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１ はじめに 

 「みやぎ宿泊割キャンペーン」は，新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ宮城県内の観光・宿泊需要の

早期回復を図るため，補助対象となる宿泊商品や旅行商品（以下，「対象商品」という）を販売する宿泊事業者及

び旅行事業者（以下，「対象事業者」）に対して，予算の範囲内において宿泊・観光需要創出事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付する制度です。 

本書は，対象事業者のうち旅行事業者のためのマニュアルです。 

交付等に関しては，「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱」（平成３０年６月２５日観観振第２６

号），「補助金等交付規則」（昭和５１年宮城県規則第３６号）及び宿泊・観光需要創出事業宿泊代金・クーポン券

補助金交付要綱，「全国を対象とした観光需要喚起策 取扱マニュアル＜旅行事業者用）＞」，「全国を対象とし

た観光需要喚起策 FAQ＜旅行事業者用＞」，「全国を対象とした観光需要喚起策 補助金申請マニュアル＜旅行

事業者用＞」，「販売申請・販売状況報告マニュアル」，「地域限定クーポン【全国旅行支援対応版】取扱マニュア

ル」，各種事務連絡に定めるほか，このマニュアルに定めるところによります。 

 

２ 制度内容 

１） 制度イメージ図 
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２） 概要 

各項目の詳細はＰ６以降に記載します。 

(1)対象期間 ■ 予約開始日 

令和５年１月６日（金） ※既存予約は支援対象外 

■ 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）宿泊分 

令和５年４月 １日（土）チェックアウト分 

■ 日帰り旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）旅行分 

 

(2)対象事業者 下記に該当し，本制度への参加登録をした事業者のうち，事務局が選定した者 

■ 旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた事業者 

■ 旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けた者 

■ 住宅宿泊事業法第３条第１項に規定する届出を行った事業者 

■ 上記のほか，宮城県知事が適当と認める事業者 

 

(3)対象旅行者 ■ 日本国内の居住者 

 

(4)対象経費 ■ 宿泊商品代金の割引に要する経費 

■ 旅行商品代金の割引に要する経費 

■ 地域限定クーポンに要する経費 

 

(5)補助内容 ① 販売補助 

■宿泊・旅行商品代金の２０％ 

 ただし，次の上限を超える場合は上限額までの補助となります。 

 ・交通付旅行商品：５，０００円（１泊当たり） 

 ・上記以外   ：３，０００円 

※ ひとつの旅程において７泊分までが補助対象です。 

 

■商品代金の下限を設けます。下回る商品は補助の対象外です。 

 平日 ３，０００円／人泊  休日 ２，０００円／人泊 

 

② 地域限定クーポン 

宮城県内の加盟店で使用可能な地域限定クーポンを，対象旅行者に付与します。 

 ※ 原則として旅行者のスマートフォン等を活用した電子クーポン 

 

■ 付与額 

 平日 2,000円／休日 1,000円 

■ 付与方法 

 旅行者がシステムを利用して発行 ※事業者による代理発行も可能 

■ 使用期間 

 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 日帰り旅行商品 

チェックイン当日から R5.4.1まで 旅行日から R5.4.1まで 

  

(6)補助金の 

交付方法 

対象事業者が参加登録等を行った上で対象商品を販売し，各対象事業者が補助金の交付を

受けます。旅行者に直接補助金が給付されることはありません。 
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≪参考：令和４年１２月２７日宿泊分までの全国旅行支援との比較≫ 
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(1) 対象期間 

 

■ 予約開始日 

令和５年１月６日（金） ※既存予約は支援対象外 

■ 宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）宿泊分 

令和５年４月 １日（土）チェックアウト分 

■ 日帰り旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）旅行分 

 

○ 新型コロナウイルス感染症等の感染状況に応じて，対象期間を変更する場合があります。 

感染状況の目安については，以下のとおりです。 

・新型インフルエンザ等対策特別設置法（平成２４年法律第３１号）第３２条第１項に基づき，緊急事態措

置を実施すべき区域として公示された場合 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第３１条の４第１項に基づき，まん延防止等重点措置を実施すべき

区域として公示された場合 

・感染状況が相当程度悪化していると国が判断する場合 

○ 対象期間中であっても，予算がなくなり次第終了します。 

 

(2) 対象事業者 

 

下記に該当し，本制度への参加登録をした事業者のうち，事務局が選定した者 

■ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）に基づき旅行業の登録を受けた事業者 

■ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けた者 

※ ただし，風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者を除く。 

■ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項に規定する届出を行った事業者 

■ 上記のほか，宮城県知事が適当と認める事業者 

 

○ 旅行事業者について，宮城県内の事業所の有無は問いません。 

○ 全国旅行支援統一窓口へ販売登録申請し，宮城県が承認した事業者が対象となります。 

 

【対象事業者が遵守すべき事項】 

(1) 大綱 

① 本取扱要領を含む規程類やそれらに関連して発信されるすべての情報（事務連絡を含む）等に従うこと。 

② ①については，適宜修正がなされる場合があるので，必ず最新のものを確認し，従うこと。 

(2) 細目 

1 本事業の定める感染拡大防止策を講じていること。 

2 旅行者全員の本人確認および居住地確認が必要となるので，旅行者への適切な周知と必要に応じて参画

事業者でその役割を担うこと。 

3 本事業の補助金の対象となる商品を販売した場合，本事業の対象である旨を宿泊事業者等に予約通知等

で事前に通知を行うこと。 

4 参画事業者は，関係法令の一切を遵守し，公序良俗に反しないこと。 

5 販売補助金と地域限定クーポンが一体とならないような補助金の交付を行わないこと。 

6 架空予約など，旅行や施設の予約を捏造しないこと。 

7 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をしないこと。 

8 旅行代金等の水増しなど，補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。 

9 本事業以外の国または地方自治体の補助金等の交付を受けている場合で，本事業による補助金の金額と

の合計が販売価格（税およびサービス料を含む。以下同じ。）を超えるもの（国または地方自治体の補助金



令和４年１２月２６日 第５版 

7 

 

等が重複するもの）については，その超える部分は対象外です。 

10 全国旅行支援対象商品販売開始日（令和５年１月６日）以降に予約がなされた対象旅行商品に限って補助

の対象とすることが可能です。なお，例外として受注型企画旅行商品については，最終的な確定書面の交付

日を全国旅行支援対象商品販売日とみなします。 

11 補助金の申請にあたっては，旅行会社の造成する商品が本事業の定めに適合していることを担保すること

のみならず，本事業の旅行者が本事業に定める条件等に適合していることを担保するよう善良な管理者によ

る注意をもって取り扱うこと。 

12 反社会的勢力の排除 

(ア) 自己または自社の役員等が，次のいずれにも該当する者であってはならない。 

i. 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

ii. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。） 

iii. 暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者 

iv. 自己，自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって，暴

力団または暴力団員を利用している者 

v. 暴力団または暴力団員に対して賃金等を提供し，または便宜を供与する等直接的または積極的に暴力

団の維持もしくは運営に協力し，または関与している者 

vi. 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

vii. 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

(イ) （ア）の ii.から vii.までに掲げる者が，その経営に実質的に関与している法人その他の団体または

個人であってはならない。 
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(3) 対象旅行者 
 

■ 日本国内の居住者 

 

○ 日本人であることや，国籍は問いません。 

○ 日本国籍であっても，日本に居住実態のない方（海外に居住している方）は対象外です。 

○ 居住実態のない訪日外国人は対象外です。 

○ 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出される等の感染状況に応じて合理的と考えられる場合に限

り，当該都道府県に居住する旅行者への本制度の適用を停止します。 

○ 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。 

ア）感染状況等を考慮した上で，都道府県（知事）の判断により事業停止した場合 

イ）当該都道府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 

ウ）国が都道府県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合 
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(4) 対象経費 
 

■ 宿泊商品代金の割引に要する経費 

 ※ 宿泊事業者参加登録している宿泊施設に限ります。 

■ 旅行商品代金の割引に要する経費 

※ 募集型企画旅行，受注型企画旅行，手配旅行いずれの形態も対象となります。 

※ 予算額の２割を団体旅行枠として設定します 

■ 地域限定クーポンに要する経費 

 

 ○ 事前に予約を行っていたもののみが補助対象となります。 

・ 入湯税，サービス料，保険料も商品の中に含まれていれば，対象となります。 

・ 商品に含まれる食事は補助対象ですが，現地で追加注文した食事や飲み物は補助対象外です。 

 ○ 宿泊施設の利用開始時と利用終了日が同日（デイユース）であるもの（２４時以降にチェックインして  

１泊した場合）は補助対象外です。 

 

【販売補助金の対象となる商品】 

1. 対象となる商品  

本事業における販売補助金の対象となる商品は次のとおりです。  

※ 前項(2)対象事業者のうち「販売補助金の対象となる商品の販売者が遵守すべき事項」を遵守せずに

造成された不適切な商品は対象外です。  

① 宿泊商品  

販売登録のある宿泊施設等（以下「宿泊施設」という。）で提供される宿泊サービスを含む商品である

必要があります。  

ただし，宿泊サービスのうち，宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日（デイユース）であるもの

は除きます。  

② 宿泊を伴う旅行商品  

・企画旅行（募集型，受注型）  

・手配旅行  

※ 販売登録がない宿泊施設を旅行商品とした場合，補助金の対象外です。  

③ 日帰り旅行商品  

旅行商品（企画旅行または手配旅行）のうち，次のいずれも満たすものとなります。  

（ア）旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む必要があります。  

ただし，夜行バスで夜（１日目）に出発して翌日（２日目）に旅行先に到着し，その後，同日

（２日目）中に夜行バスで旅行先を出発し翌日（３日目）に出発地へ戻るような場合は，同日

（２日目）中に発地に戻ることが予定されているものとみなして対象とします。  

（イ）旅行先で運送・宿泊以外の旅行サービス等を含む必要があります。  

ただし，上記（ア）（イ）の 2つの条件を満たすものであっても，2地点間の移動のみを主たる目

的とするなどのような，地域での消費喚起にほぼ寄与しないものと評価される場合を除きます。  
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④ 宿泊を伴う旅行商品（交通付）  

   宿泊を伴う旅行商品（交通付）とは，宿泊を伴う旅行商品に，さらに次に定義する運送サービスの一部

（本取り扱いマニュアル内において「交通」という。）を当該旅行事業者が手配し一体として提供する旅行

商品をいいます。  

（ア）航空機  

航空機による移動を含むものはすべて対象となります。ただし，発着空港が同一となるいわゆる遊

覧飛行は除きます。  

（イ）鉄道  

1乗車で片道 50km（営業キロ）以上の有料列車（※）の利用を含むものが対象となります。  

※ 有料列車とは，新幹線や JR特急など，運賃だけでは乗車できない列車を指します。ただし，普

通列車グリーン車など，一部の車両・座席にだけ追加料金が生じる列車は除きます。  

（ウ）船舶（フェリー等）  

1乗船で片道 50km（乗船地と下船地の直線距離）以上の利用を含むものが対象（人の運送を行って

いれば，旅客船のみならず貨物船も対象）となります。   

ただし，次の航路は距離に関わらず，旅行の行程に含まれていればすべてが対象となります。  

※ 離島振興法（昭和 28年法律第 72号），小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79

号），奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）および沖縄振興特別措置法（平成

14年法律第 14号）における指定離島等を結ぶ航路  

（エ）貸切バス  

貸切バス（道路運送法（昭和 26年法律第 183号）における一般貸切旅客自動車運送事業の運行の用

に供されるバス）の 2時間以上の利用を含むものが対象となります。  

（オ）乗合バス  

1乗車で片道 50km（営業キロ）以上の利用を含むものが対象となります。  

（カ）タクシー，ハイヤー  

1乗車で乗車地と経路上における下車観光，入場観光または食事箇所の少なくともいずれか 1地点と

の直線距離が 50km以上の利用を含むものが対象となります。  

 

 

【対象外経費】 
次のものは，対象商品には含められません。 

 ① 現金及び現金同等に扱われる金券，換金目的又は換金性の高いものを含む場合 

・ 現金及び金券類 

QUO カード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等 

※ ただし，次の（ア）～（ウ）のすべてを満たすものは紙・デジタルを問わず旅行商品に含めること

が可能です。 

（ア） 金券の使途となる物品又はサービスが，券面に記録されたものであること 

   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，又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

るものであること 

（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こと 

 ・ 鉄道の普通乗車券（特急券，指定席券等を含む），回数券，普通航空券（往復航空券や上位クラス利用

料金を含む）等 

※ 旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象に含めることが可能です。 

 ・ 収入印紙や切手 
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② 上記のほか，対象商品として不適切と認めるもの 

  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，以下の（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。 

補助の対象になるか判断に迷われる場合には，全国旅行支援統一窓口へ事前にご相談ください。ご相談

なく企画，販売されたものが，補助金実績報告の段階で補助対象外と判断された場合，補助金の支払いは

受けられません。 

（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，商品に含む物品やサービスの価額は，そのおおむね２倍を上限の

目安にしてください。 

（４） 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」など 

（５） 行程に国外の地域が含まれないこと。 

（６） ライセンスや資格の取得を目的としないもの。 

 
【対象となる商品例（代表的なものを例示）】 
① 日帰り旅行商品  

・往復の鉄道への乗車と体験型アクティビティ（ゴルフ利用等を含む）がセットになった旅行商品  

・往復の船舶への乗船と旅行先でのランチがセットになった旅行商品  

・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品 

 

【対象外とする商品例（代表的なものを例示）】 
① 商品全般  

・ヨガライセンス取得講習付き商品  

・ダイビングライセンス取得講習付き商品  

・運転・操縦免許等（合宿）付き商品  

・接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う商品  

・宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品  

・通常の宿泊料金を著しく超える物品（例：宿泊施設で販売をしている高級和牛肉など）付きの商品  

② 日帰り旅行商品  

（ア）運送サービスしか含まれていないもの  

・鉄道への乗車＋船舶の乗船  

・地域周遊きっぷのみ  

・往復バスの乗車のみ  

（イ）旅行開始日と同日中に発地に戻ることが予定されていないもの  

・目的地までの片道のバス乗車と食事  

（ウ）地域での消費に寄与しない組み合わせ  

・往復の鉄道の乗車と旅行先での缶ジュース  

・往復の航空と出発空港でのお弁当  

・往復のバス乗車と旅行先での無料観光施設（公園等）入場 
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 (5) 補助内容 

 

① 販売補助 

■ 宿泊・旅行商品代金の２０％ 

  ただし，次の上限を超える場合は上限額までの補助となります。 

  ・交通付旅行商品：５，０００円（１泊当たり） 

  ・上記以外   ：３，０００円 

※ ひとつの旅程において７泊分までが補助対象です。 

 

■ 商品代金の下限を設けます。下回る商品は補助の対象外です。 

  平日 ３，０００円／人泊  休日 ２，０００円／人泊 

 

 

基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

 

≪販売補助金額の基本的な算出手順≫ 
  

① 宿泊商品代金の総額に対して２０％を乗じます。 

 ② 商品タイプごとの 1人 1泊あたり上限額を，泊数と人数に乗じます。 

 ③ 上記①と②を比べ，金額の低い方を補助額とします。 

 

（例） 
宿泊代金総額 １７０，０００円 ／ ２泊３日 ／ 大人２人，子供１人 の場合 
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≪商品代金の下限について≫ 
本事業では地域限定クーポンが定額で付与されるため，廉価な商品では，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

商品の代金下限（以下「商品代金下限」という。）を設定します。 

この商品代金下限を下回る商品は，補助の対象にはなりません。 

 

 
1人 1泊当たりの商品代金 

（日帰りの場合は 1人当たり） 
商品代金の割引 地域限定クーポン 

平日 

３，０００円以上 ２０％ ２，０００円 

３，０００円未満 補助なし 付与なし 

休日 

２，０００円以上 ２０％ １，０００円 

２，０００円未満 補助なし 付与なし 

 

≪その他留意事項≫ 
○ 端数の処理は，1 円未満での切り捨てです。ただし，旅行事業者の業務上の都合などにおいて合理的な理

由がある場合のみ 100円未満までの切り捨てを許容します。 

○ 子供や幼児も 1人として計算することが可能です。 

○ 旅行者は期間中何度でも利用できます。 

○ １旅行当たりの補助対象泊数は旅行期間によらず，最大７泊分までとします。（同一施設の連泊，異なる

施設の宿泊か否かは問いません。） 

○ 補助内容は「販売補助」と「地域限定クーポン」で構成されています。原則として，どちらか一方のみの

補助とすることはできません。 
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② 地域限定クーポン 

宮城県内の加盟店で使用可能な地域限定クーポンを，対象旅行者に付与します。 

 ※ 原則として旅行者のスマートフォン等を活用した電子クーポン 

 

■ 付与額 

 平日 2,000円／休日 1,000円 

■ 付与方法 

 旅行者がシステムを利用して発行 ※事業者による代理発行も可能 

■ 使用期間 

 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 日帰り旅行商品 

チェックイン当日から R5.4.1まで 旅行日から R5.4.1まで 

   

 

○ STAYNAVI（ステイナビ）を利用して電子クーポンを付与します。大まかな流れは以下のとおりです。 

○ 地域限定クーポンの詳細については，「地域限定クーポン【全国旅行支援対応版】取扱マニュアル」をご

参照ください。 
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○ 平日と休日の定義は次のとおりです。 

・ 宿泊旅行 

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。 

・ 日帰り旅行 

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。 

 

【地域限定クーポン付与カレンダー（1月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（2月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（3月）】 

   

 

 

○ 令和 5年 1月 10日からの全国旅行支援では，従来の紙クーポンは一切使用しません。 
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 (6) 補助金の交付方法 

 

対象事業者が参加登録等を行った上で対象商品を販売し，各対象事業者が補助金の交付を受けます。 

旅行者に直接補助金が給付されることはありません。 

 

 

【登録申請】 
(1) 登録申請とは 

情報登録および販売補助金対象となる商品の提供および販売補助金の予算枠（以下「予算枠」という。）の

配分を受けるための申請。統一窓口では，旅行事業者がその対象となります。 

※ なお，本事業参画中，事業譲渡をされる場合は，参画終了の手続きが必要です。また，事業を承継する

事業者が引き続き本事業への参画を希望される場合改めて登録申請が必要です。 

(2)登録申請の具体的な手続き 

①申請方法 

(ア)公式サイトからの申請 

※ 公式サイトから申請ができない事業者は，「４ お問い合わせ先」までお問合せください。 

②申請に必要な情報 

(ア) 事業者情報 

(イ) 各都道府県の販売希望と販売計画 

(ウ) 口座情報（事業者用） 

(エ) （ウ）の口座情報が確認できる書類 

通帳の写し（表紙と表紙裏面の見開きページ），キャッシュカードの写し，口座証明書， 

インターネットバンキング口座情報記載画面のコピー等 

(オ) 代理店リスト（統一様式第 7号） 

※ 旅行事業者で代理店の登録を申請する場合のみ（代理店とは委託元の旅行事業者が予算枠を管理する

代理店（提携店）を指します）。 

 

【予算枠割当額決定および通知】 

(1) 予算枠割当額の決定 

① 予算枠を各社単位で割り当てる旅行事業者と複数社で都道府県単位の予算枠を割り当てる旅行事業者

がございます。 

② 具体的な宮城県の予算枠は，事業者マイページの「販売計画」の登録内容を審査し，予算枠割当額を決

定し，事業者マイページにて通知します。 

③ 申請書類を審査した結果，旅行事業者の指定を行わない場合には事業者マイページにより通知します。 

(2) 予算枠割当額の変更 

① 決定通知後に，旅行事業者が予算枠割当額の変更をしようとする場合は，事業者マイページより「販売

状況」を登録します。 

② 事業者マイページの「販売状況」の登録内容を審査の上，割引配分割当額に変更が生じるときは事業者

マイページにて通知します。 

③ 旅行事業者の事業進捗状況を確認のうえ，予算枠割当額の増減額を事業者マイページにて通知します。 

④ 決定通知後に，旅行事業者が登録取消しを希望する場合は，登録取消申請を提出することとします。 

※なお，事業者マイページにて申請ができない事業者は，「４ お問い合わせ先」までお問合せください。 
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【月次報告・実績報告の期間・方法】 
(1) 月次報告 

① 予算枠割当額の決定を受けた旅行事業者は，当該事業が完了するまでの間， 

・各月 1日から 15日までの実績について各月末日までに， 

・各月 16日から末日までの実績について翌月 15 日までに， 

各月 2回，次の書類を統一窓口へ提出してください。なお，実績がない場合，毎月の提出は不要です。 

※ 月 1 回で申請を行いたい事業者は，月 1 回申請（月末締め，翌月 15 日までに提出）とすることが可

能です。 

(ア) 補助金請求書（統一様式 2号） 

(イ) 実績内訳シート（統一様式 1号） 

(ウ) （ア）（イ）に掲げる書類のほか，必要な書類として求めるもの 

② 統一窓口は，補助金の請求があった場合は，内容を審査の上，適正な内容であると確認し，旅行事業者

の指定口座に補助金を振込みます。 

(2) 完了報告 

① 予算枠割当額の決定を受けた旅行事業者は，当該事業が完了したときは，完了報告書等を別途定める期

日までに統一窓口に提出してください。（当該事業終了前に登録取消しを希望する場合を含む） 

② 実績報告は次の書類の提出が必要です。 

(ア) 完了報告書（統一様式 8号） 

(イ) その他必要と認めるもの 

※ （ア）（イ）とは別に，販売進捗状況の報告を定期的に求めることがあります。 
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３） ワクチン・検査パッケージ等 

令和３年１１月１９日付け「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」及び「旅行業・宿泊業におけるワクチン・

検査パッケージ運用ガイドライン」等に則してご確認ください。運用ガイドラインに則した運用を行っていな

い事業者は，支援対象から除外することがあります。 

 

(1) ワクチン接種歴・PCR 検査等の陰性証明の確認 

  みやぎ宿泊割キャンペーン（全国旅行支援）を利用する際には，原則として旅行者は下記のいずれかの提示

が必要です。 

 ① 新型コロナワクチンの接種済証明書 

  ② PCR検査等※の陰性証明書 

  ※ PCR検査等…PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法，抗原定量検査を含む。）及び抗原定性検査 

 

≪確認内容≫ 
① 新型コロナワクチンの接種済証明書 

確認事項 宮城県内在住者 宮城県外在住者 

内容 ワクチンを３回接種済みであること 

書類 予防接種済証 or接種記録書 or接種証明書 

 

② PCR検査等の陰性証明書 

確認事項 宮城県内在住者 宮城県外在住者 

内容 PCR検査等の検査結果が陰性であること 

書類 PCR検査等及び抗原定性検査における陰性証明書（検査結果通知書） 

有効期限 
・PCR検査等…検体採取日より３日以内 

・抗原定性検査…検査日より１日以内 

※ 陰性証明書（検査結果通知書）を利用する場合，旅行開始日に有効であることが確認できれば，ひとつの

旅程（旅行期間）中は有効な検査結果として扱い，追加の検査を不要とすることが可能です。 

旅行者の旅行開始２日目以降に検査結果を確認する場合（初泊と異なる宿泊施設を利用する場合，旅行開

始日に対象宿泊施設を利用しない場合など）は，旅行開始日を確認するため，検査結果の確認書類に加えて，

旅行開始日が確認できる書類（前泊施設の領収書など）の提示を求めるようお願いします。 

※ 同居する親等の監護者が同伴することを条件に，１２歳未満は検査不要です。ただし，同居する親等の監

護者が同伴しない場合は，１２歳未満であってもワクチンを２回接種又は検査陰性であることが利用条件と

なります。なお，「同居する親当の監護者」には同居しない監護者は含みません。 

※ 事務局から証明として提出は求めません。個人情報をコピーしないようにお願いします。 

 

≪確認のタイミング≫ 
○ ワクチン接種歴の確認については，利用条件の確認を当日に行うと，ツアーの添乗員や宿泊施設のフロン

トスタッフ等に負担がかかり，条件に合致しない場合の旅行者の不便も大きくなるため，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。） 

○ 検査結果については，有効期限があり確認できる期間が限られることから，当日確認とします。 

○ 確認の重複や確認漏れを防ぐため，販売者は，全国旅行支援の適用有無及び事前確認の状況について，当

日対応を行う者に伝達するようお願いします。 
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(2) 旅行者住所の確認 

○ 日本国内に居住する旅行者であること，ワクチン接種歴等の本人確認のため，身分証明書等により  

住所確認が必要となります。 

○ 当日チェックイン時の確認をお願いします。 

 

≪確認書類≫ 
 旅行者名及び住所が併記されている場合 

  ■運転免許証 ■健康保険証 ■住民票 ■学生証 ■社員証 

■マイナンバーカード ■公共料金領収書（発行日から２ケ月以内） ■在勤証明書  など 

 

※ 事務局への提出は不要です。個人情報をコピーしないようにお願いします。 

 

(3) 販売時の明記事項・旅行者の同意事項 

対象商品の販売にあたっては，以下の内容を明記し，旅行者の同意を得る必要があります。 

 

明記事項 

○ 対象商品が前述の３）(1) の①新型コロナワクチンの接種済証明書又は②PCR検査等の陰性証明書の提

示が必要であること。 

○ 検査結果通知書は，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すること。 

※ 抗原定性検査を事業者の管理下で行い，検査結果通知書を発行する場合は，③検査方法の代わりに使

用したキット名を，④検査所名の代わりに事業所名を記載する。 

※ 検査結果通知書によらず，旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は認められません。 

○ 予防接種済証等を撮影した画像や写し等を提示することも可能であること。 

○ 条件を満たさない場合（検査結果が陽性の場合，検査結果が「判定不能」であった場合，確認書類を持

参しなかった場合，検査結果が間に合わなかった場合，ワクチン接種から 14日を経過していない場合等）

の対応（キャンセル料の扱い，代金変更が発生する場合はその内容，前日・当日の連絡先，参加可否等）。 

※ 確認書類の持参忘れにより確認できない場合，割り引きの対象とはなりません（割引対象とならない

ことを理由に宿泊をキャンセルした場合のキャンセル料は，お客様の負担となります。）。 

○ 複数人グループの一部の参加者が条件を満たさない場合の同行者の対応（取消料の扱い，代金変更が発

生する場合はその内容等）。 

 ※ 日本に在住していないことが判明したときには，その旅行者は割引の対象とはなりません。 

○ 検査費用が代金に含まれる場合，検査費用が代金に含まれること，検査方法（PCR検査等，抗原定性検

査），検体採取の方法（郵送検査，来店検査）。 

○ 確認書類の持参忘れにより当日までに予防接種済証等又は検査結果通知書を確認できない場合，後日

の提出は認められないこと。 

 

 

旅行者からの同意事項 

○ ワクチンを接種済であること又は検査結果が陰性であることが利用条件であること。 

○ 予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を行う者に提示すること。 

○ ワクチンの効果は完全ではなく，接種しても感染し，他の人に感染させる可能性があるため，ワクチン

を接種していたとしても基本的な感染対策を怠らないこと。 

○ 検査結果が陰性であったとしても，検査後に感染する可能性があり，また，偽陰性である可能性もある

ため，基本的な感染対策を怠らないこと。 

○ 旅行開始日の 2週間前から感染リスクを避けて生活すること。 
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４） 本事業利用にあたっての留意事項 

 

(1) 本事業以外の各種割引との併用  

○ 他の地方公共団体又はその委託を受けた者が実施する宿泊割引事業等との併用は可とします。 

○ 割引クーポンなど，各種割引きを適用した後の価格を基準として補助金額を算出してください。 

 

 

 

(2)  旅行者事由により，商品予約が取り消された場合  

○ 旅行者事由により，商品予約が取り消された場合の取消料は，通常どおり各旅行事業者・各宿泊事業者の

約款等に沿って対応ください。基本的な考え方は次の通りです。 

・ 販売補助は，通常「旅行代金」を減額するものではありません※。 

・ 本事業は販売補助金が適用された「旅行者支払額」より取消料が多くなる（取消料 100％などの）場合，

その不足分は旅行者の負担となり，販売補助金として申請することはできません。 

   ※ 各種資料で「割引」という文言が使用されていますが，旅行者に対しての表現に限り，使用にはご留

意ください。販売時に「〇〇％割引」「〇〇円引き」のような「旅行者が値引きと認識するような表現」

をした場合は，事業者による「商品代金の減額」行為と誤認されるリスクがあります。誤認させて契約

を締結した場合は，取消料の計算や旅行者帰責による補助金適用不可の際に，旅行者への旅行代金不足

（販売補助額と同額）の請求根拠を失う可能性があります。 
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 (3) 販売開始前の予約  

○ 全国旅行支援対象商品販売開始日（令和５年１月６日）以降に予約がなされた対象旅行商品に限って補助

の対象とすることが可能です。 

○ 受注型企画旅行については，確定書面の交付日が販売開始日以降であって，旅行の実施日が事業開始日以

降であれば，支援対象となります。 

 

(4) 価格表示  

 ○ 対象商品の販売にあたっては，補助金額を旅行者が認知できるようにするため，以下の４点を明示してく

ださい。 

① 「みやぎ宿泊割キャンペーン」の対象商品であること 

② 本来の販売価格 

③ 旅行者支払額 

④ 販売補助額 

表示例：宿泊代金 10,000円，みやぎ宿泊割キャンペーンでの販売補助 2,000円の場合 

旅行者支払額 8,000円【通常価格 10,000円】 

地域限定クーポン 2,000円（or1,000円） 

（みやぎ宿泊割キャンペーンの適用で 2,000円分の販売補助適用後の価格です。） 

 ※ 過去の実績がない価格からの割引などは，景品表示法上，問題となる可能性があるため，ホームページ

等への掲載内容に関しては旅行者に誤認を与えないよう注意し，割引前の価格に関しても旅行者へ明示す

るようお願いします。 
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(5) 特に留意すべき旅行の特例  

① 公費出張 

・ 公費出張は補助の対象外です。 

 ② 配宿行為を伴う特定大会への参加を目的とする旅行 

次の特定の大会では，配宿センターにより旅行者へ宿泊施設が割り当てられます。そのため，旅行者が任

意の宿泊施設を選択することができません。旅行者への公平な旅行商品の提供ができないため，次に定める

特定の大会の参加資格を有する選手，監督，コーチ，スタッフ等による，特定大会への出場およびその補佐

を目的とした旅行は「旅行全体」が本事業の対象外となりますので注意ください。 

この取扱いを求める特定の大会は次の 9つのみです（令和４年９月時点）。 

また，この規定は配宿行為を伴わない旅行（参加者の応援をするためのいわゆる応援団による旅行等）を

制限するものではありません。 

 

・国民体育大会 

・全国障害者スポーツ大会 

・全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

・全国中学校体育大会（全中） 

・全国健康福祉祭（ねんりんピック） 

・全国植樹祭 

・全国育樹祭 

・全国豊かな海づくり大会（豊漁祭） 

・全国高等学校総合文化祭（高校総文祭） 

 

 ③ 夜行フェリーの取り扱い 

   出航地から宮城県への夜行フェリーの船中泊については，以下の２つの条件を満たしている場合のみ， 

１泊（対象経費）とみなします。 

・ 旅行事業者の募集型企画旅行，受注型企画旅行，手配旅行であること。 

・ 同行程内において，宮城県内の宿泊施設（宿泊事業者参加登録している施設に限る。）への宿泊を， 

１泊以上含むこと。 

 

(6) その他  

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し，（公社）宮城県観光連盟の定める「新型コロナ対策チ

ェックリスト」を遵守し，安心・安全に十分留意してください。 

○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参照し，感染拡大防止策を図るようお願いします。 

○ 不正利用が発覚した場合は，事務局は事実を確認の上，本キャンペーンで申請・利用した全ての補助金 の

返還を求めます。 

○ 旅行者が地域限定クーポンを使用できなかった場合に被った損害について，宮城県及び事務局では責任を

負いません。 

○ 事務局にて定めたスケジュール等ルールに則って，適正な取り組みにご協力願います。 

○ 事業で使用した証票類は報告時に提出の必要がないものについても，補助を受けた翌年度から５年間の保

管をお願いします。  
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３ 不正防止 

○ 各対象事業者から提出いただく報告書類等をもとに，事務局はルールに沿った申請がなされているか確認し

ます。報告内容が正当であるか確認するため，事務局または宮城県による立入検査や関係事業者へ実績確認を

行う場合があります。 

○ 架空予約など宿泊や旅行の予約を捏造した場合や，旅行者が宿泊や旅行の予約を取り消したにもかかわらず，

対象事業者が当該補助金を請求した場合には，不正請求とみなし補助金の全部又は一部の支払の停止，若しく

は支払済の補助金の返還を求めます。 

○ 対象外となる旅行者又は経費に係る補助金を請求した場合も，前項同様不正請求とみなし，返還を求めます。 

○ 不正受給が判明した場合には，捜査機関への通報を行います。 
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４ お問い合わせ先 

内容によって，お問い合わせ先が異なりますので，確認のうえで対応ください。 

 

（１） 本取り扱いマニュアルに関すること（統一窓口での受託業務：補助金の対象となる旅行

商品， 旅行事業者の販売登録，予算枠管理，実績報告，審査等）  

 

１ 事業者登録・補助金管理/精算関連対応に関して  

統一窓口 旅行事業者用お問い合わせ窓口  

TEL：03-6635-3655（受付時間：10:00-17:00 休業日：土・日・祝日・12/30～1/3）  

 

２ 基本ルール・ツアー造成対応に関して  

統一窓口 旅行事業者用お問い合わせ窓口  

TEL：03-6635-3669（受付時間：10:00-17:00 休業日：土・日・祝日・12/30～1/3）  

 

（２） 本取り扱いマニュアルの宿泊・旅行関連に関するお問合せ窓口  

 

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局  

住所：〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3－7－23 明治安田生命仙台一番町ビル２階  

電話番号：022-797-4083（電話受付時間 10:00～17:00）土日・祝日 12/29～1/3 を除く  

FAX 番号：022-797-9505  

E-mail：miyagi-syukuhaku2@04.tripwari.jp  

 

（３） 本取扱マニュアルのクーポンに関するお問合せ窓口  

 

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局  

住所：〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3－7－23 明治安田生命仙台一番町ビル２階  

電話番号：022-797-8089（電話受付時間 10:00～17:00）土日・祝日 12/29～1/3 を除く  

FAX 番号：022-797-9505  

E-mail：miyagi-coupon2@04.tripwari.jp  
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５ 改正履歴 

 

改版 発行日 改定履歴 

第１版 令和４年１０月７日 初版発行 

第２版 令和４年１０月２０日 

対象事業者の追加 

P13その他留意事項の追記 

P25特に留意すべき旅行の特例の追記 

第３版 令和４年１１月１４日 P21陰性証明書等の取り扱いの追記 

第４版 令和４年１１月２８日 

対象期間の延長に伴い，下記ページの期日を訂正 

 P4，P5，P6 

P15 地域限定クーポン付与カレンダー（12 月）に 

延長期間分を追記 

第５版 令和４年１２月２６日 
対象期間の延長（令和５年１月１０日～） 

補助内容の変更（補助率，地域限定クーポンなど） 等 

   

 

 

※ 今後，取り扱いマニュアルは改定される場合があります。 

 各手続きの前に最新版であるかご確認いただきますようお願いいたします。 

 


