
1 制度の概要 1.総論・制度概要 「全国旅行支援」とは何ですか。

「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。

国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、国が補助対象事業者である各都道府県に財政支援を

し、各都道府県が実施する事業です。

2 制度の概要 1.総論・制度概要
Q1の地域観光事業支援における「需要創出支援」とは何です

か。

需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ、都

道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタイル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、将来的な訪日外国人旅行者の誘

致に寄与するために、補助対象事業者である都道府県が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する補助および旅行期間中に使用可能なクーポン券等の

付与のために必要な費用を支援する事業です。

3 制度の概要 1.総論・制度概要 「統一窓口」とは何ですか。

全国の旅行事業者から各都道府県事務局への「販売補助金」申請等を一括して受け付ける組織です。

全国の旅行事業者により、対象都道府県を目的地とする旅行商品が多くの旅行者にとって公平に購入可能な販売方法にて提供される必要があります。

そのため、統一窓口は各都道府県事務局からその業務の一部の委託を受けております。

統一窓口は、旅行事業者の負担軽減を図ると共に、多くの旅行者への公平な販売方法を提供し最終的には旅行者の利便性向上にも繋がるように円滑な

運営を目指しております。

4 制度の概要 1.総論・制度概要
Q3に関連して、旅行事業者は、47都道府県すべての旅行の申請

を「統一窓口」で行えるのですか。

都道府県により異なります。

統一窓口で扱える旅行は、統一窓口への業務委託を行った都道府県を目的地とする旅行となります。

統一窓口への委託を行うか否かは都道府県毎に判断されます。委託しない都道府県への旅行については統一窓口では申請を受け付けませんので、対象

の都道府県事務局へ申請ください。

各都道府県の各種規程類は事業者マイページにて確認いただけます。

事業者マイページ：https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php

5 制度の概要 1.総論・制度概要 補助金を受けるためにはどのようにしたらいいですか。

すべての規程類を参照の上、補助金申請を行ってください。（取扱マニュアルP.1参照）

統一窓口では、各都道府県の規定に従って補助金申請を行う「旅行事業者の負担軽減を図る」ため、統一窓口における補助金申請手順を定め、その規

程を元に、全国の旅行事業者からの申請に関わる業務を各都道府県より一括し受け付けています。

なお、本来は都道府県がそれぞれで規定を定めますので、旅行事業者が各都道府県へ直接補助金を申請する場合、各都道府県の規程に対応し申請をす

る必要があります。

そのため、統一窓口にて申請を受け付けていない都道府県につきましては、旅行事業者より直接都道府県事務局へ補助金申請ルール・申請方法等を確

認ください。

6 制度の概要 1.総論・制度概要 旅行事業者が本事業の補助金を申請するのはどこですか。

内容により申請先が異なります。

詳細は次のとおりとなりますので、内容に応じて統一窓口または都道府県事務局へ申請ください。

【統一窓口】

規程類（Q5参照）に定める旅行・宿泊商品に関しては、統一窓口へ補助金の申請をしてください。

【都道府県事務局】

次に該当する旅行・宿泊商品に関しては、各都道府県事務局へ補助金の申請をしてください。

・各都道府県が規程類以上の独自に上乗せして補助の対象とする宿泊商品・旅行商品

・各都道府県が独自に行う補助金への上乗せ交付（統一窓口で定める補助金交付額を超えて、補助金の交付を行う）

※ 統一窓口へ業務委託をしない都道府県への旅行に関わる申請は当該都道府県へお問合せください。

7 制度の概要 1.総論・制度概要 旅行事業者が本事業の問合せをする窓口はどこですか。

内容によりお問合せ先が異なります。

詳細は次のとおりとなりますので、内容に応じて統一窓口または都道府県事務局へお問合せください。

【統一窓口】

規程類、販売登録、予算枠管理、審査等

問合せ先：　統一窓口 旅行事業者用お問合せ

①基本ルール、ツアー造成対応: 03-6635-3669

②事業者登録・補助金管理/精算関連対応: 03-6635-3655

受付時間：10：00～17：00（月～金曜日）

休業日：土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）

【都道府県事務局】

上記以外（地域クーポン、感染拡大防止策、宿泊事業者等）のお問合せは、「都道府県事務局コールセンター」を利用ください。

お問合せ窓口については事業者マイページを参照ください。

8 制度の概要 1.総論・制度概要 旅行事業者は必ず統一窓口に登録申請する必要がありますか。

全国旅行支援事業に参画する意向がない場合は登録の必要はありません。

統一窓口への登録は統一窓口で取扱いをする各都道府県に対する全国旅行支援事業の参加表明となります。

各都道府県への個別の登録が旅行事業者の負担となることから、各都道府県からの委託を受けて一括して登録できるようになっています。

旅行事業者においては全国旅行支援事業のどの都道府県に参画するかを検討・申請ください。

9 制度の概要 1.総論・制度概要
奈良県の旅行事業者で、奈良県内の旅行のみを取り扱う旅行事

業者ですが、統一窓口への登録申請は必要ですか。
統一窓口へ委託のない都道府県に対する旅行のみを取り扱う場合、統一窓口へ登録申請を行う必要はありません。

10 制度の概要 1.総論・制度概要
補助の対象となる旅行商品を企画したいので、補助金の交付対

象となるか日程表を確認してもらえるのですか。

日程表のみの確認をもって、補助金の交付条件（規程類）に当てはまるかといったお問合せは、統一窓口で判断できる範囲を超えた内容（一例：法令

違反）が含まれる可能性があるためお受けできません。

個別の構成要素などに対して、交付条件に当てはまるかについての回答としております。

（質問例）

 ✕  補助の対象となるよう、日程表に沿ってアドバイスしてほしい

〇日程に含まれるリンゴ（お土産）が補助金の交付条件に当てはまっているか確認したい

11 制度の概要 1.総論・制度概要
宿泊事業者が直接販売する宿泊商品の補助金申請はどこにすれ

ばいいですか。
各都道府県事務局へ申請ください。（統一窓口の取扱範囲ではありません。）

12 制度の概要 1.総論・制度概要
本事業について旅行者（一般消費者）が直接問合せをする窓口

はどこですか。

各都道府県事務局です。

統一窓口では旅行者（一般消費者）からのお問合せは受け付けておりません。

13 制度の概要 1.総論・制度概要 「補助金」とは何ですか。

「補助金」とは次のふたつで構成されており、総称となります。

①本事業における補助金は、旅行代金・宿泊料金に対して負担軽減を目的として補助をする「販売補助金」

②旅行先で幅広く利用できる「地域クーポン」

原則、「販売補助金」と「地域クーポン」が一体とならないような補助金の交付を行うことはできません。

14 制度の概要 1.総論・制度概要 外国人の旅行は本事業の対象ですか。

日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。

そのため、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。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。

なお、在日米軍や駐日外国公館職員については、各都道府県の定めをご確認ください。

15 制度の概要 1.総論・制度概要 日本へ一時帰国中の海外在住の日本人は対象ですか。
本事業の対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。

海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は対象外です。

更新日

【2023年1月10日以降】全国を対象とした観光需要喚起策　FAQ＜旅行事業者用＞
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16 制度の概要 1.総論・制度概要
全国旅行支援は、GoToトラベルや県民割とは異なる事業なので

すか。

全国旅行支援は、GoToトラベル事業、県民割事業とは別事業と国から発表されています。国からの発表を一部抜粋しますと、次のとおりです。

『国の支援事業として、全国から旅行者を受け入れる都道府県を対象とし、支援水準を全国一律とすることに加え、新たな支援メニューを用意するも

のです。従来のいわゆる県民割を全国に拡大するものではなく、全国を対象とした新たな需要喚起策になります。』

各事業の詳細は、国から発表された内容を確認ください。

17 制度の概要 1.総論・制度概要
東京都が感染状況等により事業停止した場合、東京都在住者の

都外旅行も対象外となるのでしょうか。

補助の対象となります。

都道府県の判断で事業停止する場合、東京都在住者が、事業実施中の道府県への旅行は補助対象となります。

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　→　沖縄県　への旅行

 ✕ 沖縄県　→　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。

18 制度の概要 1.総論・制度概要

まん延防止等重点措置により、東京23区が措置区域として事業

停止した場合、東京23区外の市町村への旅行は対象となります

か。

補助の対象となります。

事業実施中の東京23区外の市町村への旅行、および東京23区外の市町村在住者の都外旅行は補助の対象となります。

ただし、この場合においても、東京都の判断で東京23区外の市町村も事業停止する場合は、東京23区外の市町村への旅行は対象外です。一方、東京

23区外の市町村在住者の都外旅行は対象となります。

〇東京23区外の市町村　→　沖縄県　への旅行

 ✕ 沖縄県　→　東京23区外の市町村　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。

19 制度の概要 2.実施期間 補助金が適用となる対象期間を教えていただけますか。

対象期間は、次の国が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）。

補助金が適用となる対象期間は都道府県により異なりますので、必ず各都道府県の定めを確認ください。

【事業期間】

◆宿泊商品および宿泊を伴う旅行商品

2023年1月10日（火）宿泊　～　都道府県において設定（予算が無くなり次第、順次終了）

◆日帰り旅行商品

2023年1月10日（火）　～　都道府県において設定（予算が無くなり次第、順次終了）

※各都道府県の定める全国旅行支援対象商品販売開始日以降に予約がなされた対象旅行商品が対象となります。詳細はQ21を確認ください。

2022/12/20

20 制度の概要 2.実施期間
旅行期間の一部に、本事業の対象外期間が含まれている場合は

補助の対象になりますか。

補助の対象外です。

旅行契約に定められた旅行期間の中に、「対象期間外」の日程が含まれている旅行は補助の対象外となります。

ただし、複数の都道府県の宿泊を含む旅行であり、かつその一部の都道府県において本事業が終了している場合は、旅行代金を泊数で按分した上で、

補助金申請することが可能です（※Q500参照）。按分の考え方については、取扱マニュアルP18を参照ください。

※今後、都道府県の判断で対象期間が延長する場合があります。

2022/12/20

500 制度の概要 2.実施期間

Q20に関連して、「複数の都道府県の宿泊を含む旅行であり、

かつその一部の都道府県において本事業が終了している場合」

の補助金申請方について、詳しく教えてください。

マニュアルP18のとおり、合計旅行代金及び販売補助額を泊数で按分し、事業終了している一部の都道府県に係る部分を除いて補助金申請します。以

下の具体例を参照ください。

（例）A県とB県の宿泊を含む募集型企画旅行であり、A県の事業終了日が1月31日・B県の事業終了日が3月31日の場合

例1：1/31 A県泊　2/1 A県泊　2/2 B県泊　3泊4日のコース

対象期間内のA県1泊目（1/31）およびB県（2/2）のみ申請可能です。

例2：1/30 B県泊　1/31 A県泊　2/1 A県泊　3泊4日のコース

対象期間内のB県（1/30）A県1泊目（1/31）のみ申請可能です。

2022/12/20

20-1 制度の概要 2.実施期間

対象期間が3月31日（金）宿泊（4月1日（土）チェックアウ

ト）までであった場合、4月1日チェックアウト後に提供される

復路の交通サービスは補助の対象となりますか。

ひとつの旅行として行程に含まれる場合、4月1日（土）23：59までに提供が完了する旅行サービスについては、補助対象とすることができます。

＜対象外となるもの＞

・4月1日の夜に出発して4月2日の早朝に到着する、夜行の運送サービス

・4月1日に開始する日帰り旅行

なお、対象外期間が含まれる行程における補助対象の考え方についてはQ20を参照ください。

2022/12/20

21 制度の概要 3.既存の予約 既存予約は対象になりますか。

既存予約は対象外です。

各都道府県の定める全国旅行支援対象商品販売開始日以降に予約がなされた旅行商品が補助の対象となります。

ただし、受注型企画旅行については、確定書面（※）を手交していただくことと、その手交日が全国旅行支援対象商品販売開始日以降であって、旅行

の実施日が各都道府県が定める対象期間内であれば、補助対象となります。

※本事業で定める確定書面とは、標準旅行業約款 第10条に定める「利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称」に加え、最終人員（大

人・小人・無料幼児の区分含む）、旅行期間、確定書面手交日が記載された書面と規定します。

最終旅程表に、上記項目が記載された書面等でご準備をお願いします。

2022/12/20

501 制度の概要 3.既存の予約

既に予約済みの旅行ですが、全国旅行支援対象商品販売開始日

以降に一旦キャンセルして新規で取り直す（キャンセルリブッ

ク）場合は対象となりますか。

対象となります。

各都道府県の定める全国旅行支援対象商品販売開始日以降に予約がなされ、旅行の実施日が各都道府県の定める対象期間内であれば、補助対象となり

ます。

なお、満室等のため新規で予約の取り直しができない場合であっても、既存予約を対象とすることはできません。

2022/12/20

502 制度の概要 3.既存の予約

募集型企画旅行において、全国旅行支援対象商品販売開始期日

前から募集を行っていたが、販売開始日以降に催行決定となっ

た場合、当該ツアーに参加するすべての旅行者が補助対象とな

りますか。

催行決定日に関らず、各都道府県が定める全国旅行支援対象商品販売開始日以前の予約は対象外です（既存予約は対象外）。

全国旅行支援対象商品販売開始日以降に予約がなされた旅行者のみが補助の対象となります。
2022/12/20

503 制度の概要 3.既存の予約

OTA等で全国旅行支援対象商品販売開始日前に予約していた

が、販売開始日以降に、全国旅行支援の補助適用となるクーポ

ンを取得し反映させた場合、補助の対象となりますか。

補助の対象外です。

クーポン等の適用日に関らず、各都道府県が定める全国旅行支援対象商品販売開始日以前の予約は対象外です（既存予約は対象外）。

全国旅行支援対象商品販売開始日以降に新規で予約がなされた旅行商品が補助の対象となります。

2022/12/20

507 制度の概要 3.既存の予約

Q21に関連して、既存予約の受注型企画旅行の場合、実績内訳

シート（統一様式1号）内「予約日」は、どのように入力すれば

いいですか。

既存予約の（販売開始日以前に旅行契約が成立している）受注型企画旅行については、例外的に、確定書面の交付日を入力ください。

販売開始日以降に予約された旅行については、通常通り、予約が完了した日を入力いただきます。
2022/12/29

24 制度の概要 4.本人・居住地確認 本人確認・居住地確認をする必要がありますか。

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。

本人確認等は、旅行当日（日帰り旅行は旅行当日の出発まで（※））に行われますので、旅行販売時には、旅行者へその旨を必ず周知してください

（詳細はQ33を参照ください）。

※「旅行当日の出発まで」とは、標準旅行業約款の特別補償規程に定める「サービスの提供を受けることを開始した時」に準じます（手配旅行も同

様）。

ただし、各都道府県にて本人確認・居住地確認のタイミングが別途定められている場合は、規程のとおり対応ください。

1/31 2/1 2/2

A県 A県 B県

〇 ✕ 〇

1/30 1/31 2/1

B県 A県 A県

〇 〇 ✕

例1：

例2：



更新日No 中区分 質問 回答大区分

25 制度の概要 4.本人・居住地確認 本人確認・居住地確認は旅行事業者が行うのですか。

本人・居住地の確認は旅行事業者に限りません。各都道府県の定めを確認ください。

宿泊施設等が行う場合、旅行事業者は「本人確認等を行う主体者（宿泊施設等）」へ通知いただく必要があります。通知内容の詳細はQ34を参照くだ

さい。

各都道府県にて旅行事業者での対応が定められている場合は、旅行事業者にて対応いただきます。詳細はQ35を参照ください。

ただし、都道府県にて確認の主体者が別途定められる場合があるため、詳細は各都道府県の定めを確認ください。

26 制度の概要 4.本人・居住地確認
本人確認・居住地確認書類はコピーを取って保管する必要があ

りますか。
統一窓口としては保管を求めませんが、各都道府県にて別の定めがなされる場合がありますので各都道府県の定めを確認ください。

27 制度の概要 4.本人・居住地確認
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。

本人確認・居住地確認に必要な書類は、都道府県の定めを確認ください。

次にその一例を示します(いずれも原本）。

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、

海技免状等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、船員手帳、戦傷病者手帳、

国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書 など

2022/12/20

28 制度の概要 4.本人・居住地確認

日本在住の外国人において、Q27に該当する確認書面を所持し

ない場合の本人確認・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。

外国人における本人確認・居住地確認のための書類は、都道府県の定めを確認ください。

次にその一例を示します。

・在留カード

・特別永住者証明書

・外国人登録証明書

29 制度の概要 4.本人・居住地確認

Q27・28に該当する確認書面を所持しない在日米軍の本人確

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。

在留管理制度の対象とならない在日米軍については、都道府県の定めを確認ください。

次にその一例を示します。

【在日米軍（軍の構成員）】

・軍発行の身分証明書

【在日米軍（軍属と軍構成員の家族）】

・アメリカ政府発給のパスポート

なお、都道府県の定めにおいて補助の対象外と規定される場合もあります。対象都道府県の定めをご確認ください。

30 制度の概要 4.本人・居住地確認
Q27・28に該当する確認書面を所持しない外交官の本人確認・

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。

在留管理制度の対象とならない外交官については、都道府県の定めを確認ください。

次にその一例を示します。

【外交官】

・外交旅券または公用旅券

・駐日外国公館に勤務する外交官等に対して発行可能な「住居証明書」等

なお、都道府県の定めにおいて補助の対象外と規定される場合もあります。対象都道府県の定めをご確認ください。

31 制度の概要 4.本人・居住地確認
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

合はどうすればいいですか。

後日送付などでの提示は認められないことから、補助の対象外です。

補助の対象外となる場合の対応については、Q38を確認ください。

32 制度の概要 4.本人・居住地確認
旅行申込は旧姓で予約しましたが、当日の本人確認書類が新姓

である場合はどうすればいいですか。

補助の対象外です。

旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である必要があります。

補助の対象外となる場合の対応については、Q38を確認ください。

ただし、新姓・旧姓の確認書類が揃う場合は補助の対象となります。

33 制度の概要 4.本人・居住地確認
旅行事業者での販売時、旅行者に対して案内が必要なことはな

んでしょうか。

本事業の補助の対象となる商品を販売した場合、旅行事業者はかならず次の内容を旅行者へ周知してください。

旅行商品に関連する各都道府県の規程を自身で出発までに確認すること

・旅行当日に「本人確認および居住地確認」が実施される

・ワクチン接種歴や検査結果の確認が実施される 等

※旅行者とのトラブル回避の観点から、旅行事業者の判断で「上記を旅行者へ案内したことを証する記録等」を保管する場合は必要に応じて「全国旅

行支援事業同意確認書面（モデル様式1号）」（取扱マニュアルP44参照）を利用することが可能です。（自由に改変して利用ください）

2022/12/20

34 制度の概要 4.本人・居住地確認
補助対象商品を販売した際、旅行事業者で対応が必要なことは

なんでしょうか。

本事業の補助の対象となる商品を販売した場合、「本人確認・居住地確認」、「ワクチン接種歴や検査結果の確認」、「地域クーポンの付与」を実施

する主体者へ次のことを必ず通知ください。

・当該旅行が補助の対象である予約である旨

・当該旅行への補助の対象となる人数

・利用条件（ワクチン・検査）の事前確認の状況

※都道府県の規程において、旅行事業者がワクチン接種歴や検査結果の確認等を実施する主体者と指定されることがあります。なお日帰り旅行の対応

については、旅行事業者が主体となります。

2022/12/20

36 制度の概要 5.販売補助金全般
販売補助金算出の基となる旅行代金等は税込価格ですか、税抜

価格ですか。
税込価格になります。税込の旅行代金を基に20％を乗じます。 2022/12/20

37 制度の概要 5.販売補助金全般 入湯税や宿泊税などは含めることができますか。 旅行出発までに予約が完了し、旅行代金として確定している必要があります。

38 制度の概要 5.販売補助金全般
旅行販売後に、補助の対象外となった場合の対応について教え

てください。

旅行事業者には補助金が支払われないので、旅行事業者から当該旅行者等に対し、販売補助金相当額のお支払いを求めることになります。

別途、各都道府県と旅行事業者が連携して地域クーポン（または相当額）の回収を行う場合がありますが、各都道府県の定めに従います。

39 制度の概要 6.販売補助金の算出 子供や乳幼児は対象となるのでしょうか。

原則として子供や乳幼児も1名として旅行者数に含みます。

（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：3,000円×2泊×3名＝18,000円（0円の乳幼児を含めて3名で計算）

この場合、販売補助金の計算は80,000×20％＝16,000円のため、販売補助金は16,000円が適用されます。

ただし、旅行事業者の業務実態に合わせ、参加者個別に販売補助金を算出することも可能です。その場合、総額からの算出と比較し、販売補助額に差

異が生じる点に留意ください。（詳細は取扱マニュアルP.15、P.23参照）

2022/12/20

40 制度の概要 6.販売補助金の算出
大人と子供の旅行代金が異なる場合、販売補助金はどのように

計算すればいいですか。

次の計算例のとおり、旅行代金等の異なる参加者も合算し、総額の旅行代金として算出します。

（計算例）

旅行代金：40,000円（大人1人 30,000円、子供1人 10,000円）1泊2日　往復新幹線付　大人1人、子供1人の旅行

40,000円×20％＝8,000円

ただし、旅行事業者の業務実態に合わせ、参加者個別に販売補助金を算出することも可能です。その場合、総額からの算出と比較し、販売補助額に差

異が生じる点に留意ください。（詳細は取扱マニュアルP.15、P.23参照）

2022/12/20



更新日No 中区分 質問 回答大区分

40-1 制度の概要 6.販売補助金の算出
添乗員やガイド（乗務員）を旅行者数に含んで補助金申請はで

きますか。

添乗員やガイド（乗務員）費用は通常旅行代金に内包されており、そのため、旅行者数（補助金対象人数）としては添乗員・ガイドを含めることはで

きません（旅行者ではなく原価の扱いです）。

41 制度の概要 6.販売補助金の算出
旅行者が自身で手配した宿泊予約と、旅行事業者で申し込む旅

行商品とを合わせて補助金申請することはできますか。

旅行者が自身で手配した宿泊予約を申請することはできません。

補助金申請は旅行事業者・宿泊事業者毎に行うため、合算して申請することはできません。

（例）旅行者が宿泊事業者直販の宿泊（1泊）をウェブ予約、旅行事業者で宿泊（1泊）+交通付の旅行商品を申込み

合わせて2泊3日の「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として申請することは出来ません。

上記の場合、宿泊単品（上限3,000円）は宿泊事業者より申請、宿泊+交通付（上限5,000円）は旅行事業者より申請します。

2022/12/20

42 制度の概要 6.販売補助金の算出 販売補助金を20％未満に設定してよいですか。

補助金額を旅行事業者都合で変えることは許容されません。

本事業においては、旅行代金等の20%の販売補助を行うことと定められています。

このため、旅行事業者においても、旅行代金等の20%の販売補助を行っていただく必要があります。

ただし、販売補助金の算出において端数が生じた場合、旅行事業者側の業務上の都合など、合理的な理由がある場合に限り100円未満までの切り捨て

が許容されます。

2022/12/20

43 制度の概要 6.販売補助金の算出
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。

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、端数処理の金額は旅行事業者の定めに基づきご判断いただくこととなります。

（例）販売補助額（20％）：4,448.8円の場合

〇4,448円（1円未満切り捨て）　〇4,440円（10円未満切り捨て）　〇4,400円（100円未満切り捨て）

 ✕4,000円（1,000円未満切り捨て）

2022/12/20

44 制度の概要 7.泊数制限
7泊+7泊と連続した日付で別々のホテルを予約しました。泊数

制限内なのでそれぞれ補助対象になりますか。

補助の対象となるのは7泊分までです。（合計14泊分が対象とはなりません。）

別々の予約であっても、実質的な旅行内容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。

（例）東京⇒京都　「京都7泊」　そのまま大阪へ　「大阪7泊」　それぞれ別々に予約　・・・【7泊までが対象】

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（ふたつの旅行が連続して

行われる場合）は、ひとつの旅行毎に泊数制限が適用されます。

（例）東京⇒京都　「京都7泊」　東京へ帰着　翌日、東京⇒大阪「大阪7泊」　別々の旅行の場合　・・・【それぞれの旅行で7泊までが対象】

45 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

自社の旅行商品に「旅行・宿泊割引クーポン」を併せて適用し

たいのですが可能ですか。

旅行代金・宿泊料金を事業者自らが定められる商品に対して割引クーポンを適用させる場合、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「割引クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに販売補助額を算出】

【計算例：旅行代金15,000円に、割引クーポン5,000円を適用させる場合】

販売補助額：（15,000円（旅行代金）-5,000円（割引クーポン））×20％＝2,000円補助

いったん旅行代金を引き上げて補助金を適用した上で「割引クーポン」で実質旅行代金を引き下げることにより、本事業の補助金を不当に多く引き出

す旅行代金の水増しに繋がるため含めることは出来ません。

2022/12/20

46 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

自社のポイントを付けた旅行・宿泊商品は、補助の対象となる

のですか。

旅行代金・宿泊料金の価格操作が可能な（価格決定権のある）旅行事業者が、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

出来ません。いったん価格を引き上げた上で、ポイントを付与することにより、補助金を不当に多く引き出す不正が想定されるためです。

あくまでも、旅行代金・宿泊料金の「価格決定権がある旅行事業者」が「本事業の対象となる自らの特定商品」に対して付与する場合のみを想定して

おり、それ以外の取扱いはQ47を参照ください。

47 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

Q46に関連して、ポイント付きの商品として対象にしてよいの

はどのようなものですか。

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

・旅行代金・宿泊料金の価格決定権のない事業者から、特定商品に限定せず付与されたポイント

48 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

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。

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。旅行代金に対して販売補助金を適用させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同

様に利用できます。

49 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

全国旅行支援以外の補助制度（市町村割、都道府県割等）を併

せて適用したいのですが、販売補助額はどう計算するのです

か。

全国旅行支援の補助制度適用後に、全国旅行支援以外の補助制度を利用することはできません。

【市町村割を併用する場合の計算例】

12,000円の旅行で、市町村が3,000円引きする場合

全国旅行支援販売補助額：（12,000円-3,000円）×20％=1,800円　補助

2022/12/20

50 制度の概要
8.割引クーポン・ポイ

ントの併用

地方自治体などによる独自の補助制度（市町村割など）と併用

して、旅行代金が０円以下になるのですがよいですか。

補助金が元の旅行代金等を超えることは認められません。

そのため、市町村割などの補助制度適用後の旅行代金が、旅行代金下限（平日：3,000円、休日：2,000円）を下回る場合は、本事業の補助金は適用

できません。

【計算例：5,000円の宿泊商品（平日）で、市町村が3,000円引きする場合】

5,000円-3,000円＝2,000円　＜　3,000円（旅行代金下限）　この場合、本事業の補助金は適用できません。

2022/12/20

51 制度の概要 9.変更・キャンセル
企画旅行の旅行開始後に、旅行日程を短縮して帰宅した場合の

扱いはどうなるのですか。

旅行契約の取扱いは、旅行業約款に則った対応を各旅行事業者で判断しご対応ください（旅行内容の変更や取消料の収受等）。

実際に参加・宿泊された旅行・宿泊が補助金交付の前提条件となるため、旅行内容に変更が生じた場合は、変更後の旅行内容が補助金交付条件を満た

す必要があります。旅行代金や旅行日数が変更になった場合、変更となった旅行代金・日数を基準に販売補助額を算出し、それに従い補助金の申請を

いただくこととなります。

地域クーポンの取扱いについては各都道府県の定めに従ってください。

52 制度の概要 9.変更・キャンセル
旅行者の都合により途中離団した場合、補助金の申請はどのよ

うになるのですか。

予約があり旅行代金が支払われていても、実際には参加・宿泊せず権利放棄された旅行・宿泊に関しては、補助の対象外です。

旅行者は、補助金の申請をする旅行日程すべてに参加する必要があります。旅行者が任意の日程で途中離団した場合は、「旅行全体」が補助の対象外

です。

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。

53 制度の概要 9.変更・キャンセル ノーショウの場合、補助金の申請はどのようになるのですか。
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、通常通り各旅行事業者の約款等に沿って取扱ってください。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

54 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
換金性の高いものとは、どのようなものですか。

一般的に流通性が高く、現金同様に使用できたり、現金化が可能であったり、または払い戻しができるような商品や金券類のことです。

このような商品や金券類は補助の対象となる旅行商品に含めることは出来ません。

（例、QUOカード等のプリペイドカード、ビール券、おこめ券、旅行券、商品券等）

ただし、一部金券類は例外として当該補助対象旅行商品に含めることができますので、詳細は当Q55～57を参照ください。

55 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.7金券類のうち、（ア）に記載の『館内利用

券』」について、具体的に教えてください。

次の条件をすべて満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものも旅行商品に含むことができます。

①　物品やサービスの価額が当該宿泊料金の水準を超えないこと

②　旅行者自身が旅行期間中に使用すること

③　宿泊施設内および宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利用する物品やサービスあること（併設・隣接する店舗や、テナント店舗は

対象外）

④　③に規定する店舗に限って使用可能であること（他の場所にある提携施設との共通利用券等は対象外）

(具体例)

〇宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券

 ✕  宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券

56 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.7金券類のうち「（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」とは具体的にどういうものですか。

次の具体例のとおり、使用用途が「特定」または「限定された中から選択」するものを指します。

この条項趣旨は現金同様に旅行者が自由に使途を決められるような使い方ができる金券の排除です。

（具体例）

〇A定食の夕食引き換え券　　　　　＝使途が「特定」されているもの

〇5つの夕食セットメニューの中からひとつを選択　　　＝使途が「限定された中から選択」するもの

 ✕ プレミアム商品券　　＝使途が特定・限定されていないため不可

57 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.7金券類のうち「（ウ）当該商品の旅行期間内

に目的地内でのみ利用できる」とは具体的にどういうものです

か。

次の具体例のとおり、その使用が当該旅行の目的地、旅行期間を越えて享受することはできないということを指します。

つまり、旅行目的地内・旅行期間内に限定されたもののみ対象となるということです。

（具体例）

 ✕ 全国のコンビニで使用可能なドリンク引換券（有効期限なし）

〇旅行目的地の空港内店舗で使用可能なドリンク引換券（復路便の利用日のみ有効）

58 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

普通乗車券等について、適切な管理がなされている場合は商品

に含むことができるようですが、「適切な管理」とは具体的に

どのようなことですか。

旅行事業者が次の書類（使用済原券）を保管することにより、「適切な管理」がなされたとみなし、補助対象商品とすることができます。

保管がない場合は、普通乗車券等は払い戻しが可能であり換金性が高いものとして補助の対象外です。

（保管書類）

・航空の場合：搭乗証明書　または　搭乗案内

・鉄道の場合：使用済原券　または　乗車かつ降車を証明できる書類等

・高速バスの場合：使用済原券　または　乗車かつ降車を証明できる書類等

・船舶：使用済原券　または　乗船かつ下船を証明できる書類等

59 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
普通乗車券等はなぜ補助対象商品には含められないのですか。

普通乗車券等は、旅行者自身が窓口での払い戻し等が可能であり、換金性が高いためです。

ただし、旅行者が実際に乗車したことを旅行業者が証明（使用済原券保管）する場合は補助対象商品に含むことができます。

60 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

普通乗車券等の保管書類（使用済原券等）の保管期限はいつま

でですか。
各都道府県の定めを確認ください。

61 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

本事業の参画登録のない宿泊施設での宿泊が行程に含まれてい

ますが、補助の対象になりますか。

各都道府県にて参画登録をしていない宿泊施設については補助の対象外です。

参画登録のない宿泊施設が行程に含まれる場合、当該宿泊施設を明確に切り分けて算出可能であれば申請いただけます。

なお、各都道府県に登録のある宿泊施設は、各都道府県のウェブサイト等で公開される宿泊施設リストにて確認可能です。

62 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.9の「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」とは具体的にどういうものですか。

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。

（例）

〇酒蔵めぐりツアーで地酒1本の土産付きの旅行商品

 ✕  山梨県の宿泊に北海道産の毛ガニ付きの旅行商品

63 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.9の「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」とは具体的にどうい

うことですか。

当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を、商品に含まれる物品やサービスの価額の目安としています。なお、1円でも超えたら対象

外という線引きではなく、社会通念上の観点から総合的に判断します。

（例）

〇通常の宿泊料金4,500円のホテルにおいて、8,000円のマッサージ付きで12,500円で販売。

 ✕ 通常の宿泊料金2,500円の民宿において、10,000円の地場フルーツのお土産付きで12,500円で販売。

64 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.9の「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」とは具体的にどういうことですか。

商品に含む物品やサービスは旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるもののことです。

(例)

〇お部屋に地域特産の果物盛り合わせがサービスされる旅行商品

 ✕ 後日自宅に地域特産の果物が宅配で届く旅行商品

ただし、旅行の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなもの（直接的に関連するもの）は商品に含むことができま

す。

（例）

〇行程に組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。

〇旅行者のスーツケース（手荷物）を宿泊ホテルへ事前に配送する。または宿泊ホテルから自宅に配送する。

65 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

旅行商品にお土産を含む場合、どのような内容の物品であれば

いいですか。

基準として下記すべてを満たすものと考えられます。

(1)　社会通念上、お土産とされる物品が対象であること（試食品のようなものなどお土産品としての体裁が整っていないもの、ごく廉価な物品の提供

のみという形式的に提供されているようなもの等は補助の対象外）。

(2)　当該旅行目的地に相応な物品であること。

（不可例：旅行目的地が沖縄で物品が沖縄では捕れない種類の毛ガニ等。）

(3)　旅行期間中の引き渡しに限り、かつ現地以外（発着地または往復の移動中の車船中等）での引き渡しが一切ないこと。

(4)　通常の商習慣に照らし相応な対価を支払って購入した物品であること。

(5)　宿泊施設などに付随した物品の場合、当該施設内で通常販売している物品であること。

(6)　基本的に物品（お土産）購入元に入場や立ち寄り等をすること。

(7)　物品（お土産）の価額が当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を超えないこと。

66 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

宅送サービス付きの物品（お土産等）は補助の対象となります

か。

補助の対象外です。

旅行商品・宿泊商品に含む物品やサービスは、旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるものに限ることから、旅行後に享受する宅送サービ

ス付きの物品（お土産等）は本事業の補助対象外です。ただし、旅行の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなもの

は商品に含むことができます。

（例）

〇行程に組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。

〇行程に組み込まれた稲刈り体験で、実際に刈ったお米が後日精米されて自宅に配送される。

 ✕ 稲刈り体験の含まれる行程であるが、（実際に刈ったもの・収穫量ではないような）お米10kgが後日自宅に配送される。

67 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

海外から日本への航空券、日本から海外への航空券、行程の一

部で海外に立ち寄るなど、海外旅行を含む商品は補助の対象と

なりますか。

行程に国外の地域が含まれるものは補助の対象外です。

海外の行程と明確に切り分けて販売されていれば、前泊などの「宿泊」または「宿泊＋交通」部分は本事業の補助の対象とします。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

68 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

各種免許、ライセンスや資格取得を目的とした商品は補助の対

象となりますか。

補助の対象外です。

ただし、「宿泊」または「宿泊＋交通」の部分が各種免許、ライセンス、資格の取得を目的とした物品やサービスの代金と明確に切り分けて販売され

ていれば、当該「宿泊」または「宿泊＋交通」部分は本事業の補助の対象とします。

一方、各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティビティ）が目的となることを明示して

いる旅行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。

（例）

 ✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品

 ✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品

〇ダイビング体験付の旅行商品

〇陶芸体験付の旅行商品

69 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

各種体験アクティビティ（陶芸体験やゴルフ体験等）を目的と

した商品は補助の対象となりますか。

補助の対象となります。

各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティビティ）が目的となることを明示している旅

行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。

（例）

〇ダイビング体験付の旅行商品

〇陶芸体験付の旅行商品

 ✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品

 ✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品

70 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
寺社仏閣の拝観料は補助の対象になりますか。

補助の対象となります。

ただし、寺社仏閣への寄附（拝観料を除く）に該当すると考えられるものは補助の対象とはなりません。

補助の対象となるもの、対象とならないものとして次のとおり一般的に整理していますが、個別具体的に寄附に当たるか否かはそれぞれの寺社仏閣に

確認ください。

(1)　補助の対象と考えられるもの

・拝観料

・宝物館等の入場料

・御朱印帳

(2)　補助の対象外と考えられるもの

・お布施、玉串料、戒名料、祈祷料、御朱印の料金（初穂料や納経料)

・お守り、お札、おみくじ、お賽銭

70-1 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

OTA等で既に補助金適用された宿泊商品を割引額で仕入し、自

社の旅行商品に組み込んで販売したいが、補助の対象となりま

すか。

補助の対象外です。

補助金申請する旅行商品に、補助金適用済み商品を組み込むことはできません（二重に補助金を適用させることはできません）。

70-2 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

イベント割でチケットを手配し、自社の旅行商品に組み込んで

販売したいが、補助の対象となりますか。

補助の対象外です。

補助金申請する旅行商品に、イベント割適用済みの入場券を組み込むことはできません（二重に補助金を適用させることはできません）。

70-3 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

全国旅行支援補助金適用済み商品を、組み込んだ旅行商品を販

売した場合、補助の対象になりますか。

補助の対象外です。

Q70-1～70-2に記載の事例以外においても、 補助金申請する旅行商品に、補助金適用済み商品を組み込むことはできません（二重に補助金を適用さ

せることはできません）。

※「補助金適用済み商品が組み込まれた旅行商品」については、承認後に発覚した場合でも、対象外商品として承認取消を行い、補助金を返還頂くこ

とになりますのでご注意ください。

71 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

宴会コンパニオンサービスを含む商品は補助の対象になります

か。

接待等を伴う宴会コンパニオンサービスを含む商品は補助の対象外です。

ただし、「宿泊」または「宿泊＋交通」の部分が接待を伴う宴会コンパニオンサービスの代金と明確に切り分けて販売されていれば、当該「宿泊」ま

たは「宿泊＋交通」部分は本事業の補助の対象とします。

2022/12/20

504 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

性風俗関連特殊営業、接待飲食等営業、麻雀店、パチンコ店等

における遊技等の利用を含む商品は補助の対象になりますか。

補助の対象外です。

風営法の適用を受ける性風俗関連特殊営業、接待飲食等営業および遊技場営業に基づく施設の利用を含む商品については対象外です。

ただし、都道府県の定めにおいて、接待を伴わない料亭など、地域の観光資源として対象とすべき特別の事情等があると判断される場合については、

この限りではありません。

2022/12/20

72 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

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

は、補助の対象になりますか。

補助の対象外です。

商品に事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。

（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。

なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合

であっても、補助対象となるか否かの考え方は同一となります。

73 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

旅行者が現地で消費した食事代や観光施設入場料など、商品に

記載されている旅行代金には含まれない費用は補助の対象にな

りますか。

補助の対象外です。

食事代・観光施設入場料等は、商品の旅行代金に含まれていれば補助の対象ですが、旅行者自らが現地で別途支払った費用は旅行代金の水増しに繋が

るため補助の対象外です。

74 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

旅行者が個人で手配した旅行サービスは、補助の対象となりま

すか。

補助の対象外です。

事前に旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれているものが補助の対象となります。

（例）

 ✕ 旅行目的地でのタクシーを旅行者が個人で手配

〇事前に旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれたタクシー観光

75 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
「食事券」を含む旅行商品は補助の対象ですか。

食事券の内容により異なります。

補助対象外・・・金券類

補助対象・・・館内利用券や、特定の食事メニューに引き換えられる場合

（具体例）

 ✕ 全国の店舗で使用可能なグルメ券3,000円分

〇宿泊施設内レストランで使用可能な夕食券3,000円分

〇宿泊施設近隣食事施設で宿泊期間中に使用可能なA定食の食事券

詳細は取扱マニュアルP.7、およびQ54-57を参照ください。

76 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
「入場券」「入園券」を含む旅行商品は補助の対象ですか。

入場券・入園券の内容により異なります。

（対象となる条件）

次の条件を満たした場合

・当該旅行目的地に相応であること

・旅行期間内の利用に限定されていること

なお、対象外となる場合の具体例は次のとおりです。

（具体例）

✕旅行開始日から1年間有効なフリーパス

✕旅行目的地とは関連しないエリアのテーマパークチケット
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77 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

「スポーツ観戦」「演劇鑑賞」を目的とする旅行商品は補助の

対象ですか。
補助の対象となります。

78 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

国内旅行傷害保険の「保険料」と「旅行代金」を合算して補助

金額を算出してよいですか。

旅行者が補助金対象の旅行予約に際して、国内旅行傷害保険、学校旅行総合保険等を申し込んだ場合、「保険料」と「旅行代金」の合計額から補助金

額を算出することが出来ます。

ただし、個人が旅行予約をした事業者とは別の事業者を通じて申し込んだ保険や、当該旅行以外も対象とする保険は補助金額の算出にあたって合計す

ることは出来ません。

79 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

自家用車で往復する場合、高速道路料金やガソリン代は旅行代

金に含めてよいですか。

含めることはできません。

旅行事業者が手配している（旅行代金に含まれている）場合であっても、高速道路料金やガソリン代など、旅行者が自ら旅行先で支払うものを旅行代

金に含むことは、旅行代金の水増しに繋がるため含めることは出来ません。

（旅行代金の水増しについてはQ83を参照ください。）

80 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
カラオケの利用を含んだ旅行商品は補助の対象になりますか。 対象となります。

81 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.6「旅行や施設の予約が捏造」とは、具体的に

どのようなことでしょうか。

実態のない旅行や施設の予約をあたかもあったかのように装い、補助金申請することはできません。

実際の参加者よりも多い人数や架空の旅行者名で申請することもできません。

必ず全日程の旅行実態の伴った内容にて補助金申請を行ってください。

82 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.6「旅行者が旅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」とは、具体的にどの

ようなことでしょうか。

Q52のとおり、予約があり旅行代金が支払われていても、実際には参加・宿泊せず権利放棄された旅行・宿泊に関しては、補助の対象外です。

旅行者が実際に参加・宿泊しないことを前提に予約された旅行についても補助金申請することはできません。

（例）

✕実家帰省のため往復航空券のみ必要な旅行者に対し、宿泊付き旅行商品を販売し（実際は宿泊施設にノーショウ）補助金申請する。これは航空券代

のみを割り引く目的とみなします。

83 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方

取扱マニュアルP.7「旅行代金等の水増し」とは、具体的にどの

ようなことでしょうか。

「一般的に流通性のある」商品や金券類を旅行代金に含めることは、旅行代金を不当に水増しする行為と判断します。本来の旅行代金を水増すこと

は、旅行代金を基に算出する販売補助金額を不当に多く引き出す不正です。

・現金または現金同様に使用できるもの（換金性の高いもの※Q54参照）

・現金化または払い戻しができるもの（普通乗車券等※Q59参照）

自社で代金を引き上げその分割引や値引きを行うことで旅行者にとって同じ代金で販売する行為。引き上げた旅行代金を基に算出する販売補助金額を

不当に多く引き出す不正です。

84 制度の概要
10.補助対象とする旅

行商品の基準・考え方
旅行カタログギフトは補助の対象でしょうか。

補助の対象外です。

旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない「旅行の権利」のみの販売で、実際の旅行実態が確定できないものは補助の対象外です。

85 制度の概要
11.宿泊を伴う旅行商

品

「宿泊を伴う旅行商品」において、宿泊施設のデイユース利用

は対象となるのですか。

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であるような、いわゆる「デイユース」については、補助の対象外です。

（※日帰り旅行商品におけるデイユース利用についてはQ131～Q133を参照ください。）

86 制度の概要
11.宿泊を伴う旅行商

品

「宿泊を伴う旅行商品」にレンタカーは含むことができるので

すか。

レンタカー代が商品の旅行代金部分に含まれていれば補助の対象となりますが、旅行者が自身で追加手配をした場合は補助の対象外です。

なお、交通付商品としての取扱いについてはQ93、日帰り旅行商品としての取扱いについてはQ136を参照ください。

87 制度の概要
12.宿泊施設に準ずる

もの
「宿泊施設に準ずるもの」とはどういったものなのですか。

夜行フェリー、発地と着地が異なるクルーズ船、寝台列車等、車中泊・船中泊を伴う運送サービスを指します。

対象の考え方は次のとおりとなりますが、規定や対象に含まれるか否かは都道府県によって異なります。

販売できるのは各都道府県に参画登録があるものという条件は他の宿泊施設と同じなので、各都道府県の定める宿泊リストを確認ください。

＜宿泊施設に準ずるものの考え方＞

・枕、毛布その他の寝具が提供される（※）

・ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供される（※）

※雑魚寝など占有スペースが確保されないもの、座席をリクライニングしただけのものは上記に含まれません。

・概ね午後9時から午前3時までの間に運航している便

出発時刻または到着時刻が上記時間帯に含まれている便を指します。

88 制度の概要 13.運送サービス
取扱マニュアルに記載の「運送サービス」の定義を教えてくだ

さい。

「運送サービス」とは、対価（運賃）を得て、場所的な移動を伴い旅客を輸送するサービス（日本においては一般的に鉄道、バス、船舶、航空機、タ

クシー等の各運送事業法に基づき提供されるべきサービス）を指します。そのため、高速道路料金や、自らが運転する自家用車やレンタカーは運送

サービスには該当しません。

89 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

宿泊を伴う旅行商品（交通付）の対象となる「交通」の判断基

準について教えてください。

宿泊施設と合わせてひとつの旅行として予約された運送サービス（Q88参照）が、次に設定する判断基準を満たした場合、販売補助金上限額が5,000

円（1人1泊当たり）へ引き上げられます。

◆航空機：すべて対象　※遊覧飛行は除く

◆鉄道：1乗車で片道50km（営業キロ）以上の有料列車の利用（詳細はQ97）

◆乗合バス（路線バス、定期観光バス、高速バス等）：1乗車で片道50km（営業キロ）以上の利用（詳細はQ112-1）

◆貸切バス：実車時間2時間以上の利用（詳細はQ109～Q111）

◆タクシー・ハイヤー：1乗車で乗車地と経路上に含まれる一地点との直線距離が50km以上の利用（詳細はQ104）

◆船舶（離島航路にかかるものを除く）：1乗船で片道50km（乗船地と下船地の直線距離）以上の利用（詳細はQ108-1）

◆離島航路にかかる船舶：すべて対象（詳細はQ108）

それぞれの測定・確認方法についてはQ102～Q106を参照ください。
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90 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

販売補助金の上限額が5,000円になるのは、交通手配のある日だ

けですか。

1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日すべてに適

用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

（例）3泊4日　往復交通付の旅行商品　※中日（2・3日目）には交通が付かない

　3泊とも上限額5,000円/日です。　（交通付1泊：5,000円×3泊分＝15,000円）となります。

　※2・3泊目の上限が3,000円/日にはなりません。

2022/12/20

91 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

片道利用でも、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の対象となるの

ですか。

片道利用でも対象となります。

1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日すべてに適

用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

2022/12/20

92 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

交通手配があるのが日程の中日だけですが、販売補助金の上限

額は5,000円になるのですか。

日程の中日のみの交通利用であっても、上限額5,000円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。「交通」の利用は、旅行期間内

であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

（例）2泊3日　往復の交通手配なし、2日目は貸切バス（8時間）利用の場合

販売補助金の上限額は、10,000円（交通付1泊：5,000円×2泊分）となります。

2022/12/20

93 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

レンタカーで往復する場合、「宿泊を伴う旅行商品（交通

付）」として、販売補助金上限額は5,000円になるのですか。

Q88で示す定義のとおり、レンタカーはそもそも「運送サービス」に当たらず「交通付」の要件を満たしません。そのため、宿泊を伴う旅行商品（交

通付）として上限額5,000円にはなりません。

一方、宿泊商品に加える「旅行サービス」としては、レンタカー代が事前に旅行事業者で予約したツアーの旅行代金部分に含まれている場合、当該レ

ンタカー代を含む旅行が『宿泊を伴う旅行商品』となり、補助金の上限額は3,000円となります（※Q86参照）
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94 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

自家用車で往復する場合、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」

として、販売補助金上限額は5,000円になるのですか。

Q88で示す定義のとおり、自家用車はそもそも「運送サービス」に当たらず「交通付」の要件を満たさないため、宿泊を伴う旅行商品（交通付）とし

ての上限額5,000円にはなりません。交通を含まない宿泊商品として上限額は3,000円です。
2022/12/20
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95 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

目的地への交通事情のため、「交通」の着地と宿泊地のエリア

が異なる場合、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の補助対象とな

りますか。

旅行期間中に基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の補助対象となり、「交通」の着地と宿泊地が一

致する必要はありません。

（例）東京発　万座温泉泊　JR利用（東京～軽井沢間を新幹線利用、軽井沢～万座温泉間をバス利用）

「交通」の着地は軽井沢となり万座温泉とは同一地域ではありませんが、補助の対象となります。

96 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の着地と宿泊地が離れていますが、宿泊を伴う旅行商

品（交通付）の補助対象となりますか。

ひとつの旅行日程の中で利用される交通であれば、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、どの区間で利用されても「宿泊を伴う旅行

商品（交通付）」の補助対象となります。

（例）名古屋～京都　新幹線利用（京都で観光後に在来線で大阪へ移動）大阪宿泊

名古屋～大阪の旅行ですが、交通の利用区間が名古屋～京都でも構いません。

97 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

宿泊を伴う旅行商品（交通付）について、鉄道の基準となる

『有料列車』とはどういったものですか。

新幹線や有料特急など、列車全体に対し（全乗客に対し）運賃以外の料金がかかる列車のことです。そのため、運賃以外の料金が一部の車両・座席に

のみ生じるものは対象外です。なお、乗車にあたって事前に区間および利用日が指定されているものに限ります。

（例）

 ✕ 首都圏エリアのJR普通列車のグリーン車自由席

同路線を同料金で運行する列車であり、席種が同一でも、利用便によっては対象外となる場合がありますので、ご注意ください。

（例）

〇ミューチケットを使って名鉄特急「ミュースカイ」に乗車（全車両が有料・座席指定の特別車）

 ✕ ミューチケットを使って名鉄特急「快速特急」「快速」に乗車（一部車両のみが有料・座席指定の特別車）

98 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

観光列車は、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の補助対象となり

ますか。
Q97のとおり、列車全体に運賃以外の料金がかかるものは対象となります。

99 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

全車指定席の列車は、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の補助対

象となりますか。
Q97のとおり、列車全体に運賃以外の料金がかかるものは対象となります。

99-1 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

有料列車に乗車しているものの、一部区間では追加料金が不要

となっている場合、距離制限はどのように考えますか。

追加料金が必要となる区間の利用が片道50km以上の場合は補助の対象となります。

（例）JR九州の特別急行列車みどり号における早岐～佐世保間等

100 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

高速道路周遊パスは、運送サービスの周遊パスとして対象にな

りますか。

対象外です。

Q88の定義のとおり、「高速道路周遊パス」は運送サービスに含まれないため対象外です。

101 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」が基準を満たしているか（距離が50kmあるか等）統一

窓口で確認してもらえますか。

統一窓口では個別には確認できません。

Q102～Q106の測定基準を確認の上、旅行事業者にて実施ください。

102 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の判断基準について、有料列車（JR、私鉄）の測定・

確認方法について教えてください。

鉄道駅間の距離(営業キロ)を測定してください。

①「乗換案内検索ツール」

※実際の乗車距離に関わらず、各鉄道事業者における有料列車の料金算定の基礎となるキロ数（営業キロ）によることとします。

103 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の判断基準について、乗合バス（路線バス、定期観光

バス、高速バス等）の測定・確認方法について教えてくださ

い。

バス停留所間の距離(営業キロ)を測定してください。

①「各バス会社ウェブサイト」

②「乗換案内検索ツール」

バス停留所が無い場合は乗車地と降車地の直線距離を測定してください。

①「国土地理院地図」

②「オンライン地図サービス」

104 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の判断基準について、タクシー・ハイヤーの測定・確

認方法について教えてください。

発地と着地の距離を測定または、発地と経路上に含まれる「下車観光・入場観光または食事箇所」のいずれかの地点との直線距離を測定してくださ

い。「日程表」にて確認します。

※予め行程と料金が決まっていない場合は対象外です。

105 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の判断基準について、船舶（離島航路にかかるものを

除く）の測定・確認方法について教えてください。

発着港ないし寄港地の直線距離を測定してください。

①「各船舶会社HP」

②「距離判定サービス」 ※

※統一窓口での審査で使用する測定方法にて事前に距離の確認ができます。補助ツールとして利用ください。

詳細はマイページにて確認ください。マイページURL：https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php

106 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

「交通」の判断基準について、貸切バスの時間の測定・確認方

法について教えてください。
運送引受書における実車時間にて確認ください。

107 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
乗り継ぎがある場合、50kmはどの区間を測定するのですか。 1枚で発券される特急券を利用して、片道50km以上の利用した場合が対象となります。

108 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
「離島航路」とはどのような航路ですか。

離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法で指定される有人離島を指します。離島航路につい

ては、距離を問わず対象となります。

108-1 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
どのような航路が対象になりますか。

一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業、旅客不定期航路事業、人の運送をする内航不定期航路事業のうち、外航航路及び特定の範

囲の人の運送を行うものを除いたものであって、離島航路または 50km 以上利用するものが対象となります。

109 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

貸切バスは2時間以上の利用があれば、目的地が近距離であって

も対象となるのですか。
運送引受書における実車時間で2時間以上の利用で対象となります。（距離は問いません）

110 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

貸切バスの判断基準である「2時間以上」の条件について教えて

ください。
貸切バスは、「運送引受書に記載の実車時間が2時間を超えていること」を判断基準としています。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

111 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
貸切バスの定義はありますか。 道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業の用に供されるバスを指します。

112 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
定期観光バスの貸切利用は、貸切バスの対象となりますか。

対象外です。

道路運送法に規定される一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される定期観光バスの座席を全席予約して利用しても、貸切バスにはなりません。（あ

くまで座席の買取であり、貸切バスの要件を満たしません。）

この場合は乗合バスと同様に、バス停留所間の距離または直線距離で50km以上の移動が交通条件となるためには必要となります。

112-1 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
乗合バスとはどういったバスを指しますか。 一般乗合旅客自動車運送事業および自家用有償旅客運送であって、福祉輸送ではないものを指します。

112-2 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
ヘリコプターは補助の対象となりますか。 補助の対象となります。ただし、発着地が同一の遊覧飛行は対象外です。

112-3 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
気球は補助の対象となりますか。 補助の対象外です。航空法に規定する航空機ではないためです。

113 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
前泊利用の宿泊は対象になりますか。

前泊を含んだ行程で、事前に旅行事業者で予約したツアーの旅行代金部分に含まれていれば対象となります。旅行者が別途個人で手配したものを合算

して申請することはできません。（Q41参照）

【例：沖縄2泊3日の旅行（航空利用）、羽田空港周辺のホテルに前泊】

3泊4日として行程に含まれていれば、販売補助金の上限額は1人あたり15,000円（交通付1泊：5,000円×3泊分）となります。

※地域クーポンは宿泊施設単位での付与のため、宿泊施設が属する各都道府県のルールに沿って付与されますので留意してください。

【例：羽田空港周辺のホテルに前泊、羽田～札幌では友人宅に2泊～羽田に戻る往復航空利用】

1泊4日として行程に含まれていれば、販売補助金の上限額は1人あたり5,000円（交通付1泊）となります。

※航空の普通運賃、鉄道の普通乗車券を含む場合は、旅行事業者における適切な管理が必要となります。詳細はQ58を参照ください。
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114 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

夜行フェリーは「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」の対象です

か。

夜行フェリーは「交通」としての利用、および「宿泊施設に準ずるもの」としての利用のふたつの側面から判断します。

次のふたつの基準を満たす場合は、夜行フェリーの利用単独で「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助金の上限額は5,000円（1人1泊当た

り）となります。

◆「交通」としての利用

1回の乗船で発着する港間の直線距離が片道50km以上の利用を含む場合、または離島航路（Q108参照）についてはそのすべてが、「交通」として対

象となります。

◆「宿泊施設」としての利用

各都道府県にて宿泊施設として登録されている場合は、「宿泊施設」として対象となります。（Q87参照）

「交通」のみが条件を満たす場合、夜行フェリー単独利用としては補助の対象外です。別途宿泊施設での宿泊が含まれていれば、「宿泊を伴う旅行商

品（交通付）」として販売補助金の上限額は5,000円（1人1泊当たり）となります。

「宿泊施設」として登録があるものの、「交通」の基準を満たさない場合は、「宿泊を伴う旅行商品」として販売補助金の上限額は3,000円（1人1泊

当たり）となります。

2022/12/20

115 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

発着が同一港の宿泊が含まれるクルーズ商品は、「宿泊を伴う

旅行商品（交通付）」の対象ですか。

「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助金の上限額5,000円の対象にはなりません。

宿泊が含まれるクルーズ商品は「交通」としての利用、および「宿泊施設（宿泊施設に準ずるもの）」としての利用のふたつの側面から判断します。

【出発港と到着港が同一の場合（寄港地がない場合）】

◆「交通」としての利用

出発港と到着港が同一となるものは、距離的移動を伴わないため、「交通」の対象外です。

◆「宿泊施設」としての利用（Q87参照）

各都道府県にて宿泊施設として登録されている場合は、「宿泊施設」として対象となるため、「宿泊を伴う旅行商品」として販売補助金の上限額は

3,000円（1人1泊当たり）となります。

つまりこの場合、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助金の上限額5,000円の対象とはならず、「宿泊を伴う旅行商品」として3,000円

の上限額となります。

2022/12/20

116 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

Q115に関連して、発着港が同一で寄港地がある場合の宿泊が含

まれるクルーズ商品は、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」の

対象ですか。

次のとおり、交通および宿泊の判断基準を満たした場合、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助金の上限額5,000円（1人1泊当たり）の

対象となります。

宿泊が含まれるクルーズ商品は「交通」としての利用、および「宿泊施設（宿泊施設に準ずるもの）」としての利用のふたつの側面から判断します。

【出発港と到着港が同一で寄港地がある場合】

◆「交通」としての利用

・出発港と航路上の寄港地の港との直線距離が片道50km以上の利用を含む場合は「交通」の対象となります。

・出発港と航路上の寄港地の港との直線距離が片道50km未満の利用をとなる場合は「交通」の対象外となります。

◆「宿泊施設」としての利用（Q87参照）

各都道府県にて宿泊施設として登録されている場合は、「宿泊施設」として対象となります。

なお、「交通」のみが条件を満たす場合は補助の対象外です。別途宿泊施設での宿泊が含まれていれば、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販

売補助金の上限額は5,000円（1人1泊当たり）となります。

「宿泊施設」として登録があるものの、「交通」の基準を満たさない場合は、「宿泊を伴う旅行商品」として販売補助金の上限額は3,000円（1人1泊

当たり）となります。

2022/12/20

117 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

Q115に関連して、発着港が異なる場合の宿泊が含まれるクルー

ズ商品は、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」の対象ですか。

次のとおり、交通および宿泊の判断基準を満たした場合、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助金の上限額5,000円（1人1泊当たり）の

対象となります。

宿泊が含まれるクルーズ商品は「交通」としての利用、および「宿泊施設（宿泊施設に準ずるもの）」としての利用のふたつの側面から判断します。

【出発港と到着港が異なる場合】

◆「交通」としての利用

・1乗船で発着する港間の直線距離が片道50km以上の利用を含む場合はすべてが、「交通」として対象となります。

・1乗船で発着する港間の直線距離が片道50km未満の利用となる場合、「交通」の対象外となります。

ただし、航路上の寄港地があり、発地と航路上の寄港地の直線距離が片道50km以上の利用を含む場合は「交通」の対象となります。

◆「宿泊施設」としての利用（Q87参照）

各都道府県にて宿泊施設として登録されている場合は、「宿泊施設」として対象となります。

「交通」のみが条件を満たす場合は補助の対象外です。別途宿泊施設での宿泊が含まれていれば、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」として販売補助

金の上限額は5,000円（1人1泊当たり）となります。

「宿泊施設」として登録があるものの、「交通」の基準を満たさない場合は、「宿泊を伴う旅行商品」として販売補助金の上限額は3,000円（1人1泊

当たり）となります。

2022/12/20

ホテル、旅館等

交通 宿泊施設 宿泊施設

〇 〇 - 宿泊を伴う旅行商品（交通付） 5,000円

〇 ✕ 〇 宿泊を伴う旅行商品（交通付） 5,000円

〇 ✕ ✕ 補助金対象外 -

✕ 〇 - 宿泊を伴う旅行商品 3,000円

クルーズ
商品区分 上限額

ホテル、旅館等

交通 宿泊施設 宿泊施設

〇 〇 - 宿泊を伴う旅行商品（交通付） 5,000円

〇 ✕ 〇 宿泊を伴う旅行商品（交通付） 5,000円

〇 ✕ ✕ 補助金対象外 -

✕ 〇 - 宿泊を伴う旅行商品 3,000円

クルーズ
商品区分 上限額



更新日No 中区分 質問 回答大区分

118 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

クルーズを利用した場合、補助金は、出発・寄港・到着いずれ

の港の都道府県に申請すればいいですか。

補助金の申請は、すべての「到着港・寄港地の港」の属する都道府県が申請先となります。

途中の寄港地の都道府県において「宿泊施設」に登録がされていない場合は、その寄港地（都道府県）では、補助対象外となります。

（例）A県発　～船内泊～　B県寄港（観光等）～船内泊～　C県寄港（観光等）　～船内泊～　A県着　3泊4日のクルーズ商品

「宿泊施設」登録がA県のみされており、B県・C県へは登録されていない場合、寄港地のB県・C県の2泊分は補助の対象外です。

A県（到着港）1泊分のみ申請が可能です。

ただし、都道府県により別途規定が定められた場合は、都道府県の定めが優先されます。

119 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）

夜行バスは宿泊を伴う旅行商品（交通付）の運送サービスに含

まれますか。
1回の乗車で片道50km以上（営業キロ）の利用であれば、「交通」として対象となります。

120 制度の概要
14.宿泊を伴う旅行商

品（交通付）
夜行バスは「宿泊施設に準ずるもの」に含まれますか。

夜行バスは「宿泊施設に準ずるもの」には含まれません。

宿泊施設に準ずるものはQ87の定義のとおり、「ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペース」の確保が必要ですが、日本の法規上、バスには完

全に水平となる座席の設置をすることが特殊な車両を除き認められていないため含むことができません。

シートベルトがあればそれはシート（椅子）です。

ただし、対象とするか否かはあくまでも都道府県の判断によります。各都道府県にて宿泊施設として登録されている場合は、「宿泊施設」として対象

となります。

121 制度の概要 15.日帰り旅行商品
補助対象となる日帰り旅行商品の条件について教えてくださ

い。

日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品です。

A群：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往復の運送サービス（出発地と目的地が別の地域である移動）

B群：旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等（運送・宿泊以外の旅行サービス）

※本人確認等および各都道府県が定めるワクチン接種歴や検査結果の確認を適切に実施できることが前提となります。添乗員がいない商品の場合は、

当該確認を実施する現地係員等を定めてください。

122 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行商品において、帰着時間が日付けの変わる深夜に到

着する商品は対象外ですか。

対象です。

A群において、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往復の「運送サービス」と定めていますが、目的地への到着時刻、および目

的地からの出発時刻が同日内に収まっているものは「日帰り旅行」とします。

具体的には、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。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

123 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行に含まれる運送サービス（A群）には、距離制限はあ

りますか。

利用距離の制限は設けていません。

ただし、出発地から旅行目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使用される運送サービスは除外となります。

近距離での移動とは、「概ね同一市区町村内の移動」と考えられますが、権利放棄が前提とされた近距離の送迎を排除するのが主な目的であり、一概

に同一市町村を対象外とするものではありません。「出発地と旅行目的地とが別の地域と考えられるか」を基準として、地域の交通事情等を考慮し総

合的に判断することとなります。

（対象外の例）鉄道1駅区間、徒歩可能な距離のタクシー送迎

※日帰り旅行商品については、宿泊を伴う旅行商品（交通付）のような距離制限は設けておりません。概念が異なるため切り分けてお考えください。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

124 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行に含まれる運送サービス（A群）は往復同一の交通機

関でなくてはならないのですか。

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であれば、往復別々の交通機関でも構いません。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

125 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行【A群】の「出発地に戻ることが予定されている」と

は、出発地と帰着地は同一でなくてはならないのでしょうか。

必ずしも同一である必要はありません。

往路・復路の交通機関や日程全体としてのルート合理性、乗降の都合上であれば、出発地と完全に一致した地点である必要はありません。

出発地と帰着地間の距離による判断ではなく、あくまでも、出発地と帰着地間の移動自体に旅行の目的が含まれていないことが判断基準です。出発地

から帰着地へと移動をすることを目的とした交通の代替と審査にて判断された場合は、申請が否認されることがあります。

（例）

〇横浜駅東口乗降場発－新横浜駅着　　往路：バス利用で観光しながら小田原へ　/復路：新幹線で新横浜駅帰着

〇北広島の会社前発－札幌市内複数個所下車　　社員旅行で会社前出発、バス利用で旭川動物園等観光後、社員自宅近くの札幌市内数か所で各自下車

〇新横浜駅発－小田原駅着　　往路：新幹線で名古屋へ　/復路：新幹線で小田原駅帰着（自宅が藤沢で利用便の停車駅の都合等）

 ✕ 新横浜駅発－小田原駅着　　バス利用で鎌倉・箱根観光後、小田原駅解散（経路上で観光していても、明らかに新横浜－小田原間の移動もバス利用

目的のひとつとみなされるため）

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

126 制度の概要 15.日帰り旅行商品

往路は観光タクシー、復路は日帰り温泉施設による送迎バス

（白ナンバー）利用の場合、日帰り旅行【A群】の対象になりま

すか。

対象外です。

観光・宿泊施設にて無料で行われる送迎は、旅行事業者による運送サービスの手配には当たりません。

この場合、復路は条件を満たさないため、片道利用とみなされ、A群における「往復の運送サービス」とはなりません。

A群については、旅行事業者にて手配された「運送サービス」である必要があります。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

127 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行に含まれる現地アクティビティ等（B群）の対象とな

るものは何ですか。

B群の現地アクティビティ等は、旅行目的地での消費に寄与する「運送・宿泊以外の旅行サービス」が対象となります。

旅行目的地での消費に寄与しない「無料の入場施設」や、往復の運送サービスを補助対象とするために形式的に付帯されたとみなされるような「権利

放棄を前提とした少額の物品やレンタル品等」は対象外です。

（対象外の例）

✕缶ジュース1本　（安価な物品であるため）

✕初心者に限定していないスキーツアーにおいて、参加者全員にレンタルスキーを付与　（レンタル品が不要と想定される対象者も含み、権利放棄前

提であるため）

→初心者向けのスキーツアー等対象が限定されているものについてまで妨げるものではありません。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

128 制度の概要 15.日帰り旅行商品
ハイキング目的の日帰り旅行など、旅行目的地に有料観光施設

がない場合は補助の対象にならないのですか。

補助の対象外です。

無料観光は、旅行目的地での消費に寄与しないため、単独ではB群の要素を満たしません。

ただし、旅行目的地の範囲内とみなされる場所で購入されたお土産など、B群を満たす要素が別途追加された日帰り旅行商品は、補助の対象となりま

す。

（例）　〇：【A群： 往復バス】＋【B群：お土産】＋【ハイキング】

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

129 制度の概要 15.日帰り旅行商品
旅行目的地にお弁当の販売可能な店舗がないため、出発地で積

み込みたいのですが、補助の対象にならないのですか。

出発地で積み込むお弁当だけでは補助の対象外です。

出発地を含む旅行目的地以外で積み込むお弁当は、旅行目的地での消費に寄与しないため【B群】の要素を満たしません。

ただし、往復の運送サービスに「お弁当」のみが組み込まれた商品に限った場合であり、日帰り旅行商品として【A群】+【B群】の要素を満たしたう

えで、積み込み弁当を追加する場合は補助の対象となります。

（例）　〇：【A群：往復バス】＋【B群：有料施設入場】＋【出発地で積み込むお弁当】

「出発地で積み込むお弁当」が含まれた日帰り旅行商品がすべて補助対象外という訳ではありません。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

129-1 制度の概要 15.日帰り旅行商品

日帰り旅行【A群】を構成する「鉄道」の車内で食事が提供され

る観光列車（レストラン列車）において、車内での食事は【B

群】の対象になりますか。

【A群】を構成する鉄道・バス・船・航空機等の車内での飲食物は、旅行目的地での消費に寄与しないため【B群】の要素を満たしません。B群の要素

となるには、旅行目的地の消費となるような運送サービスでの車内飲食である必要があります（また、旅行目的地で積み込んだ弁当などの飲食物を車

内で消費することはB群の対象として認めます）。

130 制度の概要 15.日帰り旅行商品 小学校の遠足は、日帰り旅行商品の補助対象となりますか。

日帰り旅行の要件【A群】+【B群】を満たしていれば対象となります。

B群が入場無料の施設である場合は対象外となりますが、通常（個人利用の場合）は料金が発生するものの、教育旅行団体による申請に限り入場料が

無料となる料金体系をとる入場施設等の場合は、例外としてB群の対象として認めます。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。
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131 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り旅行商品において、宿泊施設のデイユースの利用は【B

群】に含まれますか。

宿泊サービスとなるようなデイユースの利用は、日帰り旅行商品【B群】には含まれません。

日帰り旅行【B群】の要素は「運送・宿泊以外の旅行サービス」とされています。旅館業法において、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用するこ

と」と定義されているため、寝具提供が伴えば「宿泊（サービス）」となります。そのため、宿泊サービスとなるようなデイユースは日帰り旅行商品

【B群】には含まれません。寝具提供のない客室利用のデイユースについては対象となります。

（例）　✕　【A群：往復バス】+【デイユース】　※B群が含まれていないため日帰り旅行の要件を満たしません

※「宿泊を伴う旅行商品」におけるデイユース利用については、Q85を参照ください。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

132 制度の概要 15.日帰り旅行商品
運送サービスに「温泉入浴」+「デイユース」をセットした日帰

り旅行商品は補助の対象となりますか。

補助の対象となります。

Q131のとおり、デイユースは【B群】に含まれませんが、日帰り旅行商品として【A群】+【B群】の要素を満たしたうえで追加する場合については補

助対象となります。

（例）　【A群： 往復バス】＋【B群：日帰り温泉入浴】＋【デイユース】

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

133 制度の概要 15.日帰り旅行商品
日帰り温泉施設内の大広間等での休憩は「デイユース」同様に

【B群】に含められないのですか。

【B群】に含むことができます。

大広間等の利用（日帰り温泉施設における寝具を使用しない休憩所等の利用）については、「宿泊（サービス）」ではないためです。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

505 制度の概要 15.日帰り旅行商品 目的地での現地ガイド代は【B群】に含めることはできますか。

含めることができます。

目的地のみ同行の現地ガイド等に係る費用は、目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等として、B群の対象となります。

一方で、旅行日程を通して同行する添乗員・ガイド費用については、B群には含まれません（この場合も旅行商品自体に含むことは可能）。

2022/12/20

134 制度の概要 15.日帰り旅行商品
1泊2日の宿泊を伴う旅行で、2日目に旅行先から別の日帰り旅行

を申し込む場合、それぞれが補助の対象となりますか。

補助の対象となります。

〇宿泊を伴う旅行商品・日帰り旅行商品として別々に旅行契約した場合

（例）東京都内で1泊の宿泊商品、新たな申込として2日目に新宿駅から栃木県小山市への日帰りいちご狩りバスツアーを予約し参加

→異なるふたつの旅行となり、宿泊商品として代金の20％・上限3,000円+日帰り旅行商品として代金の20％・上限3,000円がそれぞれ適用となりま

す。

✕宿泊を伴う旅行商品に含んで（ひとつの旅行として契約）、オプショナルツアーとして日帰りプランを申し込んだ場合

（例）東京都1泊2日の宿泊商品、2日目に新宿駅から栃木県小山市への日帰りいちご狩りをオプショナルツアーでひとつの旅行として申し込み

→ひとつの旅行として申し込みの場合、栃木県小山市への往復バスが「交通付」の要件を満たしていれば、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の1泊旅行と

して総額の20％・上限5,000円が適用となります。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

2022/12/20

135 制度の概要 15.日帰り旅行商品

ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符（フリーパ

ス）と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセット商

品については、補助の対象となりますか。

ある地域内（フリーエリア）での自由な乗降を認める周遊切符については、発着地と目的地が明確にできない乗車券であるため、「往復」というA群

の定義を満たしていないことから、原則「A群」としては認められません。

ただし、日帰り旅行商品の申請をする際に提出を求める日程表にて「発着地と目的地が明確に判断でき、かつ往復の移動が確認できる」場合において

はA群としての利用を認めます。

A群として認められない場合においても、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、出発地からフリーエリア（目的地）までの往復乗

降券をセットにした商品については補助の対象となります。

（例）

△　【箱根エリア内のみ乗降可能な周遊切符】 + 【B群：観光施設】

⇒〇　日程表において、「発着地と目的地が明確に判断でき、かつ往復の移動が確認できる」場合は補助の対象です。

〇　【A群：新宿～箱根湯本　往復切符】 + 【箱根エリア内のみ乗降可能な周遊切符】 + 【B群：観光施設】

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

※旅行商品に普通乗車券等（個札）を含む場合は、旅行事業者における適切な管理が必要となりますので、詳細はQ58を確認ください。

136 制度の概要 15.日帰り旅行商品 レンタカー代は日帰り旅行商品の対象となりますか。

レンタカーは、現地アクティビティ等（B群）として日帰り旅行商品の補助対象となります。

ただし、レンタカー単独では日帰り旅行商品としての要件を満たさないため、「往復の運送サービス（A群）」をセットにする必要があります。

（例）〇　【A群：往復新幹線】＋【B群：現地レンタカー】

※「宿泊を伴う旅行商品」における取扱いについてはQ86、「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」における取扱いについてはQ93を参照ください。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

137 制度の概要 15.日帰り旅行商品
「往復の鉄道乗車券＋索道（リフト）乗車券」などのセット商

品は補助対象になるのですか。

補助の対象です。

索道は運送サービスと定義されますが、旅行商品の実態として観光素材とされているため、例外的に「現地アクティビティ（B群）」の対象としま

す。そのため、往復の鉄道乗車券（A群）+索道（B群）として日帰り旅行商品の要素を満たしているため、補助の対象とします。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

138 制度の概要 15.日帰り旅行商品
索道（リフト・ロープウェイ・ケーブルカー等）は【A群】に含

まれますか。

A群には含まれません。

索道は運送サービスと定義されますが、旅行商品の実態として観光素材とされているため、例外的に「現地アクティビティ（B群）」の対象としま

す。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

139 制度の概要 15.日帰り旅行商品 遊覧船は日帰り旅行商品の対象となりますか。

遊覧船は、現地アクティビティ等（B群）として日帰り旅行商品の補助対象となります。

ただし、遊覧船単独では日帰り旅行の商品としての要件を満たさないため、「往復の運送サービス（A群）」をセットにする必要があります。

※日帰り旅行商品の適用条件はQ121を参照ください。

140 制度の概要 16.公費出張 公費による公務員の出張において、本事業を使えるのですか。 公費によるものは補助の対象外です。

141 制度の概要 16.公費出張 修学旅行等を引率する教員の扱いはどうなりますか。 公費によるものは補助の対象外です。

142 制度の概要 17.教育旅行
修学旅行を含む教育旅行は、本事業の補助対象となるのです

か。
補助の対象となります。

142-1 制度の概要 17.教育旅行
修学旅行は、都道府県の予算枠の執行状況に関わらず、すべて

補助金が支払われるのでしょうか。

本事業の制度に則った旅行であれば、審査で承認された修学旅行については、予算の多寡に関わらず、全て補助金が支払われます。

※要領・取扱マニュアルに記載の要件を満たしていない場合は対象外となります。

※補助金申請の際、統一様式1号の「代表者氏名」欄に、

　「修学旅行（全角スペース）△△学校」と必ず入力してください。

2022/12/20
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142-2 制度の概要 17.教育旅行 Q142-1に関連して、「修学旅行」の定義を教えてください。

学習指導要領の特別活動のうちの学校行事に位置付けられた、次のような旅行や集団宿泊的行事のことを指します（学校により異なる名称で実施され

る事もあります）。

・在学中に1回実施され、当該学校の生徒全員が原則参加とされている学校行事

・林間・臨海学校に類するものは除きます。

・当該学校が修学旅行と認める場合、日帰り旅行についても修学旅行として申請可能です。

2022/12/20

142-3 制度の概要 17.教育旅行 Q142-1に関連して、修学旅行に専門学校は含まれますか。 含まれます。ただし、文科省が定める専修学校のうち一般課程に分類されるものは除きます。

143 制度の概要 17.教育旅行 大会への参加目的の旅行は補助対象となるのですか。

補助対象です。

ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による大会への出場およびその運営や補佐を目

的とした旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等を理由として「旅行全体」が本事業の対象外となります。

・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）

※配宿が行われる場合であっても、上記以外の大会参加を目的とした旅行については通常どおり本事業の対象です。

※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常どおり本事業の対象です。

（例）〇　大会本部外の応援団（保護者、ベンチ外部員、学校関係者等）、見学者等

2022/12/20

144 制度の概要 18.感染症対策
本事業における感染拡大防止策（ワクチン接種歴や検査結果の

確認）について教えてください。

全国旅行支援においては、ワクチンを接種済であること又はPCR検査等の検査結果が陰性であることが利用条件とされています。ワクチン接種歴や陰

性の検査結果の確認にあたっては、「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）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」（令和３年11 月19 日観光庁）に則して実施することが求められています。このため、

OTAを含む全ての旅行事業者においては、これらの文書を熟読した上で、ワクチン接種歴・陰性の検査結果の確認を行って下さい。

＜ワクチン・検査パッケージ制度要綱＞

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119_1.pdf

＜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＞

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf

なお、この利用条件は、上記の文書にかかわらず、原則「ワクチン３回接種or陰性の検査結果」です。

ただし、県内旅行については都道府県知事の判断で「ワクチン２回接種or陰性の検査結果」とすることも可能とされていますので、県内旅行のワクチ

ン接種歴の回数の要件については各都道府県に確認してください。

2022/12/20

145 制度の概要 18.感染症対策
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」

の基準を満たさない場合の対応を教えてください。

1人あたりの旅行代金を算出できる場合については、次の①の対応を基本とします。算出できない場合は、②の対応も可能です。

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

なお、ここでの「1人あたりの旅行代金を算出できる場合」とは、1人あたりの旅行代金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、1

人あたりの旅行代金を個別に計算する事や、按分する事が可能であればこれも 「算出できる場合」として扱います。

2022/12/20

506 制度の概要 18.感染症対策
Q145に関連して、バス代などを総額で販売している場合、一部

の参加者が対象外となった際はどのように申請しますか。

人数で按分するなど、1人あたりの旅行代金を算出したうえで、対象外となる旅行者の旅行代金を除いて申請してください。バス代の総額をそのまま、

対象となる旅行者の旅行代金として申請する事はできません。
2022/12/20

146 制度の概要 18.感染症対策

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。

取消料については各旅行事業者の規定に沿ってご対応ください。キャンセルが行われた旅行商品については、補助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。

147 制度の概要 18.感染症対策
旅行者が旅行中に新型コロナの陽性となりましたが、どう対応

すればよいですか。
管轄の保健所等、所在地の都道府県の定めに従った行動を旅行者に案内してください。

150 制度の概要 19.地域クーポン 地域クーポンは、紙クーポン・電子クーポンどちらですか。
電子クーポンが基本となります。

詳細は各都道府県の定めを確認ください。
2022/12/20

151 制度の概要 19.地域クーポン 地域クーポンは何処で付与されますか。 地域クーポンは都道府県により付与される場所や方法が定められています。詳細は各都道府県の定めを確認ください。 2022/12/20

152 制度の概要 19.地域クーポン 地域クーポンは使用期限はいつからいつまででしょうか。 地域クーポンは都道府県により使用期限が定められています。詳細は各都道府県の定めを確認ください。

153 制度の概要 19.地域クーポン 地域クーポンは何処で利用できますか。

地域クーポンは各都道府県により当該都道府県内で利用可能な店舗等が定められています。

風営法の適用を受ける性風俗関連特殊営業、接待飲食等営業および遊技場営業に基づく施設での利用については対象外です。

ただし、都道府県の定めにおいて、接待を伴わない料亭など、地域の観光資源として対象とすべき特別の事情等があると判断される場合については、

この限りではありません。

詳細は各都道府県の定めを確認ください。

2022/12/20

154 制度の概要 19.地域クーポン
日帰り旅行で複数の県を跨ぐ場合、地域クーポンはどこの都道

府県のものになるのでしょうか。

旅程に含まれる都道府県の中から、旅行事業者が「主たる目的地」として定めた都道府県（補助金申請先の都道府県）です。

目的地での滞在時間や、地域クーポンの使用可能店舗数を考慮して「主たる目的地」を定めていただきます。

155 制度の概要 19.地域クーポン
複数の県を跨ぐ旅行の場合、地域クーポンは宿泊する都道府県

内それぞれでしか使用できないのでしょうか。
各都道府県の定めを確認のうえ、各都道府県事務局へお問合せください。 2022/12/20

156 制度の概要 19.地域クーポン
旅行を取り消した場合（取消料100％）、地域クーポンは利用し

てもよいでしょうか。

利用できません。クーポンの返還が必要です。

大原則として、旅行に実際に参加することで補助金は適用となります。100％の取消料を払っていても、旅行自体に参加していないため地域クーポン

の利用はできず返還が必要となります。

詳細については、各都道府県の定めを確認ください。

157 制度の概要 19.地域クーポン
地域クーポンを誤って付与してしまった場合どうしたらよいで

しょうか。

都道府県の定めにより、旅行事業者で地域クーポンの付与を行った際に、補助の対象でない旅行に付与してしまった、付与金額を誤ってしまった場合

は、旅行事業者にて旅行者から必ず返還を受けてください。返還を受けられない場合、都道府県より旅行事業者が求償を受けることがあります。この

ような事態にあたっては都道府県の指示に従ってください。

旅行者が返還すべき地域クーポンをすでに使用した等、旅行者による不適切な使用・不正使用の場合は、旅行者がその責任を追うこととなります。旅

行事業者から旅行者へ、使用済み地域クーポン相当額の弁済を求めていただきます。

申請対象となる都道府県のクーポン対応窓口へご連絡ください。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

158 制度の概要 19.地域クーポン
地域クーポンの付与額が1,000円となる休日とはいつのことです

か。

平日と休日の定義は次のとおりです。各日のカレンダー（平日・休日の確認）は取扱マニュアルP.40-43を参照ください。

地域クーポンの付与額は都道府県により独自の上乗せがある場合がありますので、都道府県の定めも併せて確認ください。

・宿泊を伴う旅行商品については、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。

・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。

159 制度の概要 19.地域クーポン
日帰り旅行商品を造成したいのですが、地域クーポンはどこで

付与されるのですか。

目的地となる都道府県の定めを確認ください。

なお日帰り旅行の場合、都道府県ごとに地域クーポンの付与を行わないことも認められています。

（付与が必要な都道府県もありますので、必ず各都道府県の定めをご確認ください）

2022/12/20

160 マイページ 20.販売状況報告
該当月の実績が登録申請時の販売計画より大幅に増える見込み

の場合、販売計画は修正可能でしょうか。
販売計画は変更できませんが、販売状況報告で実績を報告いただきます。

161 マイページ 20.販売状況報告

販売状況報告では、前週の販売実績（旅行申込実績）のみを入

力すればいいのでしょうか。それとも前週の販売実績（旅行申

込実績）を含めた「先々までの販売計画」を入力するのでしょ

うか。

販売状況報告は、受注金額を帰着日の月で入力ください。前週に実績がある場合は累計で入力ください。販売計画値ではありません。販売実績のある

月は先の分も入力ください。

162 マイページ 20.販売状況報告

例えばA県に販売申請をしたがA県のコースは造成しないことに

なった場合、販売申請の取り下げはできないとのことですが、

週次報告も毎回0で報告が必要ですか。

販売希望「する」と申請をした後であれば、販売状況報告を「0」で報告ください。

164 マイページ 20.販売状況報告
販売状況報告期限を過ぎた場合はどうなりますか。追って報告

することも可能でしょうか。

水曜日までの報告をお願いいたします。万が一期限を過ぎた場合でも、報告（入力）は可能です。できるだけ早めの報告をお願いします。

報告は累計で入力ください。

165 マイページ 20.販売状況報告
販売申請時に販売計画として入力した数値を超える場合、どの

程度超えるようならば連絡が必要ですか。
計画値から数値が大幅に超える場合でも、販売状況報告は翌水曜日までに報告をいただければ、特に事前連絡をいただく必要はありません。

166 マイページ 20.販売状況報告
販売申請時に販売計画を入力していたが、実際販売が0だった場

合は、販売状況報告にて0円で報告していればよいですか。
認識の通りです。販売計画があっても、実績なしの場合は0円で報告ください。

167 マイページ 20.販売状況報告
販売申請後に予定外の大型の予約が入った場合、修正が必要で

すか。

1.該当の都道府県に販売申請していない場合は、当該都道府県に販売申請から対応いただきます。

2.すでに該当の都道府県に販売申請が承認されていて、水曜日までの販売状況報告から漏れていた場合には、遅くとも日曜日までに修正ください（漏

れていない場合はその週の販売状況報告に入れてください）。

168 マイページ 20.販売状況報告
販売状況報告の締切りがその週末までと仮定して、締切日まで

に報告がないと補助金が支払われなくなるのでしょうか。
全体予算管理をしておりますので、必ず報告をお願いいたします。

169 マイページ 21.予算枠
予算枠の設定がない場合、いくらでも販売が出来るのでしょう

か。

旅行事業者毎の予算枠はありませんが、各都道府県には予算が設定されています。各都道府県の予算枠が達成しそうな場合、事業期間中であっても補

助金を利用した販売の停止をお願いする場合があります。終了につきましては、週1回の販売状況報告を各都道府県が確認し、各都道府県からの販売停

止の通知を事業者マイページにてお知らせいたします。

170 マイページ 21.予算枠

（予算枠の設定がない旅行事業者の場合）都道府県の予算の関

係で販売停止となった場合の通知タイミングはいつですか。既

に販売してしまっている旅行商品に対する補助金申請はどうな

るのでしょうか。

予算枠に達する前に、販売停止の通知が各都道府県よりなされます。その時点で予約が完了しているものは原則として対象となる予定です。

171 マイページ 21.予算枠
都道府県単位で、「予算枠の枯渇」を理由に販売停止

になることはありますか。

あります。

限られた予算での事業執行のため、予算が枯渇する危険性が高まった段階で、各都道府県よりメールおよび事業者マイページを通じて「販売停止」を

通知いたします。なお「販売停止」の通知から「販売停止」開始まで、その周知および準備期間として平日1日を設定する予定です。

172 マイページ 22.その他
代理店を追加したいので、代理店リストに追記することは可能

ですか。
既に全国旅行支援に参画登録されている旅行事業者は、代理店リストに追加することはできません。

173 マイページ 18.感染症対策
事業者マイページの「感染症」に関する画面について、奈良県

の情報は掲載されますか。
奈良県の情報は掲載されません。

174 マイページ 18.感染症対策
事業者マイページの「感染症」に関する画面について、情報は

更新されることはありますか。
更新される可能性はございますので、都度、確認ください。

175 マイページ 18.感染症対策

事業者マイページの「感染症」に関する画面について、その県

の情報が更新された時に通知やお知らせ等で分かるようになっ

ていますか。

原則、通知やお知らせに掲載されることはありません。

176 マイページ 18.感染症対策

事業者マイページの「感染症」に関する画面について、記載の

ない項目や具体的な内容についてさらに詳しく教えて欲しい場

合はどうすればいいですか。

各都道府県の感染症対策に関する問合せ先も同じ画面に掲載しております。または各都道府県のウェブサイト等を確認ください。

177 マイページ 20.販売状況報告

販売状況報告（週次報告）をしようとして数値を入力しました

が、「内容確認」のボタンがグレーアウトしていて押せないの

ですか、どうしたらいいですか。

推奨環境（Microsoft Edge or Chrome）のPCで操作しているか、空欄がないか（“0”も入力が必要です）確認ください。

178 マイページ 22.その他
今から統一窓口に申請するが、事業者マイページができたタイ

ミングで過去に配信されたお知らせは見られるのですか。
過去のお知らせも事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）で確認が可能です。

508 マイページ 22.その他

事業者マイページ「都道府県毎ルール（1月から）」内、旅行者

への同意書の取得・保管に記載の「統一窓口ルールに準ずる

（不要）」について、具体的に教えてください。

本事業の利用条件を記載し、旅行者へ案内したことを証する記録として利用いただける書面（全国旅行支援事業　同意確認書面（モデル様式1号））を

掲載しております。こちらの書面は、旅行事業者の判断で利用いただけるものとしており、統一窓口として受領や保管を求めているものではありませ

ん（不要です）。

ただし、各都道府県により同種の書面の受領や、保管が求められている場合がありますので、各都道府県の規定を確認のうえ、適切にご対応をお願い

します。

2022/12/29

179 マイページ 23.ログイン

複数人で事業者マイページを管理したいが、ログインの認証

コードは担当者のアドレスにしか届かないのですか。メールア

ドレスをふたつ以上登録できないのですか。

ひとつのアカウントにつき、ひとつのメールアドレスしか登録できません。サブアカウントを作成し、それぞれのサブアカウントから事業者マイペー

ジ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）へログインをお願いします。マスターアカウントの企業情報のタブにある「ユーザー管理」から

サブアカウントの作成が可能です。

180 マイページ 23.ログイン
事業者マイページにログインする際、二段階認証コード入力画

面へ進めないのですがどうすればいいですか。

ログインID/アカウント/パスワードに誤りがないか再度お確かめください。認証コードが発行された際は、認証コードの入力画面に変わります。

※有効期限は、1段階目のログインを行ってから30分間です。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

181 マイページ 23.ログイン

申請時に設定したログイン用パスワードを忘れたため、再設定

の手続きをしたがメールが届きませんがどうすればいいです

か。

ログインID・アカウント・メールアドレスに誤入力がないか確認ください。また、メールが届くまで多少のお時間をいただく場合があります。

182 マイページ 23.ログイン
5回連続して二段階認証の認証コードを間違ったため、アカウン

トがロックされてしまった場合はどうすればいいですか。
約10分で解除されますので、再度ログインを行ってください。

183 マイページ 23.ログイン
事業者マイページのログイン時に認証コードを何度も送信して

しまった場合は、どうすればいいですか。

必ず最新の認証コードを入力してください。なお、認証コード入力時は認証画面をそのまま残していただき、別ウィンドウまたは新規のタブでメール

（認証コード）をご確認ください。二段階認証メールはログイン毎の配信となります。

184 マイページ 23.ログイン 二段階認証はログインするたびに毎回必要になるのですか。 毎回必要になります。

185 マイページ 23.ログイン
マスターアカウント（親）でログインする場合は、二段階認証

の認証コードはどのアドレスに送られるのですか。
事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）で「担当者」欄に登録されているメールアドレスのみに送信されます。

186 マイページ 23.ログイン
サブアカウント（子）でログインする場合は、二段階認証の認

証コードはどのアドレスに送られるのですか。
サブアカウント（子）作成時に設定したメールアドレスのみに送信されます。

187 マイページ 23.ログイン
ログイン時にマスターアカウント（親）の「アカウント」名を

忘れたが、どうしたらいいですか。
ログインIDとアカウントは同じTから始まる8桁の事業者コードとなります。事業者登録審査結果の通知メールに記載しておりますので確認ください。

188 マイページ 23.ログイン
ログイン時にサブアカウント（子）の「ID」「アカウント」名

を忘れたが、どうしたらいいですか。。

サブアカウント（子）の「ID」はマスターアカウント（親）と同じです。

サブアカウント（子）の「アカウント」名はマスターアカウント（親）の画面の「ユーザー管理」から確認できます。

189 マイページ 23.ログイン
事業者マイページ登録済だがログイン画面のログインID/アカウ

ント/パスワードが何かわからないのですが、教えてください。

事業者登録の完了時に、件名『【全国旅行支援　統一窓口】事業者登録申請結果：旅行事業者様向け』で登録されたメールアドレスにメールが自動配

信されます。なお、パスワードは事業者登録の際にご自身で設定いただいたものになります。

190 マイページ 23.ログイン
サブアカウント（子）を利用して複数人が同時に事業者マイ

ページにログインすることは可能ですか。
可能です。

191 マイページ 23.ログイン
ログイン画面・認証コード画面が上手く表示されないのです

が、どうすればいいですか。
推奨環境であるか確認ください。（事業者マイページ システム操作マニュアル＜ログイン編＞参照）

192 マイページ 23.ログイン

事業者マイページのログイン時に認証コードの画面までは進め

たが、メールに記載の認証コードを入力してもエラーになった

場合はどうすればいいですか。

認証コードは最新のものであるか、また、スペースが入っていないか、半角で入力されているかを確認ください。なお、お使いのパソコンの設定に

よっては前回利用された認証コードが自動入力されてしまう場合があります。

193 マイページ 23.ログイン 二段階認証とは何ですか。
ログインID・アカウント・パスワードの他に、認証コードの入力を追加することで、利用者様以外が不正に情報へアクセスすることを防止するための

仕組みです。

194 マイページ 23.ログイン なぜ二段階認証が必要なのですか。 セキュリティの観点から二段階認証としております。

195 マイページ 23.ログイン
二段階認証コード入力画面へは進めたが認証コードが送られて

こないのはどうしてですか。

登録いただいたメールアドレスへお送りしておりますので登録のアドレスに間違いがないか確認ください。また、ドメイン指定受信の設定の有無、迷

惑メール等への自動振り分けがなされていないかなどにつきましても確認ください。

196 マイページ 23.ログイン
二段階認証コードが分からなくなったので6桁の数字を教えてく

ださい。
セキュリティの観点からお答えいたしておりません。

197 マイページ 23.ログイン
事業者マイページのタイムアウト時間（ログオフまでの無操作

時間）を教えてください。
ログイン後、何も操作せず120分経過すると自動的にログアウトします。

198 マイページ 24.アカウント サブアカウント（子）で企業情報を修正できますか。 修正は可能です。

199 マイページ 24.アカウント
サブアカウント（子）から企業情報を編集しましたが、変更通

知メールはどこに来ますか。
マスターアカウント（親）の担当者アドレスのみに変更通知が届きます。

200 マイページ 24.アカウント
サブアカウント（子）はマスターアカウント（親）からしか登

録できないのですか。
ご認識の通りです。サブアカウント（子）の作成はマスターアカウント（親）で作業してください。

201 マイページ 24.アカウント
統一窓口からの通知メールはサブアカウント（子）に登録のア

ドレスにも届きますか。
届きません。

202 マイページ 24.アカウント 削除したサブアカウントは復活できますか。 可能です。（事業者マイページ システム操作マニュアル＜基本操作編＞参照）

203 マイページ 24.アカウント

削除したサブアカウントを復活したいが、マスターアカウント

の「ユーザー管理」で削除済のサブアカウントが検索しても出

てこないのはなぜですか。

「ユーザー管理」での検索時に「削除」にチェックを入れた状態で検索してください。（削除したアカウントを表示させる場合は、チェックマークの

入力が必要です）

204 マイページ 24.アカウント サブアカウント（子）から販売申請はできますか。 可能です。

205 補助金申請 25.申請手続き
補助金申請は月に1回または2回の選択が可能、とのことです

が、こちらは事業者で自由選択が可能ですか。
月ごとに自由に申請回数が選択可能です。事前の統一窓口への申請は不要です。

206 補助金申請 25.申請手続き 販売がない場合も何か報告が必要ですか。 取扱実績がない月の手続きは不要です。

207 補助金申請 25.申請手続き 補助金申請書をFAXやメールで報告することは、可能ですか。 いずれも受け付けておりません。補助金審査管理システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）にて報告をお願いします。

209 補助金申請 25.申請手続き
予算枠が足りないため申請できませんが、どのようにしたらい

いですか。

お持ちの予算内で収まるように内容を修正のうえ、再度申請してください。修学旅行を含んでいる場合は、旅行形態を「修学旅行」と「それ以外」で

申請ファイルを分けてください。

210 補助金申請 26.保管書類
国内旅行傷害保険を手配した場合の保管書類を教えてくださ

い。
証書のコピーを保管ください。ない場合は申込書コピーを保管ください。

211 補助金申請 26.保管書類

契約内容を証明できる書類の受注型企画旅行「（4）各施設の手

配書」について電話だけのやり取りの場合、書面を作成、交わ

さなければならないですか。

電話だけのやり取りの場合でも書面は作成してください。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

212 補助金申請 26.保管書類 各書類の保管については「紙」での保管が必要ですか。 紙または電子データで保管ください。

213 補助金申請 26.保管書類
自社の出張で補助金申請する場合の請求書や領収書は、通常は

発行しないのですが補助金申請をすることはできますか。
出張か否かを問わず、旅行の実績が確認できない場合は補助金申請をすることができません。

214 補助金申請 26.保管書類
販売補助金試算ツールを保管すべき書類の一部として、対応可

能ですか。
こちらの書面（データ）はエビデンスとはなりません。

215 補助金申請 26.保管書類

「旅行代金の請求から入金までの証明ができる書類」につい

て、OTAで、旅行者が現地決済した場合はどうしたらいいです

か。

OTAか否かを問わず、旅行代金の請求から入金までの経緯が証明できる書類が必要です。（取扱マニュアルP31参照）

216 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）に記載されている予約内容を特

定することができる番号とは、具体的に何を入力すれば良いの

ですか。

貴社が管理している番号となります。後日、統一窓口などから問合せを受けた際に旅行内容が特定できるものを入力ください。

 （補助金申請マニュアルP17参照）

217 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）で日帰り旅行の場合の宿泊施設

管理番号が入力できる状態で、グレーアウトされていないが何

を入力すればいいですか。

日帰りの場合は、宿泊施設管理番号の入力は不要です。

218 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

統一窓口に業務を委託していない都道府県を含む旅行は実績内

訳シート（統一様式1号）の入力はどうすればよいですか。

当該都道府県名を含めたまま実績内訳シート（統一様式1号）へ入力することは可能です。ただし、統一窓口からの補助金のお支払いは、業務委託され

た都道府県分のみ行います。（補助金申請マニュアルP9参照）

219 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）の「旅行形態」の入力はどのよ

うにすればよいですか。

修学旅行は「修学旅行」を選択してください。それ以外の旅行はそれぞれの旅行形態（受注型企画旅行/手配旅行/募集型企画旅行/宿泊単品）を選択し

てください。

220 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）について、2泊3日の旅行で1泊

目が補助金対象外の施設の場合は、2泊目の宿泊先の入力はどの

ようにすればよいですか。（販売停止・事業停止）

申請上の1泊目として対象となる宿泊から左詰めにて入力ください。（補助金対象外の部分の切り分けが可能な場合に限ります）

221 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）入力方で、夜行バスなど夜間移

動を含む日帰り旅行はどのように入力すればよいですか。
旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティを利用した日が「旅行日」となり、「旅行出発日」「旅行帰着日」ともに同じ日を入力ください。

222 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）で、エラー表示「＃NAME？」

が表示されるのですが、どのように修正すればいいですか。

Excelのバージョンを確認ください。Excel2010以降のバージョンで利用ください。

また、汎用ソフトを使用されている場合もマクロプログラムへの互換性が完全なものではないため利用できません。

223 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）入力方で、宿泊施設のみの手配

の場合は旅行形態はどれを選択すればよいですか。
契約形態に応じて、受注型企画旅行、募集型企画旅行、手配旅行を選択してください。いずれにも該当しない場合は、宿泊単品を選択してください。

224 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）
宿泊施設管理番号はどこで確認すればいいですか。

各都道府県のウェブサイトで確認ください。また統一窓口の公式サイトにも参画宿泊施設一覧の記載がありますが、都道府県事務局の登録完了をリア

ルタイムで掲載しておりませんので、掲載が遅れる場合があります。

225 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）をCSV化した際にエラーが出ま

すが、どのように修正すればいいですか。

以下について確認ください。空白の欄があるか、ログインID（事業者コード）の誤りがないか、表明保証のチェック漏れ、申請報告月と旅行帰着月の

相違、同一の管理番号内で都道府県宿泊日が重複していないか、宿泊都道府県と宿泊施設管理番号（3桁）に誤りがないかなど。

226 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）の申請項目判定が「不十分」と

表示されますが、どのように修正すればいいですか。

以下について確認ください。未入力欄がある、旅行商品種別と旅行期間の相違（日帰り旅行で発着日が異なる）、割引率が20%を超過、補助金申請額

が上限を超過、など。
2022/12/20

227 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）入力時に「エラー」が表示され

ますが、どのように修正すればいいですか。

以下について確認ください。報告月と旅行帰着日の相違、予約日と旅行出発日の逆転、旅行出発日と旅行帰着日の逆転、旅行出発日・帰着日の日程と

都道府県宿泊日の相違、宿泊施設管理番号の桁違いなど。

228 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

複数県にまたがる日帰りの場合の実績内訳シート（統一様式1

号）の入力はどうすればよいですか。
旅行日、主たる目的地となる都道府県を1泊目都道府県欄に入力ください。（補助金申請マニュアルP21参照）

229 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）入力方で、修学旅行ではない学

生団体の場合の旅行者「代表者名」の入力はどうすればよいで

すか。

「〇〇小学校・中学校・高等学校」と入力ください。

230 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）の団体旅行における代表者名の

入力を教えてください。
代表者名（申し込み契約者名など）を入力ください。

231 補助金申請
27.実績内訳シート

（統一様式1号）

実績内訳シート（統一様式1号）の旅行者名フルネームは、漢字

入力が必要ですか、あるいはカタカナ入力でも可能ですか。
漢字表記入力、カタカナ表記入力ともに可能です。姓名フルネームにて入力ください。

232 マイページ 28.システム操作
事業者マイページの通知が来ましたが、マニュアルはどこに掲

載されていますか。

ログイン編は統一窓口の公式サイトに掲載されております。基本操作編は事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）のダウ

ンロードタブより確認ください。

233 マイページ 28.システム操作
事業者マイページの企業情報の修正方法について教えてくださ

い。
「消費者お問合せ先」「担当者情報」「経理担当者情報（追加含む）」以外の修正は統一窓口（03-6635-3655）にて承ります。

234 マイページ 28.システム操作
事業者マイページのお知らせに「＜消費者用お問合せ先＞入力

のお願い」とあるがこれは何を入力すればいいのですか。

各都道府県のウェブサイト等で参画旅行事業者の一覧を利用者に向けて公開する場合がございますので、一般の利用者からのお問合せに対応する連絡

先を入力ください。

235 マイページ 28.システム操作 ＜消費者用お問合せ先＞はどのように入力すればよいですか。
企業情報タブの「編集」から入力ください。電話番号の他、営業時間や営業日なども入力可能です。（事業者マイページ システム操作マニュアル＜基

本操作編＞参照）

236 マイページ 28.システム操作 ＜消費者用お問合せ先＞は入力しなくても問題ないですか。 お手数ですが必ず入力ください。

237 マイページ 28.システム操作
＜消費者用お問合せ先＞はTELとなっていますが、メールアドレ

スを入力しても問題ないですか。
問題ありません。

238
補助金審査管理システ

ム
28.システム操作

補助金精算審査管理システムのメイン画面の入り方がわからな

いのですが、どうしたらいいですか。

補助金審査管理システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）に直接ログインするか、または事業者マイページ（https://biz.tm.jata-

net.or.jp/BIZ/login.php）の補助金審査管理システムのタブからもアクセス可能です。その際も補助金審査管理システムへのログインが必要です。

(補助金審査管理システム システム操作マニュアル参照）

239
補助金審査管理システ

ム
28.システム操作

補助金精算審査管理システムにて、実績抽出（出力）の際に、

エリア、家族、旅行形態、旅行代金の高額・低額順など、各情

報ごとにソートして実績を出すことは可能ですか。

実績内訳シート（統一様式1号）に入力いただいた項目がCSV出力されますので、必要に応じて加工のうえ、利用ください。

240
補助金審査管理システ

ム
28.システム操作

補助金審査管理システムの申請一覧画面で「統一窓口へ申請す

る」をクリックすると「申請できません。対象〇〇県」とエ

ラーになりますが、どうしたらいいですか。

事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）の都道府県承認状況確認タブより都道府県の販売承認状況を確認ください。承認

日以前の宿泊日が申請に含まれている場合があります。



更新日No 中区分 質問 回答大区分

241
補助金審査管理システ

ム
28.システム操作

日帰り旅行の日程表（旅程表）アップロードについて、404not

foundが出てUP出来ないのですが、どうしたらいいですか。

①アップロードされる資料にパスワードがかかっている場合は解除してください。

②拡張子はエクセルの場合「.xlsx」でお願いします。（「.xls」の場合はPDFに変換してから添付してください。）

　また、ZIPで圧縮して添付するとUP出来る場合があります。

242
補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

登録のメールアドレスへ「補助金審査最終承認通知」が届きま

したが、何をすればいいですか。

各都道府県にて最終承認がされると登録のメールアドレスへ補助金審査最終承認通知が届きます。事業者マイページ（https://biz.tm.jata-

net.or.jp/BIZ/login.php）から補助金請求書（統一様式2号）の提出が必要となります。

243
補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

統一窓口否認メールが届きましたが、どうしたらいいですか。

システム内のコメント機能にて否認理由を説明しております。事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）の補助金審査管理

システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）にログインし、「コメントを読む」ボタンから確認の上、修正および再申請してください。（補助金

審査管理システム システム操作マニュアル参照）

244
補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

統一窓口否認メールが届きましたが否認の理由がわかりませ

ん。

システム内のコメント機能にて否認理由を説明しております。事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）の補助金審査管理

システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）にログインし、「コメントを読む」ボタンから確認してください。

245
補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

都道府県事務局否認メールが届きましたが、確認したいことが

あるのですがどこに連絡すればいいですか。
不明点などがございましたら都道府県事務局へ連絡ください。
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補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

統一窓口から「申請データの差戻（不備）等に関するご連絡」

のメールが届いたのですが、どうしたらいいですか？

補助金審査管理システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）にログインし、補助金登録画面の検索結果下段に「コメントを読む」ボタンが表示さ

れますので、否認・差戻し（不備）等の理由を確認の上、修正ならびに再申請をお願いします。不明点があった場合、統一窓口へ連絡ください。

（補助金審査管理システム システム操作マニュアル参照）
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補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

確認書類（エビデンス）要請のメールが届きましたが、何をし

たらいいですか。

補助金審査管理システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）補助金確認画面にて「登録待ち」となっている申請記録を確認し、

次の保管書類をすべて上記のシステムよりアップロードお願いします。提出書類の詳細は補助金申請マニュアルP4.5を確認してください。

１．旅行代金の請求から入金までの証明ができる書類

２．契約内容を証明できる書類（登録待ちとなっている申請に含まれる旅行形態のすべてについて）

３．その他統一窓口が指定した内容の書類（指定した場合のみ）

アップロードの方法は補助金審査管理システム　システム操作マニュアル参照

なお、期日までにご用意できない場合はメールにて相談ください。（宛先はメール本文に記載あり）
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ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

確認書類（エビデンス）は何を提出すれば良いのですか。

補助金申請マニュアルP4.5に記載の、「保管が必要な書類」になります。

１．旅行代金の請求から入金までの証明ができる書類

２．契約内容を証明できる書類（旅行形態（募集型企画旅行/受注型企画旅行/手配旅行）ごとに異なります）

３．その他統一窓口が指定した内容の書類（指定した場合のみ）
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補助金審査管理システ

ム

29.承認・否認・差

戻・追加書類（エビデ

ンス）

確認書類（エビデンス）がシステムでアップロードできませ

ん。

パスワードを掛けている場合は外してください。またZIP形式のファイルに変換する事でできる場合があります。アップロードは5データまでとなりま

すが、出来る限りデータを一つにまとめてアップロードお願いします。なお、一度でもシステムで提出ずみの場合（申請一覧画面で「確認書類」欄が

「提出済」となっている）は、追加のアップロードが出来ませんので、03-6635-3655へお電話お願いします。
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補助金審査管理システ

ム
30.審査状況 審査状況を知りたいのですが、確認方法はありますか。

事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）より補助金審査管理システム（https://biz.tm.jata-net.or.jp/tm2/）にログイン

し、確認いただけます。（補助金審査管理システム システム操作マニュアル参照）
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補助金審査管理システ

ム
30.審査状況

事前に審査が通るのか知りたいのですが、確認方法はあります

か。
事前の確認方法はございません。審査の結果のみ回答しております。
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ム

31.補助金振込・支払

い

補助金の振込みは各都道府県からですか、振込人名はどのよう

に表記されますか。
統一窓口より「トウイツマドグチキヨウドウウンエイタイ」名でお支払いします。
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補助金審査管理システ

ム

31.補助金振込・支払

い
振込まれた補助金の内容を教えてください。

事業者マイページ（https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php）の補助金精算のタブに表示されている「振込状況」から検索し、確認ください。

（事業者マイページ システム操作マニュアル＜基本操作編＞参照）
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補助金審査管理システ

ム

31.補助金振込・支払

い

補助金申請から補助金支払いまでのスケジュールを教えてくだ

さい。

申請対象の実施期間における事業者申請受付の締切日から概ね1ヶ月後に振込みを実施できるよう取り組んでおります。

ただし、確認書類（エビデンス）に不備がある場合は上記スケジュールを超過する場合がございます。
2022/12/20

※更新箇所は、オレンジ色セルにて表示しております


