客の人は100円入れないと出られないとか。いろい

ろ考えたのですが、西鉄のほうにもいろいろお話を聞きましたけど、現実的に

無理だという結果になって、結局自動車で来る方だけ、いわゆる渋滞解消とい

うことに最初重点があったから、それをずっと継承してきて、そして今歴史と

文化の環境税という形で残していこうとなっているのです。 

そういう意味で、最初の時点から考えると多少紆余曲折がありすぎまして難

しい状況だったのですが、現在は一応車で来る方も、払ってもいいとなっている。

駐車場事業者の方は大変だけれども今までの関係で徴収してもいいという形に

なっている。さっきＪ委員からお話しがありましたように、いわゆるご苦労され

ていることに対して手数料ですよね。なぜそれに対して反対給付しないのかと

いうことなのですが、税金、消費税もそうなのですが、あと源泉徴収全部そうな

のですが、徴収する費用を国は全部払っていないのです一銭も払っていない。企

業によっては源泉徴収するために人を雇ってお金を払っていかなければならな

いという部分もあるのです。そういう意味では地方税だから多少は幅があって

もいいのではないかという議論はあるのですが、地方税と言ってもやはり総務

省が押さえていますからそこが自由にならないというところがあるのです。た

とえば、これを自由にして太宰府が手数料として払いますよというような形で

払えるのであれば払って事業者の方の負担を軽減するということもできるので



- 12 - 

 

すが、今はそういうことができないのです。なので、事業者の方にかなり負担を

強いているという意味では確かに事業者の方が文句を言われるのは当然のこと

なのです。 

そういう事情がありますので、これから税率を下げるとか下げないとか、ある

いは５台以下の駐車場をどうするかとかいろいろな問題がありますが、それと

同時に先ほどＧ委員が言われたように、今コロナの問題がありますよね。博多港

に入ってくるクルーズ船は入れないというようなことにもなっています。これ

が何年続くか分からないのです。そうすると大型のクルーズ船が来ないバスが

来ないということで収入がガタ落ちになってしまうということが発生すること

になるわけです。そうすると国内の観光客だけ負担をしてもらって、それに反対

給付をするという形で考えなければならないという問題も出てきますので、コ

ロナ禍が短期なのか長期なのかという問題もここに入ってまいります。そうい

う意味で今回はややこしい問題もありますので、そこを皆さんでご議論いただ

ければいいのではないかと思います。 

 会長 ここで10分間休憩を取ります。 

 

 ――― 休憩 午前１１時０９分～１１時２１分 ――― 

 

 会長 今から進める件については、先ほど前半の論議で複雑にして根本的な問題が

提起されたと思いますけれども、言い残したこと、もっと聞いてほしいという

ことがありましたら意見をおっしゃってください。 

    ないようでしたら、Ｅ委員から課税の問題、非課税の問題であるとかについ

て見解やご指摘をいただきたいと思います。 

 Ｅ委員 まず、この時点では見解は持ちません。と申しますのは、まだいろいろな判

断をする情報というのがはっきりしませんので、今現在皆さんの意見を聞きな

がら整理しないといけないと思っていることをお話しします。おそらく、法律

を含めて、税を課するという場合は必要な条件を満たさなければいけない。そ

の条件の中を一つ一つ考えたときに、課税要件という言葉があります。誰が税

金を納めるのか「納税義務者」、何に対して、二つ目は「課税対象」ですね。そ

して「課税標準」と言いますが、金額に換算しないといけない。そして最後に

「税率」「税額」になるわけです。先ほどからの皆さんの議論というのは、一番

最後の税率のところにいっているように思います。そこで整理するとするなら

ば、水は上流から下流に流れるわけですから上流の誰が税金を納めるのかを含

めたところの議論が錯綜しているのではないかと思います。場合によっては法

律の予定しているものと現実の実態が違うということも整理しないといけない。

何に対してというのは、これは条例をつくるときに歴史と文化の環境税それは

条例においてもつくられているわけですから、それは今のところ問題ないとい

うこと。ただ課税標準に対して、課税ベースと一般的に言いますが、課税ベー

スが狭いのか広いのかこの点に例えばメスを入れる必要はないのか、非課税を

含めてですね。そして、それを受けて税率になる。先ほどからの皆さんの議論
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でいけば、課税ベースにおいては、このままでいいという前提で進められてい

るのかどうか。そうであれば税率の問題にいくだろうと思います。そこのとこ

ろを整理していただきたいというふうに思います。私は、整理するならば、こ

のような内容でいきたいと思います。 

追加として、税率について上げるべきだ、下げるべきだと、二つの話になって

いると思いますけれども、その議論の内容というのは、例えば税率を上げるとい

うことであれば、外から来る人もそうですが、財政収入ということと関連もある

だろうし、外部不経済に対して問題提起をするとなると「来るな」ということに

なる。例えば税率を下げるとするならば、そこには根っこの問題があるのではな

いかと思います。先ほどの納税義務者は誰か、特別徴収義務者との関係はどうな

るのか。そのあたりをよく整理した上でいかないといけない。しかしこれは大き

な潮流でみると住民税とか法人税という問題とも関連してくるということも今

回は我々に対して今日本全国で議論しているものが、この太宰府のこの地でも

問題提起として与えられているという気がいたします。 

    私は、税率のところもそうですが、上流のあたりのところを何も議論、確認を

しなくていいのですかという問題提起をして差し上げたいと思います。 

 会長 今Ｅ委員から課税についての基本的な問題を提起されました。これについて

のご意見はございませんでしょうか。 

 副会長 今いろいろとレクチャーいただいたので、これの全般的な議論をいただく

のは難しいと思いますので、区分いただいて、まず誰が税金を納めるのか、何

に対して、課税ベースはどうなのかそのあたりぐらいまで今日は時間的になっ

てくるのではないかと思います。それで税率の問題、上げたらその分ペナルテ

ィになるのかとかの問題は次回以降の話になってくるのではと思います。 

 会長 課税ということからすれば、基本的には来訪者が普通車であれば500円のうち

の100円を税金として一緒に払い込んでいるわけですけど、その辺のところから

来訪者にとってこの税金は高いなと、こんなものは無ければいいとアンケート

調査の中でも指摘はされておりましたけれども、この辺の問題のところからご

意見はありませんでしょうか。 

 Ｃ委員 Ｈ委員から発言がありましたけれども、公平さという面で、公平でないで

はないかということを言われましたけれども、私もそれは思うわけです。５台

以下で10日以下というような、本当にこれで公平なのかというところは議論す

るべきだと思います。 

 会長 駐車場経営に関しての話ですね。３年前に比べて駐車場経営者が増えている

のは間違いないというふうに伺っていますけれど、これに関しての税務課から

の説明はございませんでしょうか。 

 税務課長 駐車場事業者につきましては、３年前から比較しますと若干ではありま

すが増えております。具体的な数を申し上げますと、駐車場事業者自体は１事

業者それから駐車場数にしましては８の伸びがございます。中でも機械式の数

が機械式以外に比べますと増えています。 

 会長 この機械式というのはコイン駐車場のことですね。これがどれぐらい増えて
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いるのでしょうか。 

 税務課長 令和元年度の資料ですが、機械式が31か所です。機械式以外が24か所で

合計駐車場の数として55か所になります。 

 副会長 ３年前から１事業者しか増えていないのですか。それでは54事業者だった

のですか。もっと増えていると思いますよ。 

 税務課長 駐車場の数は28年度の47か所から昨年度で55か所ですから8か所ほど増

えております。事業者は、28年度が38事業者で、昨年度が40事業者となってい

ます。 

 Ｇ委員 前回配られた資料５の添付資料３に出ています。23ページです。 

 副会長 この中には臨時の駐車場は含まれていないのですよね。これと別途に臨時

駐車場があるわけですね。この資料は固定的な部分ですよね。正月期間10日以

上働いているところも当然これに加わってくるということですね。それはでき

る限り捕捉していただくということでお正月は回るということで捕捉はされて

いるのですね。前回の会議の中で結構最近住宅街の中にも駐車場が増えてきた

と伺いました。そういうのも捕捉されているのかなと思います。やはり先ほど

の話のとおり、こっちは課税されて、こっちは課税されていないと、そんな不

公平があってはならないと思います。その辺をどこまで捕捉されているのかな。

100％とは言いませんが、たとえばどのくらいの間隔で巡回しながら確認はして

いるのか教えていただければと思います。 

 税務課長 一番観光客が多い年末の31日の夜間から１日にかけまして私と係長で市

内を巡回しておりますし、駐車場の数が増えたりとかは、現場に出た際には、

駐車場の数あるいは駐車場ができた確認は年間を通して行っているというのが

現状です。５台以下の駐車場や年間10日以内の営業の駐車場の箇所数ですが、

そちらも把握しておりまして、その数も３年前に比べますと前回から６か所ほ

ど増えています。 

 会長 昨年の12月31日から今年の１月１日にかけての巡回によってどの程度数が増

えているのでしょうか。今回の12月31日から今年の１月１日にかけましては、

とくに増えたところはありませんでした。 

 副会長 もう一つ伺います。かつて課税事業者でありながら税金を拒否した事業者

があったという記憶がありますが、今は、事業者さんは全て払ってらっしゃい

ますか。 

 税務課長 基本的には全て払っていただいています。 

 副会長 基本的ではなくて。前は「俺は払わん」と何度行っても「払わん」という人

がいらっしゃったと記憶にありますが、それはないということですね。皆さん

払ってらっしゃることに間違いはないですね。 

 税務課長 今は払っていただいております。 

 Ｇ委員 公平化の問題を今後の議論の前提として一つの資料として捉えようという

ことをおっしゃっているのですか。 

 会長 はい。 

 Ｇ委員 不公平感というのは誰にとっての不公平感なのか、誰の公平が議論される
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のか、その不公平感はどの程度どのくらい大きければ、この税の存続に対して

影響を与えるのか、そこの枠組みをもう少しはっきりしてもらわなければよく

見えないのですが。 

 副会長 今の話は、まず皆さんの認識として駐車場事業者がどの程度の数がいて、

税金を払わない人もいる払う人もいる、まず、そういう認識を確認いただいて、

その次の段階として順々にいかないと。先ほどＥ委員からいきなり税のことで

はなくて、まず駐車場事業者は皆課税されているのか、課税されていないのか、

どれだけいるのか、から始まって順々に税の仕組みに則って進んでいく、まず

認識を共有していくということで今話しになっていると思います。 

 Ｇ委員 駐車場事業者の不公平感を議論するのですか。 

 会長 それもあるでしょうね。 

 Ｇ委員 意識調査の報告もあっているでしょう。その辺も含めて議論していかない

と広がりすぎてまとまらない。 

 会長 意識調査の中にはないですね。  Ｇ委員 ストレートにはないでしょうけどね。よく分かりづらかったので。 

 会長 意識調査の中では、その辺の具体的な説明や回答はございませんでした。 

 Ｇ委員 議論をしていて、次回までひと月以上間が空くわけですから、その間にど

んな議論の準備をするのか、そこを教えていただきたいのですが。 

 Ｅ委員 従来のこの歴史と文化の環境税の解釈論の前提となっている対象の解釈が

どうなっていたかを考えたときに、この条例と施行規則の関係を踏まえて、こ

れに対して現実の実地の体制はどうであるかという問題もありますね。これが

さきほどからの公平についての議論と、今度はそれによって新たに、それは公

平だ不公平だという判断がなされたら、仮に公平とされたら、その分だけにお

いて規定を変える必要があるのかどうかとか、そういうところを整理したほう

がいい。そのためにはＧ委員が言われているように１か月以上あるわけですか

ら、我々が議論する内容を出していただかないと議論が錯綜することになるの

ではないでしょうか。今回第２回は総論的に出していただいていいと思います

が、次回はそういうわけにはいきませんよということだけは言っておかないと、

次回は答申の形を決めるのですよね。間に合いますか。と言うのは、そういう

ことを踏まえたときに税率だけのところでいくのか課税ベースまでいくのかに

よっては、やはり時間的なものもありますし。事務局の準備も必要でしょうか

ら、ここでは時間がないですので、次の議論をするための問題提起を踏まえて

情報を収集していただくということをお願いされたらいかがでしょうか。 

 会長 Ｅ委員の問題提起ですけども事務局を中心にして駐車場事業者の特別徴収義

務者の方々、それから税を納入しないでいい方々のその辺の問題について税務

課長から説明がありましたが、もうちょっと的確な説明があって、それに基づ

いて次回の第３回の審議会に間に合いますでしょうか。 

 税務課長 事務局としましては次回で、審議の結論を出していただいて、最終の第

４回で市長へ答申を上げさせていただきたいと考えています。 

 会長 今、不公平感云々の話がありましたが、実際の現状で事業者数が１プラスと
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かおっしゃいましたが、この辺の問題について、そういうことならば我々とし

てもやはり税金を納入するのは当然ではないだろうか、という審議会としての

判断ができるのですが、いかがでしょう。 

 Ｅ委員 実はＭ谷委員も私も含めまして、この規定をつくった時に、それなりの解

釈論があったと思うのです。その時のたとえば「臨時」とか云々とか、そうい

うところまで確認していたかとかまでは忘れてしまったのですが、今一度そう

いう言葉の内容の理解によっても違うかもしれないので、それを理解すること

によって先ほどの公平とか云々とかいう議論も変わってきますので、できれば

資料のすべて、特別徴収義務者になっている人たち以外の実体を踏まえた上で、

公平であれば理論ベースではすべてかもしれませんが、現実の実務的には大し

た問題ではないよということで少額的なものは不訴求的な観点というのは税制

の中にあるのですが、これがあまりにも度を越してしまうと根幹の問題にかか

わるから、その根幹の問題にかかわることであれば、おざなりにできないとか、

そういう判断をするべきかと思うのです。そうしないと結論が出せない。それ

さえしっかりすれば、あと１回でできないことはないと思います。 

    今までの税制審議会それを踏まえた上で軽微であろうという前提の下でこの

まま踏襲されてきて決まっていたということになるかもしれませんが、ここで

は今一度、大した問題ではないよね、だったら税率の問題について焦点をあて

て決めようか、とすればいいのではないでしょうか。 

 Ｇ委員 全体の認識として問題の整理についてはいろいろあると思うのですが、自

分でそのものを否定するのか肯定するのか、そこから入っていって、それの共

通認識としてそこまで否定するところまでは皆さんないわけですね。そうなる

と現状の問題点がいくつかあって、その中の一つとして不公平感があると、こ

れを解決するにはどういう方法があるのかとかそういう議論だと思うのです。

その不公平感は拭えないものなのか拭えるのか、その前提もあると思うのです

ね。そういう整理をしていけば、前回そういう判断ができる議論、あるいは材

料があれば、出していただければいいのではないかと思います。そうすれば分

かりやすくなると思います。 

 会長 Ｇ委員からの適切な説明がございました。事務局のほうからそれに対する意

見を次回の審議会の冒頭に市の考え方を出していただいて、それを基に我々が

公平であるか不公平であるか、したがって納入を求めるべきかしないでいいか

という判断をいたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 市民生活部長 今お話しされているのは、適用除外の取り扱いについて整理をして

おいてほしいということで受け取ってよろしいですか。現行の適用除外の考え

方ということでよろしいでしょうか。 

 会長 はい。 

    他にありませんか。 

 Ｇ委員 もう一つＥ委員が言われていました、現在の基金残高でシミュレーション

したケースですね。一応税率の話が出たのでいろいろな前提としては必要かな

と思います。もし税率が変わったりすればどれぐらいもつとか。 
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 会長 税率が変わった場合に具体的な話しは、私は知りませんが、この辺について

は、税務課の中でそういった論議はあっているのでしょうか。 

    たとえば、今乗用車で100円ですね。これが50円になった場合はどうなるとか。 

 Ｇ委員 駐車場事業者の方から税率を見直したらいかがという意見が出たからです。

市のほうからそういう準備をしていたということではないのです。単純に言え

ば100円が50円になったらどうなるかということでいいのではないですか。 

 副会長 これは、運営協議会の事業の中にかかわってくるので、単純にこの金額を

こうするというのは、なかなか難しいと思います。  Ｅ委員 運営協議会の会長としての立場として言わせていただきますが、先日中間

的な運営協議会、これまでの前年度の決算と今現在の進捗状況踏まえて、今回

は新型コロナの問題があるので、少し今後の動向を含めた形でシミュレーショ

ンしてみたらどうか、一応つくってもらいましたが、これは見込みが甘いので

はないかというのが出たわけです。今日ありがたいことに太宰府天満宮の状況

が82.9％の減ということを聞き、そうするとこの前のシミュレーションはちょ

っとあまりにも酷いなと思いました。そうしたら極論すれば運営協議会として

基金の残高が約１億円の前提ですが、これは１億円残らないということは、へ

たしたら数年後には、一般財源から出してもらわないといけないことになるの

かなとか実は思いました。ある意味では副会長が言われましたように運営協議

会と税制協議会は車の両輪ですから、その点も考えていただけると助かります。 

 副会長 もしよかったら事務局とＥ委員とで、これは継続すべき、これはもう、とい
う形がありますよね。できれば、そうしたらこれぐらいはかかるよとか。運営

協議会の会長の立場ですから本当は難しいのでしょうが、それをしないと確か

に50円にしたからこの事業はできないとか、この事業はするとかの取捨選択は

難しい話ですよね。できれば事務局にお願いして大体市としてはこれとこれは

継続して、これぐらい費用がかかるというのを一つ一つピックアップしてくだ

さい。 

 会長 約束の時間を過ぎております、今日の段階では具体的な方向性は出せており

ません。いずれも第３回の審議会に持ち越しということになります。 

これで第２回太宰府市税制審議会を終わらせていただきます。 

 

  ――― 終了 午前１１時５４分 ――― 

 

 


