
今こそ しずおか 元気旅

全国旅行支援事業

第４回オンライン説明会

2022年12月23日(金)13：30～
クーポン発行事業者(宿泊事業者・旅行業者)向け



現在、12月27日(火)まで実施している

「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)」を

新たに2023年1月10日(火)から3月31日(金)まで

の間実施します。



事業概要＜変更点＞

実施期間

2023年1月10日(火)～2023年3月31日(金)まで

【注意点】

・12月23日(金)以降の予約が割引対象

・12月22日(木)までの既存予約は割引対象外
※修学旅行など、旅行会社経由の受注型企画旅行は、対象となりますが
募集型はすべて対象外です。

・予算上限に到達次第、早期終了



事業概要＜変更点＞

①旅行割引額の変更

※連泊の上限：一つの旅程で７泊分まで

県内宿泊・日帰り旅行代金の定率４割引➡２割引

１０月１１日～１２月２７日 １月１０日～３月３１日

交通付
宿泊旅行

上限８，０００円/人泊 上限５，０００円/人泊

上記以外 上限５，０００円/人泊 上限３，０００円/人泊



事業概要＜変更点＞

旅行割引額の変更に伴い、

最低旅行代金が変更されます。

１０月１１日～１２月２７日 １月１０日～３月３１日

平日 最低５，０００円/人泊 最低３，０００円/人泊

休日 最低２，０００円/人泊 最低2，０００円/人泊



事業概要＜変更点＞

②地域クーポン付与額の変更

※電子クーポンを配布

宿泊日・旅行日に応じて付与

【有効期間】
2023年1月10日(火)～2023年3月31日(金)23：59

１０月１１日～１２月２７日 １月１０日～３月３１日

平日 ３，０００円/人泊 ２，０００円/人泊

休日 １，０００円/人泊 １，０００円/人泊



事業概要 ※以下の項目は変更ございません。

【対象地域】
全国（但し、日本国内に在住の方に限る）

【利用方法】
①旅行会社（全国）で予約する場合
➡対象商品、宿を予約、販売時に割引

②OTA(インターネット旅行会社)で予約する場合
➡予約サイトでクーポンなどを取得し割引

③宿泊施設に直接予約する場合
➡Web・電話等で予約、販売時に割引

【感染防止策】
・宿泊割引の対象は、ふじのくに安全・安心認証施設(宿泊施設)に限定
・利用時にワクチン接種歴３回または、陰性の検査結果証明の提示を確認



年明け以降のしずおか元気旅における
ワクチン接種・検査結果の運用
➤ グループ内の一部の者が、ワクチン接種歴及び検査結果の確認等の基準を満たさない場合

・一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については基準を満たしていない者のみを

補助の対象外とする
・一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外とする

※「一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合」には、一人当たりの旅行商品の値段が示されている場合

のみならず、販売する事業者において、一人当たりの旅行商品の値段を個別に算出することや、旅行商品の値段を人数
で按分することができる場合も含むものとします。

➤ 同居する監護者非同伴の 12 歳未満の利用条件

・「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」（令和４年３月11日

新型コロナウイルス感染症対策分科会中間取りまとめ）に「子どもがワクチンを２回接種した場合は、追加接種者と
同様に取り扱う。」と記載があることを踏まえ、同居する監護者が非同伴の場合、ワクチン接種歴2回又は有効なワク
チン検査結果通知書（陰性証明書)の提示が必要とする

➤ 学校等の活動の範囲

・ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部）を踏まえ、学校等

の活動については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえた対応を行い、
ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要としているところですが、「学校等」について、ワクチン・検査パッケー
ジ制度要綱に記載があるものに加えて、保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉施設を含む運用に統一し
ます。



年明け以降のしずおか元気旅における
ワクチン接種・検査結果の運用

➤ 学校等の活動における同行する大人

・学校等の活動については、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要としているところですが、同行する大人について

も、学校等の活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要と扱う運用に統一します。
ただし、公費による活動は支援対象となりません。

➤ 利用条件の確認のタイミングについて

・旅行会社での予約申し込み時のワクチンパッケージ確認について、対面販売では事前に行うことを基本とします。

（あらかじめ、来店時の旅行参加者の本人確認書類及びワクチン接種済証等の持参についてホームページ等で案内する
など、旅行者の負担軽減を図る取組をお願いします。）
但し、静岡県では引き続き、全ての旅行者（宿泊者）のチェックイン時又は、旅行開始のワクチンパッケージの確認
及び本人確認書類(原本)の提示、チェックが必要です。regionPAYの参加同意書兼受領確認書へチェック結果を
必ず記載してください。
万が一、お客様が当日チェックイン時などにワクチン接種証等を忘れてしまった場合、事前に旅行事業者で参加者
全員分が確認済であることが書面で明示されていれば、適応される場合がございます。



換金スケジュール(2022年)
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。
補助金交付申請書と同意書兼受領確認書に相違が発生し、確認を要する場合においては、上記スケジュール
より遅れる恐れがございます。遅延する場合、事務局より案内をさせていただきます。

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

③ 11月16日(水)～11月30日(水) 12月5日(月)～12月7日(水) 1月23日(月)

④ 12月1日(木)～12月15日(木) 12月17日(土)～12月20日(火) 2月3日(金)

⑤ 12月16日(金)～12月27日(火) 1月５日(木)～1月７日(土)予定 2月17日(金)



換金スケジュール(2023年)

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 1月10日(火)～1月31日(火) 2月5日(日)～2月7日(火) 3月17日(金)

② 2月1日(水)～2月28日(火) 3月5日(日)～3月7日(火) 4月17日(月)

③ 3月1日(水)～3月31日(金) 4月5日(水)～4月7日(金) 5月22日(月)

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。
補助金交付申請書と同意書兼受領確認書に相違が発生し、確認を要する場合においては、上記スケジュール
より遅れる恐れがございます。遅延する場合、事務局より案内をさせていただきます。

※年明けの全国旅行支援より、月２回から月１回の提出及び換金に変更



佐川急便集荷について
●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。

〇宿直予約がなく、OTA・旅行会社経由の同意書がある場合は、補助金交付申請書０円のものを
印刷し、送付用紙と併せて提出してください。

■集荷場所変更の連絡期限について

日程 回収日 変更受付期限

① 2/5～2/7 1/31 17：00

② 3/5～3/7 2/28 17：00

③ 4/5～4/7 3/31 17：00



＜宿泊事業者向け＞
実績報告時の注意事項



＜はじめに＞

OCR検知器にセットし、「今こそしずおか元気旅」
参加同意書兼受領確認書右下のQRコードを読み取り
を行っております。

ホッチキスで纏めたり、付箋などをつけておりますと
不備の対象となり、一度、事業者様へ着払いにてご返
却となる恐れがございます。

宿泊事業者用マニュアルP.36をご確認の上、梱包をお
願いします。



① QRコードが読取れる状態で提出ください ② １枚につき１件の印刷をしてください

A4用紙

【提出時の注意点】

各申請書右下のQRコードを読取ります。
QRコード部分に上書きや印字切れがないよう
にしてください

A4サイズの用紙に１件分の同意書を印刷してく
ださい。複数の同意書を1枚の用紙に印刷をさ
れますと正しく読取ができません



③印刷倍率、印刷ズレにご注意ください ④予約経路：OTA・旅行会社の参加同意書兼
受領確認書上部に代金等の記入をしない

直宿予約を誤って、OTA・旅行会社で発行してし
まった場合には、クーポン金額上部に金額の明記
と、その証明となる精算明細を送付書と一緒に送
付してください。

A4用紙

印刷用紙サイズ：A4、出力サイズ：A4、印刷倍
率：100％に設定し、ズレないよう印刷をしてく
ださい
※右下のQRが読取れない場合、正しく記載内容
が読取れず未着扱いとなる恐れがございます。

【提出時の注意点】

A4用紙

※OTA・旅行会社経由での発行の場合、
クーポン金額のみ表示されます。



⑤付箋などのメモを貼らない ⑥輪ゴム以外でまとめない

ホッチキス、クリップ、糊付けなどで日付毎等
に束ねず、予約経路毎に輪ゴムで纏めて下さい
※提出原本にパンチ穴を開ける際は、文字が欠
けないよう右側にして下さい
指定方法以外で纏められている場合、着払いで
ご返却し再提出していただく恐れがございます。

相違点等の訂正については、交付申請書の表面に記
入して下さい
書ききれない場合は、別紙に記入し裏面には書かな
いようにご注意ください。
※交付申請書に相違点以外のメモ等は記入しないで
下さい

【提出時の注意点】



⑦予約経路でまとめる ⑧提出書類のみを送付する

【提出いただく書類】
①補助金申請送付用紙
②補助金交付申請書
③【宿直】参加同意書兼受領確認書
④【 OTA・旅行】参加同意書兼受
領確認書

※相違がある場合のみ実績台帳など
の資料を同封ください。

上記以外の書類及びメモは同梱しないで下さい
返却につきましては、着払いでの対応となりま
す

宿直
OTA・
旅行会社

予約経路を誤って発行登録、印刷手交を行って
しまった際、手書き訂正し、本来の予約経路の
束にまとめて下さい

※コピーやPDF等で控え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。

【提出時の注意点】



クーポン発行 予約内容の変更に伴う
キャンセル・編集方法の説明
例：宿直予約にて２名２泊で予約し、２泊から１泊に変更(人数変更なし)する場合

２名２泊での予約から、２泊目の予約をキャンセル処理をする

※OTA・旅行業者経由の予約において泊数・人数変更の場合も、同様の操作を行ってください。(金額欄以外)



実績台帳ではキャンセル処理を行った予約は削除されますが、宿泊数、金額欄は２名２泊の
情報のままとなってるため、既存予約の情報修正が必要となります。

＜実績台帳データ＞

＜実績台帳：修正前＞

＜実績台帳：キャンセル処理後＞

２泊目キャンセル処理



変更箇所を修正し、備考欄に修正内容を明記し、確認ボタンをクリックしてください。



内容を確認し【更新】ボタンをクリック➡更新確認の表示が出るので【ＯＫ】をクリックし、
情報反映させます。

＜実績台帳：キャンセル処理後＞ ※修正したデータが反映されます。



・編集機能の備考は、事務局宛のツールではございません。
➡宿泊施設において、修正などの記録を残していただくた
めの機能となります。

【編集機能について】

・佐川急便に提出後、regionPAY管理画面での編集修正など
しないでください。
➡修正は補助金交付申請書出力までに終えていただきます
ようお願いします。

＜クーポン発行 予約内容の変更に伴うキャンセル・編集について＞

※しずおか元気旅HP➡マニュアル・説明動画➡宿泊事業者向け内に
掲載しております。

https://www.shizuokagenkitabi.jp/src/pdf/20221101_2.pdf



例：２泊２名 ４枚の発行をしたが、誤って２泊目の２枚をキャンセル処理し、
新たに２泊目分のクーポンを発行してしまった場合

・誤ってキャンセル処理を行ってしまった場合コールセンター
へご報告ください。
➡キャンセル取消処理をいたしますので、事務局営業時間内におきま

しては、宿泊施設にて再度新規発行をしないようお願いします。

【実績の重複について】

新たに再発行した分

キャンセルしている為、4件ある内の2件台帳から削除されているが、泊数と人数、金額は削除前のままになっている状態



・キャンセルを行った同意書兼受領確認書に誤って
署名をいただいた場合
➡正しい発行番号を手書きにて訂正してください。

3533E-0000000000

キャンセル処理をした同意書兼受領確認書

再発行をした際の発行番号を手書きにて記入

【同意書について】



・グループ・連泊時において、一つの発行番号の同意書
兼受領確認書を複数枚印刷し署名をいただいた場合
➡それぞれに正しい発行番号を手書きにて訂正してください。

3533E-0000000000

正しい発行番号を手書きにて記入



【キャンセルについて】

・キャンセルを行った同意書は送付しないで下さい。
➡実績のない同意書を同封されますと、regionPAY実績台帳に対し

不一致が生じ、不備対象となり入金遅延の原因となります。

・キャンセル忘れにご注意ください。
➡チェックイン時に一部の方が対象外になった場合や、予約キャン

セルとなった際、必ずregionPAY管理システムのキャンセル処理を
行うかつ、漏れがないかの確認をお願いします。



・締め跨ぎの同意書の送付について
➡チェックイン日からチェックアウト日までのご宿泊の際、月末又は

15日締を跨いでいる場合、初日に連泊予約分が計上されます。
従って、参加同意書兼受領確認書も連泊分ご提出ください。

提出漏れをしている場合は、しずおか元気旅事務局
(shizuokagenkitabi1@22.tripwari.jp)へ添付メールを送付くだ
さい。
原本につきましては、該当分をまとめていただき「●月分提出漏れ」
とわかるようにご提出願います。

1/30 1/31 2/1 2/2

【例】1/30～2/2(４泊５日、1名)※連泊時にのみ適用

4泊5日
１月分として補助金精算がされるので、
月跨ぎの連泊分は、チェックインから
チェックアウトまでの同意書兼受領確認書を
セットにし提出してください。

１月分に含めて提出

mailto:shizuokagenkitabi1@22.tripwari.jp


・コピーやPDF等で控え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。

➡事務局にて精査をする上で、確認をさせていただくことがございます。

事務局にて同意書兼受領確認書の到着確認ができ
ない場合、補助金交付対象外になります。
従って、対象外となった地域クーポン代を請求さ
せていただきます。



・ダミー発行を行わないでください。
➡これまでダミー発行を促しておりましたが、重複交付の原因となる為、
ダミー発行は原則行わないようにお願いします。

【発行経路誤りについて】



(例1) 宿直だがOTAで発行した場合の記入例 (例2) OTAだが宿直で発行した場合の記入例



・補助金交付申請書に印字される補助金交付額と相違があり、
相違理由が判明している場合につきましては、『補助金交付申
請書』の余白部分に「相違理由」「正当金額」「正当枚数」等
を分かるように明記ください。

↓該当のクーポン発行一覧の画面コピーを一緒に
ご提出いただきますようお願いいたします。

自動反映される個所は
訂正しないでください。→



相違理由となる該当のクーポン発行一覧の画面コピーを一緒に
ご提出いただきますようお願いいたします。

※補助金交付申請書の裏面には何も書かないようにしてください。
事務局では裏面の確認ができません、表面に相違理由が書ききれない場合は別紙に記入をお願い
します。

対象となるクーポン情報を入力し、検索結果を印刷して添付ください。



修正した同意書兼受領確認書や
発行一覧画面コピーなどの資料

補助金申請送付書に添付する相違理由と
なる資料に限り、ホッチキス止めは可能です。



質疑応答



年末年始の営業について

利用者向け及び、しずおか元気旅事務局は
12/30～1/3まで休業となります。

事業者向けコールセンターの年末年始の
営業は下記のとおりです。

12/30まで＝10：00～19：00

12/31、1/2、1/3＝ 10：00～17：00
1/4以降＝ 10：00～19：00

※1/1は休業
※年末年始は回線数を減らしての営業となります。



お問い合わせ先

事業者向け

しずおか元気旅事務局コールセンター

☎０５７０－６６６－８６７

受付時間：10：00～19：00

※年末年始を除く
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