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沖縄観光コンベンションビューロー（ＯＣＶＢ）
の平良朝敬会⻑らは１３⽇、県に対し、観光客受け
⼊れ態勢の整備などに使う⽬的税の導⼊を初めて求

ジャパネット春の家電祭り
ジャパネットたかた

詳しくはこちら

めた。観光業界が⽬的税の導⼊を求めることは異例
で、県が検討を進める観光⽬的税の導⼊に向けた議

アクセスランキング（九州・沖縄）

論にも影響を与えそうだ。

沖縄観光振興に関する提⾔書を富
川盛武副知事（左から５⼈⽬）に
⼿渡す沖縄観光コンベンションビ
ューローの平良朝敬会⻑（同６⼈
⽬）ら＝１３⽇、県庁

平良会⻑らが県庁で富川盛武副知事に沖縄観光振
興に関する提⾔書を⼿渡した。富川⽒は「観光客の
ボリュームが増えている。（観光⽬的税は）具体的
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⾞３台絡む事故
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⼦どもが早く寝てくれた！ 久々の

３⼈けが

〝夫婦時間〟でやったことは…☆
えくぼママの沖縄⼦育て☆

に検討し実現したい」と述べた。

琉球新報 4/11(⽔) 11:34

提⾔では、観光客数の増加を⾒据えた環境整備や観光プロモーションに充てる⾃

3

主財源を確保する必要性を指摘。東京や⼤阪でも導⼊されていることを踏まえ、２

「えーっ」…まさかの王座剥奪
⽐嘉⼤吾選⼿の地元沖縄もショッ
ク

次につなげてとエールも

沖縄タイムス 4/15(⽇) 5:00

０１９年までの早期に導⼊することを求めた。
額は明⽰しなかったが宿泊料⾦に応じて１⼈１泊２００〜千円の徴収を決めた京
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5

検証する機関の設置を盛り込んだ。
⺠泊も対象とし、宿泊施設を使わないクルーズ船客についても徴収する⽅策を検
討することも訴えた。

⽐嘉⼤吾、世界王座剥奪

試合は

１５⽇朝、再計量で判断
琉球新報 4/14(⼟) 14:59

都市の事例を参考とすることや、税の使途の明確化、税を財源とする施策や効果を

⽐嘉⼤吾選⼿の王座剥奪
スできず

体重パ

具志堅会⻑「⾃分の責

任」 沖縄タイムス 4/14(⼟) 15:
05

PR 900円(税別)で⽩熱の9試合観
戦！
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【関連記事】
かりゆし、オール沖縄脱退へ 翁⻑知事⽀援は継続 きょう会⾒し表明

「TED」プレゼンテーションを動画で⾒よう

世界遺産登録前に 琉球弧ＰＲ ＪＡＬとＯＣＶＢ

「あなたの知らない 妊娠中の常識のウソ」ソフィ
ア・ジャウェド=ウェスル

優良ダイビング店認証制度、４⽉から ＯＭＳＢ、ＯＣＶＢ提携
⾼速船やロープウエー、北部観光振興へ

ＯＣＶＢ計画

美ら海⽔族館、楽しんで！ クルーズ客を海上輸送 那覇―本部、⽚道１時間



１⼈重体

MBC南⽇本放送 4/14(⼟) 23:49



最終更新:4/14(⼟) 10:28

「移⺠に関する議論で私たちが忘れていること」デ
ュアルテ・ジェラルディーノ
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かまで切り合い
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殺⼈未遂容疑など
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福
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ジャパネット春の家電祭り
掃除機を買うなら今！最⼤
5,000円値引きあり
ジャパネットたかた

公式／天然⽔のコスモウォ
ーター

52歳、3⽇連続なのに…！

2017年度グッドデザイン賞受
賞の天然⽔ウォーターサーバ
ー『コスモウォーター…

2

40〜50代が殺到中！初回限定
980円（税込）、送料無料
協和発酵バイオ「アルギニンEX」

コスモウォーター

【福岡】脱⾛の受刑者

5年前に

も⼭に潜み逃⾛か 九州朝⽇放送
4/13(⾦) 16:39
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熊本市中央区のホテルで⼥性刺さ
れる、１０代の男を逮捕へ
RKK熊本放送 4/12(⽊) 13:09

Yahoo!検索で調べてみよう
⼤阪 観光客数

東京 観光客

沖縄 副知事

税 徴収
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東京 ⼤阪

ホテルで⼥性刺される

１９歳の

少年逮捕 RKK熊本放送 4/12(⽊)
21:12

おすすめのテーマ

フォローとは？

税

京都市

所得税

9,183 フォロワー

13,239 フォロワー

6,646 フォロワー

5





福岡⾼等技術専⾨校の新校舎が完
成 九州朝⽇放送 4/13(⾦) 23:10


PR 糠、尿酸値を下げる⽥七⼈参が話
題に
SAKURA
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東北新幹線の⾼架橋からモルタル⽚が
落下 TBC東北放送 4/15(⽇) 0:14

もっとみる
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