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2022年10月11日（火）～2022年12月20日（火）

2022年11月14日 Ver.4
本マニュアルは今後改訂される場合がありますので、

お手数ですが各手続の前に最新版であるかのご確認をお願いいたします。

今こそ しずおか元気旅（全国旅行支援）

＜宿泊事業者用マニュアル＞

重要なご案内

※ 事業実施にあたりましては、県作成の「新型コロナウイルス感染症 に関する対応指針」や
観光団体が自ら作成した各業界のガイドライ ンの遵守、感染防止対策の再度の徹底 をお願
いします。

※ 事業で使用した証票類は報告時に提出が必要のないものについても、 支援を受けた翌年度

から５年間の保管をお願いします。

※ 今後、随時マニュアルの改訂を行います。 「元気旅事務局」専用サイトの”マニュアル・

説明動画”をご参照ください。
（https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/#businessManual）

※ ご不明な点がございましたら、事業者向けコールセンターまでお問 い合わせください。

（電話番号：0570-666-867(10時～19時) ）

しずおか元気旅事務局(全国旅行支援)
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１．事業概要

新型コロナウイルス感染症（COVID-19)（以下「感染症」という。）により深刻な影響を受けた観光事業者を支援するとともに、地

域経済を活性化させるため、静岡県を目的地とする「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援）」の利用者の旅行商品又は宿泊代
金に補助金を交付する。又、旅行期間中に静岡県内の地域クーポン取扱参加店舗（以下「参加店」という。）で利用できる地域限

定クーポン（以下「地域クーポン」という。）を交付する。

（１）事業趣旨

（２）概要説明

今こそ しずおか 元気旅（県民割）から移行された事業者は、今こそ しずおか 元気旅（全国旅行支
援）事業者用ホームページ（https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/）に掲載予
定の募集要綱及び参加規約を必ずご参照ください。

※しずおか元気旅(県民割)より参加継続店舗の皆様におかれましても、必ずご確認ください

⑴名称 今こそ しずおか 元気旅（全国旅行支援）

⑵補助金等の
交付額内容

旅行（宿泊）への
販売補助額

旅行（宿泊）代金の40％ 但し、上限額までの補助となります。
旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品：8,000円（1泊）
それ以外の商品（交通を含まない宿泊商品 日帰り商品）：5,000円

地域クーポン
静岡県内の登録店舗で利用可能な地域クーポンを付与。
平日：3,000円 休日：1,000円 1人1泊/日あたり

＊上記、旅行（宿泊）販売補助金と地域クーポ ンのふたつが一体となって構成されており、どちらか
片方の交付は出来ません。（地域クーポンの手交がない場合は、旅行（宿泊）補助も適用できません。）

⑶発行内容

（１）旅行者にregionPay（今こそしずおか元気旅）(以下「regionPAY」と記載。）のアプリケー
ショ ンを活用して、対象期間内に静岡県内の参加店でのみ利用できる決済ポイントを付与する。

※regionPAYとは各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与するために開発され
た決済用アプリケーション

（２）地域クーポンの交付額は以下のとおりとする。
①平日：1人1泊あたり（日帰り旅行：1人1日あたり）5,000円以上の場合、3,000円の

地域クーポンを交付
②休日：1人1泊あたり（日帰り旅行：1人1日あたり）2,000円以上の場合、1,000円の

地域クーポンを交付
※地域クーポンの使用期限は、宿泊日及び日帰り旅行日から8日間とする。(事業終了時を除く)

⑷事業期間

次の国が要綱で定める事業期間内で、各都道府県が主体となり対象期間を定めます。
(事業期間内であっても都道府県の判断で新規予約の受付を停止することがあります)

・宿泊を伴う旅行商品：令和4年 10月11日(火)宿泊 ~ 令和4年12月20日(火)宿泊(予定)

・日帰り旅行商品：令和4年 10月11日(火) ~ 令和4年12月20日(火)(予定)

⑸利用方法

①しずおか元気旅(全国旅行支援)に登録済みの宿泊施設への直接予約、販売時に割引
②全国の旅行代理店で予約、販売時に割引
③OTAの予約サイトにてクーポン等を取得し割引

※宿泊については、しずおか元気旅(全国旅行支援)登録施設のうち、ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）の認証を受けているおり、ワ
クチン検査パッケージ運用に同意された施設（しずおか元気旅(全国旅行支援)参加店一覧に掲載されている宿泊施設）が対象となります。
※身分証明書とワクチン接種証明書または陰性証明書の提示された方のみ割引適用対象となります。

⑹利用対象者

静岡県民及び日本国内居住者

※ワクチン接種証明書（３回以上(３回目接種当日より可)）又は陰性の検査結果通知書(有効期間内)の提示及び参
加者確認のための証明書の提示が必須
※年齢制限はありません

⑺宿泊制限 利用制限なし。但し、ひとつの旅程において、７泊分までが補助対象

⑻利用可能店舗 しずおか元気旅事務局の登録を受けた感染対策を実施している静岡県内の店舗
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項目 県民割 全国旅行支援

旅行対象者
静岡県民及び、隣接/
中部ブロック

日本国内居住者対象

旅行(宿泊)の割引 定額割引 定率割引(上限額あり)

地域クーポンの
配布枚数

期間中定額 旅行(宿泊)日により変更

補助金対象プラン
宿泊代金（又は
日帰り旅行）

日帰りを含む旅行代金
（交通付可）

取扱可能旅行会社
静岡県内のしずおか
元気旅 登録旅行会社

全国の統一窓口登録 旅行会社

旅行(宿泊)割引の
精算

【宿泊事業者】
コンビニ発券旅行券

【宿泊事業者】
補助金申請

【旅行事業者】
県内旅行事業者割引

【旅行事業者】
統一窓口を通じた精算

【OTA予約】
コンビニ発券旅行券

【OTA予約】
統一窓口を通じた精算

（３）今こそ しずおか 元気旅（県民割）から（全国旅行支援事業）
への運用変更点

お土産や追加料金など地域クーポンで支払いの際、精算を行うには参加店としての登録が必要と
なります。地域クーポンの受取を希望される場合におきましては、下記しずおか元気旅サイトより、
新たに地域クーポン参加店としての登録申請をお願いします。（但し、移行手続きの際、地域クーポ
ンの取扱店舗として、登録希望頂いた方は、別途新規登録は不要です。）
(今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)ＨＰ：https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/）

今こそしずおか元気旅(県民割)より参加継続されている宿泊施設におかれましては、必ずご確認ください。

❶旅行割引対象者が、静岡県及び対象都県から日本国内居住者になります。

❷「ふじのくに旅行券・地域クーポン」につきまして、コンビニエンスストアでの

発券は無くなります。

❸旅行割引につきまして、コンビニ券での精算から補助金申請または全国旅行支援

統一窓口（以下「統一窓口」という。）を通じた精算に変更となります。

❹ ふじのくに地域クーポンについて、紙クーポンから電子決済(regionPAY)での

精算になります。

❺地域クーポンの手交方法として、宿泊施設（原則）にてregionPAYを用いたしず

おかPAY地域紙クーポンを印刷発行、利用者へのお渡しする形となります。

❻宿泊施設にて、地域クーポン(regionPAY)を受け取るためには、全国旅行支援

での地域クーポン参加店登録が必要です。



4

宿泊施設直接予約 旅行代理店OTA（ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙ事業者）

OTAサイトにて予約
※サイトから割引クーポンを取得な
ど、各OTAサイトの運用ルールをご
確認下さい。

電話、FAX、HP等で
予約

いずれかの方法で予約

regionPAY管理システ
ムに予約情報を登録
※スマホやパソコンから登
録してください

旅行者

店頭や団体等は法人
担当を通じて予約
※全国統一窓口事務
局経由での参加登録
が必要

精 算

「今こそしずおか元気旅参加同意書兼受領確認書」を発行し、割引を受
ける利用者全員へ記入及びワクチン接種証明、陰性証明書の提示、居住
地含む本人確認を行い、利用者に記入いただいた参加同意書兼受領確認
書を回収、地域クーポン手交

※日帰り旅行については、交通手段をセットにしたプランでの販売が
必須の為、regionPAYで発行した地域クーポンを手交できる旅行会社
でのみ取扱可能。

お支払い時に割引価格にてお
支払い（事前決済を推奨※現
地払も可）

旅行代理店でお支
払い時に割引価格
にてお支払い

宿にてご精算時に
割引価格にてお支
払い

チェックイン時

OTA旅行事業者 宿泊事業者

チェックイン時にお渡し 宿泊事業者で発行し、
チェックイン時にお渡し

【 今こそしずおか元気旅地域紙クーポンのお渡しタイミン
グ 】

宿泊事業者で発行し、
チェックイン時にお渡し



（1）販売補助金算出における基本手順

旅行（宿泊）代金に適用する販売補助金（以下「販売補助金」という。）は、国の定める統一ルールに

基づき、旅行会社やOTAを通じて、精算する統一窓口へ申請する販売補助金額と一致する必要があります。
これまでの県民割の考え方（一人当たりの宿泊代金）に対して、補助金を計算する方法から、旅行者全員

の旅行代金を足しあげた➊総旅行代金（以下「旅行代金総額」という。）に対して、旅行参加総人数から

一人当たりの旅行代金を算出する方法を基本とします。但し、❷旅行者個別の合計旅行代金での算出も

可とします。販売補助金の適用を受ける旅行商品はP.7にて定める最低旅行代金を上回る必要があります
ので、事前に確認のうえ販売ください。

≪基本的手順：総旅行代金方式≫

① 旅行代金総額に対して40％を乗じます。

② 旅行商品タイプごとの1人1泊単価の販売補助金の上限額を、泊数と人数で乗じます。

子供料金や無料乳幼児も1人としてカウント可能です。(P.7「最低旅行代金の設定」参照)

日帰りの場合は参加人数のみを乗じます。

③ 上記①と②を比べ、金額の低い方を実際の販売補助金とします。
端数の処理は、1円単位での切り捨てが基本ですが、旅行事業者の場合は、業務上の都合などにおいて合理的な
理由がある場合は100円未満までの切り捨てを許容します。(宿泊事業者においては、１円単位としてください。）

5

旅行者支払額

総
額
の

＋ 平日 3,000円
休日 1,000円

補助金

販売補助金

総
額
の 40%

地域クーポン

旅行代金（税込）

販売補助額（上限）
（販売補助金と地域クーポンが1セット）

販売補助額上限 取扱い事業者

・旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品 上限 8,000円（1人1泊） 旅行業者

・交通を含まない宿泊商品 上限 5,000円（1人1泊） 宿泊施設・旅行業者

・日帰り旅行商品 上限 5,000円（1人1日） 旅行業者

60%

（４）補助金の内訳と販売補助額の算出方

金額の低い15,000円を補助

旅行代金総額からの算出方法

7万円×40％＝28,000円

販 売 補 助 金 … 40％ 泊数 … 1泊 人数 … 3人

上限額からの算出方法

5,000円×1泊×3人＝15,000円

手順③

旅行代金総額：70,000円(税込) /1泊2日の宿泊旅行、大人2人(3万円/人)、子供1人(1万円/人)で申込

【例】休日における旅行代金総額から算出する場合 (交通を含まない宿泊商品）

旅行代金総額 … 7万円

手順① 手順②

販売補助金上限… 5,000円

自己負担
55,000円(60％)

宿泊代金割引
15,000円(40％)

地域クーポン
3,000円

（1,000円×3名分)
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合計旅行代金は次のように① ひとつの旅行として申し込まれた旅行者全員の合計旅行代金での計算

方法 または② 旅行者個別の合計旅行代金での計算方法 のどちらでも可能です。

販売補助金の算出方については、旅行者へ周知のうえで販売ください。

➊ 販売補助額の確認手順（旅行者全員の合計旅行代金）

合計旅行代金… 84,000円

＜

販 売 補 助 率 … 40％

販売補助額 上限 … 5,000円

（ウ）上限
チェック

（ア）旅行者全員の合計旅行代金に対して40％を乗じて販売補助額とします

（イ）旅行商品種別ごとの1人1泊あたりの上限額を、泊数と人数で乗じて当該旅行の上

限を算出します。日帰りの場合は参加人数のみを乗じます

（ウ）（ア）と（イ）を比べ、上限を超えていたら上限額までが実際の販売補助額となります

（ア）合計旅行代金（40％）

84,000円×40％ =

33,600円

泊数…2泊 人数…3人

5,000円×2泊×3人＝

30,000円

（イ）上限額（上限×泊数×人数）

合計旅行代金：84,000円/2泊3日の交通を含まない宿泊旅行 大人2名、子供1名参加

適用

❷販売補助額の確認手順（旅行者個別の合計旅行代金）

❷のように旅行者個別の合計旅行代金から販売補助額を算出した場合は、➊と比較し、この例に

おいては5,200円販売補助額が低くなる点に留意ください。

総じて、旅行者全員の合計旅行総額の計算方式の方が補助金額が大きくなる傾向がございます。

但し、 P. ８に記載の無料の乳幼児等を加えると最低旅行代金を下回ってしまう場合や、旅行代

金の異なる参加者の内、補助対象外の者が含まれる場合には、旅行者個別の合計旅行代金での計

算が必要となる場合がございますので、ご注意下さい。

（２）➊総旅行代金方式 と ❷旅行者個別の合計旅行代金方式の比較

《内訳》

（ア） 大人A

●合計旅行代金：36,000円/ 2泊3日の交通を含まない宿泊旅行 /大人1名参加

●販売補助額： 旅行代金の40％ 14,400円 ＞ 上限5,000円×2泊＝10,000円

（イ） 大人B

●合計旅行代金：36,000円/2泊3日の交通を含まない宿泊旅行 /大人1名参加

●販売補助額： 旅行代金の40％ 14,400円 ＞ 上限5,000円×2泊＝10,000円

（ウ） 子供C

●合計旅行代金：12,000円/ 2泊3日の交通を含まない宿泊旅行 /子供1名参加

●販売補助額 旅行代金の40％ 4,800円 ＜ 上限5,000円×2泊=10,000円

⇒10,000円+10,000円+4,800円を足し上げた 24,800円が販売補助額となる。

合計旅行代金：84,000円/2泊3日の交通を含まない宿泊旅行 大人2名、子供1名参加



1人1泊の旅行代金
（日帰りの場合は1人単価）

宿泊代金の補助率 地域クーポン

5,000円以上 40％ 3,000円

5,000円未満 割引なし 配布なし

1人1泊の旅行代金
（日帰りの場合は1人単価）

宿泊代金の補助率 地域クーポン

2,000円以上 40％ 1,000円

2,000円未満 割引なし 配布なし

本事業では地域クーポンが定額で配布されるため、廉価な宿泊商品では、補助金を受けることにより旅行者
への利益（逆ザヤ）が発生する場合があります。そのような事態の発生を抑制する（ 旅行者の実質負担額を
0円以上にする）観点から、補助の対象となるすべての旅行における1人1泊/1人あたりの最低旅行代金を設定し
ます。最低旅行代金未満の旅行商品は、補助の対象外です。

最低旅行代金は、平日5,000円、休日2,000円です。※平日と休日の取扱いはP.12を参照ください。

〈休日における最低旅行代金〉

1,600円

販売補助金

3,000円

4,000円

2,400円

600円分
旅行者に利益
（逆ザヤ）が発生地域限定クーポン額

宿泊代金

補助金

旅行者支払額

地域クーポン交付額に応じて、旅行代金下限は変動します。次の確認手順にて、最低旅行代金を下回ってい
ないかを確認の上、補助の対象となる宿泊商品を販売ください。他の割引クーポン等を利用した場合にお
いても、割引後の旅行代金が最低旅行代金を下回る場合は、補助の対象外となります。

〈平日における最低旅行代金〉

【例】旅行者の実質負担額が0円未満になる場合

宿泊代金総額：4,000円/1泊2日の宿泊旅行 大人1人で申込 ※旅行日はすべて平日

宿泊代金 ÷（宿泊数 ×人数）

4,000 ÷ (1泊 × 1名）= 宿泊代金平均値 4,000円 ＜ 宿泊代金下限 5,000円

この場合、当該宿泊商品は補助の対象外です。このように旅行者の実質負担額が0円未満になる（旅行者に
利益が発生する）事態の発出を避けるために、旅行代金の下限を設定しています。

7

（５）最低旅行代金の設定

① 次の算出式で、宿泊代金の平均値（1人1泊あたり）を算出します。

宿泊代金 ÷ （宿泊数 × 人数）

※子供料金や無料乳幼児も人数カウント可能です。

② 宿泊代金下限と①を比較し、①が宿泊代金下限を下回る場合は本事業の補助対象外となります。

旅行日程に平日と休日が混在する宿泊商品の場合の算出方はこの限りではありません。

（1）最低旅行代金の算出

（2）最低旅行代金の確認手順
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【例】無料の乳幼児が参加する場合

〈大人2名、無料の乳幼児をカウントしない場合〉

（平日数 × 5,000円 + 休日数 × 2,000円）× 参加人数

（2日 × 5,000円 + 1日 × 2,000円）× 2名 ＝ 最低旅行代金 24,000円

⇒合計旅行代金が最低旅行代金以上のため補助の対象となる。

合計旅行代金：30,000円/3泊4日の宿泊旅行 ※平日2泊、休日１泊

〈大人2名 + 無料の乳幼児で参加の場合〉
（平日数 × 5,000円 + 休日数 × 2,000円）× 参加人数
（2日 × 5,000円 + 1日 × 2,000円）× 3名 ＝ 最低旅行代金 36,000円

⇒合計旅行代金が最低旅行代金未満のため補助の対象外となる。

子供や幼児も1名としてカウントして算出できることに留意ください。旅行者全員の合計旅行代金か

ら計算する場合は、次の例のように大人料金だけで算出すると基準以上でも、旅行代金の異なる乳

幼児を人数に加えることにより最低旅行代金を下回る場合があります。

（６）旅行者が旅行日当日に補助の対象外となった場合

グループ内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」等の基準を満たしていないことを本
人確認等を実施する主体者（宿泊旅行は、宿泊施設や添乗員等）、（日帰り旅行は、旅行会社係員、
添乗員）から報告を受けた場合は、各販売事業者の規定に基づいて、補助金適用については、次の
①、②のいずれの対応を行うかを宿直予約は、宿泊事業者、OTAを含む旅行事業者は、予め決定の
上、旅行者に周知徹底ください。

① 基準を満たしていない者のみを補助の対象外とする

② 該当グループ全員を補助の対象外とする
※静岡県としては、各事業者の事情を鑑みてどちらでも構いませんが、予め旅行者への周知の徹底と、条件
を満たさない場合は、必ず適用外にするよう、ルールの徹底をお願いします。

【例】5人のグループで1人だけが証明書類を持参しなかった場合

①の対応を行う場合
証明書類を持参しなかった1人のみが補助の対象外となる

旅行者 A B C D E（持参忘れ）

対応 対象 対象 対象 対象 対象外

旅行者 A B C D E（持参忘れ）

対応 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

②の対応を行う場合
1人だけが証明書類を持参しなかった場合でも、5人全員が補助の対象外となる

＊宿直のregion PAYの登録・発行において、総額、人数に変更が生じた場合は、必ず、全てをキャン

セルして頂き、変更した総額、人数で対象者全員分の再発行が必要です。

＊OTA,旅行会社予約も含め、region PAYの全員分の取消処理をお願いします。
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(７)補助の対象外となる宿泊(旅行)商品

実態が伴わない旅行や、水増しされた旅行代金等に対する補助金申請など、補助金を不当に多く引き
出すことにつながる行為を伴う申請は、旅行商品の内容を問わずすべて補助の対象外です。場合によ
り、エビデンスの確認対象となりますので、次の考え方を参考に適正な販売と申請をお願いします。
なお、申請の内容が適正でないと判断された場合、当該申請は差戻しまたは否認となる場合がありま
す。その場合、支払い済の補助金についても不適切と判断された場合は、補助金の返還を求めます。

実態が伴わない旅行に対する補助金申請

補助金は、現に実施された旅行に対して支払われます。販売した旅行には実際に旅行者が全日程に
参加することが必須の条件です。次のような事例は実態が伴わない申請（架空申請）と判断されます。

① 「ノーショー」や「旅行の取消し」で実際の参加がなかった場合

旅行代金全額を収受していたとしても、当該旅行へ実際の参加がない場合は補助の対象外です。
取消された旅行に対しては、補助金の申請はできません。
この場合は、補助金適用前の金額を利用者に請求する等、通常通り宿泊事業者の約款等に
沿って不足額の請求を行って下さい。泊まった事にして、補助金請求を行う事は厳禁です。

② 旅行内容の変更が生じた場合

旅行契約（旅行日程）の短縮が行われ、参加できなかった日程に対して適正な精算が行われた
場合において、精算後の旅行が依然補助の対象となる場合は申請が可能ですので、変更後の旅
行代金に対して販売補助額を再計算のうえ申請してください。

③ 旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない「旅行の権利」のみが販売された場合

旅行の権利のみが提供される「旅行クーポン券」、「ふるさと納税返礼品」、「クラウド
ファンディングリターン」等は補助の対象外です。
旅行実態（旅行者、旅行日）が確定されていないためです。

④ 旅行者が日程の一部を権利放棄することを前提とした旅行商品が販売された場合

旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定め
られた行程の全部または一部を意図的に参加しないような行為のほう助や教唆等はできません。
例えば、「実際の宿泊施設にはチェックインせず、他の場所に宿泊することを目的とした旅
行」や「往復の運送サービスを割引くことを目的として、運送サービスに廉価な宿泊施設を組
み合わせて宿泊を放棄することを前提とした旅行」等は補助の対象外です。

⑤ 架空予約など、旅行や施設の予約が捏造された場合

実態のない旅行や施設を申請することはできません。参加人数を水増しして報告し、架空の参
加者への補助を受けるような行為はできません。

①～⑤のいずれの場合も、region PAY 地域クーポンの発行時に手交される参加同意書兼受領
確認書に利用者に署名等して貰う事で、実績管理、旅行実態の確認が出来るものと考えており
ますので、適切に運用管理をお願い申し上げます。
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次のような「現金」、「現金と同等に扱われる金券類」、「有価証券」、「購入した旅行事業者以外

で旅行者が容易に払い戻しや転売が可能な入場券、食事券、金券類」等を宿泊代金に含めることは、

宿泊代金を水増しする行為と判断し、「旅行全体」が補助の対象外です。

〇 現金および金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券、店舗

等が独自に発行する商品券(食事券)旅行券等 紙・デジタルを問いません）

ただし、次の（ア）～（ウ）のすべてを満たすものに限っては商品に含めることが可能です。

（ア）金券の使途となる物品またはサービスが、券面に記録されたものである

ただし宿泊施設の館内利用券に限り金額の明示は可能

(イ) 使途が具体的に特定されている、または限定された複数の使途の中からひとつを選択

して利用するものである

（ウ）当該商品の旅行期間内に目的地内でのみ利用できるものである

補助の対象となる旅行商品の価格を決定している事業者が当該商品に対して割引クーポンやポイン

ト等（名称を問いません）を付与する旅行は、次のように取扱いください。

〇 価格決定権がある事業者が自らの補助対象商品にのみ付与する割引クーポン等

⇒付与することは制限しませんが、本事業の補助額を算出する前に適用ください。

（例：総額合計30,000円の旅行で３名以上で利用可能な5,000円割引クーポンを利用する

場合は、5,000円分を事前に引いた25,000円を基準として販売補助額を算出します）

〇 価格決定権がある事業者が自らの補助対象商品にのみ付与するポイント等

⇒ 付与できません。

※「第三者の原資により付与されているもの」、「本事業開始前より恒常的に顧客販促で

適用されているもの」、「広く全ての会員に適用されるもの」等の付与を妨げるものでは

ありません。

（例１：来年宿泊時に１万円（１万ポイント等）分のポイント付与や無料宿泊券を配布する

ような全国旅行支援の補助金適用期間で行う特別なキャンペーン）

⇒ 適用外となります。

（例２：WEB 申込のお客様限定で、次回利用可能な５００円相当のポイントを付与する等、

恒常的に行っているキャンペーン）

⇒ 恒常的であり、少額でもある為、適用可となります。

現金および現金同等に扱われる金券、換金目的または換金性の高いものを含む場合

自社で価格決定をする旅行商品に対して割引を行った場合
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（８）事業停止中の都道府県から出発する旅行の取扱いについて

感染状況等により事業が停止された都道府県の全部または一部の区域から出発する旅行は、次のア）～ウ）の
いずれに該当するかを確認の上、取扱いください。
なお、記載内容はあくまでも「補助の対象となるかどうか」についてを示すものであり、当該都道府県を含む
宿泊(旅行)商品の販売を妨げるものではありません。
※事業を停止した都道府県の情報は各都道府県ウェブサイト等にて確認ください

ウ）国がA県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合
（ア）の場合でも、（イ）の場合でも双方への旅行において補助金の適用はされない

措置区域
（事業停止）

区域外

イ）A県の一部区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合

①B県の居住者が事業停止のA県へ旅

行する場合は補助金の適用はされない。

②A県の居住者が事業実施中のB県へ

旅行する場合は補助金の適用可能。

ア）感染状況等を考慮した上で、A県（知事）の判断で事業停止する場合

A県 B県

A県
①当該措置区域では双方への旅行に

おいて補助金の適用はされない。

②A県の措置区域外では双方への旅

行において補助金の適用可能。

③「②」において、A県の判断で措

置区域外も事業停止となる場合、A

県への旅行に補助金は適用されない。

B県

【例】A県にて事業が停止される場合

事業実施中

事業実施中

事業停止

１

2

1

２

3

【停止条件に付いて】
静岡県内の感染状況が国評価レベル３で新規停止（全国の感染状況により国が停止を判断）
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（９）地域クーポンの付与について

各日の最低旅行代金(宿泊旅行/１人１泊単価)

〇平日：5,000円 ●休日：2,000円

※宿泊旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日（土曜、日曜、祝日）の場合には、その

宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

＜２０２２年１０月＞

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

平日
(3,000円)

12

平日
(3,000円)

13

平日
(3,000円)

14

平日
(3,000円)

15

休日
(1,000円)

16

平日
(3,000円)

17

平日
(3,000円)

18

平日
(3,000円)

19

平日
(3,000円)

20

平日
(3,000円)

21

平日
(3,000円)

22

休日
(1,000円)

23

平日
(3,000円)

24

平日
(3,000円)

25

平日
(3,000円)

26

平日
(3,000円)

27

平日
(3,000円)

28

平日
(3,000円)

29

休日
(1,000円)

30

平日
(3,000円)

31

平日
(3,000円)

＜平日における旅行代金の下限＞

1人1泊単価の旅行代金 旅行代金の割引 地域クーポン付与額

5,000円以上 40％ 3,000円

5,000円未満 割引なし 配布なし

＜休日における旅行代金の下限＞

1人1泊単価の旅行代金 旅行代金の割引 地域クーポン付与額

2,000円以上 40％ 1,000円

2,000円未満 割引なし 配布なし

（宿泊旅行の場合）

平日または休日における旅行代金の下限によって、交付される地域クーポンが決まります。

※地域クーポンの有効期限は旅行(宿泊)日から起算して８日間です。
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＜２０２２年１１月＞

日 月 火 水 木 金 土

1

平日
(3,000円)

2

平日
(3,000円)

3

平日
(3,000円)

4

平日
(3,000円)

5

休日
(1,000円)

6

平日
(3,000円)

7

平日
(3,000円)

8

平日
(3,000円)

9

平日
(3,000円)

10

平日
(3,000円)

11

平日
(3,000円)

12

休日
(1,000円)

13

平日
(3,000円)

14

平日
(3,000円)

15

平日
(3,000円)

16

平日
(3,000円)

17

平日
(3,000円)

18

平日
(3,000円)

19

休日
(1,000円)

20

平日
(3,000円)

21

平日
(3,000円)

22

平日
(3,000円)

23

平日
(3,000円)

24

平日
(3,000円)

25

平日
(3,000円)

26

休日
(1,000円)

27

平日
(3,000円)

28

平日
(3,000円)

29

平日
(3,000円)

30

平日
(3,000円)

＜２０２２年１２月＞

日 月 火 水 木 金 土

1

平日
(3,000円)

2

平日
(3,000円)

3

休日
(1,000円)

4

平日
(3,000円)

5

平日
(3,000円)

6

平日
(3,000円)

7

平日
(3,000円)

8

平日
(3,000円)

9

平日
(3,000円)

10

休日
(1,000円)

11

平日
(3,000円)

12

平日
(3,000円)

13

平日
(3,000円)

14

平日
(3,000円)

15

平日
(3,000円)

16

平日
(3,000円)

17

休日
(1,000円)

18

平日
(3,000円)

19

平日
(3,000円)

20

平日
(3,000円)

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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２．配布物一覧(新規登録承認後、順次発送）

参加登録完了後随時、下記配布物一式を発送いたします。

① 宿泊事業者用マニュアル ②regionPAY
「クーポン発行事業者用管理画面マニュアル」
（宿泊施設及び日帰り旅行を実施する旅行事業者用）

regionPAY管理画面へのアクセス用ID／PW（パスワード）

※登録申請時に親(事業者)＋子(店舗)で登録の場合、親・子毎に付与となります。

（単独店舗の場合は、事業者・店舗担当メールアドレス宛に送信されます。）
※申請承認から１週間経ってもメールが到着しない場合は、事務局コールセンター(℡0570-
666-867)までお問い合わせください。

※regionPAYからのＩＤ／ＰＷを確認した際、必ずログインを行ってください。

regionPAY ID・パスワード（登録完了時にメールで通知）

マニュアルについてはしずおか元気旅 事業者向けホームページ
またはregionPAY管理画面からそれぞれダウンロードが可能です。

更新時には、最新のダウンロード版のご確認をお願いします。



※1 OTA、旅行事業者経由の予約について・・・
OTA、旅行事業者経由の予約についても、宿泊事業者の直接予約と同様、宿泊事業者で利用者へクーポン・
参加同意書の手交・回収を行ってください。
旅行事業者で事前に販売時にワクチン・検査パッケージ及び居住地含む本人確認した場合であっても、宿泊当日、
チェックイン時に利用者に確認し、「参加同意書兼受領確認書」を記入し、回収下さい。

３．宿泊施設 対応業務
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STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

プ ラ ン 作 成

利 用 者 か ら 予 約 申 込

今 こ そ し ず お か 元 気 旅 地 域 紙 ク ー ポ ン ・
参 加 同 意 書 兼 受 領 確 認 書 の 発 行

今 こ そ し ず お か 元 気 旅 地 域 紙 ク ー ポ ン の 手 交

ワ ク チ ン パ ッ ケ ー ジ・居 住 地 含 む 本 人 確 認 、
参 加 同 意 書 兼 受 領 確 認 書 の 記 入・回収※1

参 加 同 意 書 兼 受 領 確 認 書 の 集 約 、
実 績 報 告

円滑なチェックインの為、regionPAYへログインし、事前に発行する事を
推奨させて頂きます。(カラー・白黒どちらでも可)

宿泊事業者における対応フローは下記手順となります。(OTA、旅行事業者経由の予約含む)

宿泊施設にてチェックイン時に、参加同意書兼受領確認書へ宿泊者一人一人に
記入及び、本人確認、ワクチン接種証等を確認し、確認書を回収して下さい。

対応フロー
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STEP1 プ ラ ン 作 成 ( 条 件 ・ 注 意 点 )

代金設定
・1人1泊（日）あたりの宿泊（利用）代金を明確にできるプランであること。
・1人1泊（日）あたり、平日：5,000円(税込)、休日：2,000円（税込）以上のプラン

であること。 (単独販売できない、子供や幼児料金等は除きます。）

重複割引
について

旅行代金を割り引く目的で国や事業者から旅行者に付与されるクーポン、マイレージ、
ポイント等（以下、「クーポン等」という）は次の通り取り扱うこと。

①割引クーポン：使用可能だが、クーポン適用後の価格を基準として補助金を算出する。
割引クーポン等を利用した場合において、割引後の旅行代金が最低旅行代金を下回る場合
は、補助の対象外となります。

②ポイント・マイレージ等：旅行者が会員等の資格として保有するポイントやマイレージを
支払い手段として用いるものは先に補助金を割り引いた後の価格に対してポイント等で
支払う。

宿泊プランの
条件

１．宿泊プラン
・連泊か否かを問わず1旅行で最大7泊までを対象とする。

２．日帰りプラン・デイユース
・宿泊施設が作成する日帰りプラン及びデイユースは対象外とする。

下記内容をご確認のうえ、プランを作成してください

① 感染拡大防止の観点から問題がないこと

各都道府県の定める感染拡大防止策を遵守していることが前提です。

② 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること

商品に含む物品やサービスの内容は、当該商品の旅行目的に沿っており、かつ旅行目的地での消費に寄与して

いる（旅行目的地に関連している）必要があります。

③ 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと

上記②を前提としたうえで、宿泊旅行商品に含む物品やサービスの価額については、そのおおむね2倍を上限

の目安にしてください。

④ 金券類などの換金性の高いもの

QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券、店舗等が独自に発行する商品券(食事券)

※現金化、払い戻しができる商品など

⑤ 旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること

旅行商品に含む物品やサービスは、旅行期間中に旅行者が享受できるものが基本となりますが、その特性上、

旅行の開始前からまたは旅行の終了後においても旅行日程に付随するものは補助の対象にできます。（例

「スーツケースを事前に旅行目的地へ配送する」「行程に組み込まれた絵付け体験で、後日焼きあがった陶器

が配送される」）

⑥ 行程に国外の地域が含まれないこと

⑦ ライセンスや資格の取得を目的としないこと

⑧ 上記①~⑦のほか、対象商品として適切でないと認めるものではないこと

旅行は多様な価値創出や企画によって成立するものであることを踏まえ、上記①～⑥の判断基準に照らした上

で、個別具体的に補助の対象とするか否かを社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。

補助の対象として不適切なものを含む旅行商品

次の基準・考え方に照らして旅行商品を造成・販売ください。基準・考え方を満たさない場合は、旅行全体

が補助の対象外となりますが、当該部分が明確に切り分けて販売できる場合に限り、当該代金を差し引いた

申請は補助の対象となります。
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STEP1 プ ラ ン 作 成 ( 既 存 予 約 に つ い て )

すでに予約されている旅行は、次の〈既存予約を補助の対象とするための条件〉を旅行出発日

までにすべて満たしたうえで、補助の対象とすることが可能です。

次のような合理的な理由があり「実務上対応ができない旅行」のみ、補助の対象としないこと

もできます。

〇 事業開始までの期間が短く、旅行事業者の社内システム等の関係で条件を満たせない場合

〇 事業者毎に定める期限までに、旅行者事由により旅行者へ本事業を利用するかどうかの確

認ができない場合（連絡をしてもつながらない等）

〇 旅行者の出発前までに、地域クーポン付与の対応等が行えない場合

〇 その他、合理的な理由において対応が行えない場合

（１）既存予約の取扱いについて

本事業における平日と休日の定義は次のとおりです。各日のカレンダーは「地域クーポン付与に

ついて」を参照ください。

〇 宿泊旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合には、その

宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

〇 日帰り旅行については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として

扱います。

（３）平日・休日の取扱いについて

（２）補助対象商品の予約期間について

本事業の実施期間は、国が要綱にて定める事業期間のなかで、各都道府県が個別に設定します。

事業期間内であっても都道府県の判断で新規予約の受付を停止することがあります。予算執行上

の理由で新規予約が停止された場合においては、すでに予約済の旅行商品への補助は可能です。

〈既存予約を補助の対象とするための条件〉

※これらの手続きを事業開始後に完了することが必要です。

〇 旅行者に対して「補助の対象にする」旨の承諾を得る

〇 旅行者が本事業（居住地確認、ワクチン接種歴確認等）を利用するかを確認する

〇 旅行者の支払済み代金から40%相当額を返金する

〇 旅行事業者と宿泊施設等との間で地域クーポン配付の準備をする※1

※1 付与方法等について、別途、各都道府県が規定する場合がございますので、各都道府県の規定を

確認ください。

補助の対象となる宿泊旅行に含む宿泊サービスは、各都道府県に参画登録をしている宿泊施設に

て提供される必要があります。宿泊日に参画登録がない宿泊施設での宿泊は補助の対象外となり

ます。

宿泊施設リストは、「新規登録、登録取消、参加停止等」の処理により、随時変動します。

参画登録のある宿泊施設（補助の対象となる宿泊施設）は、統一窓口のホームページ

(https://biz.tm.jata-net.or.jp/assets/20220701/docs/20220916_1210_47syuuyaku.pdf)

及び、しずおか元気旅（全国旅行支援)公式HPで公開される宿泊施設リストにて確認可能です。

（４）宿泊施設リストの確認について

https://biz.tm.jata-net.or.jp/assets/20220701/docs/20220916_1210_47syuuyaku.pdf
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STEP1STEP2 利用者から予約申込、利用条件の確認

〖利用条件の確認〗

●利用について
・今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)の利用について定めるものです。
・旅行利用者全員に同意を頂いた上での申し込みとなる為、代表者だけでなく全ての利用者への周知を

お願いします。
なお旅行利用者と宿泊事業者間、旅行利用者と旅行事業者間、並びに宿泊事業者と旅行事業者間に
生ずるトラブルについては、当事務局は一切関与しかねますので予めご了承ください。

１．国籍を問わず、日本に居住している方、居住することが明らかな方
・旅行当日においては、居住地が記載されている本人確認書類※1をお忘れにならないように注意喚

起してください。

２．ワクチン接種歴等の確認について、ワクチン接種歴（３回以上(３回目接種当日よ
り可)）又は有効なワクチン検査結果通知書（陰性証明書)の提示が可能である方

・予防接種済証等（接種証明書、接種記録書等）又は検査結果通知書をお忘れにならないよう注意
喚起してください。（画像や写し等の提示も可）

＜検査結果通知書について＞
①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、
⑦有効期限が明記されているものを利用。

※PCR検査は検査日＋2日後以降に検査結果が通知されます。

薬局等で販売されている市販の検査キッドでは、上記７項目の書かれた検査結果通知書が発行
されない為、適用できません。

3．新型コロナウイルス感染防止対策・新しい旅のエチケットを徹底すること
・「新しい旅のエチケット」に関する事項を遵守していただくように周知ください。
・国の接触確認アプリや府の追跡システムを利用するように周知ください。

※1 本人確認書類について➡居住地確認の出来る証明書類にて確認をお願いします。
例：運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民票、在留カード、個人番号

カード(マイナンバー)、その他氏名と現住所が確認できる公的書類

現在のしずおか元気旅の県民割ルールと同様となります。但し、必ず原本・本通の提示が必要です。
（コピー不可、画像不可となります。）

今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)をご利用になられる方、全員必須です。
※上記１、２、両方の確認が出来ない方につきましては、対象外となります。

教育旅行における例外規定
①教育旅行の定義

学校教育法 第一条で規定されている学校の内、大学を除く学校が、学校行事又は、それに
付随する学校長等が承認し、引率教員がつくものを教育旅行団体とする。

②ワクチンパッケージ・本人確認の免除
上記、教育旅行団体とみなす場合には、対象の地域は、学校の所在する地域が対象エリアか
どうか判断すると共に、各児童、生徒の居住地域は問わない。また、ワクチンパッケージの
確認も対象外とする。

③教職員の対応
教職員は、私学教員も含め、補助金適用の対象外とする為、ワクチン検査パッケージ、居住地
確認の対応は不要とする。
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STEP1STEP2 利用者から予約申込、ワクチンパッケージの確認

＜確認タイミング＞
チェックイン時、参加同意書兼受領確認書に明記されている本人確認及び居住地確認の出来る書類
と併せて確認。
※確認書類の持参忘れにより、当日までに接種済証明書又は検査結果通知書を確認できない場合、
後日提出は認められません。その場合、キャンセル料の補填などは一切できません。

※証明証について、原本以外に画像や写し等の提示も可。

※画像はイメージです。

〖ワクチン接種証明書〗

＜確認書類について＞
予防接種済証、接種記録書、接種証明書

３回目接種
済みである
ことを確認
(３回目接種
当日より適
用可能)

３回目接種
済みである
ことを確認
(３回目接
種当日より
適用可能)

※画像は２回接種時点の表記になります。

勿論、４回目の接種済証
でも問題ございません。
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STEP1STEP2 利用者から予約申込、ワクチンパッケージの確認

＜検査種類と検査方法＞
PCR検査・抗原定量検査、抗原定性検査の3種類です。
• PCR、抗原定量検査 ➡ 自ら唾液を採取。結果は翌日以降。
•抗原定性検査 ➡ 自ら鼻くう内拭い液を採取。結果は15分程度。

＜検査結果の有効期間＞
PCR検査、抗原定量検査
➡検体採取日+3日

抗原定性検査
➡検体採取・検査日+1日以内

＜確認書類について＞
検査結果通知書に以下の項目が明記されているものを利用

①受検者氏名②検査結果③検査方法④検査所名⑤検体採取日⑥検査管理者氏名⑦有効期限
※検査機関が発行した結果通知が有効。（市販の検査キット(セルフチェック)は対象外）
※12歳未満の方については、同居する親等の監護者（ワクチン・検査パッケージ確認済）等が同伴する場合は、

検査不要です。

＜確認タイミング＞
チェックイン時、参加同意書兼受領確認書
に明記されている本人確認及び居住地確認
の出来る書類と併せて確認。
※証明証について、原本以外に画像や写し
等の提示も可。

※画像はイメージです。

〖ワクチン検査結果通知書（陰性証明書)〗

PCR検査
の場合

10/11 10/15 10/17 10/18 10/20

旅行予約
[1泊2万円の宿に2泊]

PCR

検査日
陰性結果
通知確認

旅行日当日 チェックアウト

※PCR検査は検査日＋2日後以降に検査結果が通知されます。詳しくは検査を受けられる施設にご確認ください。

抗原定性
検査の場合

10/11 10/17 10/18 10/20

旅行予約
[1泊2万円の宿に2泊]

抗原定性検査日＋
陰性結果通知確認

旅行日当日 チェックアウト

＜例＞
宿泊日が

10/18の場合
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STEP1STEP2 利用者から予約申込、旅のエチケット

「新しい旅のエチケット」

●新しい旅のエチケットについては、観光庁HPでご確認下さい。
≪観光庁ホームページ≫
https://www.mlit.go.jp/kankocho/traveletiquette/index.html?gclid=EAIaIQobCh
MIx_X31_fk9AIVijMqCh11-gu3EAAYASAAEgJGzvD_BwE

「新しい旅のエチケット」について、利用者へ周知し、徹底いただくようご案内ください。
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STEP3
今こそしずおか元気旅地域紙クーポン・

参加同意書兼受領確認書の発行

region PAY管理画面
マニュアル

●クーポン発行についての詳細はこちら
にてご確認ください。

(1枚目：クーポン) (2枚目：参加同意書兼受領確認書)

●ご旅行申込があった際に、クーポン発行用システム(region PAY)の管理画面より
クーポン発行を行って下さい。
（クーポンの発行にて割引枠が確保された事になります）
※事業者ごとの予算枠は設けませんが、事業予算総額に達した場合は終了となります。

●「今こそしずおか元気旅地域紙クーポン・参加同意書兼受領確認書」は1人1泊につ
き下記2枚を1セットとして発行されます。

・用紙サイズ：Ａ４サイズ（白黒・カラーは問いません）
クーポン受領確認書への署名は、確認書類と合わせて、全て旅行参加者一人一人が署名して下さい。
家族等、代表者のお連れ様は、住所の記載は省略可とします。
未就学児等の署名は、親の代筆で可です。（代筆）と記載下さい。
団体旅行など人数が多い場合や当日の繁忙状況などにおいても、利用者全員の参加同意書兼受領確
認書の記入確認が必要です。
添乗員同行の団体旅行においては、添乗員が宿泊施設に代わって本人確認及びワクチンパッケージ
の確認を行い、参加同意書兼受領確認書を宿に提出してください。
教育旅行団体については、参加同意書兼受領確認書の署名のみで、本人確認ワクチンパッケージの
確認等は不要とします。
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regionPAY クーポン発行・印刷手順

①region PAYログイン後、メニューより、「クーポン発行」を選択します。

②「新規発行」を選択します。

①

クーポン発行手順 regionPAYクーポン発行事業者管理画面マニュアル(P.10～15)

③新規発行情報入力画面がポップアップで表示されます。
必須項目入力してください。

(総額）
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④必須項目入力してください。（予約経路によって入力項目が変わります。）

❶

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❽

宿
直
予
約
の
入
力
項
目

❶宿泊者種別：該当するものを選択下さい。
・個人・家族旅行
・団体旅行

❸利用代表者氏名：予約の代表者名を入力下さい。
※団体旅行の場合は、団体名を入力下さい。
※修学旅行等学校行事の場合は学校名を入力下さい。

❹旅行（宿泊）開始日：予約上のチェックイン日を入力します。

❺宿泊数：宿泊数を選択下さい。
・１予約、最大７泊まで

❻予約総利用人数を入力下さい。
※連泊等で泊数と人数が異なる場合は、別に発行してください。
例えば３名予約で２名が２泊、１名が１泊の場合、１つの発行で２名分を入力、もう１つの発行で１名分を
入力します。

➋予約経路：該当するものを選択下さい。
・旅行代理店・OTA経由の予約についてはこの項目にて選択 （旅行会社記載欄が出ます。）

❼予約番号を入力下さい。
※旅行会社の予約においては、ツアー番号等を入力下さい。

➑割引前代金(総額)：利用人数分の宿泊代金の総額（税込）を半角数字で入力してください。
※この額が、旅行割引及びクーポン交付対象の基準額となります

＊旅行会社、OTA 予約分については、金額入力欄はございません。
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⑤入力内容を確認し、「発行」を押します。

旅
行
事
業
者
予
約
の
入
力
項
目

※発行確定した時点では、自動で印刷されません。

O
T
A
予
約
の
入
力
項
目

【参照】
OTA・旅行事業者予約の入力項目

静岡での販売予定の旅行事業者、OTAを
プルダウン、検索して選択してください。
どうしても見つからない場合のみ、コールセンターへ
ご相談下さい。
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クーポン印刷手順

➀発行したものが表示されます。「印刷する」を押し、クーポンを印刷します。

regionPAY宿泊事業者管理画面マニュアル(P.14)

(1枚目：クーポン) (2枚目：参加同意書兼受領確認書)

・1人1泊につき下記2枚を
1セットとして発行されます。

・用紙サイズ：Ａ４サイズ
（白黒・カラーは問いません）

※すでに印刷済みのクーポンは、印刷日欄に印刷日時が表示されます。
*「印刷する」ボタンが表示されてる期間は、利用者がアプリにチャージ又は紙クーポンとして一度も

決済をしていない間となります。
なお、キャンセルをしたクーポンも「印刷する」ボタンは表示されません。
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地域クーポン手交時の注意点

・連泊の場合は、1泊分ずつ1人1枚お渡ししてください。

・地域クーポン手交後、利用者のキャンセル等により取消が発生しました際、利用者の
方へ「地域クーポンが利用されている事が判明した際には、該当金額を請求させていた
だく場合がある」旨をお伝え下さい。

・アプリにチャージ後は、未決済（未使用）であっても、取消できない為、現金等での
回収が必要となります。

・地域クーポンを適切に回収・無効化処理（取消処理）を行ってください。無効化処理を
せずに使用された際には、販売した事業者が適切に連絡をした場合を除き、発行した
事業者の責任負担となります。

・旅行者全員がワクチンパッケージ等、補助金条件を満たす予定かどうか、予め確認を
された上で、発行準備をお勧め致します。

・予約申込時に複数の人数や部屋数、家族数の予約を同時に承った際は、精算方法は
代表者が纏めてするのか、個人個人で行うのか、部屋又は、家族単位で行うのか、
予め確認される事をお勧め致します。特に単価が異なる場合、部屋単位の人数が異なる
場合等、旅行代金総額計算で算出の際、補助額の計算が異なり、発行替えが必要になる
場合がございます。ご不明な場合は、部屋単位で登録、発行される事をお勧め致します。

予約キャンセル・補助の対象外が発生した場合について

・減員により1人あたりの割引前旅行代金に変更が生じる場合には、該当グループの地域クーポンを
キャンセルした上で、変更後の金額で再発行してください。

・利用者のキャンセルまたは旅行代理店からキャンセル連絡、補助の対象外が発生した際は、速やかにregionPAY
管理システムにおいて、キャンセル処理を行ってください。(注:キャンセルを行うと、印刷が出来なくなります)

・地域クーポンを印刷後にキャンセル処理した｢地域クーポン｣につきましては、実績報告時に送付は不要です。発
行した事業者にて破棄をしてください。

①OTA, 旅行会社申込の場合

・複数人のグループでクーポン発行した場合、発行一覧では１人１行ごとにクーポンが表示されて
いますので、減員該当者のクーポンのみキャンセルを行ってください。

③宿直予約にて割引旅行代金に変更がある場合

複数人のグループでの旅行であっても、regionPAY管理画面において、総額入力では
なく１名ごとに発行処理を行っている場合は、①の方法にて処理を行ってください。

減員該当者とそのグループ分すべてのキャンセル処理をし、
再度、参加者のみの情報にて発行手続きを行ってください。

・補助金、旅行代金の修正は、OTA, 旅行会社が行いますので、キャンセル分のクーポンをキャンセル
して下さい。１名でも適用外の方がいた場合の対応方は、全員対象外か、該当者のみキャンセルかは、
各旅行会社へご確認願います。勿論、変更があった場合、全キャンセルの上、正しい人数で再発行して
頂く事が基本となります。
旅行(宿泊)開始後の減員、変更についても、変更分のみをキャンセルして頂き、各社へご確認下さい。
発行済みクーポンについては、宿泊施設にて回収を行ってください。回収ができない場合におきまして
は、発行した事業者の責任負担となります。

②宿直予約にて割引旅行代金に変更がない場合
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旅行代理店(OTA含む)経由の宿泊プランについて

❶ 宿泊プランの作成
旅行代理店

➋ 利用者から予約申し込み
旅行代理店

❸ 宿泊施設へ予約データの共有
旅行代理店

❹ regionPAY宿泊事業者用管理システムへ
クーポン発行入力

宿泊施設

❺ チェックイン時、「今こそしずおか元気旅参加同意書
兼受領確認書」を印刷し、補助を受ける利用者全員へ記入

及びワクチン・検査パッケージ、居住地含む本人確認

宿泊施設

❻ ❺で記入いただいた参加同意書兼受領確認書を
回収し、今こそしずおか元気旅地域紙クーポン手交

宿泊施設

❼ ❻で回収した参加同意書兼受領確認書の保管

宿泊施設

※キャンセル連絡があった際は、速やかにregionPAYクーポン発行一覧よりキャンセル処理
を行ってください。(regionPAYクーポン発行事業者用マニュアルP.18.19)

OTAを含む旅行代理店において、宿泊プランの販売を行った際、地域クーポンの発行は宿泊施設にて行ってください。

❽ ❼で保管している参加同意書兼受領確認書の送付

宿泊施設

※実績報告は旅行代理店(統一窓口)で行いますが、翌月に前月分の実績報告は一切応じら
れませんので、各月２回目の回収日において保管している「参加同意書兼受領確認書」の送
付漏れが無いようご注意ください。

※今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)利用者であるか、地域クーポン発行時に必要な項目
（宿泊日、対象人数、団体名、予約番号等）が記載されているか確認してください。
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対応されたご担当者

発行事業者名などは自動で印字さ
れますが、ご担当者名は事業者様
で必ずご記入下さい。
（押印不可）

STEP4
ワクチンパッケージ・居住地含む本人確認、

参加同意書兼受領確認書の記入・回収

(2枚目：参加同意書兼受領確認書)

①利用者に参加同意書兼受領確認書をご確認いただいた上で、署名記入を依頼。
※アプリダウンロードやチャージ方法についても可能な限りご案内下さい。

②参加同意書兼受領確認書を回収し、利用者全員分のワクチン接種歴等の確認につい
て、ワクチン接種歴（３回接種(３回目接種当日より可)）又は有効なワクチン検査結果
通知書（陰性証明書)、氏名と現住所が確認できる公的書類にて本人確認。

③今こそしずおか元気旅地域紙クーポンの手交

④回収した参加同意書兼受領確認書は実績報告時に送付ください。
※紛失された場合、補助金申請ができませんので保管管理には充分ご注意ください。

利用者記入
団体旅行など人数が多い場
合や当日の繁忙状況などに
おいても、利用者全員の参
加同意書兼受領確認書の記
入確認が必要です。

大人数・繁忙状況時

団体旅行においては、添
乗員が宿泊施設に代わって
本人確認及びワクチンパッ
ケージの確認を行い、参加
同意書兼受領確認書を宿に
提出してください。

添乗員がいる団体旅行

教育旅行については、参
加同意書兼受領確認書の
署名のみで、本人確認ワ
クチンパッケージの確認
等は不要とします。

教育旅行

利用者に金額等しっかり確認させて下さい。
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①クーポン・同意書は、なるべくお渡しの直前に印刷してください。

②旅行者名（もしくは団体名）を確認のうえ手交ください。

③アプリのダウンロードとチャージ方法についても可能な限りご案内ください。

【今こそしずおか元気旅クーポン読み込み用QR】

②アプリ内にてQRを読み込み
キャッシュレスポイントをチャージ

【regionPAYアプリ
ダウンロード用QR】

①アプリをダウンロード

【ご注意下さい】
クーポンチャージ用QR

コードは有効期間以外
には利用出来ないよう
事前に設定しております。

クーポン発行元事業者名、利用代
表者名、クーポン金額、有効期間
などが自動で印字される

(1枚目：クーポン)

STEP5 今 こ そ し ず お か 元 気 旅 地 域 紙 ク ー ポ ン の 手 交
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❷. アプリダウンロード

❸. ログイン
❹. 今こそしずおか
元気旅クーポン選択

❺.QRコードを読取
（もしくはチャージ
コード入力）

❻. チャージ完了
(参加店でご利用下さい)

※初回は新規登録

今こそしずおか元気旅クーポン
読込用QRコード

利用者

❶. 旅行当日またはチェックイン時に
クーポン(QRコード)を受取

region PAYアプリ
ダウンロード用

QRコード

(アプリを活用する場合)

※スマートフォンをお持ちでない
方は、紙クーポンのままでも決
済可能です。

1pt＝1円
として利用可能

regionPAYアプリダウンロードからクーポン取得まで(利用者)

STEP5 今 こ そ し ず お か 元 気 旅 地 域 紙 ク ー ポ ン の 手 交

今こそしずおか元気旅 今こそしずおか元気旅
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STEP6
参 加 同 意 書 兼 受 領 確 認 書 の 集 約 、

実 績 報 告

回収した参加同意書兼受領確認書は実績報告時に送付ください。

※紛失された場合、補助金申請ができませんので保管には充分ご注意ください。
※万が一に備え、同意書のPDFでのデータ保管、又はコピーの取得を推奨致します。

● 宿泊施設への直接予約実績に応じて報告書を作成してください。

● 書類不備や追加書類の確認が必要な場合、支払いが遅延します。

● 報告書類に不備があり、修正を求める場合には追加書類の提出を求めます。

● 旅行会社と同じ資本グループの事業者を利用する場合は、利用実態を確認

の為、追加で領収書や請求書等の提出を求める場合があります。

※支払い後に疑義が発覚した場合、追加書類の提出を求めると共に返還請求など

の対応となります。

● 事業で使用した証票類は報告時に提出が必要のないものについても、支援を受

けた翌年度から５年間の保管をお願いします。

＊今回、参加同意書兼受領確認書は、佐川急便による回収スキーム並びに、AI-OCR 
というデータリスト化、画像 保存技術を活用して、実績管理を行って参ります。

特徴①

regionPAYの発行データと参加同意書兼受領確認書の実績が一致している
か、突合・確認を行います。

⇒ 提出枚数の照合のみならず、重複がないか、提出漏れがないか判別が可能です。

特徴②

参加同意書兼受領確認書の記載、回答内容をデータ化、リスト化する事で、
宿直の販売補助額の実績と補助金申請書のデータの照合は、勿論、OTAを
含む旅行会社販売分の実績照合にも活用致します。

⇒ 同意書にチェック漏れ、回答漏れがないか、宿直分の補助金が利用者にきちんと
明示されているか、後日、統一窓口を通じて、補助金の申請が上がってくる旅行会社
分の実績確認や予約情報との照合に活用します。

従って、参加同意書兼受領書の完全な記載及び、回収、提出がされない場合
は、補助金の申請が出来ません。

宿直分は、勿論ですが、旅行会社、OTA分の旅行（宿泊）販売の補助金も
下りず、後日補助金の返還対象となってしまいますので、保管・管理を
お願いします。
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４．実績報告

補助金申請送付用紙にご記入頂く枚数カウントの為にご利用頂くチェックシートとなります。
こちらは提出不要となりますが、実績報告時ご記入いただく申請書記入に必要な情報となります為、
日々の管理の際にご活用ください。
※Excelデータを、しずおか元気旅(全国旅行支援)HP「マニュアル・説明動画」
(https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/  ) に掲載しております。

➀ 同意書兼確認書回収枚数記入書

OTA経由、旅行代理店経由分

② 補助金申請書の出力

資料ダウンロード内➡
「補助金申請ダウンロード」にて
手順に従って申請書を出力

regionPAY宿泊事業者用管理システムより出力してください。(regionPAYマニュアルP.23～26)

・用紙サイズ：Ａ４

・モノクロ印刷

自動反映されます

「4.請求期間」に記載されている期間内に手交された
「3.参加同意書兼受領確認書枚数」と
「2.補助金交付申請件数」が一致しているか確認※システム構築中の為、異なる場合がございます。
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③ 今こそしずおか元気旅(全国旅行支援)補助金申請送付用紙の記入

❶ 事業者コード：regionPAY＜発行＞事業者コードをご記入ください。
(7から始まる9桁の数字)

➋ 宿泊施設名：宿泊施設名をご記入ください。

❸ 補助金申請書(宿直接予約分)：regionPAY宿泊事業者用管理システム「資料ダウ

ンロード内➡「補助金申請ダウンロード」より手順に従って申請書を出力してく
ださい。

❹ 参加同意書兼受領確認書(宿直接予約分)：しずおか元気旅(全国旅行支援)利用者

より回収した参加同意書兼受領確認書を枚数確認のうえ、ご記入ください。

❺ 参加同意書兼受領確認書(その他分)：OTA経由、旅行代理店経由にて発行、回収

した参加同意書兼受領確認書の枚数を確認のうえ、ご記入ください。

❶

➋

送付頂く、参加同意書兼受領確認書の枚数と補助金申請書の枚数をご記入いただき、申請書類に必ず同
封頂き送付をお願い致します。
※Excelデータを、しずおか元気旅(全国旅行支援 HP「マニュアル・説明動画」
(https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/  )に掲載しております。

❸

❹

❺
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５．実績報告についての精算スケジュール

提出書類の審査完了後に下記入金日に基づき、振込手続きを行います。
内容に不備があるものは、次の日程以降での振込になりますので、ご注意ください。

日程
全国旅行支援換金スケジュール
（宿泊事業者・直接予約）

佐川急便同意書回収日 入金日

① 10月11日(火)～10月31日(月) 11月5日(土)～11月7日(月) 12月8日(木)

② 11月1日(火)～11月15日(火) 11月17日(木)～11月20日(日) 12月22日(木)

③ 11月16日(水)～11月30日(水) 12月5日(月)～12月7日(水) 1月13日(金)

④ 12月1日(木)～12月15日(木) 12月17日(土)～12月20日(火) 1月26日(木)

⑤ 12月16日(金)～12月20日(火) 1月５日(木)～1月７日(土)予定 2月9日(木)

補助金申請時の注意事項

・全ての日程において、毎回請求していただく必要はございませんが、翌月に前月分の実績報告は一切応じられ
ませんので、各月２回の回収日において送付漏れが無いようご確認のうえ、実績報告を行ってください。

・事業者申請時にご登録された口座へ振込します。
（しずおか元気旅(県民割)より参加継続された事業者は、県民割にてご登録いただいております、口座へ振込）

事務局振込名は『シズオカゲンキタビジムキヨク』にて振込します。
県民割と同一となります。上記の入金予定日が補助金申請分の精算分となります。県民割及び地域クーポン参加
店のご精算とお間違えの無いようご注意ください。

・口座情報が変更となった場合は速やかにコールセンター(℡0570-666-867)経由事務局までお申し出ください。
・登録いただいた口座情報に誤りが有り、振込エラーにより入金が出来なかった場合、事務局より振込口座につい

て確認した後の入金となり、上記の入金日から遅れますことをご承知おきください。

●日程：①．③．⑤ ➡ 各宿泊施設へ佐川急便が集荷に伺います。(集荷依頼不要)
・上記スケジュール内で佐川急便が集荷に伺いますので、どの日時でもお渡しできる

ようご準備をお願いします。
※当月分の未報告分は必ず、この日程で全て請求をしてください。翌月請求は一切

応じられませんので、ご注意ください。

〇日程：② ．④ ➡ 任意での実績報告
・実績報告をされる場合、宿泊施設より佐川急便へ集荷依頼を行ってください。

(送り状の準備は不要です)
・回収予定日の前日までに、集荷依頼をお願いします。

※集荷については、「集荷のご案内(P.36)」をご確認ください。
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６．梱包ガイド

【宿直接予約分】
参加同意書兼
受領確認書

【その他分】
参加同意書兼
受領確認書

【宿直接予約分】
補助金交付申請書

【送付用紙】

枚数確認のうえ、送り漏れが無いか
確認しチェックしてください。

申請書一番上、その下
に宿泊日の若い順に参
加同意書兼受領確認
書を輪ゴム等で束ねてく
ださい

その他分の参加同意書兼
受領確認書を宿泊日の若
い順に輪ゴム等で束ねてく
ださい。

運送中に開かないよう、
しっかりと蓋を占めてください。
（底面も注意）

送り状は、集荷時にお持ち
します。

申請時は、以下のように書類を良く確認してから束ね、バッグや箱にて梱包してください。
書類の不備がございますと補助金の払い込みが遅れてしまいますので十分にご注意ください。
また、集荷については「集荷について」のページをご参照ください。

指定のバック、量が多い場合は段ボールに
入れて、1個口になるように詰めてください。
中で紙が動かないよう、隙間なく詰め物を
してください。

輪ゴムで
束ねる

輪ゴムで
束ねる

輪ゴムで
束ねる

輪ゴムで
束ねる

送付前に再度、下記書類が揃っているかご確認ください。
⑴今こそしずおか元気旅(全国旅行支援)補助金申請送付用紙
⑵補助金交付申請書
⑶【宿直接予約分】参加同意書兼受領確認書
⑷【その他分】参加同意書兼受領確認書【OTA経由、旅行代理店経由の発行があった場合】
※参加同意書兼受領確認書回収枚数記入書の送付は不要です。宿泊施設にて保管ください。

※コピーやPDF等を取得して
いただき、実績確認の証拠
書類として保管ください。

※コピーやPDF等を取得して
いただき、実績確認の証拠
書類として保管ください。
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【月末分までのご発送】 ▶ 定期集荷にお伺いします

【15日迄分ご発送の場合】

佐川急便担当ドライバーが、右記スケジュール
にて集荷に伺います。

集荷時間：9:00~17:00
交通事情により前後する場合があります。

集荷日までに、補助金交付申請書等のご準
備をお願い致します。

！ご注意 発送荷物が2個口以上になる場
合は、集荷前日までに以下担当営業所へご
連絡ください。その際には事業者コードもご連
絡ください。

【佐川急便担当営業所】
佐川急便 静岡営業所
０５７０ー０１０ー４６６

日程 佐川急便同意書回収日

① 11月5日(土)～11月7日(月)

③ 12月5日(月)～12月7日(水)

⑤ 1月５日(木)～1月７日(土)予定

日程 集荷依頼日程 集荷指定日

②
11月15日(火)

～11月17日(木)
集荷指定日は

17日~20日の範囲で
選択頂くようお願い致します。
※時間指定は無しを選択
頂くようお願い致します。

④
12月15日(木)

～12月17日(土)

15日迄の分を申請される場合は、以下の方
法にて集荷をお申し込みください。（定期集荷
はございません）

・集荷に伺うご住所を都度ご入力ください
・インターネットページ内に、お電話による
集荷受付連絡先も記載しております。
インターネットの操作が難しい場合は、佐川
急便静岡営業所ではなく、下記フリーダイヤル
へのお電話も併用ください。

集荷時間：9:00~17:00
集荷日までに、補助金交付申請書等のご準
備をお願い致します。
交通事情により前後する場合があります。

QRコード

（１）実績報告書集荷のご案内

■お電話から

受付期間：②と④の集荷依頼日程期間
受付時間：9:00~17:00

0120-544-388（今こそしずおか元気旅、申請書集荷窓口）

※お電話は大変混みあいます。つながりにくい場合もございますので、なるべく上記メール
アドレス宛にメールにてご依頼ください。

https://k2k.sagawa-
exp.co.jp/p_ofk/sagawa/web/ofk_repaymententry_receive.do?Do=awFWUBCT1Rc
%3D&AnkenCd=pvuYEJjmae4%3D

■インターネット（スマホ/パソコン）から ※24時間依頼可能

https://k2k.sagawa-exp.co.jp/p_ofk/sagawa/web/ofk_repaymententry_receive.do?Do=awFWUBCT1Rc%3D&AnkenCd=pvuYEJjmae4%3D


38

（２）集荷先変更についてのご案内

・県内の指定する所に集荷先を変更する場合
⇒集荷先変更の手続きを行う。 送料は事務局負担

・県内の指定する所に集荷先を変更するが、集荷日の指定希望がある場合
⇒原則、佐川急便【信書便】を使用し集荷、または営業所へ持ち込み 送料は事業者様ご負担

・県外の指定する所に集荷先を変更する場合
⇒原則、佐川急便【信書便】を使用し集荷、または営業所へ持ち込み 送料は事業者様ご負担

いずれの場合も、毎月５日～７日の間に集荷できないと書類上に不備がなくても、入金（支払）
予定が遅れる場合がございます。

■お客様希望で発送される場合について、宛先を以下の通り、ご登録お願い致します。

宛名：しずおか元気旅事務局精算センター
宛先：〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前178

※佐川急便【信書便】で発送ください。
※上記以外の場所へ発送された場合、精算の遅延または精算ができない恐れがございます。

変更前住所 変更後住所 日時指定 送料

静岡県内 静岡県内 指定なし 事務局負担

静岡県内 静岡県内 指定あり 事業者様ご負担

静岡県内 静岡県外 指定なし 事業者様ご負担

ご登録いただいております宿泊施設様へ集荷スケジュールに則って集荷をさせていただきますが、
ご登録いただいております住所と異なる先への集荷希望をされる場合につきましては、宿泊施設様
(事業者様)より佐川急便へメールまたは電話にて申請をしていただきますようお願いいたします。

■メールでの集荷場所変更の連絡先について

佐川急便 静岡営業所

メールアドレス：6030@sagawa-exp.co.jp

【件名】全国旅行支援 集荷先住所変更について

【メール本文】

①事業者コード ②変更先住所 ③ご担当者様名 ④ご担当者様電話番号

以上の項目を明記の上、申請ください。

■お電話での集荷場所変更の連絡先について

佐川急便 静岡営業所
受付時間：9:00~17:00
電話番号：0570-01-0466

※お電話は大変混みあいます。つながりにくい場合
もございますので、なるべく上記メールアドレス宛
にメールにてご依頼ください。

mailto:6030@sagawa-exp.co.jp


７．【ご注意】補助金申請の不備について
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補助金申請の際、申請内容に不備が有った場合は事務局より確認の連絡をさせていただきます。
確認にお時間を要す場合は、補助金精算のスケジュールに間に合わず、次回の精算になります。
また、精算自体が出来ない場合も考えられます。

以下のケースを参考に、正しく申請いただきますようお願い申し上げます。

事例 防止策 必要になる対応

「補助金交付申請書」と「同意書兼確認書」

☛ 枚数が合わない
（申請書に対して同意書が足りない・多い）

日々の枚数を確認、発送時に
再確認

補助金交付申請書の修正や参加同
意書兼受領確認書の追加送付

☛ 金額が合わない
（申請額の誤り等）

☛ 記入が不鮮明だったり、読み取れない文字

楷書にて消えないボールペン等での記
載と発送時の再確認

☛ 空欄がある
（特に精算に必要な情報が足りない場合）

申請書類の不足

☛ 「送付用紙」「補助金交付申請書」
「参加同意書兼受領確認書」の送付漏れ

発送時に再確認 必要書類の再送付

申請に必要のない書類の混入

☛ 「送付用紙」「補助金交付申請書」
「参加同意書兼受領確認書」以外の書類混入

発送時に再確認
原則として申請に必要のない書類の返
却は致しません

所定の送り状以外での申請書発送

☛ 申請時に事務局より指定した送り状や、
その他方法（他の宅配業者等）で送付

発送方法を徹底ください
申請の受付ができない場合や返送とな
ります

発送時の梱包状態

☛ 運送時に蓋が開いたり、箱の破損により
書類の紛失が懸念される

発送時に梱包状態をご確認ください
申請の受付ができない場合や返送とな
ります
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その他 対応例「こんな場合、どう対応するか？」FAQ

事業者ごとに発行できる地域クーポン金額に上限はありますか？

現時点で事業者ごとに上限は設けておりませんが、今後、上限を定める予定です。
ただし、事業予算総額に達した時点で終了となります為、予約を承った際にregionPAY管理
システムにて、地域クーポン発行処理を速やかにしてください。

Q2

地域クーポンを渡し漏れてしまった場合、どうすれば良いでしょうか？

地域クーポンの有効期限内に事業者様から責任をもってお客様へお渡しいただくようお願い
いたします。
発行後、お客様へ渡せないまま有効期限を超えてしまう場合は、その地域クーポンは自動
的に無効となりますのでご注意下さい。※遅くともチェックアウトまでには必ずお渡しください。

Q3

地域クーポンを旅行代金に充当することは可能でしょうか？

地域クーポンは、宿泊代および、旅行会社で扱う日帰り旅行代、宿泊取消料への充当等に
は利用できません。

Q4

今こそ しずおか 元気旅(県民割)で購入した旅行券・地域クーポンは
「全国旅行支援」でも利用できますか？

今こそしずおか元気旅(県民割) (2021年7月～2022年10月10日)の期間にご購入いただい

た、ふじのくに旅行券・ふじのくに地域クーポンは全国旅行支援では一切ご利用いただけま
せん。
利用期間後(旅行券10/10、地域クーポン10/11)に受け取ってしまったふじのくに旅行券・
地域クーポンは換金対象外となります為、お受取りにならないようご注意ください。

Q1

本事業の利用回数制限はありますか？

本事業の回数制限はございません。

但し、一度の旅程で最大７泊までとなります。一連の旅程とみなされる場合には、予約手法
や利用するOTAや旅行会社を変更しても割引適用外となる場合がございます。

Q5
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OTA経由の予約のとき、ポイントや割引クーポンを使用した場合、割
引分を引いた金額が旅行券の適用対象金額という認識でよいか。

①市町等が行う旅行業店舗やOTA等で行う宿泊割引については、割引後の宿泊代金を基
に、全国旅行支援の割引を適用します。
②お客様自身のポイントにつきましては、割引ではなく支払いの代替にあたりますので、全
国旅行支援割引後の残額の支払いに充当できます。

※宿泊施設で①、②のどちらの利用可判断ができない場合は、①の考えを基に適用をお願
いします。

Q8

クオカード・食事券付きの宿泊プランは適用できますか？

金券類などの換金性の高いもの等を含めることはできません。
➡QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券、店舗等が独自に発行す
る商品券(食事券)など ※現金化、払い戻しができる商品など

Q7

チェックイン窓口が無い場合どうなりますか？

恐れ入りますが、今こそしずおか元気旅（全国旅行支援）はチェックイン時にワクチン検査
パッケージ及び本人確認を行い、参加同意書兼受領確認書への署名と地域クーポンのお渡
しが必須となります。
各事業者様にて窓口を設けるなどご対応下さい。

Q6

誤って地域クーポンを発行してしまった場合の対応方法は？

regionPAY管理画面マニュアルにキャンセル方法の記載がありますので、そちらごを参照の
上キャンセル処理を行って下さい。

Q9

誤って地域クーポンを発行し、更に使用済の場合の対応方法は？

誤って地域クーポンを発行し、かつ既に使用されていた場合には、しずおか元気旅事務局
から地域クーポンの誤発行を行った事業者様へ該当金額を請求させていただきます。

Q10
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連泊のお客様について、チェックイン時に2泊目以降の地域クーポ
ンをお渡ししており、アプリにクーポンチャージ済の上でキャ
ンセルとなった場合の対応方法は？

Q11

発行元事業者が地域クーポン受領確認書を紛失した場合、
参加同意書兼受領確認書のみの再印刷は可能でしょうか？

regionPAY管理画面にて「印刷する」ボタンが表示されている期間は再印刷が可能となりま

すが、地域クーポン参加同意書兼受領確認書のみの印刷は出来かねますため、再度クー
ポンと一緒に印刷して下さい。※再発行された受領確認書への署名の再取得が必須です。
但し、利用者がアプリにチャージ又は紙クーポンとして一度も決済をしていない間となります。

Q12

ワクチン接種証明書又は陰性証明書を当日までに確認でき
なかった場合

確認書類の持参忘れにより、当日までに接種済証明書又は検査結果通
知書を確認できない場合、後日提出は認められません。
※旅行申込(又は開始)時に上記書類と身分証を提示可能の方のみ割引適用されます。
当日確認が出来ない場合は、宿泊代の補助金が適用出来ず、補助金適用前の宿泊代とな
ります。(地域クーポンの手交は行わないでください。)

Q13

ワクチン接種証明書について、３回受けていないと割引適
用にならないのでしょうか？

３回以上のワクチン接種を確認できれば、対象となります。
※２回接種されている方につきましては、陰性の検査結果通知書(有効期間内)の確認が必
要です。
【検査結果通知書： ①受検者氏名②検査結果③検査方法④検査所名⑤検体採取日⑥検査
管理者氏名⑦有効期限が明記されているもの】

Q14

12歳未満のワクチン接種・陰性の検査結果通知書について

12歳未満の方については、同居する親等の監護者（ワクチン・検査パッケージ確認済）等が
同伴する場合は、検査不要です。
（ワクチン・検査パッケージ：ワクチン接種証明書(3回以上)又は陰性の検査結果通知書(有
効期間内)

Q15

連泊予約をされた利用者からキャンセル等により取消が発生しました際、利用者の方へ地域クーポン
が利用されている又は、アプリにチャージ済みである事が判明した際には、後日現金にて請求させてい
ただく旨をお伝え下さい。
未使用、未チャージの場合は、地域クーポンを適切に回収・無効化処理（取消処理）を行ってください。
無効化処理をしておらず、既に利用、チャージされた場合において、後日補助金(割引)実績と異なる際
は、発行した事業者の責任負担となります。
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連泊又は一連の旅程で２泊目以降のワクチン接種確認方法
は？

同じ施設に連泊される場合は、チェックイン時に有効なワクチン接種済証明書又は、陰性の
検査結果通知書にて確認ください。
一連の旅程で２泊目以降にチェックインした際は、初泊時に有効な陰性の検査結果通知書
と初泊の施設の利用が分かる書類(領収書や請求書、旅程表等)で確認出来れば適用可能
です。

Q17

その他、お困りの場合には下記、事務局コールセンターまでお問合せ下さい。

しずおか元気旅事務局事業者向けコールセンター：０５７０ｰ６６６ｰ８６７
（受付時間：10:00～19:00※年末年始除く）

振込予定日を過ぎたが、入金の確認ができない場合

初めての振込の場合は、ご登録口座に不備があった為、入金ができなかった可能性がござ
います。
また、登録いただいております口座と異なる通帳にて確認されている恐れがございます。
登録口座の確認につきましては、当事務局コールセンター(全国旅行支援)にご連絡ください。
追って、事務局より入金先登録口座のご連絡を致します。
なお、振込手続きが混雑した場合には、予定日を過ぎる場合がございます。

Q19

翌月に前々月分の「参加同意書兼受領確認書」を送りました
が、精算してもらえますか？

翌月に前々月分の実績報告は一切応じられませんので、少なくとも毎月、月末に締めてい
ただき、翌月４日までに佐川急便に引き渡しができる状態にしておいてください。
予算管理の都合上、期日に遅れた場合は、補助金のお支払いが出来ない場合がございま
す。

Q18

補助金交付申請書と実際の振込額が異なっていた場合

同封していただく「参加同意書兼受領確認書」が不足している恐れがございます。送付書類
に漏れがないか、送付前に確認の上発送ください。同意書兼確認書は、実績確認の際の重
要な書類です。コピーやPDF等を取得していただき、実績確認の証拠書類として保管ください。

Q20

陰性の結果通知書について、市販の検査キットを用いて
確認は有効ですか？

検査結果通知書に以下の項目が明記されているものが適用される為、市販の検査キット(セ
ルフチェック)は対象外となります。
①受検者氏名②検査結果③検査方法④検査所名⑤検体採取日⑥検査管理者氏名⑦有効
期限
※検査機関が発行した結果通知が有効。

Q16
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お問い合わせ先

営業時間

受付時間：10:00～19:00 

・年末年始除く

・対応時間外はテープによるご案内になります。

事業者向けＴＥＬ
０５７０ー６６６ー８６７

※専用コールセンター（ナビダイヤル）

利用者向けＴＥＬ
※利用者向けは、下記番号を案内願います。

０５７０－０３０ー５０４

FAX ０５４ー２５２－６８６３

E-mail shizuokagenkitabi@22.tripwari.jp

事業者向けＨＰ https://www.shizuokagenkitabi.jp/business/

利用者向けＨＰ https://www.shizuokagenkitabi.jp/

しずおか元気旅事務局(全国旅行支援)


