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要綱や取扱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６月３０日（宿泊の場合は７月１日チェ
ックアウト）まで延長となります。 

○ ６月１日以降の利用分については、令和４年５月２１日 12:00から 
予約・販売開始になります。 
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１．はじめに 

 本事業における商品の販売及び支援金の申請については、「どうみん割事業支援金交付要綱」、「ワク

チン・検査パッケージマニュアル」、本書を確認の上、間違いのないようお願いいたします。あわせて

誓約書に記載のある事項につきましても遵守願います。 

 本事業では、各施設にて、どうみん割の利用者に対して同意書兼ほっかいどう応援クーポン受領書

（以下、同意書という）を記入いただき、道内で使用可能な「ほっかいどう応援クーポン」を配布し

ます。（クーポンの配布等、詳細は「ほっかいどう応援クーポンお問い合わせセンター」にて確認くだ

さい） 

 なお、本書に記載のない事項につきましては、その都度、事務局までお問い合わせください。 

 

２．どうみん割とは 

 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、（８）の対象事業者が申請・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 

（１）支援金の対象となる期間 

  ①令和４年３月２２日（火）から令和４年４月２９日（金）チェックアウト分まで 

  ※日帰り旅行、アウトドア体験商品については令和４年４月２８日（木）利用分まで 

②令和４年５月９日（月）から令和４年７月１日（金）チェックアウト分まで 

※日帰り旅行、アウトドア体験商品については令和４年６月３０日（木）利用分まで 
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（２）割引対象者について 

割引対象者は下表のとおりです。各施設において、身分証明書（免許証・健康保険証等）により

利用者全員が対象者であることの確認を必ず行ってください。確認が取れない場合には、割引対象

外となります。 

なお、「ワクチン・検査パッケージマニュアル」に記載のとおり、ワクチン・検査パッケージの活

用が必要となりますのでご留意ください。 

＜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 

 

（３）支援金の対象商品について 

①北海道内の宿泊事業者における宿泊旅行商品 

 宿泊事業者・旅行会社・ＯＴＡ・観光協会・ＤＭＯが販売対象 

⇒道内宿泊事業者（旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」若しくは「簡易宿所営業」に供される

施設又は住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出住宅をいう。以下同じ。）に宿泊する

ことのみを主目的とした商品。 

例１ 宿泊（素泊まり） 

例２ 宿泊＋当該施設に併設されるレストラン等で提供される食事（夕食・朝食） 

例３ 宿泊（素泊まり又は食事有り）＋オプション（観光施設利用、マッサージ・エステ等） 

※ただし、宿泊（素泊まり）価格以上のオプションや換金性のあるもの(クオカードや商品券等)

をつけること及び交通付きの商品は不可とする。 

例：10,000円の宿泊商品にエステ体験 20,000円をつけて 30,000円とした宿泊商品等は対象外。 

 

②北海道内の交通付き宿泊旅行商品 

 旅行会社・ＯＴＡが販売対象 

⇒移動を目的とした交通手段（ＪＲ、バス、タクシー、レンタカー等）を用いて、道内宿泊事業

者に宿泊することを目的とした商品（他県への宿泊が含まれる場合は対象外）。 

例１ 宿泊（素泊まり）＋交通手段 

例２ 宿泊（素泊まり）＋交通手段＋当該施設に併設されるレストラン等で提供される食事（夕

食・朝食） 

例３ 宿泊（素泊まり又は食事有り）＋交通手段＋オプション（観光施設利用、マッサージ・ 

エステ等） 

※ただし、宿泊（素泊まり）価格以上のオプション（総合計）をつけることは不可 
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③北海道内の交通付き日帰り旅行商品 

 旅行会社・ＯＴＡが販売対象 

⇒移動を目的とした交通手段（ＪＲ、バス、タクシー、レンタカー等）を用いて、道内観光施設

等を日帰りで訪れることを目的とした商品。 

例 ＪＲ＋観光施設 

 

④北海道内におけるアウトドア体験等の日帰り旅行商品 

 旅行会社・ＯＴＡ・北海道体験観光推進協議会が販売対象 

・旅行会社・ＯＴＡにより安全確認ができた日帰りのアウトドア体験商品（※ガイド付きツアーの

み） 

・北海道知事認定アウトドアガイド資格者が提供する商品 

 ※アウトドアとは屋外で体験するもの（教室やレッスンは不可）。 

 

（４）利用泊数制限について 

 ①宿泊商品における連泊の上限を１旅行あたり５泊までとします。 

 ②同一利用者による同一施設の利用泊数を１ヶ月５泊までに制限します。 

予約・購入回数に制限はありません。６泊以上の予約の場合、５泊分の割引対象日は事業者の裁量

とします。また、特定の利用者に過度な受益が生じることは好ましくないこと、多くの方に利用い

ただきたいことから、同一施設における利用は、１ヶ月５泊まで（チェックイン日起算で毎月１日

～毎月末での利用泊数とする）を上限とします。 

なお、離島での宿泊商品における交通機関の欠航により延泊を余儀なくされた場合はこの限りでは

ありません。(予期しない延泊分のみを上限５泊に加算することを認める) 

【例】同一施設において、１ヶ月間における利用例 

・１泊２日の宿泊であれば５回まで 

・２泊３日と３泊４日の宿泊であれば、各１回まで 

・５泊６日であれば１回 

 

（５）ワーケーションについて 

 令和４年４月１日利用分から、ワーケーションとしての宿泊利用も本事業による割引対象とします。 

 【販売・利用方法】 

○ 「どうみん割」では、ワーケーションについて、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と捉えます。 

 ○ ワーケーションを対象とされたい場合は、参画事業者において、「（どうみん割）ワーケーショ

ンプラン」などとして、ワーケーション専用の宿泊旅行商品または交通付き宿泊旅行商品を造成・

販売してください。 

 ○ 専用プラン（商品）の造成・販売にあたっては、説明欄への明記や口頭により、次のような注

意喚起を行っていただくことが条件となります。 
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  ＜注意喚起＞ 

   このプラン（商品）は、「どうみん割」の割引が適用となるワーケーション専用プラン（商品）

です。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を

される場合にご利用可能です。ビジネス目的のみや観光目的のみの場合はご利用できませんので、

ご注意ください。 

 ○ 上記の注意喚起を行った上で、旅行者の方が当該商品を購入・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。 

 【利用泊数制限】 

 ワーケーション専用プランの場合、上記（４）①、②の利用泊数制限は適用せず、宿泊商品にお

ける連泊の上限は１旅行あたり１４泊まで、同一利用者による同一施設の利用泊数は１ヶ月１４泊

までとします。 

 

（６）商品プランの設定について 

旅行（宿泊、日帰り）プラン等を造成するに当たり、可能な範囲内で地域の観光需要喚起につなが

る観光施設等を出来るだけ盛り込む観点で商品造成をお願いします。 

 

 

※景品表示法など関係法令に留意した上で、制度趣旨に則った商品造成をお願いします。 

なお、詳しくは所管部署（消費者庁等）に確認してください。 

 

 

 

 

（７）区分別割引額表 

※離島特例割引額の設定はありません。 

※交通付き宿泊旅行商品の割引については、総旅行代金を泊数で割った額を基準とします。 

例）３泊４日で 45,000円のツアーの場合 45,000円÷3泊＝15,000円/泊 

割引総額 5,000円×3泊＝15,000円 

 

区分 1人（人泊）あたりの販売価格 割引額 地域応援クーポン配布額 

宿泊旅行商品 

 

交通付き宿泊旅行商品 

 

交通付き日帰り旅行商品 

 

アウトドア体験等の 

日帰り旅行商品 

3,000円～3,999円 1,000円 

2,000円 

4,000円～4,999円 2,000円 

5,000円～5,999円 2,500円 

6,000円～7,999円 3,000円 

8,000円～9,999円 4,000円 

10,000円以上 5,000円 

例：観光施設利用を盛り込んだツアー、観光交通（遊覧船、ロープウェイ等）利用を盛り込んだツアー等 

【参考】「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」抜粋 

景品類の価額は景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額（当該金額が二百円未満の場合は二百円）の範囲内で

あって、正常な商習慣に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。 
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（８）対象事業者（※1） 

事業者区分 販売商品 スキーム図 

宿泊事業者 

① 旅館・ホテル営業事業者 

② 簡易宿所営業事業者 

③ 住宅宿泊事業者 

〇宿泊旅行商品 パターンＡ  

④ 旅行会社 〇宿泊旅行商品 

〇交通付き宿泊旅行商品 

〇交通付き日帰り旅行商品 

〇アウトドア体験等の日帰り旅行商品 

パターンＢ 

⑤ ＯＴＡ 〇宿泊旅行商品 

〇交通付き宿泊旅行商品 

〇交通付き日帰り旅行商品 

〇アウトドア体験等の日帰り旅行商品 

パターンＢ 

⑥ 観光協会・ＤＭＯ 〇宿泊旅行商品 

※ただし、①～③に該当していない宿泊事業者 

パターンＣ 

⑦ 北海道体験観光推進協議会 〇アウトドア体験等の日帰り旅行商品 パターンＣ 

（※1）対象事業者の詳細については要綱第４条をご覧ください。 

 

 

【事業のスキーム図】 
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①②③宿泊事業者（要綱第４条第１号） 

【対象となる商品：宿泊旅行商品】 

■各宿泊事業者において、直接利用者に販売し、直接どうみん割事務局に支援金の交付申請を行

う場合 

 ※自社販売（電話や自社ホームページ）のみが割引の対象です。 

■スキーム図・・・パターンＡ 

 

④旅行会社（要綱第４条第２号） 

⑤ＯＴＡ（要綱第４条第３号） 

【対象となる商品：宿泊旅行商品、交通付き宿泊旅行商品、交通付き日帰り旅行商品、 

アウトドア体験等の日帰り旅行商品】 

  ■旅行会社、ＯＴＡが取り扱う旅行商品を利用者に販売し、どうみん割事務局に支援金の交付申

請を行う場合 

  ■スキーム図・・・パターンＢ 

 

⑥道内にある観光協会・ＤＭＯ（要綱第４条第４号） 

【対象となる商品：宿泊旅行商品（ただし、①～③に該当していない宿泊事業者）】 

■地域の宿泊事業者において、観光協会経由で支援金の交付申請を行う場合 

（上記①～③に該当していない施設であり、観光協会が支援金交付事務を行うことが条件） 

■スキーム図・・・パターンＣ 

 

⑦（一社）北海道体験観光推進協議会（要綱第４条第５号） 

【対象となる商品：アウトドア体験等の日帰り旅行商品】 

■北海道知事認定アウトドアガイド資格者を設置している施設において、北海道体験観光推進協

議会が支援金の交付申請を行う場合 

■スキーム図・・・パターンＣ 
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３．事業参画条件について 

本事業における参画条件は下記のとおりといたします。商品設定等につきましても条件事項を遵守し

てください。 

【本事業への参画条件：全事業者共通】 

① 「どうみん割事業支援金交付要綱」により、支援金交付に関連する事務を日本語で行うこと 

② 誓約書(様式第２号)に掲げた項目を遵守すること 

③ 「新北海道スタイル」安心宣言の取組および「どうみん割」における感染対策等を実施し、業界

団体等が作成する各業種のガイドラインを遵守すること 

(感染対策については本マニュアルｐ.20を参照) 

④ 新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う外出自粛等の要請があった場合や集団感染が発生した

場合など、別途定める停止条件に基づき本事業を一時停止することに同意できること 

⑤ 上記④により発生するキャンセル料について、道・事務局および商品の購入者(利用者)に求めな

いこと 

⑥ 支援金の交付決定額に同意できること（異議を申し立てないこと） 

⑦ 販売実績に応じて支援金を支払うことに同意できること（異議を申し立てないこと） 

⑧ 利用者の都合による取消（ノーショウ含む）の際は本事業における割引利用および『ほっかいど

う応援クーポン』の配布はできないこと 

⑨ 事業スケジュールに沿った取り組みができること 

⑩ 本書に示す事業内容等に同意できること 

⑪ 下記に示す事業者区分ごとの参画条件をそれぞれ満たすこと 

⑫ 「ワクチン・検査パッケージマニュアル」に記載のとおり、ワクチン・検査パッケージを活用す

ること。 

 

 

【区分別参画条件：宿泊事業者】 

■特に留意すべき点 

① 宿泊施設で直接利用者に販売した宿泊に加えて、当事業参画の旅行会社・ＯＴＡ経由で受けた予

約分についても、各施設において同意書の記入・保管、『ほっかいどう応援クーポン』の管理・配

布、ワクチン・検査パッケージの活用に同意できること。なお、旅行会社やＯＴＡ経由で受けた

予約について同意できない場合は、その旨、取引のある旅行会社やＯＴＡに連絡し、自施設分の

販売に対してどうみん割の適用を行わないよう伝達すること。 

② 無人チェックインを行う場合については同意書の記入・保管、『ほっかいどう応援クーポン』の管

理・配布、ワクチン・検査パッケージの活用に加え、割引対象者の居住確認（２（２）表＜旅行

期間と割引対象者＞に記載）が確実に行えること。 

※「簡易宿所営業事業者」「住宅宿泊事業者」において、１事業者にて複数の施設を管理する場合、

特に上記対応に注意すること。 
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【区分別参画条件：旅行会社】 

■事業開始までに下記運用の整備が可能なこと 

① 商品の予約にあたり、利用者が利用対象道県の居住者であることを公的証明書等で確認すること 

（※公的証明書のコピー取得保管は求めない） 

Ｗｅｂ販売等、対面での確認ができない場合はその販売画面において割引対象が利用対象道県の

居住者限定であることを表示すること 

② 商品の予約にあたり利用者へ宿泊施設または現地施設等にて公的証明書等により利用対象道県

の居住者であることの確認を行い、同意書を記入・提出いただくよう説明すること 

③ 販売する宿泊施設は本事業参画施設に限る 

④ どうみん割適用商品であることを宿泊施設および現地施設に事前に通知すること 

 (※添乗員付きバスツアー等において同意書の記入と回収、『ほっかいどう応援クーポン』の配布

を自社で対応する場合はこの限りでない) 

⑤ 利用対象道県の居住者であることの確認や同意書の記入提出、『ほっかいどう応援クーポン』の配

布、ワクチン・検査パッケージの活用といった受付業務全般について宿泊施設および現地施設等

で確実に実行されるよう、宿泊施設(および現地施設)と旅行会社の双方で事前調整し、合意が得

られた商品にのみ割引を適用する 

(※添乗員付きバスツアー等において自社配布・回収する場合はこの限りではない) 

⑥ 交通付き日帰り商品、アウトドア体験等の日帰り旅行等の割引商品を取り扱う場合において、上

記⑤の受付業務全般を現地施設等にて行う場合は、現地施設等と事前調整の上、『ほっかいどう応

援クーポン』を旅行会社から当該現地施設等へ配架し、利用者へ配布すること 

⑦ 添乗員同行交通付き旅行商品(バスツアー等)、交通付き日帰り旅行商品、アウトドア体験等の日

帰り旅行商品等の割引商品を取り扱う場合において、自社催行商品は上記⑤の受付業務全般を自

社(催行会社)で行うこと 

 

 

【区分別参画条件：ＯＴＡ】 

■事業開始までに下記運用の整備が可能なこと 

① 旅行割引事業における割引額表に完全合致した割引を適用できること 

② どうみん割適用商品であることを宿泊施設および現地施設に事前に通知すること(施設側での管

理画面確認でも可) 

③ 月次報告時に、ＯＴＡ取扱分を誤って重複報告しないよう、事前に宿泊施設および催行会社と確

認し、確実な報告業務を行うこと 

④ 下記⑤⑥について予約サイト上で利用者が事前に確認した上で予約するよう表示すること 

⑤ 宿泊施設チェックイン時・現地施設受付時に利用対象道県の居住者であることを公的証明書提示

等にて確認すること（※公的証明書のコピー取得保管は求めない） 

⑥ 利用者は利用当日、宿泊施設・現地施設等にて指定の同意書を記入・提出すること 

⑦ 上記④にて利用者の確認、承諾を得ていたにも関わらず履行されなかった場合は該当分の支援金

が交付できない場合があること 
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⑧ 上記④～⑥および『ほっかいどう応援クーポン』の配布、ワクチン・検査パッケージの活用につ

いて確実に実行されるよう事前に宿泊施設・催行会社・現地施設等と調整し、合意が得られた商

品にのみ割引を適用する 

⑨ 交通付き日帰り商品、アウトドア体験等の日帰り旅行等の割引商品を取り扱う場合において、『ほ

っかいどう応援クーポン』の配布を現地施設等にて行う場合は、現地施設等と事前調整の上、『ほ

っかいどう応援クーポン』をＯＴＡから当該現地施設等へ配架し、利用者へ配布すること 

⑩ 添乗員同行交通付き旅行商品(バスツアー等)、交通付き日帰り旅行商品、アウトドア体験等の日

帰り旅行商品等の割引商品を取り扱う場合において、自社催行商品は上記⑤の受付業務全般を自

社(催行会社)で行うこと 

⑪ 販売する宿泊施設は本事業参画施設に限る。 

 

 

 【区分別参画条件：観光協会・ＤＭＯ・体験協】 

■事業開始までに下記運用の整備が可能なこと 

① 観光協会、体験協は、道が作成した「新北海道スタイル」安心宣言の掲示や感染防止の協力を事

業者へ徹底、指導すること 

② 観光協会、体験協は、事業者において利用者へチェックイン時又はツアー集合時に利用対象道県

の居住者であることを公的証明書提示等で確認することを条件に事業者に対し参画を認めると

ともに、取りまとめと管理を行うこと 

③ 観光協会、体験協は、事業者において利用者へチェックイン時又はツアー集合時に同意書の記入

をお願いし、記入後の同意書を回収すること、ワクチン・検査パッケージを活用することを条件

に事業者に対し参画を認めるとともに、取りまとめと管理を行うこと 

④ 観光協会、体験協は「ほっかいどう応援クーポンお問い合わせセンター」から送付された『ほっ

かいどう応援クーポン』を事業者へ配分し、紛失、不正がないよう管理、指導すること 

⑤ 月次報告時に、ＯＴＡ取扱分を誤って重複報告しないよう、事前に宿泊施設および現地催行会社

と確認し、確実な報告業務を行うこと 
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４．どうみん割の支援金交付申請について 

令和 4 年 3 月 22 日以降実施のどうみん割への参画申請については、該当する事業者ごとの申請方

法に従って申請を行ってください。 

（１）申請方法 

①令和３年度どうみん割に参画済みの事業者 

 申請は不要です。令和 4 年１月 21 日時点でどうみん割事業に参画されていた事業者については、

特段の手続きなく、令和 4年 3月 22日以降実施のどうみん割に参画いただける取扱いといたします。 

 

②令和２年度どうみん割または新しい旅のスタイルに参画していた事業者（①に該当する事業者は除く） 

 WEB申請後、下表の提出書類原本を郵送してください。６月３日（金）まで随時受け付けます。 

また、どうみん割商品は、交付金通知がなされ「ほっかいどう応援クーポン」が配布施設に到着し

た日以降に販売を開始してください。 

注）どうみん割事務局から送信される事業についての電子メール記載内容を参照のうえ、参画を希望される事業者は必

ず WEB申請を先に行ってください。先に WEB申請を頂かなければ、申請受付となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法 提出書類 提出方法 

■Ｗｅｂ申請 

 

 

■申請書原本送付 

（Web申請回答後、速やかに）  

まずは事務局から送信するメールに基づき、 

Ｗｅｂ申請を行ってください。 

その後、下記提出物を郵送してください。 

１．交付申請書（様式第１-２号） 

２．誓約書（様式第２号） 

 

 

 

 

※令和２年度どうみん割、新しい旅のスタイルで申請していた事業

者情報からの変更事項がある場合は変更申請書（様式第５号）を

提出してください。 

Ｗｅｂ申請 

 

 

 

郵送 

交付申請書(様式第

１-2 号)と誓約書(様

式第２号)は代表者

印の捺印が必要で

す 

【お願い】 

押印いただく印鑑は旧どうみん割・新しい旅のスタイルの申請書に押印した印

鑑にてご捺印ください 
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③新規の申請（前頁①、②のいずれにも該当しない事業者） 

 下表に記載の提出書類原本を郵送してください。６月３日（金）まで随時受け付けます。 

 また、どうみん割商品は、交付金通知がなされ「ほっかいどう応援クーポン」が配布施設に到着し

た日以降で、配布の準備が整っていることを確認の上、販売を開始してください。 

申請方法 提出書類 提出方法 

■申請書原本送付 １．交付申請書（様式第１-１号） 

２．交付金申請書内訳シート（様式第１-１号の２） 

※対象事業者区分①②③に該当する事業者のみ提出 

３．金融機関通帳コピー貼付書（様式第１-１号の３） 

４．誓約書（様式第２号） 

５．「新北海道スタイル」安心宣言の写し 

６．営業許可証（または届出通知）の写し 

※対象事業者区分①②③に該当する事業者のみ提出 

※対象事業者区分③に該当する事業者において、届出通知を紛

失された場合、事務局にご相談ください。 

郵送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）申請に関する注意事項 

・郵送は必ず配達の記録が残る方法で送付してください。（簡易書留や一般書留、レターパックプラス

など郵便物の追跡が出来る方法でかつ配送時に受け取り確認がされるもの）また、普通郵便で送付

され、万が一紛失した場合は、事務局ではその責任を負いませんので注意してください。 

・宿泊事業者につきましては、区分ごとに全ての施設をまとめて申請してください。ただし、複数の

区分にまたがる場合は、申請書を区分ごとに作成してください。 

・旅行会社・ＯＴＡにつきましても、１社にまとめて書類をお送りください。支店・営業所単位での

複数の申請は受け付けておりません。 

・交付決定通知を受けた対象事業者は、旅行商品を販売するにあたり、本事業の趣旨・ルールに則っ

た商品造成を行い、販売をお願いします。ルールを逸脱した場合、対象外商品とみなし、販売後の

実績報告時審査で、支援金のお支払いが出来ない場合がありますのでご注意ください。 

・その他、道が必要とする確認事項がある場合はその都度お問い合わせさせていただきます。 

 

 

 

 

【書類提出先】 

〒０６０－０００４ 

北海道札幌市中央区北４条西４丁目１－７ ＭＭＳ札幌駅前ビル 

どうみん割事務局 宛て 

交付申請書(様式第

１-１号)と誓約書(様

式第２号)は代表者

印の捺印が必要で

す 

完成原本 

の必着が 

提出書類 

受理要件 

となります 
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（３）事務局連絡先 

当事務局では参画事業者を下記のとおり区分に分け専用連絡先を設けて対応しております。 

【どうみん割事務局】 

受付時間 平日 10：00～17：00 土日祝休業 

【事業者区分別専用問合せ先】 

◆区分１◆宿泊施設（旅館・ホテル）事業者専用 

TEL:０１１－２０８－７００３  email: jimu-syukuhaku@douminwari.com 

◆区分２◆簡易宿所営業事業者専用 

TEL:０１１－２０８－７００６  email: jimu-kanko@douminwari.com 

◆区分３◆住宅宿泊事業者専用 

TEL:０１１－２０８－７００６  email: jimu-kanko@douminwari.com 

◆区分４◆旅行会社専用 

TEL:０１１－２０８－７００５  email: jimu-agt@douminwari.com 

◆区分５◆OTA専用 

TEL：011－208－7004  email: jimu-ota@douminwari.com 

◆区分６◆観光協会（取りまとめ事業者）専用 

TEL:０１１－２０８－７００６  email: jimu-kanko@douminwari.com 

◆区分７◆体験協(取りまとめ事業者)専用 

TEL:０１１－２０８－７００8  email: jimu-taiken@douminwari.com 

 

 

５．交付決定額、登録事業者情報等の変更申請について 

対象事業者は、交付決定額通知後に、次の事由により実施計画の変更をする場合は、事務局と協議

の上、変更申請書（様式第５号）を事務局に提出してください。 

・様式第１号に記載の事業者情報、対象事業者区分、口座情報、事業者連絡先に関する変更 

・様式第１号の２に記載の施設名の変更または施設の追加 

・申請後に事務局より通知する交付決定支援金額合計の 20パーセントを超える減額 

  ※ただし 20パーセント以内でも交付決定額を上回る請求はできません。 

なお、支援金を有効活用するため、事業中途において、今後の執行見込を確認し、執行残

額を他の事業者に振り分けることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



どうみん割マニュアル 13 

 

６．利用者の受付における留意点 
【居住地の確認・同意書・ワクチン接種歴または検査結果確認】 

参画事業者は利用者を受付する際、以下の内容に留意すること 

居住地の確認 

住所の確認ができる公的書類（運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等）に

より利用者全員が利用対象道県の居住者であることを確認すること。 

※ただし、保護者同伴の１５歳以下（中学生まで）の方は公的書類の確認は不要 

※旅行会社・ＯＴＡは現地施設にて確認の旨を説明・表示する 

※事業者における公的書類のコピー取得保管は求めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊事業者 

■チェックイン時に利用者が記入した宿泊台帳等に、住所を確認した公的書類名、「どうみん割」事業利用対象

者である旨を記載して保管すること（旅行会社やＯＴＡ経由で受けた予約分を含む） 

■電話または自社ＨＰ等で予約を受ける場合は、口頭もしくは利用者の登録住所にて居住地を確認し、チェッ

クイン時に公的書類の提示により事前確認した居住地に相違がないか確認を行う 

■無人チェックインとしている施設においても確実に確認を行うこと 

旅行会社 

■予約にあたって利用者全員が利用対象道県の居住者であることを公的証明書等にて確認し受付すること（同

行者分は代表者が公的証明書のコピーをまとめて持参し確認で可） 

併せて、現地施設で再度公的書類の提示による確認があることを説明すること 

■ＷＥＢ販売等にて対面機会がない場合は、その予約画面上にて割引適用は利用対象道県の居住者限定である

ことを表示し、現地施設で再度公的書類の提示による確認があることを説明すること 

ＯＴＡ 

■予約サイト上にて割引適用は利用対象道県の居住者限定であることを表示し、現地施設で再度公的書類の提示

による確認があることを説明すること 

観光協会・体験協 

■各事業者に対し、チェックイン時・受付時に利用者が記入した台帳等に、住所を確認した公的書類名、「どう

みん割」事業利用対象者である旨を記載して保管するよう依頼・取りまとめを行うこと 

■各事業者に対し、事業者が電話または自社ＨＰ等で予約を受ける場合は、口頭もしくは利用者の登録住所にて

居住地を確認し、チェックイン時に公的書類の提示により事前確認した居住地に相違がないか確認を行うよ

う依頼・取りまとめを行うこと 
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同意書の記入・回収 

利用者（代表者のみ）に同意書を記入してもらい回収すること 

※旅行会社・ＯＴＡは予約時に現地施設にて記入・回収の旨を利用者へ説明・表示してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチン接種歴または検査結果確認 

 「ワクチン・検査パッケージマニュアル」「「ワクチン・検査パッケージ」の活用について」に記載

のとおり、利用者のワクチン接種歴または対象検査の結果を確認してください。 

 

※この他、『ほっかいどう応援クーポン』の配布についても各施設チェックイン、受付の際にご対応いた

だきます。詳しくは「ほっかいどう応援クーポンお問い合わせセンター」が定める規定、マニュアル等を

ご参照ください。 

■参考 

 

 

 

 

 

 

観光協会・体験協 

■各事業者に対し、利用者が各施設にてチェックイン時・受付時に記入・提出するよう各事業者へ依頼し、 

 回収した同意書は各事業者にて保管するよう取りまとめを行うこと 

宿泊事業者 

■チェックイン時に利用者へ同意書を渡し、記入を依頼し、回収して保管すること 

（旅行会社やＯＴＡ経由で受けた予約分を含む） 

■無人チェックインとしている施設においても確実に対応すること 

旅行会社 

■予約受付の際に、現地施設にて記入・提出いただくよう利用者へ説明すること 

■ＷＥＢ販売等にて対面機会がない場合は、その予約画面上にて現地施設にて上記内容を表示し同意を得るこ

と 

■宿泊施設以外の現地実施事業者にて提出されたものは、参画事業者である旅行会社が現地実施事業者より回

収し、保管すること 

ＯＴＡ 

■予約サイト上にて、現地施設にて記入・提出いただくよう説明し、同意を得ること 

■宿泊施設以外の現地実施事業者にて提出されたものは、参画事業者であるＯＴＡが現地実施事業者より回収

し、保管すること 

ほっかいどう応援クーポン お問い合わせセンター 

TEL：０１１－３５０－５５７７  受付時間／平日9：00～18：00（土日祝日年末年始〈12/29～1/3〉を除く） 

ホームページ https://hokkaido-ouen.jp 
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７．月次報告・事業終了報告の提出について 

※ ワーケーション商品の実績報告を行う際は、様式第 10 号のワーケーション商品専用の実績報告

シートに利用実績を記載いただき月次報告の提出をお願いします。 

 

（１）宿泊事業者・旅行会社・OTAの場合 

参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月１日から末日（チェック

イン日を基準とする。例：5/31チェックインは 5月分月次報告に含める）までの実績について、

月次報告書類を電子メールにて提出し、事務局で確認後、翌月 15 日までに原本を事務局へ提出す

る。 

なお、月次報告は当月の実績がなく、その旨をメールなど記録に残る方法で報告を行った場合

に限り、所定様式の提出に代わり月次報告として認めます。 

（メール報告例…ID：〇〇、事業者名：〇〇会社、〇月実績なし） 

当事業を終了(期間の途中で自ら終了を申し出る場合も含む)する場合は、様式第 12号をもって

事業終了の旨を報告すること。報告にあたっては報告書類を電子メールにて提出し、事務局で確

認後、翌月 15日までに最終版および支援金請求を行う場合は請求書(様式第 11号)の原本を事務

局へ提出すること。 

なお、事業終了である旨を文書で確認するため、最終月の実績がない場合であっても様式第 12

号を提出することとする。 

事務局は、参画事業者からの適正な請求書(様式第 11号)を受理した日から 30日以内に対象事

業者の指定口座に支援金を支払う。 

※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。 

【実績あり・支援金請求の場合】 

 

■月次報告書類 

・実績内容確認書（様式第 10号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内訳シート（様式第 10号の２）→実績なしの場合は記載不要 

・請求書（様式 11号）【任意提出】→押印、原本送付必要 

・受注型企画旅行がある場合は契約書面の写し→旅行会社のみ 
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■事業終了報告書類 

・事業終了報告書（様式第 12号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内容確認書（様式第 10号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内訳シート（様式第 10号の２）→実績なしの場合は記載不要 

・請求書（様式 11号）→押印、原本送付必要 

・受注型企画旅行がある場合は契約書面の写し→旅行会社のみ 

事務局は、事業終了報告の内容を審査の上、支援金交付確定通知書（様式第 13号）により、支

援金の額の確定を参画事業者に通知する。 

【実績なしの場合】 

（２）観光協会・ＤＭＯ・体験協の場合 

参画事業者は、宿泊事業者あるいは体験事業者の当月１日から末日（チェックイン日を基準と

する。例：5/31チェックインは 5月分月次報告に含める）までの実績について、宿泊事業者ある

いは体験事業者より翌月 10 日までに必要書類をもって実績の報告を求め、これを基に報告書類を

作成する。参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月１日から末日ま

での実績について、月次報告書類を電子メールにて提出し、事務局で確認後、翌月 15 日までに原

本を事務局へ提出する。 

なお、月次報告は当月の実績がなく、その旨をメールなど記録に残る方法で報告を行った場合

に限り、所定様式の提出に代わり月次報告として認めます。 

（メール報告例…ID：〇〇、事業者名：〇〇会社、〇月実績なし） 

当事業を終了(期間の途中で自ら終了を申し出る場合も含む)する場合は、様式第 12号をもって

事業終了の旨を報告すること。報告にあたっては宿泊事業者あるいは体験事業者より利用翌月 10

日までに必要書類をもって実績の報告を求め、これを基に報告書類を作成する。報告書類は電子

メールにて提出し、事務局で確認後、翌月 15日までに最終版および支援金請求を行う場合は請求

書(様式第 11号の２)の原本を事務局へ提出すること。請求にあたっては支援金額の 10パーセン

トの事務管理費(外税)を含む額とする。 

なお、事業終了である旨を文書で確認するため、最終月の実績がない場合であっても様式第 12

号を提出することとする。 

事務局は、参画事業者からの適正な請求書(様式第 11号の２)を受理した日から 30日以内に対

象事業者の指定口座に支援金を支払う。参画事業者は事務局が支払った支援金をもとに、事務局

が適正な請求書(様式第 11号の２)を受理した日から 45日以内に、各事業者の指定口座に支援金

を支払う。 

※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。 
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【実績あり・支援金請求の場合】 

 

 

■月次報告書類 

・実績内容確認書（様式第 10号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内訳シート（様式第 10号の２）→実績なしの場合は記載不要 

・請求書（様式 11号の２）→押印、原本送付必要 

■事業終了報告書類 

・事業終了報告書（様式第 12号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内容確認書（様式第 10号）→メールで提出の場合押印不要 

・実績内訳シート（様式第 10号の２）→実績なしの場合は記載不要 

・請求書（様式 11号の２）→押印、原本送付必要 

事務局は、事業終了報告の内容を審査の上、支援金交付確定通知書（様式第 13号）により、支

援金の額の確定を参画事業者に通知する。 

【実績なしの場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



どうみん割マニュアル 18 

 

８．市町村割引事業等との併用について 

市町村割引事業との併用を可能とする。 

※市町村割引事業とは： 

北海道内の各市町村が独自で実施している宿泊割引・旅行割引事業のこと。宿泊費等の直接経費の全

部又は一部を各市町村が負担して実施するもの。 

 

（１）市町村割引事業との併用条件 

割引の基準については、市町村割引適用後に、「どうみん割」の割引を適用とする。本事業としては

市町村割引との併用は妨げないが、市町村割引が本事業との併用が可能か（市町村割引を先に適用

することを含む）については各事業者で確認すること。 

ただし、国が実施するＧｏＴｏトラベル事業との併用は不可とする。 

 

【併用イメージ】 

① 旅行代金合計から、市町村割引を適用した旅行代金を算出する。 

② ①で算出した宿泊（宿泊旅行）代金を起算販売価格とし、どうみん割を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

  ※他市町村割引の制度上、先に当事業の割引を適用することをルールとしている場合は併用不可 

 

 【注意事項】 

毎月の月次報告の際に、該当する実績に適用した市町村割引名称等を記載すること。市町村割引等

を適用して販売したにも関わらず、その割引を未使用または過小金額記載にて申請するなどの不正

があった場合は、本事業の支援金交付対象外とする。 

 

（２）市町村等が発行するクーポン券・商品券との併用 

市町村等が発行するクーポン券等が旅行代金に充当できる場合については、利用者は実際に旅行代金

を支払う際に当該クーポン券等を利用することとなり、割引適用の順番が本事業の割引適用後に市町

村等が発行するクーポン券等の割引とならざるを得ないため、市町村等が発行するクーポン券等との

併用は不可とする。ただし、市町村等が発行する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、旅行割引事業として併用可能としますが、その場合は上記（１）のとおり当該割引を先に適用

することを前提に商品設計し、販売してください。 
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９．どうみん割の利用に係る留意事項 

（１）事業停止条件等について 

本事業は全道域に渡って実施するが、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(※)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する。な

お、警戒ステージが３以上の場合は、停止条件の該当に関わらず、事業を停止することとする。 

 

①道内における事業停止条件 

当該施設の事業停止 

・本事業参画の宿泊施設において、集団感染が発生した場合 

・道および事務局による検査で、宿泊施設での対策が徹底されていないことが発覚した場合 

当該圏域での事業停止 

・圏域内の複数の宿泊施設で集団感染が発生した場合 

当該区域を含む圏域での事業停止 

・まん延防止等重点措置の措置区域が指定された場合 

事業停止 

・北海道全体の感染状況が「新たなレベル分類の考え方」（令和３年１１月８日新型コロナウイル

ス感染症対策分科会）におけるレベル３（以下「レベル３」という。）相当以上と知事が判断し

た場合 

・その他、道がどうみん割事業の停止等を決定した場合 

※参考 圏域区分表 

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 

 

（２）キャンセル料の取扱いについて 

・商品の購入者の事由に基づくキャンセルについてのキャンセル料は、商品の購入者の負担とし 

ます。 

・道が要綱第３条第６項第２号の外出や往来の自粛要請等により、本事業の一時停止等を決 

定した場合における該当施設、地域、期間の商品及びその地域の道民の利用にかかるキャンセ

ル料は道、事務局及び商品の購入者に求めないこと。 
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（３）感染症対策 

利用者および参画事業者及びサービスを提供する各施設は下記感染症対策(要綱記載別表３)を遵守し

てください。参考：要綱別表３ 

 

 

（４）「新北海道スタイル」安心宣言について 

道内の対象事業者及びサービスを提供する各施設は道が定めた「新北海道スタイル」に向けた 

構築を図るとともに、業務中は常に取り組んでいただき、下記の「新北海道スタイル」安心宣言を

各施設に沿った内容で作成し、各施設のフロント・受付等の利用者に目立つ位置に掲示してくださ

い。 
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（５）どうみん割に係る証票について 

この事業は国の会計検査院の調査対象事業ですので、事業で使用した利用者の宿泊台帳や証票 

類は報告時に提出の必要が無いものについても支援金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保管

してください。 

※実績報告の際に、実施内容が証明できる書類の写しの提出は必要ありませんが、「どうみん割」

適用者である旨を判断できる資料（同意書含む）を保管してください。場合により個人情報が

特定できない状態で「どうみん割」利用者の証明の提示を求めることがあります。 

各事業者の証明の提示方法については下記のとおりです。 

〈宿泊事業者〉 

利用者が記載した受付台帳を下記のように黒塗りをした上でコピーを提出すること 

〈旅行会社・OTA〉 

予約記録等の証票、該当分の同意書、該当予約分の宿泊施設受付台帳等を下記のように黒塗 

りをした上でコピーを提出すること 

〈観光協会・体験協〉 

宿泊事業者より受領した利用者が記載した受付台帳を下記のように黒塗りをした上でコピーを

し、取りまとめて提出すること 

＜提出する証票の黒塗り方法（※宿泊施設受付台帳を例に）＞ 

①名前は名字を黒塗りにする 

②住所欄は、市町村より先は黒塗りにする 

③上記以外の個人情報はすべて黒塗りにして提出すること。 

 

 

 

 

 

※ただし、観光協会・ＤＭＯ、体験協は、策定する要綱に基づき、上記以外の必要な証票を保管

すること。 

 

（６）不正利用の防止について 

・ビジネス目的での利用（法人カード決済、法人向け旅行商品、出張パック、法人名での領収証発

行）は本事業の対象外とします。ただし、ワーケーションの場合は本事業の対象とし（詳細は P3

参照）、ワーケーション専用プランの場合は法人カード決済や法人名での領収書発行を有効とし

ます。 

 ・宿泊プランを購入して、実際には利用しない、いわゆるノーショウについては対象外とする。 

※支援事業者等はビジネス目的、ノーショウといった本事業の不正利用を極力排除するため、 

ホームページ等で利用できない旨を明確に掲示してください。また、不正利用が発覚した場 

合、支援事業者は事務局へ通報することとし、事務局は事実を確認の上、本事業で利用した 

全ての割引相当額の返還を求めるなどの措置を講じることとします。 

・毎月の実績報告について併用ルール等が遵守されているか、事務局から不定期に直接調査(査 

察／監査)で関係書類提出要請を行うことがあります。 
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（７）支援金の請求について（重要） 

  支援金の請求について、交付決定通知書（様式第４号）に記載された「支援金の額」

を上回る請求は出来ませんのでご留意ください。 

※交付金残額が割引額に満たない端数となった場合はその時点で事業が終了したとみなします。 

 

（８）参画宿泊施設の立ち入り検査について（重要） 

  参画宿泊施設において感染症対策等が取り組みされているか確認するため、道または事務局による

立ち入り検査を行う場合があります。検査実施へのご協力をお願いします。なお、事前連絡無しに検

査を行うことがあります。 

 

１０．その他 

（１）事業終了報告等の提出書類は内容に相違の無い旨、捺印をお願いします。 

※代表者役職・氏名は申請書（様式第１－１号、第１－２号）に記載した代表者氏名を記入願い

ます。 

※捺印は申請書（様式第１－１号、第１－２号）に押印した印鑑と同一の印鑑でお願いします。 

（２）支援金をお客様へ還元せず、対象事業者及び参加事業者の利益とすることは厳禁です。 

（３）天災、火災、ストライキ暴動又は戦争行為などの不可抗力が発生し、どうみん割事業が中止又

は一時停止となった場合は、どうみん割事業中止に起因する一切の損害賠償について道又は事

務局は負わないこととします。 

（４）その他、事業状況に応じてアンケート等の調査を依頼する場合がございますので、ご対応いた

だけますようご協力を宜しくお願いいたします。 

（５）訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光事業支援）を活用する都道府県の旅行割引

事業の支援等を受けて販売するものは、本事業の適用対象外とします。 
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別紙１ 

どうみん割の広告 

パンフレット・広告などの条件 

要綱で示されたルールに則り行程や宿泊プラン作成してください。 

■価格表示について 

販売にあたっては、「この商品はどうみん割事業として、道から○○円支援を受けてい

ます。」という文章と本来の販売価格（税及びサービス料を含む）及び支援後の販売価格を表

示し、お客様に対し旅行の申込以前に支援金額を明示してください。 

受注型企画旅行商品については、契約書面（旅行申込書・引受書等）に上記内容を記載してくだ

さい。 

なお、契約書面は、月次報告時においてその写しの提出が必要です。 

「どうみん割」における取組及び感染症対策に係る施設側の指示に利用者が従わな

い場合は支援の対象外となる旨明記してください。（「どうみん割」における取組とは、「同意

書兼ほっかいどう応援クーポン受領確認書」記載事項になります） 

また、「ワクチンの必要回数接種者(※)」又は「対象検査の陰性者」のみが対象となる

旨記載してください。 

※道民は２回接種から１４日以上経過、道民以外（東北６県在住者）は３回接種が条件となりま

す。 

既存商品については、下記内容を記載した書面等を作成し、既存商品の旅行パンフレットに挟み

込むなどして取引条件の一部として取り扱ってください。 

どうみん割のご案内 
 どうみん割とは、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ旅行需要の早期回復を

図るため、北海道の財源を活用して実施する支援金です。 

 当社では、 月 日以降にお申し込みのお客様に対し、この支援金を活用して下記の

ツアーを割引いたします。 

１．対象ツアー 

  ○○ツアー（２０●●年×月●日から〇月×日までの出発） 

２．割引額 

※該当するツアーの割引額を交付要綱に基づき作成する。 

  ※この商品はどうみん割事業として、道から○○円支援を受けています。 

   （割引前□□円 → 割引後△△円） 

３．ご注意 

 ①「ワクチンの必要回数接種者(※)」または「対象検査の陰性者」のみが対象となり

ます。 

 ※道民は２回接種から１４日以上経過、道民以外（東北６県在住者）は３回接種が条

件となります。 

 ②支援金の予算が消化され次第終了となります。 

 ③旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、弊社の規定により取消料を申

し受けます。 

 ④「どうみん割」における取組および感染症対策に係る施設側の指示に従わない場合

は対象外となります。 

詳しくは弊社係員にお尋ねください。 
＊この書面は旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合には同法第１２

条の５により交付する契約書面の一部となります。該当ツアーのパンフレットと合わせてご確認のうえお

申し込みください。 

                   旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業第○○○号                      

（株）○○○トラベル 
               （一社）日本旅行業協会正会員 

事業者様で確認のうえルール通りの表示をお願いします。 

※支援前、支援後何れの標記についても取消料は、関係法令に基づいた社内の規定によります。 

この書面の位置づけを明確にする。 


