観光誘客促進道民割引事業
（「新しい旅のスタイル」）

取扱マニュアル
（事業者用）
２０２１.５.２１

Ver.７（随時更新）

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。
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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、
「観光誘客促進道民割引事業支援金交
付要綱」
、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。
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。

【本事業への参加条件】
① 「要綱」により、支援金交付に関連する事務を行うこと。
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」安心宣言の取組及び「新しい旅のスタイル」における取組を実施
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。
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、集団感染が発
生した場合などにより、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、事務局及び商品の購入者に求めない
こと。
⑥ 支援金の交付決定額に同意できること。
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。
⑧ スケジュールに沿った取り組みができること。
⑨ 本書に示す事業内容等に同意できること。
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２．
「新しい旅のスタイル」とは
利用者、事業者双方に対して徹底した感染拡大防止策を講じていただくことで「新しい旅のス
タイル」を構築し、それを新しい北海道の旅として普及、定着させていくためのモデル的な取組
として実施するものであり、２（４）の対象事業者が申請販売する対象商品に対して支援をする
ものです。

（１）支援金の対象となる期間
「新しい旅のスタイル」は、令和３年４月２日から令和３年５月３１日利用分が対象です。
（離島で宿泊する場合も同様の期間）
※５月３１日チェックアウト分まで対象

（２）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
⇒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（当該施設内で実施される、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をつけること及び当該施設外で実施され
るオプション付き商品、交通付きの商品は不可とする。
※購入回数に制限はありません。ただし、１旅行あたりの泊数の上限は２泊までとし、３泊
以上の場合の割引対象は最初の２泊分までを本事業の適用とする。離島での宿泊商品の１
旅行あたりの泊数の上限については、交通機関の欠航により延泊を余儀なくされた場合は
この限りではない。
※個人（１人）または同居者（社員寮・学生寮・下宿等は除く）との旅行に限定する。
※下記の圏域内での旅行（別表１）に限定する。
別表１
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

各管内の所属市町村については下記ＵＲＬをご参照ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/gyosei/shicho/index.htm
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（３）区分別割引額表
区分

宿泊旅行商品

1 人（人泊）あたりの

離島宿泊の割引額

割引額

（4 月 2 日～5 月 31 日）

3,000 円 ～ 3,999 円

1,500 円

2,000 円

4,000 円 ～ 4,999 円

2,000 円

2,500 円

5,000 円 ～ 5,999 円

2,500 円

3,000 円

6,000 円 ～ 9,999 円

3,000 円

4,000 円

10,000 円 ～ 14,999 円

5,000 円

6,000 円

15,000 円 ～ 19,999 円

7,500 円

9,000 円

20,000 円 以上

10,000 円

12,000 円

1 人（人泊）あたりの販売価格

※上記の割引額の基準を満たしていない商品の販売は認められません。

（４）対象事業者
対象事業者

対象商品

スキーム図

Ⅰ：宿泊事業者

〇宿泊旅行商品

パターンＡ

Ⅱ：旅行会社

〇宿泊旅行商品

パターンＢ

Ⅲ：観光協会等

〇宿泊旅行商品

パターンＣ

※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。
なお、旅行会社が申請を行う場合は、道内に本社、支店、営業所を有するなど、道民が直接購
入できることを条件とします。また、その他にも、申請にあたり注意事項がございますので、
「４.
「新しい旅のスタイル」の申請について」をご確認ください。

３．各パターンのスキーム
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①宿泊事業者（要綱第４条第１項第１号）
〇各宿泊事業者において、直接、利用者に販売し、直接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Ａ

②旅行会社（要綱第４条第１項第２号）
○旅行会社が取り扱う宿泊旅行商品を利用者に販売し、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

③道内にある観光協会・ＤＭＯ（要綱第４条第１項第４号）
○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
（地域の観光協会が支援金交付事務を行うこととしていることが必要条件）
スキーム図 パターンＣ

４．
「新しい旅のスタイル」の申請について
【申請受付スケジュール表（「新しい旅のスタイル」）
】
○新しい旅のスタイル(4/2～4/30)に参画していない事業者
区分

・どうみん割参画済み
宿泊事業者・旅行会社

受付開始

受付締切

交付決定通知日

予約開始

WEB 申請 5 月 12 日
4 月 28 日

随時
申請書類 5 月 14 日(必着)

各対象事業者の
交付決定通知日以降

・どうみん割参画済み
観光協会・DMO

4 月 28 日

5 月 14 日(必着)

随時

・新規申請事業者

※ＷＥＢ申請をした場合は、締切までに申請書類を郵送する必要があります。

○新しい旅のスタイル(4/2～4/30)に参画済みの事業者
既に通知済みの配分額に基づいて販売を開始してください。
「新しい旅のスタイル」に既に参画されている事業者におかれては、執行状況調査の結果を
踏まえて、必要に応じて追加配分いたします（申請は不要）。調査に未回答の場合は、回答いた
だきますようお願いいたします。
※旅行会社については、道内に本社、支店、営業所を有するなど、道民が直接購入（対面販売
のみ可能）できることを条件とします。
※「新しい旅のスタイル」では宿泊旅行商品のみの販売となります。
※旅行会社が離島の宿泊施設の販売を行う場合は通常の割引額と異なるため、別途離島に宿泊
する場合の申請が必要となります。
通常交付の支援金にて離島宿泊の割引額での販売はできません。

【申請書提出先】
〒060-0004
北海道札幌市中央区北４条西４丁目１－７MMS 札幌駅前ビル
どうみん割事務局 宛て
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「新しい旅のスタイル」必要申請書類について
・どうみん割に参画していた事業者
申請期間

提出物

令和３年４月２８日～

・
「新しい旅のスタイル」交付申請用紙

令和３年５月１４日

・誓約書（様式第２号）

提出方法
※郵送
(各１部原本)

・
「新しい旅のスタイル」参加事業者用
参加申込書の写し（観光協会要綱・様式第１号）
（注：観光協会のみ）
・新規申請事業者
申請期間

提出物

提出方法

令和３年４月２８日～

・
「新しい旅のスタイル」新規申請用紙（様式第１号）

※郵送

令和３年５月１４日

・
「新しい旅のスタイル」参加事業者用

(各１部原本)

参加申込書の写し（観光協会要綱・様式第１号）
（注：観光協会のみ）
・交付金申請書内訳シート（様式第１号の２）
（注:宿泊事業者のみ）
・誓約書（様式第２号）
・
「新北海道スタイル」安心宣言の写し
・口座確認書（様式第３号）
・様式第３号に記載された指定口座通帳の写し
（表紙及び見開きページ）
※口座番号と口座名義(カナ表記)が確認できるもの
※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、全ての施設をまとめて申請してください。ただし、複数の事業者
区分にまたがる場合は、申請書を事業者区分ごとに作成してください。
※旅行会社につきましても、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。

５．事務の流れについて
「３．各パターンのスキーム」を示したパターンＡ～Ｃについて、申請から実績報告までの流
れを以下のとおり示します。

パターンＡ（宿泊事業者）
・交付申請
① 宿泊事業者が支援金の交付申請を行う場合は、
「４．
「新しい旅のスタイル」の申請」を参照。
② 事務局より、対象事業者（宿泊事業者）に交付決定通知書（様式第４号）が通知される。
③ 宿泊事業者は、
「新しい旅のスタイル」事業に沿った商品造成を行い、販売する。
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・月次報告
④ 対象事業者（宿泊事業者）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（チェックアウト日を基準とする）までの実績について、月次報告の書類をメール等で
事務局へ提出し、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い場合、メール等記録に残る状態での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ることとします。
※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（宿泊事業者） ⇒ 事務局にメールにて提出 ⇒ 事務局に原本を提出
・月次報告書（様式第 9 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・利用者回答済み「新しい旅のスタイル」アンケート用紙（写しでも可）
※写しを提出する場合は原本を宿泊事業者にて保管すること。
・その他事務局が必要と認めるもの
⑤ 対象事業者（宿泊事業者）は、事務局に月次請求書（様式第 11 号）を提出することがで
きる。
（任意）
⑥ 事務局は、対象事業者（宿泊事業者）からの提出書類を精査の上、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（宿泊事業者）の指定口座に支援金を支払
う。

・実績報告
⑦ 対象事業者（宿泊事業者）は、当該事業が完了したときは、事務局に、次の書類をメール等
で事務局へ提出し、事務局で確認後、原本を遅くとも事業完了の翌月 15 日までに提出する。
※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（宿泊事業者） ⇒ 事務局にメールにて提出 ⇒ 事務局に原本を提出
・実績報告書（様式第 12 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・利用者回答済み「新しい旅のスタイル」アンケート用紙（写しでも可）
※写しを提出する場合は原本を宿泊事業者にて保管すること。
・その他事務局が必要と認めるもの
⑧ 事務局は、実績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
援金の額の確定を対象事業者（宿泊事業者）に通知する。
⑨ 対象事業者（宿泊事業者）は、請求残額がある場合は請求書（様式第 14 号）を事務局へ提
出する。
⑩ 事務局は、対象事業者（宿泊事業者）からの適正な請求書を受理した日から、30 日以内に
対象事業者（宿泊事業者）の指定口座に支援金を支払う。
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パターンＢ（旅行会社）
・「新しい旅のスタイル」の参画条件
□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、北海道内に本社、支店、
営業所を有する旅行会社(OTA を除く)
□本社、支店、営業所が実店舗窓口を有し、利用者と対面で旅行商品を販売している旅行会社
(OTA を除く)
(商品販売時に利用者が道内居住、同居者であることを公的書類にて直接確認し、当事業内容
等を対面で説明・同意を得られることが支援金交付の条件のため)

・交付申請
① 旅行会社が支援金の交付申請を行う場合は、
「４．「新しい旅のスタイル」の申請」を参照。
② 事務局より、対象事業者（旅行会社）に交付決定通知書（様式第４号）が通知される。
③ 旅行会社は、
「新しい旅のスタイル」事業に沿った商品造成を行い、利用者に対し対面で事
業内容の説明・同意を得た上で販売する。

・月次報告
④ 対象事業者（旅行会社）は宿泊事業者から、当月１日から末日（チェックアウト日を基
準とする）までの実績について、翌月 10 日までに報告をもらう。
⑤ 対象事業者（旅行会社）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、月次報告の書類をメール等で事務局へ提出し、
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い場合、メール等記録に残る状態での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ることとします。
※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（旅行会社） ⇒ 事務局にメールにて提出

⇒ 事務局に原本を提出

・月次報告書（様式第 9 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・その他事務局が必要と認めるもの
【旅行会社向け】同意書・アンケートの取扱についても必ずご確認ください。
⑥ 対象事業者（旅行会社）は、事務局に月次請求書（様式第 11 号）を提出することができ
る。
（任意）
⑦ 事務局は、対象事業者（旅行会社）からの提出書類を精査の上、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（旅行会社）の指定口座に支援金を支払う。

・実績報告
⑧ 対象事業者（旅行会社）は、当該事業が完了したときは、宿泊事業者から遅くとも翌月 10
日までに報告をもらう。
⑨ 対象事業者（旅行会社）は、当該事業が完了したときは、次の書類をメール等で事務局へ提
出し、事務局で確認後、原本を遅くとも事業完了の翌月 15 日までに提出する。
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※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（旅行会社）⇒ 事務局にメールにて提出⇒事務局に原本を提出
・実績報告書（様式第 12 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・受注型商品がある場合は契約書面写し（別紙１参照）
・その他事務局が必要と認めるもの
【旅行会社向け】同意書・アンケートの取扱についても必ずご確認ください。
⑥ 事務局は、実績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
援金の額の確定を対象事業者（旅行会社）に通知する。
⑦ 対象事業者（旅行会社）は、請求残額がある場合は請求書（様式第 14 号）を事務局へ提出
する。
⑧ 事務局は、対象事業者（旅行会社）からの適正な請求書（様式第 14 号）を受理した日か
ら、30 日以内に対象事業者（旅行会社）の指定口座に支援金を支払う。

パターンＣ（観光協会等）
・交付申請
① 観光協会等が支援金の交付申請を行う場合は、
「４．
「新しい旅のスタイル」の申請」を参照。
② 事務局より、対象事業者（観光協会等）に交付決定通知書（様式第４号）が通知される。
③ 対象事業者（観光協会等）は交付決定日から「観光誘客促進道民割引事業支援金交付実施要
綱」
（観光協会）を策定し、地域の宿泊事業者に「新しい旅のスタイル」の対象事業者である
旨、周知し、参加事業者を募集する。
④ 宿泊事業者は、対象事業者（観光協会等）に、次の書類を提出する。
提出元 ⇒ 提出先
宿泊事業者 ⇒ 対象事業
者（観光協会等）

提出物
・「新しい旅のスタイル」事業参加申込書（観光協会様式第１号）
・誓約書（観光協会様式第２号）
・「新北海道スタイル」安心宣言の写し
・サービスに係る定価表等の書類（料金体系がわかるもの）

⑤ 対象事業者（観光協会等）は、宿泊事業者に「新しい旅のスタイル」事業参加を認める通知
をする。
⑥ 宿泊事業者は、
「新しい旅のスタイル」事業に沿った商品造成を行い販売する。
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・月次報告
⑦ 対象事業者（観光協会等）は、宿泊事業者の当月１日から末日（チェックアウト日を基準と
する）までの実績について、翌月 10 日までに次の報告に係る書類をもらう。
宿泊事業者⇒対象事業者（観光協会等）に提出
・宿泊実績報告書（観光協会様式第３号）
・支援金申請書（観光協会様式第４号）
・利用者回答済み「新しい旅のスタイル」アンケート用紙（写しでも可）
※写しを提出する場合は原本を宿泊事業者にて保管すること。
⑧ 対象事業者（観光協会等）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、月次報告の書類をメール等で事務局へ提出し、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い場合、メール等記録に残る状態での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ることとします。
※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（観光協会等） ⇒ 事務局にメールにて提出 ⇒ 事務局に原本を提出
・月次報告書（様式第 9 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・利用者回答済み「新しい旅のスタイル」アンケート用紙（写しでも可）
※写しを提出する場合は原本を宿泊事業者にて保管すること。
・その他事務局が必要と認めるもの
⑨ 対象事業者（観光協会等）は、事務局に月次報告に支援金額の 10 パーセントの事務管理費
を含む額の月次請求書（様式第 11 号の２）を提出することができる。（任意）
⑩ 事務局は、対象事業者（観光協会等）からの提出書類を精査の上、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（旅行会社）の指定口座に支援金を支払う。
⑪ 対象事業者（観光協会等）は、適正な書類を受理した日から 45 日以内に宿泊事業者が指定
する口座に支援金を支払う。

・実績報告
⑫ 対象事業者（観光協会等）は、当該事業が完了したときは、次の書類をメール等で事務局へ
提出し、事務局で確認後、原本を遅くとも事業完了の翌月 15 日までに事務局に提出する。
※事務局が別に指示する場合は事務局の指示に従うこと。
対象事業者（観光協会等）⇒事務局にメールにて提出⇒事務局に原本を提出
・実績報告書（様式第 12 号）
・実績内容確認書（様式第 10 号）
・実績内訳シート（様式第 10 号の２）
・利用者回答済み「新しい旅のスタイル」アンケート用紙（写しでも可）
※写しを提出する場合は原本を宿泊事業者にて保管すること。
・その他事務局が必要と認めるもの
⑬ 事務局は、実績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
援金の額の確定を対象事業者（観光協会等）に通知する。
⑭ 対象事業者（観光協会等）は、請求残額がある場合は支援金額の 10 パーセントの事務管理
費（外税）を含む額の請求書（様式第 14 号の２）を提出する。
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⑮ 事務局は、対象事業者（観光協会等）からの適正な請求書を受理した日から 30 日以内に対
象事業者（観光協会等）の指定口座に支援金を支払う。
⑯ 対象事業者（観光協会等）は、適正な書類を受理した日から 45 日以内に、宿泊事業者が指
定する口座に支援金を支払う。

交付決定額の変更
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、
執行残を他の事業者に振り分けることがあります。
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６．
「新しい旅のスタイル」の利用に係る留意事項
（１）本事業停止条件等について
・本事業参加の宿泊施設において、集団感染が発生した場合→当該施設の事業停止
・道の検査で、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→当該施設の
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→当該圏域での事業停止
・道内の感染状況により、道民の皆様に対し外出自粛等の要請をする場合→事業停止
・感染症のまん延防止等重点措置が行われる場合で、営業時間の変更等の措置を講ずる
必要があるとして知事が区域を定めるとき→知事が定める区域を含む圏域の事業の停
止

（２）商品の販売等について
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、ルールに則った取組
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。
・
「新しい旅のスタイル」モデル事業における取組として以下の事項（別表２）を実施するこ
と。
別表２

「新しい旅のスタイル」における取組（遵守事項）
【感染症対策】
・食事や入浴の際、会話を最小限とした「黙食・黙浴」の実施
・マスク着用
・館内で大声での会話はしないこと
・新型コロナウイルス接触感染アプリCOCOAの利用または北海道コロナ通知システムの登録(スマートフォン等所有者で利用可能な方のみ)
・感染症対策に係る施設側の指示に従うこと
利用者

【アンケート調査】
・「新しい旅のスタイル」アンケートへの回答
【その他】
・保健所が行う積極的な疫学調査への全面的な協力
・旅行中に濃厚接触者であることが分かった場合は、直ちに北海道経済部観光局（電話番号：011-206-6896）へ報告するとともに、保健所の指示に従うこと
・旅行後に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、直ちに北海道経済部観光局（電話番号：011-206-6896）へ報告すること
・上記を遵守する旨の同意書の提出
【感染症対策】
・「黙食・黙浴」について、注意喚起するポスター、チラシなどをレストラン、温泉、サウナ等へ掲示
・施設内にて黙食・黙浴などを守らない利用者を発見した場合には、当該者が「新しい旅のスタイル」の利用者であるか否かにかかわらず、速やかに注意する
こと
・利用者から黙食・黙浴などを守らない利用者を発見した旨の通報があった場合には、直ちに状況を確認し、適切な対応を取ること
・可能な限り部屋食を実施し、部屋食が困難な場合は各同居者および各個人単位での同居者限定テーブル（注1）の利用となるように配席すること
・密にならないチェックイン対応

宿泊
事業者

【アンケート調査】
・利用者に対し、「新しい旅のスタイル」アンケートへの記入依頼及び回収
【その他】
・保健所が行う積極的な疫学調査への全面的な協力
・利用者が旅行中に濃厚接触者であることが分かった場合、直ちに北海道経済部観光局（電話番号011-206-6896）へ報告するほか、保健所
の指示に従うこと
・利用者が旅行後に感染症の陽性が判明した場合、直ちに北海道経済部観光局（電話番号011-206-6896）へ報告すること
・事務局等が行う「抜き打ち検査」への対応

（注１）同居者限定テーブル
例：テーブル間はパーテーション等で区切って、個人客が集合しないよう、個人席と家族席を交互に配置するなどの工夫

・宿泊費等の直接経費の全部又は一部を地方自治体が負担して実施するもの、もしくは地方
自治体が他の団体に業務を委託して実施するものは割引併用の対象とする。その際の割引
の基準については「新しい旅のスタイル」での割引適用後に地方自治体による割引を適用
とする。
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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。
・感染症により道が外出自粛制限（アラート（注意喚起）による外出抑制を含む）等を発出
した場合の「新しい旅のスタイル」事業の運用及び商品の販売取扱いについては以下の通
りとなります。
（要綱第３条第６項第２号）

（３）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。

（４）各種取組について
「新しい旅のスタイルにおける取組（本マニュアル１１ページ別表２）を実施し、十分
な新型コロナウイルス感染症対策を行い、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。

（５）
「新北海道スタイル」安心宣言について
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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（６）
「新しい旅のスタイル」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「新しい旅のスタイ
ル」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年間保管をお願いします。
※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ないが、
「新しい旅のスタ
イル」適用者である旨を判断できる資料を保管すること。場合により個人情報が特定でき
ない状態で「新しい旅のスタイル」利用者の証明の提示を求めることがあります。
※ただし、観光協会・ＤＭＯは、策定する要綱に基づき、必要な証票を保管すること。

観光協会・ＤＭＯで入手又は作成いただき、５年間保管が必要な証票
・参加事業者から提出された書類等
（７）不正利用の防止について
・ビジネス目的での利用防止（法人カード決済、法人向け旅行商品）は対象外。
・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も対象外。
※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、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。
・交付決定前から販売している商品や国が行う割引制度との併用（「新しい旅のスタイル」
による割引後の金額の一部を国等が発行するクーポンで支払うなど）は対象外。
※宿泊（素泊まり）価格以上のオプション（総合計）をつけることや換金性のあるものを
組み込んだ宿泊プラン（クオカード、商品券等）は対象外。
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。
制度趣旨に則った商品造成をお願いします。

（８）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。

（９）その他
要綱に則った取り組みが条件です。事業開始前に必ずご確認ください。本マニュアルは要
綱を補足してご案内いたします。
※マニュアル及び各様式については改訂する場合がありますので、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。

13

７．同意書の扱いや宿泊・利用当日の受付事務等について
【スキームＡ・スキームＣについて】
宿泊事業者は、宿泊施設利用者を受付する際、利用者（代表者）に同意書を記入していただき、
利用者全員の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、利用者が利用予定の宿泊施設と同一の圏域在住であることに加え、利用者
が複数人の場合は同居者であることを確認し、宿泊台帳等に「新しい旅のスタイル」モデル事業
利用対象者である旨を記載して保管すること。
宿泊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にて居住地に相違がないか確認を行うこと。

【スキームＢについて】
旅行会社は、予約を受ける際、利用者（代表者）に同意書を記入・提出していただき、保管する
こと。また、予約の対象となった宿泊施設に対し、
「新しい旅のスタイル」の利用者であることが
わかるように、予約内容を連絡すること。
宿泊当日、宿泊事業者は、旅行会社経由の「新しい旅のスタイル」の利用者を受付する際、利
用者全員の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、利用者が利用予定の宿泊施設と同一の圏域在住であることに加え、利用者が
複数人の場合は同居者であることを確認し、宿泊台帳等に「新しい旅のスタイル」モデル事業利
用対象者である旨を記載して台帳等を保管すること。
また、利用者に対して、同意事項遵守依頼書（別紙２）等により、あらかじめ同意した事項を
改めて確認し遵守するよう注意喚起すること。

８．その他
（１）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・氏名は事業者様の代表者又は、担当部署の責任者名でお願いします。
※ 捺印は申請書に押印した印鑑と同一の印鑑でお願いします。
（２）制度の趣旨を踏まえ、要綱等で定めたルールに則った取り組みをお願いします。
（３）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。
（４）その他のご不明な点は、事務局にお問い合わせください。
（５）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、
「新しい旅のスタイル」
事業が中止又は一時停止となった場合は、
「新しい旅のスタイル」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。
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別紙１
「新しい旅のスタイル」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宿泊プランを作成してください。
・価格表示について
販売にあたっては、商品ごとに「この商品は道から○○円支援を受けています。」という章
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
し旅行の申込前に支援金額を明示してください。
受注型商品については、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、実績報告時においてその写しの提出が必要です。

「新しい旅のスタイル」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。
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。

「新しい旅のスタイル」のご案内
この事業は、利用者、事業者双方に対して徹底した感染拡大防止策を講じていた
だくとことで「新しい旅のスタイル」を構築し、それを新しい北海道の旅として普
及、定着させていくためのモデル的取組として実施するものです。
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
○○（２０２１年×月●日から〇月×日までの出発）
２．割引額
※該当する商品の割引額を交付要綱に基づき作成する。
３．ご注意
①支援金の予算が消化され次第終了となります。
②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。
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。該当商品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
この書面の位置づけを明確にする。

（株）○○○トラベル
（一社）日本旅行業協会正会員

事業者様で確認の上ルールどお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。
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