
R3.10.13現在 兵庫県観光局観光企画課　作成

※ 赤字は、前回掲載分から追記・更新したものです。

番号 質問 回答

1 今回の事業の目的は何ですか。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により旅行需要が
落ち込み大きな打撃を受けている県内宿泊・旅行業の回復
を支援するため、新たな観光需要の創出に向けた取組みと
して、県民限定の旅行・宿泊代金割引とクーポン券の配布
事業を実施します。

2 どんな制度内容ですか。

県内居住者に販売する旅行・宿泊代金の区分に応じた定
額を県が支援するものです。支援額の上限は１人5,000円
です。旅行会社が販売する企画旅行であれば日帰り旅行
も対象となります。

3

【プレ実施】
プレ実施期間に宿泊したい旅館がＯＴＡでし
か空室がありません。同じ旅館に宿泊するの
に、なぜ支援を受けることができないのですか

今回のプレ実施事業の目的の一つが県内の観光関連の事
業を営む者の支援になります。利用者様にはご不便をおか
けしますが、ご了承ください。

4
【プレ実施】
プレ実施に期間は定められていますか

事業開始から12月31日旅行、宿泊分までが対象です。

5
【プレ実施】
プレ実施における、対象者の確認事項を整理
してください

確認事項は下記のとおりです。
①県民であること　※身分証明書で確認
②ワクチン接種証明書またはPCR検査陰性証明書
※ワクチン接種は2週間以上の経過を、PCR検査は出発日
前日から起算して3日以内であることの確認
③ワクチン未接種の場合は、同居人かつ原則4人以下であ
ること
※身分証明書で確認
※居住実態が同一住所であるとの申出があった場合でも、
身分証明書で同居人の確認ができなければ事業の対象外
となります。
※同居人とは、身分証明書記載の住所が同一の方です

6
感染状況の指標数値が全てステージⅡの基
準を下回れば自動的にOTAが利用できる本
格実施になりますか（利用開始できますか）。

感染状況の指標数値が全てステージⅡの基準を下回って
も、その時点で自動的に事業開始（利用開始）できるように
なるわけではありません。
あくまで感染状況のステージ判断は、県が指標数値などを
総合的に判断して知らせします.

7
いつまでの旅行・宿泊が事業の対象になりま
すか。

事業開始から令和３年１２月３１日まで（宿泊については令
和４年１月１日チェックアウトまで）の旅行・宿泊が対象にな
ります。※予約・販売期限が令和３年12月31日までに延長
となりました。

8
割引を行う事業者として登録できるのはどのよ
うなところでしょうか。

県内の宿泊事業者（旅館業法第3条第１項又は住宅宿泊
事業法第22条第1項の許可事業者）及び県内旅行商品を
販売する旅行会社（旅行業法第3条の登録事業者）が登録
できます。
　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（昭和23年法律第122号）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を営んでいる事業者は登
録できません。

県民向けの旅行・宿泊代金割引・クーポン券配布事業
Q＆A（旅行・宿泊割引・宿泊事業者向け）

旅行・宿泊代金（１人泊） 支援金額

10,000円以上 5,000円

8,000円以上10,000円未満 4,000円

6,000円以上8,000円未満 3,000円

4,000円以上6,000円未満 2,000円
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番号 質問 回答

9
【プレ実施】
OTAのみと契約している宿泊施設は、プレ実
施の対象外となるのか。

対象外です。本格実施までお待ちいただくか、宿泊施設へ
の直接予約又は、旅行代理店経由での予約のための手続
きをお願いします。

10
支援を行う事業者として登録を希望するので
すが、どのような手続きが必要ですか。

事業者種別・販売ルートごとにキャンペーン事務局を設置
していますので、お問合せください。
【宿泊事業者】℡050-3163-8112
【旅行会社】℡078-599-7762
【OTA】℡090-7762-7809

11 どのような料金が割引対象になりますか。

対象施設（本事業に登録した宿泊施設、旅行会社）が提供
する宿泊旅行商品、募集・受注型企画旅行（日帰り旅行含
む）及び手配旅行、宿泊施設による宿泊サービス（県内在
住者を対象とした、兵庫県を目的地とするもの）が対象にな
ります。

12
今回の事業の対象商品の販売に際して事業
者として必要な対応はありますか？

対象商品の販売に際しては、国の補助事業を受けて実施
していることを明らかにしていただくとともに、本来の価格と
割引後の価格（支援後の価格）を明示し、その差額に対し
県から支援があることを明確に認知できるようにしてくださ
い。

13
【プレ実施】
対象商品の販売者として留意しなければなら
ないことはありますか？

対象商品を取引先等の関係者に優先販売しないでくださ
い。その旨を販売者の間の契約書で規定するようにしてく
ださい。
プレ実施においては、2回接種完了の方またはPCR検査陰
性証明がある方は人数制限なしに支援対象となります。
また、『同居人かつ原則4人以下の旅行』は、濃厚接触が限
定され、感染リスクが低減するので事業の対象としていま
す。よって、『ワクチン接種が必須』といった不適切な説明
はしないでください。

14
子ども料金の適用者が含まれる場合、支援金
額はどのように算出するのですか？
【R3.10.12更新】

旅行・宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で
割ることにより1人1泊あたり宿泊代金を算出し、支援金額を
判定します。
＜例＞
　大人２人、子ども１人の家族旅行のケース
　宿泊代大人1人13,000円、子ども1人7,000円
　⇒旅行・宿泊代金総額　33,000円
　　1人泊当たり代金総額
　　33,000円÷３＝11,000円
　　１人あたり割引支援額　5,000円
　　支援総額は5,000円×３人＝15,000円
　　クーポン券は3名に各1,000円分配布

15

旅行・宿泊代金のかからない乳幼児が含まれ
る場合、支援金額はどのように算出するので
すか？
【R3.10.12更新】

旅行・宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で
割ることにより1人1泊あたり宿泊代金を算出し、支援金額を
判定します。
＜例＞
　大人２人、乳幼児１人の家族旅行のケース
　宿泊代大人２人13,000円、乳幼児1人0円
　⇒旅行・宿泊代金総額　26,000円
　　1人泊当たり代金総額
　　26,000円÷３＝8,666円
　　１人あたり割引支援額　4,000円
　　支援総額は4,000円×３人＝12,000円
　　クーポン券はなし
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番号 質問 回答

16

旅行会社で販売する企画旅行でレンタカーな
ど１人あたりの価格設定がないオプションがつ
いている場合、１人あたりの旅行代金はどのよ
うに算出するのですか？

オプションを含めた当該旅行に係る代金の総額を算出し、
それを参加人数で割ることにより１人あたりの旅行・宿泊代
金を算出します。
＜例＞
大人2人、乳幼児1人の家族旅行のケース
　宿泊代大人1人11,000円、乳幼児0円
　レンタカー代8,000円のプランを利用
　旅行・宿泊代金総額
　11,000円×2人＋8,000円＝30,000円
　１人泊当たり代金
　30,000円÷３人＝10,000円
　⇒１人当たり割引支援額5,000円
　　支援総額は5,000円×３人＝15,000円
　　クーポン券は３名に各1,000円分配布

17

上記のケースで、１人あたりの価格設定がな
いオプション分を含めず、１人あたりの代金が
明確な部分のみで支援金額を算定しても構
わないですか？

構いません。

18

事前に予約した宿泊代金のほか、宿泊施設
の滞在時に酒類を購入しチェックアウト時に支
払を行った場合の酒類の代金など、宿泊施設
での滞在時に追加で支払を行ったものも、支
援対象となる旅行・宿泊代金に含まれます
か？

事前に予約を行っていたもののみが旅行・宿泊代金に含ま
れます。宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービス
については旅行・宿泊代金に含まれません。

19

事前に旅行会社で予約した企画旅行に加え
て、現地で企画旅行に含まれていない食事代
を支払ったり、フリー時間に観光施設を訪れ
て入場料を支払った場合、これらの食事代や
観光施設入場料は支援対象となる旅行・宿泊
代金に含まれますか？

事前に旅行会社で予約した企画旅行の代金のみが旅行・
宿泊代金となります。現地で別途支払った食事代や観光施
設入場料は旅行・宿泊代金に含まれません。

20
宿泊客がクーポン券の配布対象となる場合、
旅行会社として必要な手続きはありますか？
【R3.10.12更新】

当該旅行・宿泊に係る代金の総額を算出し、それを参加人
数で割ることにより、当該宿泊客に配布すべきクーポン券の
額を算出し、クーポン券事務局に伝達してください。

21
感染状況により事業開始後に一時停止になる
ようなことはありますか。

新規予約を停止したのちに、全面停止とします。
下記の①②の条件両方に該当したときを目安とし総合的に
判断し、お知らせします。

22
プレ期間中に、本事業の実施を見越して予約
をしたのに本事業が実施されない場合、キャ
ンセル料は必要ですか

キャンセル料は、本事業の支援対象ではありません。
料金は宿泊施設または旅行会社にお問い合わせください

①感染状況の指標 ②病床使用率の指標

新規予約停止

直近１週間の新規患者

数が１週間連続で上昇

傾向となったとき

病床使用率及び重症病

床使用率が１週間連続

で上昇傾向となったと

き

全面停止

新規患者数が人口10万

人対25人以上となった

とき

病床使用率及び重症病

床使用率が50％を超え

たとき
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番号 質問 回答

23
感染状況が悪化して、事業期間が短縮された
場合など、割引の扱いはどうなりますか。

事業期間外の旅行・宿泊については県の支援対象にはな
りません。感染状況の悪化に伴う事業停止等により規定の
キャンセル料が発生した場合、利用者の負担となります。

24

予約時には旅行日はステージⅡ以下であっ
たが、その後感染者が増えて旅行日がステー
ジⅢ以上になった場合は割引が適用されるの
でしょうか。

感染状況の悪化に伴い事業停止になった期間は割引が適
用されません。

25
事業開始後、ステージⅡからステージⅢにな
ると、割引の対象日程は延長になりますか。

現在のところ、12月31日チェックイン分までが対象です。予
約・販売期間が、令和３年12月31日までに延長となりまし
た。

26
【本格実施】
感染状況の指標は、どこを見ればわかります
か。

県HPの下記URLの添付エクセルファイルで翌日更新され
ます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html
「■国が示す感染状況のステージ指標
　（EXCEL)令和３年４月16日以降の指標」
なお、この指標だけをもって本事業の予約開始、前売券の
利用開始などを独自に判断しないでください。

27
１事業者（１施設）あたりの割引上限額（施設ご
との割引額の配分）はありますか。

１事業者（１施設）あたりの割引上限額については、お示し
するかどうかを含め、県と事務局で協議し、取り扱いを決定
します。

28
民泊、ゲストハウス、農家民泊は対象施設とし
て登録できますか。

旅館業法の許可施設、住宅宿泊事業法の届出施設であれ
ば登録できます。

29
会員制ホテルやカプセルホテルは対象施設と
して登録できますか。

旅館業法の許可施設であれば登録できます。

30
ウィークリーマンションは対象施設として登録
できますか。

登録できません。

31
キャンプ場、コテージ、バンガロー、グランピン
グ施設は対象施設として登録できますか。

旅館業法の許可施設であれば登録できます。

32
旅行会社の県外の支店（店舗）は登録できま
すか。

県民向けの県内旅行を販売する店舗であれば、県外の支
店（店舗）であっても登録できます。

33
事業者の宿泊施設内にGoToイートに参画し
ている飲食店がありますが、宿泊プラン内にそ
の飲食店を入れる場合は対象になりますか。

宿泊施設が施設内にある飲食店と宿泊のセットプランを作
る場合は、GoToイートに参加している飲食店でも対象となり
ます。

34
出発地や帰着地、立ち寄り先、宿泊先が県外
である旅行は割引対象になりますか。

対象になりません。出発地や帰着地、立ち寄り先、宿泊先
はすべて県内であることが必要です。

35
県外から県内への旅行商品は対象になります
か。

対象となりません。
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36
県内から県外への旅行商品は対象になります
か。

対象となりません。

37
宿泊料の割引対象経費には消費税、入湯税
も含まれますか。

対象経費には、消費税、入湯税も含みます。しかしながら、
入湯税に関しましては、旅館に直接支払う場合や、システ
ムやクーポン発券の都合上、現地にて入湯税を支払う場合
は支援対象とならない場合がございます。

38
宿泊料以外の経費（館内施設利用料、ドリンク
代、お土産品購入代等）も対象となりますか。

あらかじめ宿泊プランに含まれるもの以外は対象外となりま
す。

39
旅行代金に含まれる鉄道乗車券・特急券、バ
ス料金、フェリー代金は割引対象になります
か。

募集・受注型企画旅行であれば対象になります。

40
鉄道の普通乗車券・特急券・回数券、普通航
空券だけの購入は割引対象になりますか。

普通乗車券など、払戻手続き等を受けることで割引前の金
額の返金を受けるものは、不正受給につながるおそれがあ
ることから、それのみを購入する場合は対象外とします。

41
本事業の支援対象となる「日帰り旅行」とはど
のようなものでしょうか。

旅行会社が販売する募集・受注型企画旅行日帰り旅行商
品が対象となります。なお、日帰り旅行商品においては、同
日中に発地に戻ることが予定されている運送サービス並び
に旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供
する運送及び宿泊以外の旅行サービス等を含む必要があ
ります。

42
宿泊代金にスキー場のリフト代やゴルフ場の
プレー料金が含まれるセットプランは、割引対
象になりますか。

旅行会社で旅行プランとして販売する場合は、対象になり
ます。

43
旅行代金に体験アクティビティなどのオプショ
ン代金、施設入場料が含まれている場合は割
引対象になりますか。

旅行会社で旅行プランとして販売する場合は、対象になり
ます。

44 免許取得合宿は割引対象になりますか。
免許取得合宿のような、資格の取得や受講を目的とするも
のは対象となりません。

45 子ども料金についても割引になりますか。 対象になります。

46
二人で宿泊をした場合は、最大いくら割引さ
れますか。

１泊につき一人あたり最大5,000円を割引しますので、二人
の場合、１泊につき最大10,000円になります。

47
対象施設の宿泊プランは、全て割引対象にな
りますか。

すべて対象としていただく必要はありません。各施設で対
象プランをご判断いただいて構いません。

48
旅行会社の取扱料金は旅行代金に含まれま
すか。

旅行会社で掲示されている旅行業務取扱料金表による金
額は含まれます。

49
企業等の懇親旅行、研修旅行は割引対象と
なりますか。

参加する社員が兵庫県民であれば割引対象になります。
企業が負担する部分については、人数按分し、兵庫県民
である社員にかかる代金のみが割引対象になります。
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50
【プレ実施】
12歳未満の子どもはワクチンを接種できない。
家族旅行と学校行事で取り扱いが違うのか。

プレ実施において、同居家族であればワクチン接種を問い
ません。よって、同居の家族旅行であれば事業の対象とな
ります。
12歳未満の児童が参加する学校行事等は、同居家族以外
との旅行になるのでPCR検査による陰性結果の提示が必要
です。PCR検査は保護者負担であることと、検査を児童に
求めることが妥当であるのか、主催者において慎重にご検
討ください。PCR検査を求めることが妥当ではないと判断さ
れた場合は、本格実施までお待ちください。

51
【プレ実施】
ワクチンを接種した中学生、高校生の修学旅
行にプレ実施は利用できるのか。

中高生はワクチン接種の対象年齢ですが、体質により接種
できない生徒も存在することが想定されます。
兵庫県からは接種していない人に対して、接種の強制や差
別、いじめ、職場や学校等における不利益な取り扱いを行
うことのないよう、ご理解とご協力をお願いしています。
上記のことから、修学旅行等の学校行事については本格
実施までお待ちください。

52
業務上の長期滞在は対象外とされています
が、業務上の長期滞在とは具体的にどういうも
のを指すのでしょうか。

専らビジネス目的で複数日連続して滞在する場合を指しま
す。ただし、ワーケーションなど観光目的が含まれるものは
対象となります。

53 修学旅行は対象になりますか。

県内に所在する学校の修学旅行等（修学旅行、遠足、社
会科の見学、移動教室、体験活動などの校外で行う活動を
含む。）であれば、参加する生徒等の居住地にかかわらず
対象となります。（ただし、プレ実施を除く）

54 定期観光バスは対象になりますか。
旅行会社で旅行プランとして販売する場合は、対象になり
ます。

55
本事業が開始した時点で既に予約・販売され
た旅行は対象となりますか。

対象となりません。本事業開始日以降に、旅行契約を締結
した旅行のみです。

56
現在既に予約されている旅行・宿泊は、ス
テージⅡ以下になれば、自動的に割引が適
用されるのでしょうか。

既予約分は割引の対象外となります。

57
連泊した場合も対象となりますか。
【R3.10.12更新】

宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で割るこ
とにより1人1泊あたり宿泊代金を算出し、支援金額を判定し
ます。
連泊についても、１日あたり最大5,000円の割引を行いま
す。例えば２泊された場合は、最大10,000円（5,000円×２
泊）の割引となります。ただし、同一の宿泊施設の場合、５
泊までを上限とします。
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58
１旅行で複数の宿に宿泊した場合、支援金額
はどのように算出するのですか？
【R3.10.13更新】

【宿泊施設に直接予約】
宿泊施設ごとに、宿泊代金の総額を基準として、日数及び
参加人数で割ることにより1人1泊あたり宿泊代金を算出し、
支援金額を判定します。
＜例＞
　大人１人が２泊３日の旅行をしたケース
　宿泊代大人1人1日目20,000円、2日目6,000円
　⇒１人あたり割引支援額１日目5,000円、２日目3,000円
　　支援総額は5,000円＋3,000円＝8,000円
　　クーポン券は１日目に2,000円分配布
【旅行会社で予約、購入】
宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で割るこ
とにより1人1泊あたり宿泊代金を算出し、支援金額を判定し
ます。
＜例＞
　大人２人が２泊３日の旅行をしたケース
　宿泊代大人1人1日目20,000円、2日目6,000円
　レンタカー代8,000円
　⇒旅行代金総額60,000円
　　1人泊あたり代金
　　60,000円÷2日÷2人＝15,000円
　　１人あたり割引支援額5,000円×2日×2人＝20,000円
　　クーポン券は１日目に2,000円分を2枚配布
　　　　　　　　　　2日目に2,000円分を2枚配布

59
県からの支援額以上に割引を上乗せした旅
行・宿泊商品を販売することは可能ですか。

県が支援するのは宿泊・旅行代金の1/2を基本に、旅行・
宿泊代金の区分に応じた定額（上限5,000円）ですが、事業
者負担で割引を上乗せした旅行・宿泊商品を販売すること
は可能です。

60
割引分に対する県からの支援金はいつ支
払ってもらえますか。

旅行者が実際に旅行・宿泊した後に、宿泊施設・旅行会社
から事務局に請求をいただき、お支払いします。旅行・宿
泊商品が販売されただけで利用がない段階では支払対象
になりませんのでご留意ください。

61
事務局に請求した後、支払までの期間はどれ
くらいですか。

月締めで実績報告・請求書ををいただいた後、速やかに支
払いとなります。（月２回程度を想定しています）

62 同一人が複数回利用することは可能ですか。 複数回利用しても構いません。

63
代表者が兵庫県民であれば全員が割引を受
けることができますか。

割引対象はグループの中の兵庫県民の方のみです。

64
販売する旅行・宿泊商品の名称はどうすれば
よいですか。本事業の名称を入れる必要があ
りますか。

販売に際しては、本事業の対象であることを明らかにすると
ともに、本来の価格と割引後の価格（助成後の価格）を明
示し、その差額に対し助成があることを消費者が明確に認
知できるようにしてください。
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65
兵庫県民であることをどのように確認します
か。

旅行・宿泊の申し込み時点または宿泊施設のチェックイン
時点で、グループの方全員の運転免許証、健康保険証、
旅券、マイナンバーカードなどの身分証明書で住所を確認
し、結果を記録したものを事務局に提出する必要がありま
す。公共料金の請求書での確認は認められません。
また、ワクチン接種証明書での確認は認められません。

66
【プレ実施】
ワクチン接種の証明方法はどうなりますか

『新型コロナウイルスワクチン予防接種済証』を旅行会社窓
口又はチェックイン時に確認します。なお、接種済証はコ
ピー又は写真でも可とします。
確認の際には、証明シールが2枚貼り付けされていることを
必ず確認してください。なお、証明書記載の接種会場は県
内・県外を問いません。

67

【プレ実施】
海外でジョンソン＆ジョンソン1回接種のワクチ
ンを受けて日本に帰国しました。2回接種後、
2週間経過の条件同様支援を受けることがで
きますか

日本で承認を受けているワクチン（ファイザー・モデルナ・ア
ストラゼネカ）が対象です。
ジョンソン＆ジョンソンのワクチンは5月24日に承認申請がさ
れていますが、まだ承認されていません。承認されれば、
他社と同様の取扱いとなります。

68

【プレ実施】
身分証明書とワクチン接種済証（またはPCR
検査結果通知書）は、いつ、誰に提示するの
か

【宿泊施設に直接予約】
宿泊施設で、チェックイン時に提示してください。
【旅行会社で、予約・購入】
旅行会社に提示してください。提示方法は、旅行会社の指
示に従ってください。

69
【プレ実施】
検査結果通知書に必要な記載事項は何です
か

下記の記載があるか確認してください
・受検者氏名
・検体採取日（出発日前日から起算して3日以内）
・検査結果（陰性）
・検査方法
・検査機関名

70
【プレ実施】
ワクチン接種証明書を紛失した場合、自己申
告でもよいか

自己申告は認められません。証明書の発行団体に対して、
再発行をご相談ください。

71

【プレ実施】
旅館にチェックイン時に接種済み証明書を忘
れてきたことが
判明した場合、割引支援は受けることができま
すか

割引支援を受けることができません。
なお、コピーやスマートフォンの写真で確認ができれば割
引支援の対象となります。

72
対象県民である証明書は何が使えますか。
（有効期限が切れていないもの）

・健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証
・運転免許証または運転経歴証明書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
・身体（精神）障がい者手帳または療育手帳
・年金手帳または年金証書
・旅券（パスポート）
・住民票の写し
・在留カードまたは特別永住者証明書
・外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに
限ります。）

73
【プレ実施】
ワクチン接種証明書の住所欄で県民であるこ
との確認をしてもよいか

ワクチン接種済証は身分証明書ではないので認められま
せん。県民であることの確認は運転免許証等の身分証明
書で確認してください。

74
プレ実施期間、同居4人家族で旅館チェックイ
ンの際、子供の住所を証明する書類は必要で
すか

必要です。健康保険証やマイナンバーカード等で、家族で
あることを確認してください。

75

兵庫県民の確認については、申請時に宿泊
者の住所等の提出必要でしょうか。または、宿
泊事業者側で目視等の確認のみで、提出は
不要でしょうか。

証拠書類のコピー等の提出は不要ですが、利用確認書に
住所を記載いただき、証拠書類を目視で確認いただく必要
があります。

8 ページ



R3.10.13現在 兵庫県観光局観光企画課　作成

番号 質問 回答

76
宿泊割引の場合、1グループに兵庫県民とそ
うでない方がいたときは、兵庫県民のみ割引
対象になるのですか？

県民の方のみが割引対象となります。

77 県内在住の外国人は対象となるのでしょうか。
本事業は県内旅行需要の喚起が目的のため、兵庫県内居
住者であれば、在住外国人でも利用可能です。

78
市町独自の支援制度との併用は可能です
か。

併用可能です。支援金額は、市町支援額後の金額をもとに
算出します。ただし、市町によっては併用を不可としている
場合は、それに従います。
例）10,000円の宿泊で市町支援額が50％割引の場合
市町支援額5,000円（10,000円×0.5）
県民向け割引（本事業）支援額2,000円
  　　（4,000円以上6,000円未満の場合支援額2,000円）
併用後の自己負担額3,000円（10,000-5,000-2,000）

79
県の他の支援制度（スキー場周辺地域の宿
泊割引、ひょうご五国交流バス等）との併用は
可能ですか。

併用可能です。割引額は上記と同様の計算方法となりま
す。
※ただし、運送サービスを含む補助を受けられる場合は、
県民交流バスとの併用はできません。

80
国の支援制度（Go Toトラベル）との併用は可
能ですか。

プレ実施、本格実施ともに、GoToトラベルとの併用はできま
せん

81
旅行予約サイトから予約した場合、サイト上の
ポイントは使用できますか。

各事業者において使用できるかどうかご判断いただいて構
いません。

82
宿泊施設が事業に参画するにあたって感染
対策の面でどのような条件を満たす必要があ
るのでしょうか。

県・（公社）ひょうご観光本部が推進する感染防止対策の取
り組み「ひょうご安心旅」への参画をお願いします。また、業
種別の感染症対策ガイドラインの遵守をお願いします。

83
「ひょうご安心旅」について、スタッフの感染対
策としてどのようなことを実施すれば良いので
しょうか。

下記の取り組みをお願いします。
○スタッフの毎日の検温・体調チェック
○マスク着用、定期の手洗い・手指消毒

84
「ひょうご安心旅」について、宿泊者への対応
としてどのようなことを実施すれば良いので
しょうか。

下記の取り組みをお願いします。
○来館時の体調チェック・手指消毒・マスク着用のお願い
○宿泊者の体調異変等に対応できるスタッフの配置・研修
○宿泊者の受診・相談に対応できる医療機関・保健所の把
握
○感染経路の把握に必要な宿泊者名簿の適正な管理

85
「ひょうご安心旅」について、宿泊施設内の感
染対策としてどのようなことを実施すれば良い
でしょうか。

下記の取り組みをお願いします。
○共有スペース（ロビー、食事処、大浴場、トイレ等）の定期
の換気・清掃消毒、消毒液の設置
○客室について、定期の換気・清掃消毒・備品交換、消毒
液の設置

86
「ひょうご安心旅」について、宿泊施設内での
３密防止、身体距離の確保のためにどのよう
なことを実施すれば良いでしょうか。

下記の取り組みをお願いします。
○ロビー、食事処等の座席間隔（1m）の確保をお願いしま
す。
○食事処・大浴場等の利用時間帯・会場の分散化
○食事処・フロント等での身体接触・飛沫拡散の低減対策
○食事処等での飛沫拡散防止への配慮（大声での会話を
避けるよう呼びかける等）
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87
「ひょうご安心旅」への参画するための手続き
を教えてください。

ひょうご観光本部ホームページに掲載の「『ひょうご安心旅』
プロモーション申込書・同意書」（宿泊施設用）
（https://www.hyogo-
tourism.jp/hyogoanshintabi/index.html）に必要事項をご記
入いただき、メールもしくはＦＡＸでご提出ください。
【提出先】（公社）ひょうご観光本部
　　E-mail　kansenboshi@hyogo-tourism.jp
　　　FAX　078-361-7662
フロント等に掲示いただきます「感染リスク軽減対策を示し
たボード」及び「ひょうご安心旅　ロゴマーク」をお送りいたし
ます。

88
【プレ実施】
利用者に対して、事前にPCR検査結果又はワ
クチン接種済証の提示を求めますか。

予約購入時にあらかじめ、提示することを了承してくださ
い。宿泊施設チェックイン時、旅行会社での予約証明書受
け取り時などに提示することが必要です。

89
【プレ実施】
『同居人かつ原則4人以下』の例外は認めら
れるのか

5人家族のうち、子ども3人が未接種者であって、親2人が接
種済者であるようなケースは対象としています。

90

【プレ実施】
私はアレルギーを持っておりワクチンを接種
する予定がありません。友人と旅行する際に、
薬局で購入した抗原検査の3日以内の結果を
もって支援をうけられますか

プレ実施において、抗原定性検査（簡易キットによる検査）
は、無症状の方の検査としては推奨されていませんので対
象外としています。
抗原定量検査は、医療機関、登録衛生検査所（民間検査
機関も可）で検査を受けてください。

91

【プレ実施】
3世代同居で祖父母はワクチンを2回接種済
みですが、私たち夫婦は接種済み、高校生の
息子はワクチン未接種です、5名で旅行予定
していますが支援を受けることができますか

プレ実施（限定実施）において、『同居人かつ原則4人以
下』としています。同居家族であれば支援の対象となりま
す。
5人ですが、ワクチン未接種の方は１人だけ（4人は接種済）
なので対象となります。

92

【プレ実施】
私たち家族5人は同居しています。一番下の
子が小学生ですが12歳です、全員支援を受
けられますか？

『同居人かつ原則4人以下』としていますが、同居家族4人と
ワクチン2回接種１人であれば対象となります。

93

【プレ実施】
ワクチン接種またはPCR検査を希望しない。
身分証明書の住所は別だが、生活実態として
同居している場合は対象となるのか。

身分証明書で同居を確認できなければ、対象外となりま
す。

94

【プレ実施】
プレ期間中に、本事業が実施されると想定し
てワクチン接種、ＰＣＲ検査、同居4人の制約
なしに予約を入れることができますか？

予約は可能ですが、チェックイン時または日帰り旅行の集
合場所で証明書等の提示がなければ支援の対象となりま
せん。

95
【プレ実施】
PCR検査付き旅行商品を検討している。
検査費用も含めて支援金の対象となるのか。

検査費用は自己負担のため、支援金の計算では検査費用
を控除してください。
検査費用が明確にできない場合は、全額で判定します。

96

【プレ実施】
ワクチン接種済証（またはPCR検査陰性結果
通知書）の確認については、コピーの提出は
必要でしょうか。または、宿泊事業者側で目視
等の確認のみで、提出は不要でしょうか。

証拠書類のコピー等の提出は不要ですが、利用確認書に
住所を記載いただき、証拠書類を目視で確認いただく必要
があります。

97

【プレ実施】
プレ実施において、1グループ内にワクチン接
種回数等が異なる方が混在しているときの取
り扱いはどうなりますか？

ワクチン接種が１回の方または、2回接種後2週間を経過し
ていない方が混在していた場合は、グループ全体が支援
の対象となりません。

98
【プレ実施】
ワクチンを接種したら、すぐに事業支援を受け
られるのか。

接種後2週間経過を条件としています。PCR検査を受ける
方は、旅行、宿泊の出発日前日から起算して3日以内の検
査結果の提示が必要です。
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99
宿泊客に発熱や感冒症状などがある場合、ど
のように対処したらよいでしょうか。

本人の同意を得た上で、宿泊施設近隣の医療機関や受
診・相談センターに連絡し、その指示に従ってください。

100

宿泊客が新型コロナウイルス感染症の検査を
受診し、陽性と判明しました。当該宿泊客に
接した従業員や宿泊施設の管理者はどのよう
に対処したらよいでしょうか。

保健所が調査を行い従業員等が濃厚接触者に該当するか
どうか判断します。保健所による調査への協力をお願いし
ます。

101
宿泊客が新型コロナウイルス感染症の陽性と
判明した場合、当該客の同室者に対してはど
のように対処したらよいでしょうか。

同室の利用客がいる場合は、マスク着用をお願いし、客室
内で待機し外出しないよう依頼してください。保健所が濃厚
接触者と判断した場合には、保健所がその後の指示（検査
の受診や行動制限）を出します。

102
宿泊客が新型コロナウイルス感染症の陽性と
判明した場合、当該客が使用した客室に関し
てどのように対処したらよいでしょうか。

客室をはじめ、当該宿泊客の動線にあたる高頻度接触部
位については、保健所と相談し対応してください。

103

宿泊客が新型コロナウイルス感染症の陽性と
判明した場合、客室以外の館内施設及び設
備に関してどのように対処したらよいでしょう
か。

共用施設は可能な限り共用を中止のうえ、保健所と相談し
対応してください。

104
有価証券（クオカードなど）が付いた宿泊プラ
ンは対象になりますか。

クオカードなどの有価証券は換金性の高いものですので対
象外です。有価証券部分を除いた代金が明確にできる場
合は、その代金に対する割引は対象にできます。

105 事前決済された予約は対象になりますか。
事前決済も含め、現金、クレジットカードなど決済方法は関
係なく対象になります。

106 県の予算総額はいくらですか。
割引支援金及びクーポン券発行原資及び運営事務局経
費あわせて55億円です。
プレ実施は、７憶円です。

107
日帰り旅行についてはレストランでのお食事
のみでも対象でしょうか。

旅行会社が販売する募集・受注型企画旅行日帰り旅行商
品であり、同日中に発地に戻ることが予定されている運送
サービス並びに旅行先で、運送サービスを提供する者以外
の者が提供する運送及び宿泊以外の旅行サービス等を含
む場合は対象となります。

108
10,000円以上で5,000円支援の金額は税込で
すか？

税込みです。

109

プレ実施の支援金は予算が無くなってしまい
中止となり、ステージⅡ相当の本格実施まで
支援が受けられない期間が発生することはあ
りますか

プレ実施は予算がなくなり次第終了します。
本格実施の開始をお待ちください。

110
予算がなくなり次第終了とのことですが、残予
算はどうすればわかるのですか？

残予算の情報は、運営事務局に適宜お問い合わせくださ
い。

111
貸切宿で5名様まで25,000円という形態をとっ
ているのですが、その場合はどうすればよい
でしょうか

1人泊あたりの宿泊代金を明確にできない場合は対象外と
なります。１人泊あたり宿泊代金を明確にして、定められた
割引区分を適用してください。

112
【プレ実施】
プレ実施期間中に、前売券は使えますか

ご利用いただけます。
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113
前売券を購入しましたがプレ実施の条件では
旅行できそうにありません。購入した事業所に
払い戻しをうけることができますか

本格実施でご利用ください。もし払い戻しを希望する場合
は、払い戻しの可否は前売券発行事業者で決定しますが、
ご購入者の事情をよく勘案し、払い戻しに対応するようお願
いします。
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