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「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
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2021年2月19日(金)～2021年3月31日(水)宿泊分まで（予定）

「信州版新たな旅のすゝめ」春割事業



「信州版 新たな旅のすゝめ」春割事業 【旅行会社用マニュアル】

＜事業概要＞
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事業の通称 「信州版新たな旅のすゝめ」～春割～ 「県民支えあい 県民宿泊割」

事業実施期間 2021年2月19日（金）～2021年3月31日（水）宿泊分まで（予定）

趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて未曾有の大打撃を受けながらも新型コロナウ
イルス感染防止対策の徹底にがんばって取り組んでいる観光産業を緊急支援するため、
県民による支えあいの心で、スピード感を持った観光需要喚起を図るため、長野県内在
住者（在留外国人を含む。以下「県内在住者」）及び日本国内在住者（在留外国人
を含む。以下「国内在住者」）を対象とした宿泊旅行代金の割引を行う事業者に対し、
支援を実施する。

■実施内容
「信州版新たな旅のすゝめ」春割事業の事業内容は、次の各号のとおりとする。

（1）「県民支えあい 県民宿泊割」事業（以下、「県民割」）という。）は、県内在住者の
宿泊旅行代金の割引を実施するものとする。

（2）その他の事業については、感染状況等に応じて別に定めるものとする。
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＜支援対象＞
■対象事業者（「実施要綱」抜粋）
・支援金の交付の対象となる対象事業者は、事務局との間に生じるすべての手続きにおいて
日本語で対応することができ、登録完了後に速やかに事業実施が可能であること。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、長野県が定める感染防止対策の取組みを
遵守すること。

・旅館業法第３条第１項、住宅宿泊事業法第22条第１項に規定する登録を受けている
長野県内の施設であること。

・宿泊者に対して居住地の確認ができる者、長野県が作成した「安心旅人宣言カード」
の提示や携行など感染防止の協力を依頼できる者。

■支援対象経費
・宿泊旅行割引については、県内在住者が長野県内に１泊以上する宿泊旅行代金とする。
令和３年２月27日（土）の宿泊分から同居の家族だけでなく、長野県内にお住まい
の方どなたとでもご利用いただけます。
※ただし、２月22日（月）以降の予約分に限る。

・一社あたりの上限泊数は、「県民支えあい 家族宿泊割」第２弾及び「県民支えあい
県民宿 泊割」合わせて１，２００人泊です。

（上限泊数を超えての申請には応じられませんのでご注意ください。）

・対象事業者は「県民支えあい 県民宿泊割」であることを明らかにするため、本来の価格
又は割引後の販売価格と併せ、割引金額となる支援金額を消費者が明確に認知できる
ようにすること。

・割引の適用になる宿泊旅行は、本事業に参画している宿泊事業者に宿泊するものに限る。
※本事業に参画していない宿泊施設に宿泊する旅行

・次の各号のいずれかに該当するものは、対象から除くものとする。
（1）国、長野県が事業参加者の宿泊費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施

するもの
（2）国、長野県が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの
（3）宿泊を伴う旅行の催行の実現性が低いと判断されるもの
（4）国が実施するGoToトラベル事業で割引されたもの
（5）その他、長野県及び事務局が不適当と認めるもの

■割引対象者
宿泊旅行代金の割引を行う対象者は、県内在住者であり、長野県が作成する「安心旅

人宣言カード」の提示などの感染防止対策への協力が得られる者に限る。
令和３年２月27日（土）の宿泊分から同居の家族だけでなく、長野県内にお住まい
の方どなたとでもご利用いただけます。
※ただし、２月22日（月）以降の予約分に限る。
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＜支援対象・割引方法＞

■割引額 ★一人当たり1旅行2泊まで

1人1泊当たりの宿泊旅行代金 1人1泊当たりの割引額

5,000円以上10,000円未満 3,000円

10,000円以上 5,000円

■割引の方法は以下の通りお願いします。
・旅行代金支払い時に割引を行ってください。

※割引を行う際は、必ず身分証明書の提示を受けるなど、長野県民かどうかの確
認を行ってください。

※旅行会社を通しての予約の場合、旅行者は宿泊施設でのキャッシュバックは
受けられません。

※宿泊旅行代金割引の対象となるのは、本事業に参画している宿泊施設に
宿泊するものに限ります。参画宿泊施設は随時更新しておりますので、本事業
HP内「施設一覧」よりご確認をお願い致します。
https://tabi-susume.com/family-2nd/

※併用の可否について
市町村で実施している宿泊割引との併用は、県としては可能ですが、
必ず各市町村に対しても併用可能かご確認ください。ただし、GoToトラベル事
業及び県で実施している「小さなお宿応援事業」との併用はできません。

■割引対象期間
割引対象期間 令和3年2月19日（金）～令和3年3月31日（水）宿泊分
※ただし令和3年2月12日（金）以降に予約された新規の予約分のみ対象
※3月31日（水）を含む連泊利用等の場合においては、その対象を3月31日
（水）の宿泊分までとし、4月1日（木）以降は、割引の対象となりません。
※コロナの感染状況及びGoToトラベル事業の再開の状況によっては、本事業
を中止することがあります。

https://tabi-susume.com/family-2nd/
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＜注意事項＞

■感染防止の徹底について
参加者の人数に関わらず、旅行業務取扱においては「旅行業における新型コロナウイルス
対応ガイドライン」を参考に、感染拡大防止に努めてください。特に団体旅行においては
三密リスクを下げる旅程管理の徹底をお願いします。

■割引にあたって
・旅行者お一人様の割引上限は、２泊までとなります。

・旅行者の住所確認について
「県民支えあい 家族宿泊割」は、令和３年２月27日（土）の宿泊分から同居の家族
だけでなく、長野県内にお住まいの方どなたでもご利用いただけます。
※ただし、２月22日（月）以降の予約分に限る。

該当商品を販売する旅行会社は、申込者から運転免許証など身分証明書の提示を受
けるなど、住所確認をお願いします。
団体・グループ手配の場合、申込代表者から運転免許証など身分証明書の提示を
受けるとともに、他の参加者についても代表者の責任のもと該当居住地の方であること
の確認を行ってください。

・旅行者への感染防止の依頼について
お申込時に旅行者に対して長野県が作成した 「信州版新たな旅のすゝめ」(別紙)の
「安心旅人宣言カード」の提示及び携行などの依頼をしてください。

【掲載ページ 長野県HP】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/documents/tabi_201217.pdf

カード見本
←表 裏→

・価格表示について
販売にあたっては、当事業を適用していることを明示し、支援金額と割引後の価格が
消費者に分かりやすい様に掲示してください。
例：販売料金 5,000円（「県民支えあい 県民宿泊割」5,000円分の割引適用後の価格です）

・取消料は、観光庁の見解により「割引後」の販売価格を算出基準とすることとされていま
す。ただし、あらかじめ取消料基準を明確にお客様に示し、誤解を与えることがない場合
に限り、対象事業者の判断にて「割引前」で算出することができます。

※長野県では、手配する旅行サービス提供事業者として、事業者が自ら適切な感染防止
策を宣言する「新型コロナ対策推進宣言」を推奨しています。
【掲載ページ 長野県HP】
https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pref.nagano.lg.jp%2Fkankoki%2Fsangyo%2Fkanko%2Fdocuments%2Ftabi_201217.pdf&data=04%7C01%7Ch_kitamoto072%40jtb.com%7Cd3c871d4f3a94c86d9aa08d8a6e7086a%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637442858519538674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dNjVyt%2BF3ruAZVBXqCpyLqmZgiiKfqwOz%2BBtUIFoxDY%3D&reserved=0
https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html
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＜注意事項＞
■留意事項
以下の点について、ご留意願います。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、旅行・宿泊業界が定める
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン等を参考に、安心・安全な販売
手法に留意すること。

・不正利用が発覚した場合は、事務局は事実を確認の上、本事業で申請・利用した
全ての支援金の返還を求めます。

・事務局にて定めたスケジュール等ルールに則って、適正な取り組みにご協力願います。
・事務局からの支援金額のお支払いは、できるだけすみやかに支払いを行います。
・本事業については、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を
活用した事業です。
国の会計検査院の調査対象事業ですので、事業で使用した証票類は報告時に提出の
必要がないものについても、支援を受けた翌年度から５年間の保管をお願いします。

■不正利用の防止について
（１）キャンセルに伴う不正の防止
お客様が、旅行･宿泊をキャンセルしたにもかかわらず、対象事業者が当該旅行・宿泊に
係る支援金を請求していたことが発覚した場合、不正申請とみなし、支援金の全部又は
一部の支払の停止、または支払済みの支援金についてその返還を求めます。
（２）ノーショウの防止
本事業の目的である長野県内の観光需要の早期回復という観点から、交通付き宿泊
フリープラン等を購入するものの実際には宿泊しない、いわゆるノーショウの発生防止対策
をお願いします。
各対象事業者からの実績報告に基づく、事務局実績確認において宿泊実績がないと
認められると判断した場合は、支援対象外となります。
（３）事務局における実績確認
各対象事業者からご提出いただく実績報告書類をもとに、事務局にてルールに則った
取り組みがなされているか確認を行います。不正利用が発覚した場合は、一部または全部
の支援を対象外とし、支援金の返還を求めます。
また、ご報告いただいている内容が正当であるかの確認のため、
事務局（または県）による対象事業者への立ち入り検査や関係宿泊施設への宿泊実
績確認を行う場合があります。

■その他の注意事項とお願い
上記精算の申請以外に、旅行会社各社の販売状況を確認する為、
毎週の実績報告をお願い致します。
大変お手数ではございますが、以下のURLから報告様式をダウンロード
していただき、3/1（月）以降、毎週月曜日正午までに販売進捗状況を事務局宛に
メールにてお送りください。 https://tabi-susume.com/family-2nd/

また、上限（１，２００人泊）に達した場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

https://tabi-susume.com/family-2nd/
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＜請求手続きについて＞
■支援額の請求申請について

※お客様に割引をしていただいた支援額の請求申請については、
精算申請専用フォームを用いてWEBにて申請を受け付けさせていた
だきます。

■請求手続きのスケジュール
割引実績をお取りまとめいただき、以下のとおり実績の報告及び
割引額分の請求手続きをお願い致します。

宿泊日
2月28日（日）
C/I分まで

3月31日（水）
宿泊分まで ※予定

最終請求期限

請求期限 3月12日（金） 4月16日（金） 4月30日（金）必着

■入金までのスケジュール
申請内容を審査の上、適正と判断したものについては速やかにお振込みを致します。
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■請求手続きに必要な提出書類
①実績内訳シート（様式第5号）・旅行会社用
②宿泊の実績及び割引をした実績が証明できる書類
③その他事務局が必要と認めるもの（②では確認できない項目がある場合に必要）
（お客様への旅行費用還元が確認できる書類等）

上記①実績内訳シートは下記のURLからダウンロードが可能です。

https://tabi-susume.com/family-2nd/

②の書類はお客様のご旅行が（キャンセルされることなく）実際に行われたか、
適正に割引きが行われたか、また①実績内訳シートの記載内容が正しいかどう
かを事務局で確認させていただく為にご提出いただきます。次項を参考にしていた
だき、書類のご準備をお願いします。

※4月30日を過ぎると支援金の受付ができませんので必ず4月30日（金）
（必着）までに請求手続きを済ませてください。

https://tabi-susume.com/family-2nd/
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＜支援を受けるための手続き＞

【②宿泊旅行実績及び割引をしたことが確認できる書類】
■宿泊証明書 ■宿泊施設との精算に基づく精算書
■旅行引受書又は申込書 ■旅行特別補償保険に関する書類
■お客様との旅行販売における領収証（旅行内容がわかるもの） など

上記の証明書類で確認できない項目がある場合は
【③その他事務局が必要と認めるもの】として以下の書類を追加提出
■お客様への旅行請求書（内訳記載があり、割引前後の料金が確認できるもの）
■「県民支えあい 県民宿泊割」商品パンフレットやWEB案内画面キャプチャーなどの商品
告知物（料金の記載があるもので割引後の金額が明確なもの） など
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※実績報告に必要な提出書類につきましても原則、精算用フォームに添付して
いただきWEBにて精算申請をお願い致します。
WEBでの申請が不可な事業者様に限り下記の様式をご準備いただき郵送
にてお送りください。（送料は事業者様ご負担となります。）

■郵送での実績報告の場合にのみ別途必要な提出書類
①②③はWEB申請同様
➃実績報告書（様式4号）
➄請求書（様式7号）
上記はいずれも下記からダウンロードできます。

https://tabi-susume.com/family-2nd/

https://tabi-susume.com/family-2nd/
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＜問い合わせ先＞

「信州版 新たな旅のすゝめ」春割事務局

受 付 時 間
平日 10:00～17:00
（2月12日(金)～5月28日(金) ※予定）

事 務 局
所 在 地

〒380-0813
長野県長野市緑町1605-18-305

Ｔ Ｅ Ｌ 026-224-0444（事業者専用）

Ｆ Ａ Ｘ 026-217-2778

E - m a i l tabi-susume@media-ps.co.jp

ホームページ
U R L

https://tabi-susume.com/

mailto:tabi-susume@media-ps.co.jp
https://tabi-susume.com/

