
宿泊施設様用

本冊子は全国を対象とした観光需要喚起策の事業者向け取扱要領をもとに「おかやまハレ
旅応援割事務局」が本事業登録の宿泊事業者向けに作成した取扱要領となります。内容は
更新される場合があります。特設サイトに公開している取扱要領が最新版となりますので、
随時サイトをご確認くださいますようお願いいたします。岡山県以外に関するものは、各
都道府県の事務局にお問い合わせください。

事務局所在地 〒700-0822
岡山市北区表町1丁目5-1 岡山シンフォニービル1003号

電話番号 086-201-9912（9：30～17：30）
FAX 086-201-9955

Eメール o k a y a m a _ t a b i w a r i @ b s e c . j p
URL h t t p s : / / o k a y a m a - e v e n t . c o m /

※おかけ間違いのないよう番号を再度ご確認のうえ送信してください

全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割

取扱要領

2022/12/21 発行

おかやまハレ旅応援割事務局

新型コロナウイルスの感染状況によっては期間中でも本事業が停止、中止になる場合がございます。その他、
事業に関する重要な報告なども「全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割ホームページ」に掲載するととも
に、ご登録いただいたメールアドレスにてご連絡致しますので、定期的にご確認ください。

2023年1月10日（火）～3月31日（金）



【宿泊施設用】取扱要領

全国統一ルールの制度の解説や考え方、本事業登録の岡山県内宿泊施設向けの規定や概要、責務等。

【宿泊施設用】取扱マニュアル

本事業登録の岡山県内宿泊施設向けのマニュアル。宿泊事業者スキーム、観光クーポンの取り扱い、
宿泊施設での直接予約、旅行会社・ＯＴＡ経由での申込旅行者の本事業適用の取扱い規定（予約時～
チェックイン時の対応～精算、Ｑ＆Ａ等）。

【旅行会社用（日帰り旅行）】
「感染拡大防止策」・「観光クーポン」取扱要領兼マニュアル

本事業登録の本事業登録の旅行会社（日帰り旅行）向けの規定。本事業の適用の感染拡大防止策と観
光クーポン配布の取扱規定等。

【旅行会社用（別冊）】宿泊旅行マニュアル

本事業登録の本事業登録の旅行会社（宿泊旅行）の規定。

【観光クーポン加盟店用】観光クーポン取扱要領兼マニュアル

本事業登録の観光クーポン加盟店向けの観光クーポンの取扱規定。

１．おかやまハレ旅応援割事務局で発信される規定類



２．全国を対象とした観光需要喚起策（全国旅行支援）について

１）概要

国は、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、
全国を対象とした観光需要喚起策（以下「全国旅行支援」という。）を実施することとしました。
需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下「感染症」という。）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（以下「対象都道府
県」という。）が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する補助及び旅行期間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。
全国旅行支援事業は、国の財政支援を受けて都道府県が実施する事業であり、実施の際には、本

事業に参画する全国の旅行会社等（以下「旅行事業者」という。）により、対象都道府県を目的地
とする旅行商品や宿泊サービスが、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。上記を充足する方策として、全国共通の基本ルールが制定されるとともに各都
道府県事務局からその業務の一部を受託し、全国の旅行事業者からの申請等を一括して受け付ける
組織として統一窓口共同運営体（以下「統一窓口」という。）が設置されることになりました。
なお、宿泊商品や観光クーポンについては、県民割と同様に地方事務局にて申請等を受け付ける

こととなります。

２）定義等

 全国旅行支援による補助金は、旅行代金・宿泊料金（以下「旅行代金等」という。）に対して負
担軽減を目的として補助をする販売補助金（以下「販売補助金」という）と旅行先で幅広く利用
できる地域限定クーポン（以下「観光クーポン」）の２つ（以下総称として「補助金」という）
が一体となって構成されています。

 全国旅行支援事業の対象となる旅行は、日本国内に居住する旅行者による対象都道府県を目的と
する旅行となります。

 本事業のうち、国の要綱に基づく、基本的な制度をこの「取扱要綱」にて定めるものとします。
岡山県版の全国旅行支援事業「おかやまハレ旅応援割」全般の制度（観光クーポンや感染症拡大
防止策等を含む）および「おかやまハレ旅応援割事務局」で対応する業務については、「おかや
まハレ旅応援割 取扱マニュアル」にて定めておりますので、確認してください。

 本取扱要領は、適宜修正されますので、本事業の公式サイトにて必ず最新のものでご確認くださ
い。

３）事業期間

（１）宿泊を伴う旅行商品および宿泊商品
2023年１月１0日（火）～３月３１日（金）まで ※４月１日（土）チェックアウトまで

（２）日帰り旅行商品
2023年１月１0日（火）～３月３１日（金）まで

※ 準備の状況、予算執行状況、感染拡大の状況等で開始時期や終了時期が異なることがあります。
※ 感染拡大の状況等を踏まえ、補助金の交付を一時的に停止することがあります。
※ 事業者の準備が整った段階で販売を開始することができます。



４）販売補助金の対象となる商品

（１）対象となる旅行商品（本事業登録の宿泊施設の場合）
①宿泊商品
本事業登録の宿泊施設等（以下「宿泊施設」という。）で提供される宿泊サービスを含む商品である必要
があります。ただし、宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了日が同日（デイユース）であるも
のは除きます。
②宿泊を伴う旅行商品
旅行商品に含まれる宿泊施設は、岡山県に販売登録があることが必須となります。

●募集型企画旅行 ●受注型企画旅行 ●手配旅行

（２）補助金の対象とする商品の基準・考え方
①換金目的または換金性の高いものを含まない商品であること
換金性が高いものとは次のとおりです。
 金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券
等）ただし、金券類のうち次の条件を満たすものについては、商品に含めることが可能です。

A) 金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その他の物に記載または電磁的な方
法で記録されていること（金額の掲載はできません）

B) 記載されたその使途が、具体的に１つに特定または限定された複数の使途から旅行者が選択して１つに
特定できるものであること。

C) 記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
D) その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
 鉄道の普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）回数券、普通航空券（往復航空券や上位クラス利
用料金を含む）等
※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は、旅行商品に含めることが可能です。
 収入印紙や切手
②感染拡大防止の観点から問題がないこと
③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であること
④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
※特に需要動向や物価上昇などの影響を超えて、例えば合理的な範囲を上回るような高額な価
格設定をしていることが明らかである場合には、登録取消などの可能性があります。
⑤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
⑥行程に国外の地域が含まれないこと
⑦ライセンスや資格の取得を目的としないもの
⑧上記①～⑦のほか、対象商品として適切でないと認めるもの
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４）販売補助金の対象となる商品

（３）対象となる商品例（代表的なものを例示）
●大学ドライブサークルの合宿
●小学生のスキーレッスン郊外学習
●モーニングヨガ体験付き宿泊
●スポーツ観戦チケット付き旅行商品
●アマチュア大会参加のための旅行商品
●適切に感染対策を行った団体旅行
●感染拡大防止措置のとられている演歌歌手ステージが夕食後にある宿泊施設の利用
●宿泊施設で近隣の食事施設で夕食をとれる金額不記載クーポンを付帯した旅行商品
●宿泊代金が1万円の旅館において、特産の果物5千円相当が土産に付く旅行商品
●酒蔵めぐりツアーで地酒1本の土産付
●森林セラピストが同行するXX森セラピーツアー
●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

（４）対象外とする商品例（代表的なものを例示）
×ヨガライセンス取得講習付き商品
×ダイビング免許付き商品
×運転・操縦免許等（合宿）付き商品
×スキーの検定取得宿泊
×接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う商品
×宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品
×通常の宿泊料金を著しく超える物品（例：宿泊施設で販売をしている高級和牛肉など）付きの商品
×目的地に関係のないセラピーをするセラピスト同行旅行商品
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すでに予約されている旅行の取扱いについては
対象外となります

「全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割」を利用した宿泊商品は、
2022年12月21日（水）以降の新規予約・販売でなければ

補助対象となりませんので、ご注意ください。なお、
2022年12月21日（水）以降に予約の取り直しがあった場合は対象となります。

既存予約の取扱いについて



５）補助金

販売補助金適用率
旅行代金総額の２０％
※ ただし、端数処理は１円単位を基本としますが、事業者側の業務上の都合などにおいて、合
理的な理由がある場合は100円未満での切り捨てを許容します。

販売補助金の上限額
宿泊旅行 １人１泊あたり 3,000円
※ 交通付きの宿泊旅行については、１人１泊あたり 5,000円

日帰り旅行 1人あたり 3,000円

観光クーポン配布額

平日 2,000円 休日 1,000円
【県独自ルール（2023年2月末で終了）】
高校生以下の子どもを同伴する休日（宿泊代金3,000円以上）の場合、
子ども１人当たり＋1,000円の観光クーポン補助券を付与

「休日・平日カレンダー」（P15）
※ 休日は、宿泊を伴う旅行については、土曜日、その翌日が祝日である日曜日もしくは祝日ま
たはその翌日が土曜日である祝日をいい、日帰り旅行については、土曜日、日曜日または祝
日をいう。平日とは、休日以外の日をいう。

最低旅行代金等

宿泊旅行 １人１泊あたり
平日 3,000円 休日 2,000円
宿泊施設での直接予約、旅行会社及びOTA経由の予約も共通ルールが適用されます。
※ 最低旅行代金等未満の商品は販売補助金の対象となりません。

宿泊制限 ひとつの旅程において７泊までが補助金の対象

利用回数の制限 ありません
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６）販売補助金の対象となる商品の販売者

販売補助金の対象となる商品を販売する事業者は次のいずれかの者とします。これらの者が本事業
に参画する事業者（以下「参画事業者」という。）として指定を受けた場合に限り、対象とします。

（１）「おかやまハレ旅応援割事務局」で事業者登録の宿泊施設
岡山県内に所在し、旅館業法第 3 条第１項に規定する許可を受けた者が宿泊業者を営む施設又は
住宅宿泊事業法第 3 条第 1 項の届出により住宅宿泊事業を営む施設であること。ただし、「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６項に規定する店舗型性風俗特殊営業
に係る施設ではないこと。

（２）統一窓口で販売登録する販売者（旅行会社・ＯＴＡ等の「旅行事業者」）
第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定
旅行代理業、住宅宿泊仲介業のいすれかの登録をしている者 ※旅行サービス手配業は除く。

７）販売補助金の対象となる商品の販売者が遵守すべき事項

事業者の申し出を受けて、当該事業者が次のいずれにも適合すると認めるときは、参
画事業者としての登録を認め、かつ参画事業者はそれらを遵守するものとします。

1. 岡山県の定める感染拡大防止策を講じていること。
2. 本取扱要領の規定の他、岡山県や統一窓口の定める各種規定類やそれらに関して発信される情報に
従うこと。

3. 旅行者全員の本人確認および居住地確認が必要となるので、旅行者への適切な周知と必要に応じて
旅行事業者でのその役割を担うこと。

4. 事業者が本事業の補助金の対象となる商品を販売した場合、観光クーポンの適切な配布が行われる
よう、旅行事業者は宿泊事業者などに通知を行うこと。

5. 参画事業者は、関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
6. 正当な理由なく、特定の旅行者が支援を受けられないなどの差別的な取扱いをしないこと。
7. 販売補助金と観光クーポンが一体とならないような補助金の交付を行わないこと。
8. 架空予約など、旅行や施設の予約を捏造しないこと。
9. 旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定められ
た行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しないこと。

10.旅行代金等の水増しなど、補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。
11.本事業以外の国または地方自治体の補助金等の交付を受けている場合で、本事業による補助金の金
額との合計が販売価格（税およびサービス料を含む。以下同じ。）を超えるもの（国または地方自
治体の補助金等が重複するもの）については対象外です。

12.反社会的勢力の排除
次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。また、次に掲げる者はいずれについても、当方の経営
に実質的に関与していないこと。また、必要な場合には、岡山県警察本部に照会することを承諾し
ます。
①暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成22年岡山県条例第57号）第2条第2号に規定する暴力団
員等をいう。以下同じ。）に該当する者
②暴力団（岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員
等の統制下にある者
③暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
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１）登録申請とは

情報登録および販売補助金対象となる商品の提供および販売補助金を受けるための申請。

２）登録申請の具体的な手続き（岡山県の宿泊施設の場合）

①申請方法
原則、メールまたはFAXによる申請となります。

Emailアドレス：okayama_tabiwari@bsec.jp
FAX番号：086-201-9955

メールまたはFAXに対応できない場合、おかやまハレ旅応援割事務局（電話番号：086-201-
9912）までご連絡ください。

②申請に必要な書類
全国旅行支援「おかやまハレ旅応援割」登録申請書（宿泊施設）
全国旅行支援「おかやまハレ旅応援割」募集要項兼同意書
登録の解除を希望することになった場合は、速やかにおかやまハレ旅応援割事務局（電話番号：
086-201-9912）までご連絡ください。

３）月次報告・実績報告の期間と方法（岡山県内の宿泊施設の場合）

報告期間と方法
当該事業が完了するまでの間、各月１日から月末までの実績について各翌月１０日までに
以下記載の提出書類を「おかやまハレ旅応援割事務局」宛に送付してください。提出の際は、ス
ターターキットに同封の佐川急便の送付状をご利用ください。

提出書類
 【様式１】全国旅行支援「おかやまハレ旅応援割」補助金申請書
 領収書の写し（領収日、代表者名、宿泊日等（チェックイン日）、補助金適用前の宿泊代金
及び補助金額が確認できるもの）

 【様式２】販売補助金精算申請額内訳シート
 観光クーポン補助券 在庫管理簿兼利用履歴リスト

３．本事業における登録手続きについて

事業者登録および旅行商品販売補助金の精算管理窓口

岡山県内の宿泊施設 おかやまハレ旅応援割事務局

旅行会社・ＯＴＡ 全国統一事務局

mailto:okayama_tabiwari@bsec.jp


岡山県

Ｂ県
（事業実施中）

① 都道府県（知事）の判断により事業停止した場合
② 当該都道府県の区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合
③ 国が都道府県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合

岡山県を目的地とする旅行において、岡山県の感染状況が悪化した場合

感染状況等により事業が停止された都道府県の全部または一部の区域から出発する旅
行は、次の①～③のいずれかに該当するかを確認の上、下記の通りの取扱いとなります。

記載内容はあくまで「補助対象になるかどうか」について示すものであり、当該都道府県居住
者の旅行を妨げるものではありません。

ア）感染状況等を考慮した上で、岡山県知事の判断で事業停止する場合

イ）岡山県の一部区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合

ウ）岡山県の感染状況が相当程度悪化していると国が判断した場合

岡山県
（事業停止）

Ｂ県
（事業実施中）

① 岡山県への旅行に対して補助金は
適用されない

※原則、全国旅行支援適用として
予約された場合は補助金の適用可能。
① 岡山県を出発する旅行者への制

限はない

岡山県

Ｂ県
（事業実施中）

① 措置区域では双方の旅行に対して
補助金は適用されない。

② 措置区域以外では双方の旅行に
対して補助金の適用可能。

③ 岡山県の判断で措置区域外も事
業停止とした場合、補助金は適用
されない。

※①③においても原則、
全国旅行支援適用として予約
された場合は補助金の適用可能。

措置区域
（事業停止）

区域外

１

２

１

２

３

４．本事業停止中の都道府県から出発する旅行の取り扱いについて

措置区域
（事業停止）

１

区域外

① 双方の旅行に対して補助金は
適用されない。



５．利用条件について

チェックイン時の対応

申請書 本人確認
書類

いずれか

ワクチン接種証
明書（接種歴３
回以上）

旅行当日有効な
「陰性証明書（検
査結果通知書）」

宿泊施設
（直接予約） 必要 必要 いずれかの確認が必要

旅
行
会
社

対面 不要 必要 不要 必要

非対面 不要 必要

O
T
A

クーポン
取得済 不要 必要

クーポン
未取得 必要 必要

１ ２ ３

提出

提示

必要

不要

不要

不要

必要

不要

必要

必要

必要

必要

必要

いずれかの確認が必要

必要

提示

年明け以降より、以下の見直し等により宿泊施設におけるチェックイン時
の対応が変更となりますのでご注意ください。

①申請書の提出範囲（旅行会社・OTA（クーポン取得済）は不要）
②旅行会社の対面販売時におけるワクチン接種証明の事前確認

いずれかの確認が必要

いずれかの確認が必要

いずれかの確認が必要

旅行会社で実施



６．販売補助金の算出方法（補助金の内訳）

販売補助金算出における基本手順

割引の適用を受ける旅行商品は、最低旅行代金を上回る必要があります。事前にご確認の上、
旅行者に混乱が生じないようご予約を受け付る際、その旨をお伝えいただき、自社サイトにも
明示くださいますようお願いいたします。

＜参考＞基本ルールによる補助内容 イメージ図

旅行者支払額
総額の80％

旅行代金
割引補助額
総額の

20％

観光クーポン

平日 2,000円
休日 1,000円

旅行代金 100％

旅行者への補助
（販売補助金と観光クーポンが1セット）

１

２

端数の処理は、1円単位での切り捨てが基本ですが、事業者の業務上の都合などにおいて合理的な理由がある
場合は100円未満までの切り捨てを許容します。

旅行代金総額に対して２０％を乗じます
参加者が複数いる場合は、参加者全員の旅行代金を足し上げた総額に対して２０％を
乗じます。

旅行商品タイプごとの1人1泊あたりの割引上限額を泊数と参加人数で乗じます
原則、子供料金や無料乳幼児も1人として計算します。なお、無料乳幼児については
除いて計算することも可能とします。

３ 手順①と②で算出して金額の低いほうを実際の割引補助額とします

手順

宿泊旅行商品 1人１泊あたり 3,000円
■販売補助金の上限額

【旅行会社・ＯＴＡ】旅行者の移動のための交通を含む宿泊旅行商品 1人１泊あたり 5,000円
【旅行会社】日帰り旅行商品 1人１日あたり 3,000円

■旅行代金下限額と補助率・観光クーポン配付の関係

【県独自ルール（2023年2月末で終了】高校生以下の子ども（ 2004年（Ｈ16年）4月2日以降に生まれた方であれば高校生
以外でも可）を同伴する休日利用で1人１泊あたり3,000円以上の宿泊代金(税込)の場合、その子ども1人1泊につき＋1,000
円の観光クーポン補助券を追加でお渡しします。同伴の保護者が利用条件を満たしていることが前提です

１人１泊あたり
宿泊代金(税込)

販売補助金適用率
販売補助額上限額

１人１泊あたり 3,000円

観光クーポン補助券付与額

平日 休日

3,000円以上 20％ 2,000円
1,000円

【県独自ルール】
2023年2月末で終了

高校生以下の子ども＋1,000円

2,000～2,999円
平日 休日

なし 1,000円
なし 20％



旅行商品下限を下回る場合は補助対象外

本事業では、観光クーポン補助券が定額（平日2,000円/休日1,000円）で配布されるため、廉価な
旅行商品では補助金を受け取ることにより旅行者への利益が発生する場合があります。そのような
事態の発出を抑制する（旅行者への実質負担額を０以上にする）観点から、補助対象となる旅行商
品下限（以下、「旅行代金下限」という）を設定しています。この旅行代金下限を下回る旅行商品
は、補助対象となりません。
■確認手順
①次の算出方法で、旅行代金の平均値（1人１泊あたり）を算出します。
旅行代金÷（宿泊数×人数） ※原則、子供料金や無料乳幼児も人数に含みます。

②旅行代金下限と①を比較し、①が旅行代金下限を下回る場合は本事業の補助対象外となります。

６．販売補助金の算出方法（補助金の内訳）

本事業以外の各種販売補助金を併用した場合の補助金の算出

価格決定権がある事業者が、補助対象となる特定の商品に対して割引クーポン、マイレージ、ポ
イント等を付与する行為は、旅行代金を不当に吊り上げ、国の補助金を多く引き出す手法となりえ
ます。当該サービスにおいては、次のように取扱いください。
 旅行代金を直接割り引くもの：価格決定権がある事業者による自らの特定商品に使用可能な割引
クーポンを適用した後の価額が基準となります。（下記算出イメージ）

 現金と同等の価値を旅行者に提供するもの：価格決定権がある事業者による自らの特定商品にマ
イレージ・ポイントを付与する行為は禁止です。但し、商品購入と同時に自動的に付与されるシ
ステムとなっているため設定を外すためにはシステム改修が必要になる場合はその限りではあり
ません。

上記以外の割引クーポン等は、旅行者の実質負担額が0円を下回らないよう留意のうえ、通常通り
取り扱いください。

旅行代金 大人１名10,000円
割引クーポン 1,000円

本事業以外の割引クーポンを併用した場合の例

旅行代金（10,000円）から割引クーポン（1,000円）分を引いた額をもとに販売補助金を算出。
10,000円ー1,000円＝9,000円 9000円×20％＝販売補助額は1,800円

割引クーポン適用後の9,000円が販売補助金の算出基準

旅行者支払額7,200円 販売補助金1,800円

割引クーポン
1,000円



OTA経由で現地払いの利用者について、重複適用は宿泊施設の責となります

利用者が、オンライン上で既に本事業の販売補助を適用をしているにもかかわらず、
宿泊施設にてそれを確認せず、現地払いの際、さらに販売補助金を適用する重複適
用は、補助対象になりません。重複適用は、宿泊施設の責となり、販売補助金の申
請をされましても、対象外となりますので、くれぐれもご注意の上お取り扱いくだ
さい。
また、利用者にもその旨をご案内し、適切にご対応ください。

旅行代金 大人１名10,000円
OTA上で本事業販売補助金（割引クーポン） 2,000円

本事業の販売補助金をオンラインで適用して残りを現地払いの場合

旅行代金（10,000円）で、オンラインで本事業販売補助金（2,000円）を適用し、残りを現地払
いの場合、旅行者がチェックイン時に支払う額は、 10,000円ー2,000円＝8,000円 となりま
す。

旅行者支払額8,000円 販売補助金2,000円

オンラインで本事業の
販売補助金を適用

６．販売補助金の算出方法（補助金の内訳）



7．観光クーポン補助券のお渡しについて

申込み事業者 観光クーポンの配布

宿泊旅行
（交通なし） 宿泊施設 旅行会社 OTA チェックイン時に宿泊施設が旅行

者にお渡しする

宿泊旅行
（交通付き） 旅行会社 OTA チェックイン時に宿泊施設が旅行

者にお渡しする

日帰り旅行 旅行会社 旅行当日に、旅行会社が旅行者に
お渡しする

お渡しする
観光クーポン

平日 2,000円

休日
1,000円
【県独自ルール】2023年2月末で終了
高校生以下の子どもを同伴する場合、子ども1人1泊当たり＋
1,000円を追加配付（１人当たり旅行代金3,000円以上の場合）

利用条件を満たしている旅行者に観光クーポン補助券をお渡しください。
観光クーポンの取り扱いについて詳しくは【宿泊施設様用】取扱マニュアル
をご確認ださい。

「全国旅行支援おかやまハレ旅応援割」では、
宿泊旅行割引でお渡しする観光クーポン補助券は

旅行会社・OTA経由の申込みも
宿泊施設でのお渡しです

全国旅行支援おかやまハレ旅応援割」では、宿泊施設での直接予約分のほか、統一窓口基本
ルールに基づき、旅行会社・OTA経由での宿泊旅行について、宿泊施設が旅行者に観光クーポ
ン（人数分）をお渡しするシステムとしています。



宿泊旅行については、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。

平日の背景色は 白色 休日の背景色は 黄色 で確認いただけます。

宿泊旅行
平日・休日カレンダー

2023年1月
日 月 火 水 木 金 土

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2023年2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

2023年3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

高校生以下の子ども（2004年（Ｈ16年）4月2日以降に生まれた方であれば
高校生以外でも可）を同伴する休日利用で1人1泊あたり3,000円以上の宿泊
代金（税込）の場合、その子ども1人1泊につき＋1,000円の観光クーポン補
助券を追加でお渡しください。
※同伴の保護者が利用条件を満たしていることが前提です。

2023年
２月末
まで

クマのイラストが入った箇所は
岡山県独自ルール（2023年2月末まで）が適用されます。



宿泊を伴う旅行とは

 「①宿泊サービス」のみで補助の対象商品となります。
 「②運送サービス（※１）」および「③物品やサービス」を加えることが可能です。
 旅行会社などが造成する「②運送サービス」を含む旅行商品について、統一窓口が別途定
める条件を満たす場合のみ、販売補助金の上限額は1人1泊あたり5,000円となります。

①宿泊サービス

②運送サービス(旅行会社・OTAのみ)

③物品や物品やサービス（宿泊施設でも可）

宿泊を伴う旅行商品
販売補助金の上限は1人1泊あたり3,000円です。
「個人で手配・利用する運送サービス」や「事前に予約を行っていないもの」は
補助の対象外です。

「おかやまハレ旅応援割」に参画登録のある
「宿泊施設」

（例）旅館、ホテル、民泊など（デイユース除く）

飛行機 タクシー 船舶 バス 鉄道

食事・飲み物 入場観光施設 レンタカー
レンタサイクル

旅行目的地に
見合った土産

体験型アクティビティ

統一窓口が別途定める条件を満たす場合：販売補助金の上限額は5,000円
※手配内容を証明する書類がない場合は、別途「利用を証明する書類」の保管が必要となります

（※１）対価（運賃）を得て旅客を輸送するサービス（例えば鉄道、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）です。場所的移動を伴う必要があります。

8．その他（参考）



宿泊サービスにプラスαする物品やサービスの判断例
次に示す判断例は、あくまでも一例です。

No. 物品やサービス 可否 備考

1 航空：団体割引運賃、団体包括運賃、個人包括運賃 〇

2 航空：普通航空券、個人用各種割引運賃 × 旅行事業者における適切な管理がなされたこと
を証明する書類の保管をする場合に限り対象

・航空の場合：搭乗証明書、搭乗案内書
・鉄道の場合：使用済原券、乗車かつ降車
を証明できる書類 等

3 鉄道：個人用の乗車券、特急券、寝台券、指定席券、
地域周遊きっぷ等 ×

4 鉄道：JR団券、団体乗車券、団体特急券 ×

5 鉄道：JR券マル契乗車票（企画乗車券） 〇

6 貸切バス 〇

7 乗合バス：定期観光バス、高速バス 〇

8 乗合バス：路線バス 〇 予め行程と料金が決まっていない場合は対象外

9 観光タクシー、ハイヤー 〇 予め行程と料金が決まっていない場合は対象外

10 船舶：フェリーや航路の航送料金（自家用車）
特殊手荷物（二輪車） 〇 自家用車・二輪車以外の航送料金は対象外

11 船舶：遊覧船 〇

12 索道（リフト・ロープウェイ、ケーブルカー等） 〇

13 レンタカー 〇

14 自家用車 ×

15 食事・飲み物 〇

16 お弁当 〇 車内での飲食は禁止

17 お土産 〇

18 観光・入場 〇

19 体験型アクティビティ等
（ダイビング、サーフィン、そば打ち、果物狩り、等） 〇

20 ライセンスや資格等の取得費用 ×

21 添乗員・ガイド同行費用 〇

22 旅行計画作成にかかる企画料金※受注型企画旅行 〇

23 旅行業務取扱料金 ※手配料金 〇

24 金券類等 ×

25 旅行者の手配による運送サービスや現地アクティビティ等 ×

26 お布施や賽銭等実質的な喜捨金（寄附）に該当するもの × 拝観料に限り対象

8．その他（参考）



宿泊事業者の確認義務
（1）宿泊事業者が本事業対象の商品を販売する上で必ず対応すること

本要領にて記載のとおり本事業を円滑に実施するため、岡山県が定める本事業の運
用の一部を宿泊事業者が担う必要があります。
次の内容を確認の上、適切に対応ください。

①旅行者に対する案内義務
本事業の補助金の対象となる商品を販売した場合、次の内容を旅行者へ周知し、そ

の同意を取ってください。

《本人確認および居住地確認の詳細》
本事業においては、「氏名および住所」が確認できる本人確認書類（運転免許証

等）にて、旅行者全員の本人確認および居住地確認（以下「本人確認等」という）が
チェックイン時に行われる必要があります。
事務局の審査において、本人確認書類として認められるものの詳細は、【宿泊施設

様用】取扱マニュアルに記載しています。後日の提出は認められませんので、ご注意
ください。

②チェックイン時の対応
（ア）本事業作成の補助金申請書の受領（宿泊施設に直接予約の場合）

本事業の補助を受ける場合は「【全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割】補助金
申請書」を旅行者に案内のうえ受領してください。

（イ）本人確認等、ワクチン接種歴や検査結果の確認
本人確認等およびワクチン接種歴や検査結果の確認を、規程のとおり対応してく

ださい。

（2）旅行者がチェックイン時に補助の対象外となった場合
グループの内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」等の基準を満たし

ていない場合、基準を満たしていない者のみを対象外とします。

宿泊事業者の責務

宿泊商品に関する岡山県の規程を自身で出発までに確認すること
• チェックイン時に「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

8．その他（参考）

【例】５人グループで１人だけが証明書類を持参しなかった場合

父 母 子ども（１１歳） 祖父 祖母

「陰性証明書（検査結
果通知書）」所持あり 所持忘れ 「ワクチン接種証明書

（２回）」所持あり
「ワクチン接種証明書（接
種歴３回以上）」所持あり

「ワクチン接種証明書（接
種歴３回以上）」所持あり

対象 対象外 対象 対象 対象

例
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