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Ver 更新日 更新内容

Ver.1.0 2022/9/21 新規作成

Ver.1.1 2022/10/3
「１．参加条件」に「⑥ 利用者に対し、同意確認書への記
入を依頼し、回収対応を行うこと。」を追加

Ver.1.2 2022/10/20
「無料検査提供事業所リスト」 の削除
「13．不正行為の禁止・監査への協力」内、「福利厚生を
目的」を追加

更新履歴

お問合せ

①基本ルール、ツアー造成対応: 03-6635-3669

②事業者登録・補助金管理/精算関連対応に関して: 03-6635-3655

受付時間：10：00～17：00（月～金曜日）

休日：土・日・祝日

おきなわ彩発見NEXT事務局
TEL: 098-901-3710 （事業者専用窓口）

受付時間：9:30-17:30（土日祝も受付しております）
メールアドレス：contact＠okinawa-shk.com
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おきなわ彩発見NEXT取扱マニュアル（以下「本マニュアル」）は、国の「地域観光事業支援

（全国旅行支援）」にかかる補助金交付要綱、おきなわ彩発見NEXT実施要領等に基づき作成する

もので、おきなわ彩発見NEXT（以下「本事業」）の実施に必要な事項を定めるものです。

本事業の参加や実施にあたっては、本マニュアルを熟読いただき、不明な点等がございました

ら、おきなわ彩発見NEXT事務局（以下「事務局」）までお問合せください。

<留意事項>

国の交付要綱の改正等があった場合には、本事業の制度や取扱いも変更となる場合がございま

す。変更等が生じた場合は、参加事業者様へ直接ご案内及びホームーページにて公表を行った上

で、本マニュアルの改訂を行いますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。

■おきなわ彩発見NEXTとは

本事業は、観光庁の「地域観光事業支援（全国旅行支援）」を活用して実施する全国を対象とし

た観光需要喚起策で、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ旅行需要の回復を図り、

深刻な影響を受けている県内観光関連事業者を支援することを目的として、以下のキャンペーンを

実施します。

①旅行・宿泊代金の割引（沖縄県を目的地とする旅行・宿泊サービス（県民の県内旅行を含む））

②地域クーポンの付与（県内の観光施設・観光体験、土産品店、飲食店等にて利用できる地域限定

のお買い物券）

はじめに

■全国旅行支援とは

全国旅行支援とは、旅行代金の割引と地域クーポンを付与する全国を対象とした観光需要喚起策

です。
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補助金振込実施 補助金振込承認

統一窓口の役割 おきなわ彩発見NEXT
事務局の役割

参画承認

販売実績報告

補助金審査管理
システム

(TM2)にて審査

統一窓口

「沖縄県分」
補助金申請

参画登録申請

審査登録管理
システム

(TM1)にて審査

「沖縄県分」
参画申請

事務局

統一窓口

統一窓口とおきなわ彩発見NEXT事務局の役割について

事務局

旅行事業者

沖縄県内に
営業所の無い
旅行事業者

沖縄県内に
営業所のある
旅行事業者

沖縄県内に営業所のある旅行事業者へのみ配付
沖縄県内に営業所の無い旅行事業者は配付対象外

日帰り旅行の地域クーポン配付及び、管理アプリIDの付与

※1・・・本マニュアル（沖縄県ルール）のＰ3～Ｐ5をご確認ください。

※2・・・本マニュアル（沖縄県ルール）のＰ3及びＰ6～Ｐ11をご確認ください。

【おきなわ彩発見NEXT事務局の役割】

⚫ 地域クーポンの配付（※1）

⚫ 沖縄県ルールの周知（※2）

（ワクチン接種済証明、検査陰性結果確認の対応方法、学校取扱いの周知など）
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１．参加条件

① 申込事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
沖縄県暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、
かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及
び暴力団等の反社会勢力が申込事業者の経営に事実上参加していないこと。

② 本事業を適切に実施すると共に、公序良俗に反しないこと等を誓約し、
これを遵守すること。

③ 本事業の割引を適用する利用者に対し、要件（全員分のワクチン３回目
接種証明、または検査による陰性証明の確認を行うこと等）の周知を適
正におこなうこと。

④ 本事業の実施にあたり必要となる事務・経理手続を適正に実施すると共
に、必要な証憑書類の提出・提示、その他必要となる事項について沖縄
県及び事務局の依頼に誠実に対応すること。

※観光庁の補助金（地域観光事業支援）を活用して実施する国庫事業となりま
すので、経理書類等は5年間保存・保管する必要があります。

⑤ 地域クーポン管理アプリを使用し地域クーポンを適切に配付し、本事業の
適正な運営に協力できること。
（日帰り商品を造成・販売する沖縄県内に店舗を置く事業者のみ）

※沖縄県内に店舗及び、事業所のない旅行事業者の日帰り旅行は割引のみ対象
となり、地域クーポンの配付出来ません。

⑥ 利用者に対し、同意確認書への記入を依頼し、回収対応を行うこと。

※OTA及びインターネットでの予約の場合は、予約時に同意確認のチェック入
力が可能な場合、同意確認書の回収を行う必要はございません。

沖縄県の「都道府県毎ルール」をご確認いただき、沖縄県独自の同意書面
を例に作成ください。（そのまま使用いただいてもかまいません）
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２．日帰り旅行商品 地域クーポン取扱について

沖縄県内の旅行事業者（沖縄県内に店舗を置く事業者）は、日帰り旅行商品を販売する際に、

地域クーポンを利用者へお渡しする前、下記①～③の順で、「旅行実施日の記入」、「貴社

（配付旅行事業者）の社判の押印」、「専用スマートフォンアプリでのQRコードの読み取り処

理」を行ってください。

（適正に処理できていない場合は、利用者が地域クーポンを利用できないため、利用者に迷惑がかかります）

① 「有効期限」欄にご旅行催行日を"記入"

・ボールペンでの記入、または日付スタンプの押印をお願いします。

・日付の訂正は、間違えた箇所に二重線をひき、旅行事業者様の印鑑

を押印ください。（担当者様の個人印の押印は不可とします）

② 「配布宿泊施設」押印欄に“押印”
※宿泊施設と印字されておりますが、そのままご捺印ください。

・旅行事業者様名の押印、または、旅行事業者様名のご記入お願いいたします。

・ボールペンでの記入、または押印が有効となります。

③ 「QRコード」のアプリでの"読み取り"

・事業者アプリで裏面のQRコードを読み取ってください。

QRコードの読み取りがされていない地域クーポンは無効となり、加盟店様でご利

用いただくことはできません。必ず読み取り処理をおこなってください。

・QRコードはシステム上、事前に読み取りは出来ますが、ご予約キャンセル、日付

変更、日程変更となった場合は、必ず取り消しを行い、再度読み込みをおこなっ

ていただきます。できるだけチェックイン時に読み取り処理をおこなってください。

②①

③

要注意 日付の無い地域クーポンは無効です。

要注意 押印または施設様名の記載が無いクーポン券は無効です。

要注意 QRコードを読み取っていないクーポンは無効です。
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３．地域クーポンの留意事項

この地域クーポンは観光客の減少により深刻な影響を受けている地域クーポン加盟店で利用で

きるものとなっております。

発行券種は、1,000円券1種類（紙クーポン）のみとなっており、電子クーポンはございません。

① クーポン額

1人一泊あたり

平日 3,000円

休日 1,000円

地域クーポンの配付額は平日と休日によって異なります。

下記、クーポン配付額をご確認ください。

② 地域クーポンの有効期限
地域クーポンの利用期限は、旅行実施日の翌日となります。

・1人あたり１枚（1,000円×１枚）

または、3枚（1,000円×3枚）

・大人、子供、幼児、全て配付対象

※ 無料幼児を旅行割引対象とする場合、

地域クーポンも配付対象となります。

③ 地域クーポンの追加依頼

予約数と調整しながら追加申請してください。

追加依頼方法はおきなわ彩発見NEXT事業者向けホームページをご確認ください。

4．地域クーポン管理アプリについて

① 精算処理には、専用アプリのダウンロードが必要です。

② 地域クーポン加盟店として承認を受けた後は、クーポン管理アプリをインス
トールしてください。（アプリでクーポンの使用・管理・精算を行いますので、
アプリの使用に同意いただけない場合は、本事業に参加できません。）

③ アプリのインストール、使用方法等については、おきなわ彩発見NEXT HP内
掲載のマニュアルをご覧ください。

日帰り旅行については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」

として扱います。(参照：統一窓口マニュアル)

【日帰り旅行取扱いの場合：地域クーポンの配付と割引対応の例】

直接販売 提携販売

事前入金 現地払い 事前入金 現地払い

割引対応 実施会社 実施会社 提携会社 実施会社

地域クーポン配付 実施会社 実施会社 提携会社 実施会社

１.実施会社と予約受付会社が同じ［直接販売］

２.実施会社と予約受付会社が違う［提携販売］
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５．本人確認、居住地確認、ワクチン接種・陰性証明の確認方法

宿泊施設にてチェックイン時に、住所が特定できる本人確認を行なうと共に、
ワクチン接種済または、検査陰性の結果確認を行います。

６．紙の証明書でのワクチン接種済み確認方法

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（紙）の確認方法 】

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

② ワクチン３回目接種済の証明
※ワクチン接種済証等は、原本、コピー、スマートフォンの写真等の提示でも可能とする。

※紙の証明書は、接種時期や場所により、主に上記の３種類が発行されています。

【 確認ポイント 】

① 身分証の内容（氏名、生年月日、住所）と、ワクチン接種済証等が一致
しているか。

② ワクチンの3回分のシールが貼られているかを確認。

＜ワクチン接種済証の場合＞ ＜接種記録書の場合＞
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７．アプリによるワクチン接種確認方法

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（民間アプリ）の確認方法 】

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

② ワクチン３回目接種済の証明（スマートフォンの写真等の提示でも可）

民間が開発し無料でサービスを提供しているアプリは既に複数あります。
アプリの活用については、アプリに格納されている接種済証は接種済証（紙）の写真や画像
と同じものであるため、アプリの提示だけでなく、身分証との照合を行う方法により確認を
行う運用とします。

【デジタルワクチン接種済証明での確認方法 】

デジタルワクチン接種証明利用の場合、身分証の提示は不要となります。

詳細は以下を参照してください。
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
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８．検査等による陰性の確認

検査等による陰性の確認は下記の手順でおこなってください。

【 PCR検査による陰性の確認 】（ワクチン未接種または3回目未接種の場合）

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

【 抗原定性検査に必要な事項 】

参加事業者管理の下で行い検査結果通知書を発行する場合は、上記PCR陰性証明 の「C．

検査方法」の代わりに「キット名」を、「D．検査所名」の代わりに「事業者名」を記載

すること。

② PCR検査の陰性結果通知（メールまたは紙）

※検査機関が発行した結果通知であることが必要です。

※市販の検査キット（セルフチェック）は薬事承認されていないものは、認めており

ません。

≪検査の有効期限≫

PCR・抗原定量検査の場合：宿泊または旅行開始の3日以内

抗原定性検査の場合：宿泊又は旅行開始の前日または当日

※ 小規模離島からの出発の場合

検体を本島などに郵送する必要があるため、出発前72時間以内までに検査結

果を報告することが物理的に困難なケースが想定されることから陰性結果の報

告は、旅行中でも可とする（ただし、宿泊等を行う場合にはチェックイン時までに

陰性の結果を提示する必要がある）

③ PCR検査結果に掲載が必要な項目

Ａ．受検者氏名 ／ Ｂ．検査結果 ／ Ｃ．検査方法 ／ Ｄ．検査所名

Ｅ．検体採取日 ／ Ｆ．検査管理者氏名 ／ Ｇ．有効期限

＜検査陰性の提示＞
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９．利用者条件を満たさない場合の対応（１）

利用者条件を満たさなかった場合は下記の対応をお願い致します。

① 割引の適用が受けられない事例

【検査の結果、「陽性」が判明した場合】 ※速やかに下記の対応をお願い致します。

Ａ．速やかに旅行をキャンセルし、旅行者専用相談センター沖縄（TACO ）

「098-840-1677」（8：00～21:00 ）にご連絡することを促してください。

※時間外は医療機関または受診・相談コールセンター「098-866-2129」までご連絡をお

願いします。

Ｂ．陽性の検査結果により、宿泊または旅行を中止しなければならない場合は、

利用者からキャンセル料を収受してください。県及び事務局からは宿泊事業

者にキャンセル料をお支払い致しません。

② 陽性以外の理由で条件を満たさない場合

・検査結果が判定不能

・検査結果等の提示がない

・ワクチン3回目接種していない 等

抗原定性検査が近隣で提供されている場合、ご案内ください。

また、旅行事業者および、宿泊事業者が抗原定性検査を実施している場合も、受検をご案
内してください。（但し、薬事承認された受検キットを使用できる場合に限ります）

旅中

交通・宿泊・観光・飲食等

の各ガイドラインで対応

体調確認・検温

旅前・到着

行動指針の周知

旅のエチケット配付等

検温

出発・旅後

情報収集・健康観察

検温

旅行者専用相談センター沖縄 TACO

098-840-1677 （8：00～21:00）

保健所・医療機関

依頼・案内・相談

相談

【 感染拡大防止のフロー 】

受診・相談コールセンター

098-866-2129

TACOが時間外の場合
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10．利用者条件を満たさない場合の対応（２）

③ キャンセルの取扱い

おきなわ彩発見NEXTの地域クーポンで、キャンセル料の支払いに充当できません。ワク

チン3回接種または、検査陰性結果の提示が本事業の利用要件となっておりますので、こ

れを満たさない場合は、本事業をご利用いただけません。

④ 検査確認またはワクチン接種の条件を満たさない場合は、割引前の料金での取扱いとなり
ます。

⑤ 複数人の参加者のグループの一部が条件を満たさない場合の同行者

⑥ 確認書類の後日の提出は認められません。（必ず旅行催行日の当日に確認してください。）

現地支払いの場合は、本事業を適用せず、割引前の通常料金での宿泊をご案内ください。

利用者がキャンセルを希望する場合は、割引前の通常料金キャンセルポリシーに応じた

キャンセル料を請求を行ってください。

グループ内に１人でも条件を満たさない者がいる場合、基準を満たしていない方のみ

補助対象外とする。

※ 上記対応がシステム上、難しい場合、全員が地域クーポン適用対象外として対応す

ることも可能です。
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11．ワクチン接種・検査確認の例外について

① 12歳未満の者

おきなわ彩発見NEXTの利用にあたり、以下に該当する場合、ワクチン接種済確認または検

査確認の適用対象外となります。

② 「学校等」の活動

※ただし当該監護者は必ず検査を必要

※今後、感染状況等を見ながら、利用対象等を変更する場合もあります。

※「学校等」とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育

学 校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修

学校及び各種学校をいう。

※以下の特定の大会は本事業の対象外となります。

詳細につきましては、全国旅行支援 統一窓口ホームページにてご確認ください。

同居する親等の監護者が同伴する場合に限る。

※入寮しているなど親等の監護者と同居していない12歳未満の者は対象外となりません。

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等」を踏まえ

た対応を行うことを前提として、ワクチン接種済確認または検査確認の適用対象外と

なります。

ア．修学旅行など

イ．大学等における教育研究活動一般については適用しないが、大学等の部活動・

課外 活動における感染リスクの高い活動へのワクチン接種・検査の適用等につ

いては文部科学省において別に定めます。

③ 施設の移動を伴う連泊の陰性証明について

初泊にて陰性証明が確認できればその旅行全体に適用。

ただし、２泊目以降は初泊でないことの証明が必要。

（初泊でないことの証明書類：初泊施設の領収証・全体の行程表・宿泊証明など）

⚫ 国民体育大会

⚫ 全国障害者スポーツ大会

⚫ 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

⚫ 全国中学校体育大会（全中）

⚫ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）

⚫ 全国植樹祭

⚫ 全国育樹祭

⚫ 全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）

⚫ 全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）

全国旅行支援 統一窓口ホームページ https://biz.tm.jata-net.or.jp/

※ただし教員は除く
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12．実地検査と関係書類等の証憑について

本事業は、観光庁の補助金（地域観光事業支援）を活用して実施する国庫事業となりますの

で、経理書類等は5年間保存・保管する必要があります。

【 参加事業者にて5年間保管いただく証憑類 】（データでの保管も可）

参加事業者は以下のものを、５年間保管してください。

① 割引を適用した予約記録の予約経路（履歴）が確認できるもの

手配書や予約確認書等のFAXやメール・LINE等の履歴。電話予約の場合は

「いつ・だれが・だれに」予約したのか履歴を書き留めること

② 割引を適用した商品がわかるもの

パンフレットやHPまたはSNS等の画面のスクリーンショット

③ お客様からのお支払が証明できるもの

現金でお支払の場合は領収書控え、クレジットでお支払の場合は利用明細書、振込で

のお支払の場合は通帳

④ 経費書類（旅行商品に関わる、各仕入等）

13．不正行為の禁止・監査への協力

本事業おいては、一切の不正な行為は許されません。万が一不正利用を行った場合、当該宿

泊事業者の参加登録取消、状況によっては法的措置を講じる場合もあります。また事務局は

全ての宿泊事業者に対し監査をおこなうことがあります。

重要

本来の価格（割引前の価格）を不当に高く設定しないでください。商品の販売

に際しては、助成分を予め上乗せし、本来の価格を不当に設定する等、本事業

の趣旨を逸脱した販売をおこなわないようにしてください。

✓ 当事務局が必要と判断する書類

監査を行う際には事業者の協力が必要となります。

事務局の求めに応じて、書類に加え以下書類の提出が求められます。

重要

価格決定権の事業者が福利厚生を目的とした、自社の資金を従業員の宿泊

代金に充当する行為は不正行為とみなします。

例：宿泊事業者の社員が自社の宿泊施設に宿泊して補助金を申請する行為

※お客様からの予約で福利厚生を使った社員旅行に対して制限を設けているものではありません。


