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要綱や取り扱いマニュアル等は今後、改訂される場合がありますので、お手数ですが、各手続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。 

事業実施期間の延長について 

○「どうみん割」の対象期間が１０月１０日（宿泊の場合は１０月１１日

チェックアウト）まで延長となります。 

○１０月１日以降の利用分については、令和４年９月２８日１３:００から
予約・販売開始になります。 
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・事業者様からよくある質問のＱ＆Ａとなりますので、各種手続き等の前にご確認ください。  

・マニュアルにも詳細を記載していますので、そちらも必ずご確認ください。  

・本Ｑ＆Ａは、各種お問い合せを受けて随時改訂して参りますので、お手数ですが、事務局ホームページ

をご確認いただきますようお願いいたします。  

・なお、要綱や取扱マニュアル、各様式、事業内容は今後、改訂される場合がありますので、お手数です

が、各手続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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

１．事業全般について 

（Ｑ）「どうみん割」とはなんですか。 

（Ａ）どうみん割とは、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、事務局（道

と契約した事業者）が実施する旅行割引制度であり、対象事業者が申請・販売する対象商品に対する割引額

を支援するものです。また、どうみん割の利用者には、旅行期間中に使用可能な、『ほっかいどう応援クーポン』（※）

の配布を行います。 

※『ほっかいどう応援クーポン』の詳細については「ほっかいどう応援クーポン問い合わせセンター」のマニュアル等を参

照のこと 

 

（Q）どうみん割は誰が利用できますか？ 

（A）旅行期間に応じて利用対象となる道県の居住者のうち、ワクチンの接種者又は対象検査の陰性者が利用可能と

なります。なお、利用者ごとに次のとおり必要なワクチン接種歴が異なりますのでご注意ください。 

    ＜割引対象者と対象期間＞ 

割引対象者 対象期間 

北海道民 令和４年３月 22 日以降利用分 

青森県民 令和４年４月１1 日以降利用分 

岩手県民、宮城県民、秋田県民、山形県民 令和４年４月１日以降利用分 

福島県民 令和４年５月９日以降利用分 

＜必要となるワクチン接種歴＞ 

利用者 確認内容 

道民 ２回目接種から 14日間以上経過していること 

道民以外（東北６県在住者） 
３回目接種済であること 

（接種から 14日間以上経過しているかは確認不要） 

 

（Ｑ）どうみん割に参画するにあたって行う感染予防対策とはなんですか。 

（Ａ）事業者・利用者双方にご協力をお願いする対策内容は下記のとおりです。 
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（Ｑ）「新しい旅のスタイル」はなくなったのか。 

（Ａ）「新しい旅のスタイル」事業は令和 3 年 12 月 5 日チェックアウト分をもって終了となりました。「新しい旅のスタイル」

に代わりどうみん割を開始致します。 

 

（Ｑ）事業内容等はいつ、どこに周知しているのか。 

（Ａ）当ホームページにてお知らせしている内容は、振興局、市町村、観光協会などへ周知予定です。 

 

（Ｑ）参画手続き方法は何を確認すれば良いのか。 

（Ａ）どうみん割事務局ホームページにマニュアルなどが掲載されていますので、ご覧ください。 

※要綱や取扱マニュアル、各様式は今後、改訂される場合がありますので、お手数ですが、各手続きの前に最新

版であるかご確認いただきますようお願いいたします。 

 

（Ｑ）問い合せは、どこにすれば良いのか。 

（Ａ）どうみん割事務局にお問い合わせください。 

【問合せ先】 

・宿泊施設（旅館・ホテル）事業者専用 

TEL：011-207-2222 

Email: jimu-syukuhaku@douminwari.com 

・簡易宿所営業事業者、住宅宿泊事業者専用 

TEL：011-207-2224 

Email: jimu-kanko@douminwari.com 

・旅行会社専用 

TEL：011-207-2226 

Email: jimu-agt@douminwari.com 

・OTA 専用 

TEL：011-207-2226 

Email: jimu-ota@douminwari.com 

・観光協会（取りまとめ事業者）専用 

TEL：011-207-2224 

Email: jimu-kanko@douminwari.com 

・体験協（取りまとめ事業者）専用 

TEL：011-207-2224 

Email: jimu-taiken@douminwari.com 

※受付時間：１０：００～１７：００（平日） 土日祝休業 

       

 

 

 



3 

 

（Ｑ）新型コロナウイルス感染症が再び利用対象道県で感染拡大した場合は、どのような対応をするのか。 

（Ａ）感染症の感染拡大の状況によっては、事業を停止する場合があります。 

     本事業は全道域に渡って実施しますが、道内の停止条件の設定にあたっては「新しい旅のスタイル」事業と同様の圏

域区分(※下表参照)を設定し、圏域ごとに停止条件の該当性を判断し実行することとなります。停止条件の詳細は、

取扱マニュアル等をご覧ください。なお、全道で感染状況がレベル３以上の場合は、停止条件の該当に関わらず、事

業を停止します。事業停止にあたっては該当圏域及び期間の商品や当該圏域・地域の居住者の利用については割

引が適用となりません。その場合、事務局から事業者へ連絡を差し上げます。その後、各事業者から利用者へご案内

をお願い致します。 

 

圏域区分 該当エリア 

札幌市 札幌市内 

道央１ 石狩管内（札幌市を除く）、空知管内 

道央２ 後志管内、胆振管内、日高管内 

道南 渡島管内、檜山管内 

道北 上川管内、留萌管内、宗谷管内 

道東 オホーツク管内、十勝管内、釧路管内、根室管内 
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２．対象事業者について 

（Ｑ）対象となる事業者はどのような事業者か。 

（Ａ）対象事業者については、ホームページでお知らせしているどうみん割事業要綱第４条のとおりですが、詳細につきま

しては、同じくホームページでお知らせしている取扱マニュアル(事業者用)をご確認ください。 

なお、いずれも利用対象道県の居住者が購入及び商品を利用したものとし、各施設等については、道が定めた

「新北海道スタイル」の取組を実施している施設（「新北海道スタイル」安心宣言を掲げている施設）に限ります。

また、「どうみん割」における商品の販売・利用に関しては、要綱・取扱マニュアル記載事項を遵守願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｑ）設立して間もない事業者も対象となるのか。 

（Ａ）申請時、「どうみん割」の要綱・取扱マニュアル記載の対象事業者の参画条件に当てはまれば、対象となります。 

 

（Ｑ）本社が道外にあり、支社が道内にある場合、交付申請書の所在地、申請者名称はどちらを記載したら良いか。 

（Ａ）本社若しくは各届出等（旅館業法、住宅宿泊事業法、旅行業法等）時に使用した所在地等で記載してくださ

い。 

 

【観光誘客促進道民割引事業（どうみん割）支援金交付要綱 第４条より一部抜粋】 

(1) 道内にある宿泊施設を運営する者のうち、次のいずれかに該当する者。なお、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」または第６項「店

舗型性風俗特殊営業」を営む者を除く。 

ア 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の規定により旅館業（下宿営業を除

く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項の規定による「旅館・ホテル営業」を営む者 

イ 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の規定により旅館業（下宿営業を除

く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第 3 項の規定による「簡易宿所営業」を営む者 

ウ 住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第３条第１項により住宅宿泊事業を営む旨の

届出をした者 

(2) 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者のうち、北海道、青森

県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県又は福島県内に本社、支店、営業所を有する者 

(3) 日本国内に法人格を有する OTA（Online Travel Agent）であり、相応の実績を持つと認められる

者。（手数料については、事業者の負担軽減について、最大限配慮することとし、具体的な内容につい

ては道と協議を行い、認められる者に限る） 

(4) 道内にある観光協会又は DMO（Destination Management Organization） 

   ※DMO：観光地域づくり法人 

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた観光地域づくりを行う

舵取役となる法人 

(5) 一般社団法人北海道体験観光推進協議会 

(6) 対象事業者として事務局が適当と認めた者 
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（Ｑ）新型コロナウイルス感染症対策としての「新北海道スタイル」の取組とは具体的に何をすれば良いのか。 

（Ａ）「新北海道スタイル」安心宣言〈７つのポイント〉を各施設において作成し、受付フロントなど利用者に目にふれる位

置に掲示し、実践してください。 （参考 1 を参照） 

 

（Ｑ）旅行会社・OTA で取り扱う旅行商品について、宿泊事業者等が新型コロナウイルス感染症対策「新北海道ス

タイル」を実施しているかどうかはどのように確認すれば良いか。 

（Ａ）申請しようとする事業者は、取り扱う商品の事業者が必ず「新北海道スタイル」の取り組みを実践しているか「新北

海道スタイル」安心宣言を掲示している写真などにより確認してください。なお、旅行会社・OTA で販売し割引適用

する宿泊施設は「どうみん割」に参画している宿泊施設に限ります。 

 

（Ｑ）本社は道外にあり、支社が北海道にある場合は「新北海道スタイル」を遵守すべきか。 

（Ａ）本事業の申請を受けるためには、「新北海道スタイル」の実践が条件であるので、道内にある支社については必ず

「新北海道スタイル」の取り組みを行ってください。なお、道外の事業所についてはこの限りではありませんが、できる

限り実践していただくことをおすすめします。 

 

 （Q）利用対象道県の事業者も申請可能か。 

（A）宿泊事業者においては、道内にある宿泊施設を運営する者に限りますが、旅行業法に基づき旅行業の登録を受

けた者のうち、利用対象道県内に本社、支店、営業所を有する事業者は申請可能です。また、日本国内に法人

格を有する OTA も対象となります。その他詳細は要綱第４条第１項をご確認ください。 

 

（Q）利用対象道県内に所在する営業所でも予約販売可能か。 

（A）要綱等の参画条件を満たしていれば、参画していただいた上で予約販売することは可能です。なお、すでに当事業

に参画済の事業者であれば可能です。 

参考１ 
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３．支援金の交付対象となる費用について 

（Ｑ）ビジネス目的での利用はできるのか。 

（Ａ）ビジネス目的のみでの利用は対象外となります。 

      なお、令和４年４月１日から、ワーケーション（※）については本事業による割引対象とします。 

     ※ 仕事と余暇を組み合わせた滞在型旅行としてビジネス目的と観光目的を併せ持つ旅行であり、本事業の 

参画事業者が「（どうみん割）ワーケーションプラン」等として連泊商品を造成・販売し、利用者が当該プラン

等を購入・利用する場合に、当該利用をワーケーションとして、本事業による割引対象とします。ワーケーション

プランの場合は、法人名義でのカード決済や法人名での領収証の発行も可能です。 

     ※ ワーケーション専用プランの場合、宿泊商品における連泊上限（１旅行あたり５泊）及び同一利用者による

同一施設使用泊数制限（１ヶ月５泊まで）は適用せず、宿泊商品における連泊の上限は１旅行あたり

１４泊までとし、同一利用者による同一施設の利用泊数も１ヶ月１４泊までとします。 

 

（Ｑ）職場の研修旅行や親睦会の旅行などは対象となるのか。 

（Ａ）行程に観光の要素が含まれる場合は対象です。 

 

（Ｑ）国や道などから交付金等を受けて実施する自治会、遠征支援を受けている部活動の旅行は対象となるのか。 

（Ａ）市町村からの交付金を受けて実施する旅行は対象となりますが、国や道からの支援金を受けて実施する旅行は対

象外です。 

 

（Ｑ）ホテルからの送迎バス（無料もしくは有料）が付く宿泊は、交通付き宿泊プランの対象となるのか。 

（Ａ）宿泊旅行商品（宿泊単品）扱いです。ホテル宿泊が商品の主なものであり、送迎バスは宿泊に付随するオプショ

ン的な扱いであるためです。ひとつの旅行商品に送迎バスのサービスが含まれている場合はバス代相当額を含めた

金額が対象となりますが、別々に購入する場合は、バス代は対象外で宿泊は宿泊旅行商品扱いです。 

 

（Ｑ）一棟貸ししている民泊の場合、例えば一棟で 10,000 円の場合、２人で利用すれば支援の対象だが、４人

で使用したら対象外ということか。 

（Ａ）そのとおりです。２名で宿泊する場合は１名あたりの宿泊料金が 5,000 円となり対象となるが、４名で利用する

場合は１名あたりの宿泊料金が 2,500 円となるため対象外となります。 

 

（Ｑ）交付決定前に事業を開始した場合も対象となるのか。 

（Ａ）対象外です。 

例：令和４年３月２５日に交付決定を受けた事業者の場合 

令和４年３月２４日に販売した令和４年３月２７日の宿泊商品→対象外 

令和４年３月２６日に販売した令和４年３月２７日の宿泊商品→対象 

 

（Q）北海道外への旅行はどうみん割の対象か。 

（A）利用対象道県の居住者による北海道への旅行のみが対象となります。 
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（Ｑ）同意書兼ほっかいどう応援クーポン受領書の記入を拒否された場合、割引適用除外となるのか。 

（Ａ）割引適用対象外となります。 

 

（Ｑ）北海道アウトドア資格所有者やアウトドア商品は、どうみん割の対象にならないのか。 

（Ａ）どうみん割のアウトドア体験等の日帰り旅行商品は、北海道知事認定アウトドアガイド有資格者が行っている商品

と旅行会社・OTA が取り扱う「アウトドア体験等の日帰り旅行商品」が対象になります。 

また、宿泊施設への宿泊と組み合わせた「宿泊旅行商品」及び交通機関と組み合わせた「交通付き宿泊旅行商

品」、「交通付き日帰り旅行商品」も対象となります。 

 

（Ｑ）いつまでの商品が対象となるのか。 

（Ａ）令和４年３月２２日から令和４年１０月１０日（宿泊の場合は１０月１１日チェックアウト）までの商品が

対象となります。ただし、宿泊の場合は令和４年４月２９日チェックインから令和４年５月８日チェックイン分まで、

日帰りの場合は令和４年４月２９日利用分から令和４年５月８日利用分までの商品は対象外となります。 

 

（Ｑ）泊数制限はあるか。 

（Ａ）宿泊商品における連泊の上限は１旅行あたり５泊までとなります。また、同一利用者による同一施設の利用泊数

は１ヶ月５泊まで（毎月１日から毎月末での利用泊数とする）となります。 

     ただし、ワーケーション専用プランの場合は、１旅行あたり１４泊までとし、同一利用者による同一施設の利用泊

数も１ヶ月１４泊までとします。 

 

（Ｑ）どのように利用対象道県の居住者であることを確認するのか。グループの場合は代表者が利用対象道県の居

住者であればよいのか。 

（Ａ）グループの中に「利用対象道県の居住者（割引対象者）」と「利用対象外の都府県の居住者（割引対象外

者）」がいる場合は、「利用対象道県の居住者（割引対象者）」のみが利用対象者となります。 

予約時は、WEB サイトへの住所入力や電話での口頭確認などで確認します。また、宿泊施設や観光施設等を利

用する時は宿帳、利用者台帳などに記載していただく際に、全員の証明書原本（運転免許証、健康保険証、パス

ポート、マイナンバーカード、学生証、その他利用対象道県の居住者であることが確認できる書類）などにより確認し

ます。各施設においては、お客様の商品利用時に住所が確認できるものをご持参いただくようお願いします。 

※ただし、保護者同伴の１５歳以下（中学生まで）の方については不要。 

 

（Ｑ）利用者の居住地及び同行者の居住地確認について、公的書類等の提示により行うとあるが、公的書類等のコ

ピーを保管する必要はあるか。 

（Ａ）必要ありません。 
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（Ｑ）居住地の確認について公的書類（運転免許証、健康保険証等）記載の住所が現住所でない場合、どのよう

にすればよいのか。 

（Ａ）居住地の確認については、公的書類原本（運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、学生証

等の住所が確認できる書類）で行うこととしていますが、これら書類の住所が現住所と異なる記載の場合について

は、本人確認を運転免許証や健康保険証等で行い、居住地の確認を直近（３ヶ月）の公共料金（電気・ガ

ス・水道・固定電話等）の請求書・領収証書等（現住所及び氏名が記載されたもの）で確認出来ればどうみん

割を利用出来ることとします。北海道または東北６県在住者であることが確認できない場合については利用するこ

とができません。 

 

（Ｑ）旅行予約時点では、利用対象道県内に在住していたが、旅行当日には利用対象外の都府県へ転居した場合

はどうみん割の割引適用対象となるのか。 

（Ａ）対象外です。本事業の支援金は、利用対象道県の居住者が購入し商品を利用することが対象条件ですので、あ

くまで利用時点で利用対象道県在住であることが必要です。ただし、利用対象道県の居住者であれば商品の予

約購入者と利用者が必ずしも同一人物である必要はありません。（子が購入し、その親が利用など） 

 

（Ｑ）国や市町村等の観光関係の同様の割引、支援金との併用は可能か。 

（Ａ）どうみん割の割引を適用した商品について、利用者が負担する分の金額に対し、国の GoTo トラベルキャンペーンと

の併用はできません。地方自治体が行う割引制度について、市町村割引適用後に、どうみん割の割引を適用する

ことは可能です。詳しくは事業者マニュアルをご確認ください。 

例:どうみん割と 5,000 円以上の宿泊に対して半額となる地方自治体の割引を併用する場合 

① 割引前の宿泊料金 8,000 円の場合  

8,000 円÷2（地方自治体の割引）＝4,000 円、4,000 円-2,000 円（どうみん割）＝2,000 円 

② 割引前の宿泊料金が 5,000 円の場合  

5,000 円÷2（地方自治体の割引）＝2,500 円、どうみん割の割引併用不可 

地方自治体の割引適用後にどうみん割の割引基準に達しない場合は併用不可となります。ただし、地方自治

体の割引を適用せずにどうみん割の割引のみ適用することは可能です。 

 

（Ｑ）市町村や商店街が発行するクーポン券・商品券との併用は可能か。 

（Ａ）どうみん割の割引後の料金にクーポン券・商品券で支払うことになる場合は、市町村割引適用後にどうみん割の割

引を適用する条件に該当しないため併用不可となります。ただし、クーポン券・商品券を飲食店や土産物店等で利

用することは可能です。また、クーポン券等の使途が旅行代金に限定されている場合は、当該割引を先に適用する

ことを条件に旅行割引事業として、どうみん割との併用も可能とします。 

    例）北海道内の●●市の事業で宿泊料金や飲食店・土産物店等の支払いにも充てられるクーポン券を発行して

いる場合→どうみん割との併用は不可（どうみん割適用後の宿泊代金に対し、クーポン券でその宿泊代金の支

払いに充てることは不可）ただし、クーポン券を飲食店や土産物店等で利用することは可。 
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（Ｑ）取扱マニュアルに基づくスキームのパターンＢ（旅行者が旅行会社・OTA 経由で商品を予約し、代金を支払う

場合）の利用者は予約時に決済を完了させており、利用者が宿泊施設に直接支払いをしないケースでいいか。 

（Ａ）そのとおりです。なお、上記の例を含めた以下２つのケースがパターンＢで想定されます。 

・代金請求の考え方は以下のとおりです。（なお、宿泊施設が旅行会社・OTA に支払う手数料を除く。） 

例１：利用者が宿泊旅行商品５千円（割引前の価格１万円）の商品を旅行会社・OTA で予約と支払いを

済ませており、利用者が現地宿泊施設で支払いを行わない場合、宿泊施設は旅行会社・OTA に１万円

を請求し、旅行会社・OTA は事務局に５千円を請求します。 

例２：利用者が宿泊旅行商品５千円（割引前の価格１万円）の商品を旅行会社・OTA で予約のみを行い、

利用者が現地の宿泊施設で支払い（５千円）をする場合、宿泊施設は旅行会社・OTA に５千円を請

求し、旅行会社・OTA は事務局に５千円を請求します。 

 

（Ｑ）どうみん割適用商品利用時に併せて、クーポン券や割引等を利用者にプレゼントすることは可能か。 

（Ａ）当該施設内で実施されるマッサージ・エステ等の割引券は可能ですが、宿泊（素泊まり）価格以上のオプションを

つけることは不可とします。 

 

（Ｑ）「宿泊旅行商品」において、オプションとして地域の様々な観光商品（テーマパーク、博物館、ガイドツアー等）

を自由に選択出来るような、数枚綴りの共通チケットのようなものを発行し、どこに行くかは旅先で旅行者に選

ばせるような商品を造成した場合、対象になるのか。 

（Ａ）旅行期間中に観光商品を全て消化するスキームであれば対象となります。 

 

（Ｑ）ホテル側で発行する当該施設内での観光施設入場券や飲食店割引クーポンなどを含め宿泊旅行商品として販

売する場合、どうみん割の割引制度は適用となるのか。（国が発行するものを除く） 

（Ａ）利用券等が販売価格に影響を与える場合において、宿泊商品単体の販売価格以上の利用券等がセットになって

いる場合は、適用不可です。 なお、国が発行するものについては、その金額によらず適用不可です。 

例：○：10,000 円の宿泊旅行商品に 3,000 円相当の当該施設内の食事割引券をセットにして 13,000 

円のプランとして販売すること。→さらにどうみん割により 5,000 円の割引可。 

×：10,000 円の宿泊旅行商品に 15,000 円相当の食事割引券をセットにして 25,000 円のプランと

して販売すること。 

 

（Ｑ）どうみん割の商品を利用した際、割引額を差引いた後の利用者負担額について、利用者がそれまで貯めていた

ポイントを充当してもよいのか。 

（Ａ）可能です。利用者負担額の負担方法については、宿泊施設等と利用者間での事前の取り決めに基づき行ってくだ

さい。 
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（Ｑ）教育旅行、部活動の遠征などは対象になるのか。 

（Ａ）観光目的であれば教育旅行、部活動の遠征も対象となります。なお、引率者については、業務の場合は対象外と

なりますが、当該引率が観光目的である場合は対象となります。ただし、観光目的であっても、費用が業務として職

場（学校）から支給される場合は観光目的とは言えず、ビジネス利用と言わざるを得ないので対象外となります。 

※教育旅行とは、公立・私立の区別なく道内の小学校、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、高等専門学校、専修学校（高等課程）、各種学校（うち小学校、中学校、高等学校に相

当する家庭。外国人学校を含む。）が行う修学旅行や遠足などの学校行事。 

 

（Ｑ）教育旅行での修学援助受給者は対象になるのか。 

（Ａ）旅行代金の一部の援助を受けている場合は、援助額を除いた自己負担額に対してどうみん割の割引が適用可能

です。ただし、旅行代金全額が援助を受けている場合等で自己負担額がどうみん割の適用額に満たない場合は

適用不可となります。 

 

（Ｑ）ワーケーション専用プランは家族等の同伴者も対象となるのか。 

（Ａ）ワーケーションに関しては、ビジネス目的と観光目的を併せ持つ方が、事業者が造成・販売するワーケーション専用

プランを予約・購入する場合に対象となります。家族・子供等の同伴者が観光目的のみの場合は対象外となります。 

 

（Ｑ）ワーケーション専用プラン 14 泊と通常プラン 5 泊で最大 19 泊での利用は可能か。 

（Ａ）各々のプランでの最大泊数ずつの利用はできません。同一利用者の同一施設での宿泊は最大でも 14 泊までとな

り、通常プランは 14 泊のうちで５泊までとなります。 

   例１：通常プラン５泊まで＋ワーケーションプラン９泊まで → 利用可能 

   例２：通常プラン６泊＋ワーケーションプラン８泊 → 通常プランは５泊分が対象（通常プラン１泊分は対象外） 

 

４．申請について 

（Ｑ）支援金の申請はどうやって行うのか。 

（Ａ）まずは、どうみん割事務局のホームページに掲載しているどうみん割についてのマニュアル等をご確認ください。 

※マニュアル、要綱等につきましては今後、改訂される場合がありますので、お手数ですが各手続きの前に最新版で

あるかご確認いただきますようお願いします。 

 

（Ｑ）申請すれば支援金は貰えるのか。 

（Ａ）どうみん割事業の要綱において定める「対象事業者」に該当するのであれば、取扱マニュアルでお示しする【本事業

への参画条件】に同意いただいた上で、申請可能です。ただし、予算の範囲内で補助することになります。また、実

績に基づき、あらかじめ通知した交付決定通知書の金額の範囲内で、利用のあった対象金額を支給致します。 

 

（Ｑ）交付決定後、すぐに事業着手できないが、申請しても大丈夫か。 

（Ａ）対象期間内での販売が可能であれば事業着手前の申請が可能です。 
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（Ｑ）一人当たりの販売価格は税込みの価格か。 

（Ａ）税・サービス料込みの価格です。（入湯税・宿泊税も含まれます。） 

 

（Ｑ）申請期間を過ぎた後も申請が可能か。 

（Ａ）申し訳ございませんが、申請期間を過ぎた後の申請につきましては、受け付け出来かねます。 

 

（Ｑ）地域による支援金の予算配分や業界による予算配分割り当てはどのように考えているのか。 

（Ａ）地域における施設の規模等に応じた予算の配分や業態ごとの配分を行う予定です。 

 

（Ｑ）様式１－１号の３「金融機関通帳コピー貼付書」において、口座に通帳が無い場合はどうすればよいのか。 

（Ａ）通帳が無い場合は、口座情報が確認出来る書類の添付でかまいません。 

例：残高証明書、金融機関が発行する口座証明書等 

 

５．その他 

（Ｑ）支援金の税務処理の取り扱いについては、どのようになるのか。 

（Ａ）各事業者ごとにご確認・ご対応下さい。 

 

（Ｑ）感染症拡大に伴う外出自粛要請に伴うキャンセル料の扱いはどうなるのか。 

（Ａ）事業者に負担していただきます。感染症拡大に伴う外出自粛要請に伴うキャンセルについては、商品の購入者から

キャンセル料を求めないこととしています。なお、キャンセル料の補填は本事業の対象外です。商品造成にあたって、こ

の点を念頭に置いて設定いただくようお願いします。 

 

（Ｑ）キャンセル料は、割引前と割引後のどちらの価格を基準とするのか。 

（Ａ）関係法令に基づいた各社の規定によります。 

 

（Ｑ）旅行者都合によるキャンセル料は、本事業で補填されないのか。 

（Ａ）キャンセル料の補填は本事業の対象外です。旅行者都合によるキャンセル料の取り扱いは各施設・各社の約款等

による取り扱いとなります。 

 

（Ｑ）旅行者都合以外によるキャンセル料は、本事業で補填されないのか。 

（Ａ）キャンセル料の補填は本事業の対象外です。 

 

（Ｑ）観光協会等の事務管理費は、何をベースとして算出するか。 

（Ａ）販売価格から本事業で支援される金額を基準に、事務管理費を算出してください。 

（例）観光協会が取りまとめる宿泊事業者で１万円の商品を販売する場合 

       観光協会等に支払われる事務管理費は５千円×手数料率（10 パーセント以内）で算出→５００円 
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（Ｑ）支払いを請求する際に、請求書のほかに提出する書類はあるのか。 

（Ａ）事業実績に基づいて、必ず提出いただく事業報告書類が必要となります。詳細は取扱マニュアルをご覧ください。 

 

（Ｑ）チェックイン・チェックアウトが無人の場合、宿泊者の居住地や同意書回収はどの様にしたらよいのか。 

（Ａ）本事業の制度趣旨に則った対応ができるのであれば、確認方法・回収方法等は問いません。 

取扱マニュアル(事業者用)に記載している参画条件も併せてご参照ください。 

 

（Ｑ）ワクチン・検査パッケージについて詳しく知りたい。 

（Ａ）別途ワクチン・検査パッケージのマニュアルと Q&A がございますので、ご確認ください。 

 

（Ｑ）ほっかいどう応援クーポンについて詳しく知りたい。 

（Ａ）『ほっかいどう応援クーポン』の参画事業者様への配架や、利用者への配布、クーポンの利用といった全般につきまし

ては、「ほっかいどう応援クーポン お問い合わせセンター」にお問い合わせください。 

        参考：ほっかいどう応援クーポン お問い合わせセンター 

         TEL：011－207-2222 

         受付時間／平日 10：00～12：00、13：00～17：00 土日祝除く 

 

（Ｑ）その他留意事項はあるか。 

（Ａ）マニュアル、Q&A 等が変更になる可能性があります。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。 


