
みやざき旅行支援割キャンペーン事業

参画施設向け取扱いマニュアル

（宿泊施設直販編）
※このマニュアルは施設で直接予約を受ける場合（旅行会社、じゃらん・楽天等を除く）に適用するものです。

みやざき旅行支援割キャンペーン事業 各お問い合わせ窓口

みやざき割地域共通クーポンに関すること

みやざき割地域共通クーポン事務局 ☎：0985-68-3202（加盟店専用番号）

ステイナビに関すること

みやざき旅行支援割キャンペーンサポートセンター ☎：050-3119-6753

宿泊施設が行う申請・割引等に関すること

宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合 ☎：0985-24-4730

宿泊事業者様

その他事業に関すること

（公財）宮崎県観光協会 ☎：0985-26-6100



１ はじめに～事業実施にあたって～

本事業の概要・目的

落ち込んだ観光需要を早期に回復と国内観光客の県内周遊を促進するため、感染状況を見極め

ながら、全国を対象に割引キャンペーンを実施する。また、併せて割引キャンペーン利用者に対

して、県内の土産店、飲食店、交通機関などで使用可能なクーポンを付与し、幅広い産業への経

済波及を図る。

２ 事業内容について

本事業の概要・目的

（１）割引額（補助金額）について

① 補助金額の適用について

宿泊代金、旅行商品販売額の４０％を補助（割引）

※ただし、上限：５,０００円

【割引例】（１人泊あたり表示、消費税込み）

旅行代金 割引額（限度額）

＠12,500円以上の場合 ＠5,000円

＠12,500円未満の場合 ＠40％割引
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補助額の算定

①宿泊旅行代金（宿泊者が複数又は連泊の場合はその総額）に対して４０％を乗じる。

②宿泊旅行代金上限額（5,000円）を泊数と参加人数で乗じる。

③上記①と②を比較し低い金額を補助額とする。

※補助額に１円未満の端数が生じた場合は切り捨て
※②の上限額を算定する場合は、無料の子供や乳幼児も旅行人数に含めて計算

例１

大人１名10,000円
小人１名5,000円で
大人２人、小人１人
が２泊ずつした場合

①（10,000円×2名＋5,000円×1名）×2泊＝50,000円
50,000円×40%＝20,000円

②5,000円×3名×2泊＝30,000円

③ ①20,000円＜②30,000円 → 補助額：20,000円

② 補助額の算定について



③ 対象となる予約受付開始日について

令和４年１０月１１日（火）以降の申込に限ります。

※受付開始時間は、各参画事業者様の営業時間（もしくは予約受付開始時間）に準じます。

※キャンペーンは既存予約分にも適用可能となります。

すでに予約されている旅行については、旅行者からの申し出等を前提に、旅行出発日までに次

の〈既存予約を補助の対象とするための条件〉を全て満たしている場合は、補助の対象とするこ

とができます。

〈既存予約を補助の対象とするための条件〉

・旅行者が本事業の利用条件（居住地確認、ワクチン接種歴確認等）を満たしていること。

・旅行者が本事業の内容（割引額等）を理解していること。

④ 対象となる旅行者について

国内在住者が対象となります。

※よって宿泊施設様はチェックイン時、身分証明証の確認）をお願いします。

例２
大人１名15,000円で
大人２人が１泊した
場合

①15,000円×2名×1泊＝30,000円
30,000円×40%＝12,000円

②5,000円×2名×1泊＝10,000円

③ ①12,000円＞②10,000円 → 補助額：10,000円

例３

大人１名15,000円、
小人１名0円で
大人３人、小人１名
が１泊した場合

①（15,000円×3名＋0円×1名）×1泊＝45,000円
45,000円×40%＝18,000円

②5,000円×4名×1泊＝20,000円

③ ①18,000円＜②20,000円 → 補助額：18,000円

例４

大人１名
１泊目4,000円、
２泊目4,000円、
３泊目5,000円で
大人１名
計３泊した場合

①4,000円＋4,000円＋5,000円＝13,000円
13,000円×40%＝5,200円

②5,000円×1名×3泊＝15,000円

③ ①5,200円＜②15,000円 → 補助額：5,200円
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⑤ 対象条件について

キャンペーン利用者はワクチン（３回目以上）接種書もしくは接種証明書、又はＰＣＲ検査等の

結果が陰性（確認日の３日前以内、ただし、抗原定性検査は１日以内が有効）であることの証明書

等の提示が必要です。

※同居する親等の監護者（キャンペーン適用の条件を満たしていること）が同伴する場合には、12

歳未満のお子さまのワクチン接種済証もしくは接種証明書、又はPCR検査結果の提示は不要となり

ます。

・新型コロナウイルス感染拡大の状況等を踏まえ、事業実施期間が停止または変更となることがあります。

（２）事業実施期間について ※販売期間と宿泊期間が異なりますのでご注意ください。

①販売期間：

令和４年１０月１１日（火）～令和４年１２月２０日（火）まで

②宿泊期間

令和４年１０月１１日（火）チェックイン～令和４年１２月２１日（水）チェックアウト分まで

（３）本事業割引適用の際のご注意点

・連泊上限は７泊となります。

・入湯税、施設使用料は対象外です。

（ただし、予め販売の際に旅行代金に含んでいる場合は除く）

・宿泊施設にて利用した飲料代金は対象外です。

（夕食時飲み放題付き宿泊プランなど、予め旅行代金に含まれている場合は除く）

・上記以外の宿泊施設で追加で発生したものについても対象外です。

３ 実績報告・補助金の支払いについて（宿泊割引分）

本事業参画事業者は「実績報告」が必要となります。

（１）ステイナビへの実績入力

ステイナビ上にて実績報告を行ってください。詳しくは別紙「みやざき旅行支援割キャン

ペーン宿泊施設直接予約限定 STAYNAVI操作マニュアル」21,22ページをご確認ください。

実績報告書の提出は不要です。

※別途、書類の提出をお願いする場合もございます。

- 3 -



４ キャンセル料の取扱いについて

新型コロナウイルスの感染状況等により、新規予約・キャンペーンの適用を停止する場合があり

ます。なお、キャンペーンを停止した場合であっても旅行代金にかかるキャンセル料相当額の補

填は行いません。
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５ 申請・精算の流れについて

① 補助金活用～精算までの流れ

①旅行者がステイナビへ予約情報を入力する場合

宿
泊
施
設

旅
行
者

事
務
局

ス
テ
イ
ナ
ビ

①予約

③割引クーポン発行

④割引クーポン提示・支払

②予約情報入力
⑤実績入力
・請求

⑦実績確認

⑧振込

⑥実績報告



②宿泊施設が代理で旅行者の予約情報をステイナビへ入力する場合

宿
泊
施
設

旅
行
者

事
務
局

ス
テ
イ
ナ
ビ

①予約

④割引クーポン提示・署名

⑤宿泊

⑥実績入力・請求

⑧実績確認

⑨振込

⑦実績報告

②予約情報入力

③割引クーポンの発行
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参画事業者さま向けQ＆A

1 対象者・対象地域

NO.１ 外国人の旅行は本事業の対象ですか。

回答

観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は対象外
です。ただし、日本国内に居住する外国人は利用可能です。
技能実習生などの外国人については、在留許可証など公的な書類
によって日本での居住予定が明らかであれば、利用可能です。

NO.２
東京都が感染状況等により事業停止となった場合、東京都在住者
の宿泊は対象外となるのでしょうか。

回答

補助の対象となります。 あくまでも事業停止となった都道府県を
目的地とする旅行が対象外です。
（〇東京都→宮崎県への旅行、✕宮崎県→東京都への旅行）
ただし、国の判断で事業停止する場合においては、双方への旅行
において補助金は適用されません。

2 既存予約

No.3 既存予約は自動的に対象になるのですか。

回答

自動的に対象となるわけではありません。
キャンペーン開始後以降の旅行者からの申し出等を前提に、旅行
出発日までに次の〈既存予約を補助の対象とするための条件〉を
すべて満たしている場合のみ、補助の対象とすることが可能です。

〈既存予約を補助の対象とするための条件〉
・旅行者が本事業の利用条件（居住地確認、ワクチン接種歴確認
等）を満たしていること。
・旅行者が本事業の内容（割引額等）を理解していること。

No.4
既存予約について、旅行者への対応が間に合わない場合はどうし
たらいいですか。

回答

既存予約のうち、次のようなやむを得ない合理的な理由があり
「実務上対応ができない旅行」は、補助の対象としないことも認
められます。
・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
・事業者毎に定める期限までに、旅行者事由により本事業を利用
する等の連絡がない場合
・旅行者の出発前までに、地域クーポンの付与対応等が行えない
場合
・その他、合理的な理由において対応が行えない場合



3 本人・居住地確認

No.5 本人・居住地確認をする必要がありますか。

回答

本事業の補助対象とするためには本人確認・居住地確認が必ず必
要になります。
旅行者に対し、宿泊当日に本人確認等を行うことを必ず周知して
ください。

No.6
本人確認・居住地確認のための書類について、具体的に教えてく
ださい。

回答

本人確認・居住地確認に必要な書類の例としては、次のとおりで
す。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パス
ポート)、在留カード、特別永住者証明書、国家資格を有すること
を証明する書類、障害者手帳等福祉手帳、国または地方公共団体
が発行した身分証明書 など

No.7 宿泊者全員の本人・居住地確認が必要でしょうか。

回答

割引を適用するお客様は全員確認が必要となります。確認がとれ
ない場合は割引適用外となります。
なお、確認証（免許証、健康保険証など）のコピー、保管をする
必要はありません。

No.8
旅行者が旅行当日、本人・居住地確認書類の提示ができない場合
はどうすればよいでしょうか

回答
後日送付などでの提示は認められないことから、割引及び地域共
通クーポン付与の対象外です。



4  ワクチン接種・陰性結果確認

No.9
ワクチンの３回目接種、ＰＣＲ検査等の結果が陰性であることの
確認を行うための書類は写しでも大丈夫でしょうか。

回答
ワクチン接種時に発行されるワクチン接種済証若しくは接種証明
書、又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）、抗原定性検査の結
果に係る陰性証明書については、写しでも可とします。

No.10
中学校の部活動の合宿で宿泊する場合も、すべての宿泊者に対し
てワクチン接種・陰性結果の確認が必要でしょうか。

回答

学校等（幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び
高等専門学校並びに専修学校及び各種学校）の活動に係るツアー
や、宿泊サービス（例：修学旅行など）については、ワクチン接
種歴・陰性結果の確認を利用条件とせず、キャンペーンの対象と
することができます。
ただし、学校の活動に係るものではないもの（例：地区のクラブ
活動など）や、大学等（大学、高等専門学校及び専修学校）の部
活動・課外活動については、ワクチン接種歴・陰性結果による確
認が必要です。

5 旅行者への周知等

No.11
宿泊施設での予約受付時、旅行者に対して案内が必要なことはな
んでしょうか。

回答

本事業の割引等の対象となる宿泊分を予約受付した場合、次の内
容を旅行者へ必ず周知してください。
・本県の「旬ナビ」に掲載している「みやざき旅行支援割」の取
扱いに関するページを自身で出発までに確認すること
・宿泊当日に、①「本人確認及び居住地確認」と②「ワクチン接
種歴や検査結果の確認」を行い、確認ができない場合は割引等の
対象外となること。

No.12
割引対象予定だった宿泊分が対象外となった場合の対応について
教えてください。

回答

宿泊施設には補助金が支払われないので、宿泊施設から当該旅行
者等に対し、割引額（販売補助金）相当額のお支払いを求めるこ
とになります。
また、既に地域共通クーポンを付与していた場合は、宿泊施設に
おいて地域共通クーポンの返還（又は地域共通クーポン相当額の
返金)を請求していただく必要があります。



6 補助金（割引）

No.13
子供や乳幼児が含まれる場合の補助金の計算方法はどうなるので
しょうか。

回答

子供や乳幼児も1名としてカウントします。
（計算例）
旅行代金：80,000円（大人1人1泊 20,000円、乳幼児 0円）
2泊3日の宿泊商品
大人2人、乳幼児1人の旅行
→上限額：5,000円×2泊×3名＝30,000円（0円の乳幼児を含

めて3名で計算）
→販売補助金の計算は80,000×40％＝32,000円のため、
上限額の30,000円が適用されます。

No.14
販売補助金の算出における端数の処理は具体的にどのように なり
ますか。

回答

1円単位を基本としますが、100円未満までを切り捨てとして計算
することができます。
100円未満の金額内であれば、端数処理の金額は宿泊施設の定め
に基づきご判断いただくこととなります。

7 連泊制限

No.15
同じ宿泊施設に、最初の7日間を宿泊施設へ直接、次の7日間を
OTAでそれぞれ予約しましたが、補助対象になりますか。

回答

補助の対象となるのは7泊分までです。
別々の予約であっても、実質的に1つの旅行として連続性がある
場合は、7泊分までが上限となります。
ただし、連続した日付であっても、一度出発地に戻り、翌日新た
な旅行が開始されるような、別の旅行として成立する場合は、１
つの旅行毎に泊数制限が適用されます。



8 ポイント・割引クーポンの併用

No.16 自社のポイントを付けた宿泊商品は、補助の対象となるのですか。

回答

宿泊料金の価格操作が可能な（価格決定権のある）宿泊施設が本
事業の対象となる自らの商品に限定してポイントを付与すること
はできません。
なお、本事業開始前より恒常的に、顧客販促や広くすべての宿泊
者に適用される事業者が付与するポイント類については制限しま
せん。
（一例）
旅行申込者全員に旅行代金の3％がポイントとしてシステムか

ら自動付与されるもの

No.17
旅行代金を各種ポイントやマイル、ギフト券等で支払いは可能で
すか。

回答

個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を
問わず、「旅行者個人に付帯するもの」等、クレジットカード・
現金と同様の支払い手段として利用する場合については、これら
を利用可能です。

No.18
「みやざき旅行支援割」以外の補助制度（市町村割など）を併せ
て適用する場合の販売補助額はどう計算するのですか。

回答

併用は可能ですが、適用ルールは次のとおりとなります。

【適用ルール：旅行代金・宿泊料金から「他割引」による割引額
を引いた後の価格をもとに割引額を算出】
【計算例：旅行代金 15,000円に、他割引 5,000円を適用させる
場合】
割引額：（旅行代金 15,000円－他割引 5,000円）×40％= 

4,000円



9 変更等の取扱い

No.19
４泊予定の旅行者が、自身の都合により２泊目から宿泊しなかっ
た場合、３泊分の補助金の申請はどのようになるのですか。

回答
予約があり旅行代金が支払われていても、実際には宿泊せず権利
放棄された宿泊に関しては、割引の対象外です。

No.20
旅行者が、宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行った費用も、
割引の対象となるのですか。

回答

割引の対象外です。 商品に事前に含まれている物品・サービスが
割引の対象となります。
（例）1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に
夕食を追加で注文した場合

〇朝食代金を含めた宿泊料金は補助の対象です。
✕ 現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。

No.21

旅行当日に旅行者が新型コロナウイルス感染症の陽性となり、
キャンセルとなりました。取消料についてはどのように 対応すれ
ばよいですか。

回答
取消料については各宿泊施設の規定に沿ってご対応ください。
キャンセルが行われた分については、割引の対象外となります。
感染を理由とした特例は本事業にはありません。

10 宿泊割引クーポン

No.22 「宿泊割引クーポン」とは何ですか。

回答

宿泊施設で直接受けた予約分に対し、旅行割引を行うために必要となるも
のです。
「STAYNAVI（ステイナビ）」上で、旅行者（又は旅行者の代わりに入力
した宿泊施設）がチェックイン時までに発行します。
※割引適用された旅行者に配布する「地域共通クーポン」とは別のものです
ので御留意ください。
※ステイナビの操作方法のほか、予約からチェックイン時までの流れにおける
宿泊割引クーポンの取扱いについての詳細は、「STAYNAVI操作マニュア
ル」をご覧ください。



11 補助金の請求等

No.23 示された予算枠の額を補助金として受け取ることができるのでしょうか。

回答 お示しした予算枠の範囲で、実績報告をもとにお支払いいたします。
別途お示しする締切日までに、ステイナビ上で実績の入力を行ってください。

No.24 補助金の支払いはどのように行われますか。

回答
事務局にてステイナビからの実績報告を確認したのち、補助金の振込手続
を行います（振込手数料はステイナビが負担します。）。なお、補助金が入
金されたかどうかは、ステイナビ上で確認することができます。

No.25
複数の宿泊施設を経営していますが、補助金を一括して受け取ることはでき
ますか。

回答 できません。宿泊施設ごとの申請としておりますので、補助金は施設毎にお
支払いいたします。

No.26 実績入力とは別に、利用証拠資料の提出などは必要でしょうか？

回答
通常はありませんが、別途、提出をお願いする場合がございます。
その証明ができる資料（宿泊者のサインがある宿泊割引クーポンなど）を保
管しておいてください。

No.27 補助金の入金は現金でお願いできますか。

回答 参画施設様の数が多いため、申し訳ありませんが、銀行振込のみの対応とさ
せていただきます。

12 地域共通クーポン

No.28
今回の「みやざき割地域共通クーポン」は、これまでの「ジモ・ミヤ・タビクーポ
ン」と何が違うのでしょうか。

回答
割引が適用される旅行者に対する配布額や、有効期間の取扱いが違いま
す。
詳細は、「みやざき割地域共通クーポン」宿泊施設マニュアルをご覧ください。


