
事 務 連 絡 
令 和 ２ 年 ２ 月 2 1 日 

いわてふっこう割事業対象事業者 各位 

いわてふっこう割事業事務局 
（公益財団法人岩手県観光協会） 

いわてふっこう割事業実績報告書の提出について 

 いわてふっこう割事業実績報告書の提出に当たっては、下記及び別添Ｑ＆Ａに御留意いただく

とともに、別添チェック表により提出書類を確認のうえ、提出くださいますようお願いします。 
記 

１ 提出書類について 

下記書類について、正副２通作成し、正本を当事務局あて提出してください。 

なお、副本については、貴事業者において保管してください。 

様式番号 様式名 留意事項 
(1) 第５号 実績報告書 

(2) 第６号 助成金算出シート（実績） ※電子データ（ＣＤ-Ｒ等）の添付は要りません。 

(3) 第７号 宿泊確認書 ①直売の場合：第７号（原本）

②旅行会社・ＯＴＡへの販売の場合：様式第８

号（原本） 

③様式第８号の発行が不可の場合：様式第８号

に替えて様式第７号の提出で可（原本） 

④領収書の写し（様式第７号に替える場合に限

る。） 

(4) 第８号 販売実績証明書 

(5) － 領収書 

(6) － いわてふっこう割事業で

販売した内容・手法が分

かる書類 

販売したいわてふっこう割商品を掲示した、 

①ホームページの写し（直売、ＯＴＡ）

②チラシ（直売、旅行商品）

③旅行商品の宿泊プランと行程表の写し など

(7) 第９号 助成金請求書 口座番号等が確認できる通帳の写しを添付 

※様式は、岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」(https://iwatetabi.jp/fukkouwari/) 

   に掲載しています。 

２ 提出書類の作成手順について 

 別紙のとおり 
３ 提出期限等について 

 以下のとおり提出願います。なお、速やかに助成金を確定する必要があるため、期限までに

提出のない事業者については、助成金を支払わない場合があります。 
(1) 提出期限 令和２年３月５日（木）必着 

(2) 提出場所 いわてふっこう割事業事務局（公益財団法人岩手県観光協会） 

  〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番 1号（マリオス３階） 

(3) 提出方法 郵送又は持参 

郵送の場合：簡易書留など配達日時が分かるものとすること。 

 持参の場合：午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までの間に提出す

ること。（休業日・土・日・祝） 

【いわてふっこう割事業事務局（公益財団法人岩手県観光協会）】 

ＴＥＬ：019-651-0626 ＦＡＸ：019-651-0637 

受付時間：９：00～12：00、13：00～17：00 休業日：土・日・祝 

ホームページアドレス：https://iwatetabi.jp/ 



別 紙 

実績報告関係書類の作成手順 

手順１ 

 販売した「いわてふっこう割」商品を掲示したホームぺージの写し、チラシ、旅

行商品の宿泊プランと行程表の写し等（以下「プラン」という。）を用意する。 

 これらの書類は、「いわてふっこう割」商品であることが明記され、割引前料金、

割引額、割引後料金が確認できるものであり、かつ、観光目的のプランであること

又はビジネス目的での利用を対象外としていることが確認できる書面であること。 

手順２ 

 それぞれの「プラン」を表紙とし、そのプランに該当する宿泊確認書（様式第７

号）又は同様式記載項目の全てが確認できる領収書に替える場合はその領収書若し

くは販売実績証明書（様式第８号）を、各様式の「割引額」欄に記載した金額の大

きい順に上から重ね左上をホチキス留めする。 

なお、外国人宿泊者分は日本人宿泊者とは分けて同様の方法で作成すること。 

手順３ 

 手順２で整理した書類単位、割引額単位を一行とし、助成金算出シート（様式第

６号）を作成する。 

 この場合、宿泊期間、正規料金（税抜）欄の記載は、「2/10～3/1」、「10,000～25,000

円」のように範囲表記でよいこと。 

 また、手順２で整理した書類の左上に、該当する様式第６号の行番号を記載する

こと。 

（例） 

 ＋ 

手順４ 

 以上により作成した様式第６号に基づき、実績報告書（様式第５号）及び請求書

（様式第９号）を作成する。 



№ 問い合わせ内容 回答

1 全般的事項
 配分額446,000円の施設において、自腹で4,000円出

して450,000円の事業を実施することは可能か。
 可能です。

2 全般的事項
 １が可能である場合、ホームページ等の添付書類を

どのように整理すればよいか。

 本来の価格と自腹割引も含めた割引額と割引後の価格を明示する必要

があります。

 例えば、ふっこう割で1,000円、自腹で4,000円割り引いた場合、

12,000円（税抜）からふっこう割で5,000円を割り引き、7,000円（税

抜）で販売するといったプランの写しで差し支えありません。ふっこう

割による割引額の1,000円引きを表示する必要はありません。

3 全般的事項

 掲示するふっこう割プラン対象の部屋タイプの説明

の中に、「ビジネスにも利用できる」旨の表記がある

場合において、観光目的であることが確認できれば対

象としてよいか。

 問い合わせ内容のような表記の場合、誤解を招くおそれがありますの

で、「ビジネスにも利用できる旨」の表記は削除してください。

 ビジネス目的のプランは助成対象から除きますので、実績報告書に添

付する書類に上記記載がある場合は、助成対象になりません。

4 全般的事項
 企業等の福利厚生での観光旅行は、ふっこう割の対

象となるか。

 ふっこう割事業は観光需要の喚起を目的としていますので、観光目的

であれば対象となります。

5 様式第６号
 様式第６号（助成金算出シート）は税抜価格か、税

込価格か。

②の欄「１人１泊当たりの売価〔円〕」は税抜価格で記載してくださ

い。

 実際に販売する場合も、税抜価格から助成対象額を割り引いて販売し

てください。

 なお、税込価格から助成対象額を割り引く場合、助成金が満額交付と

なりません。

【例１】

 税抜10,000円の商品を5,000円割り引いて税抜5,000円で販売する場合

は、割引額が5,000円となり、助成金も5,000円となります。

【例２】

 税込11,000円の商品を5,000円割り引いて6,000円で販売する場合は、

税抜に換算すると、10,000円の商品を5,455円で販売したことになり、

割引額は10,000円−5,455円＝4,545円となりますので、助成金も4,545

円となります。

6 様式第６号
 様式第６号（助成金算出シート）の電子データも提

出しなければならないのか。
 様式第６号の電子データの提出は不要です。

7 様式第７号
 10名程度の団体のお客様の場合、様式第７号（宿泊

確認書）は代表者１名の個人の署名でよいか。
 代表者１名の個人の署名で差し支えありません。

8 様式第７号

 様式第７号（宿泊確認書）に替えて領収書を添付す

る場合は、領収書の様式は宿泊施設の任意の様式でよ

いか。

 任意の様式で差し支えありませんが、いわてふっこう割事業を利用し

ている旨や割引前料金、割引額、割引後料金など様式第７号の内容が確

認できる領収書である必要があります。

9 様式第８号
 旅行会社・ＯＴＡから様式第８号（販売実績証明

書）を発行してもらえない場合はどうすればよいか。

 旅行会社・ＯＴＡによっては、様式第８号を発行できない場合があり

ますので、その場合は、様式第８号に替えて様式第７号を添付してくだ

さい。

10 その他書類
 いわてふっこう割事業で販売した内容・手法が分か

る書類とは具体的にどのような書類か。

 いわてふっこう割事業を利用して販売した商品を掲示した、ホーム

ページやツイッター、旅行商品の宿泊プランと行程表の写しなどです。

 直売の場合は、ホームページやツイッター、チラシなど、旅行商品の

場合は、チラシや宿泊プラン、行程表、ＯＴＡの場合は、ホームページ

などです。

11 提出方法
 関係書類の枚数が多いため、全てコピーすることは

大変だが、どうしても必要か。

 実績報告書を提出いただいた後、審査の過程で事務局から照会する場

合がありますので、お手数をおかけしますが、写しを保管いただきます

ようよろしくお願いします。

12 提出方法  実績報告書を郵送する場合、普通郵便でもよいか。

 様式第７号には個人情報（宿泊者氏名）が記載されていること、ま

た、様式第７号、様式第８号を紛失すると、助成金の支払が困難になり

ますので、紛失防止等のため簡易書留等でお願いします。

いわてふっこう割事業実績報告等に係るＱ＆Ａ



いわてふっこう割事業実績報告書チェック表

旅館業法番号 法人名 
確認者 

市町村 施設名 

チェック項目 確認 備考 

１ 添付書類の確認 
 (１) 宿泊実績報告書【様式第５号】が添付されているか。 

 (２) 助成金算出シート（実績）【様式第６号】が添付されているか。 

 (３) 宿泊確認書（直売の場合）【様式第７号】が添付されているか。 

 (４) 販売実績証明書（旅行会社・ＯＴＡへの販売の場合）【様式第８号】が添付されているか。 

 (５) 請求書【様式第９号】が添付されているか。 

 (６) 領収書の写し等が添付されているか。（様式第７号に替える場合に限る） 

２ 〔様式第５号〕宿泊実績報告書の確認 

 (１) 記載漏れがないか。 

 (２) 申請者情報が他書類と一致しているか。（様式第１号の申請者情報と一致していること。） 

 (３) 代表者印があるか。 

 (４) 対象宿泊期間が、以下の期間内であるか。 

〔対象期間〕 
・ 災害救助法適用市町村：令和２年２月３日（月）から３月１日（日）までの宿泊分 
・ その他市町村 ：令和２年２月 10 日（月）から３月１日（日）までの宿泊分 

 (５) 計算に誤りがないか。 

 (６) 「販売実績に基づく助成金額」が、配分予定額の範囲内であるか。 

 (７) 「販売実績に基づく助成金額」が、様式第６号の「⑨助成対象額（総額）」の計と一致し

ているか。 

３ 〔様式第６号〕助成金算出シートの確認 
 (１) 記載漏れがないか。 

 (２) 計算に誤りがないか。 

 (３) 「宿泊期間・宿泊日」が、様式第５号の「対象宿泊期間」内となっているか。 

(４) 「②１人１泊あたりの売価」が税抜価格になっているか。 

 (５) 「④１人１泊あたりの助成対象額」が１人１泊あたりの助成限度額を超えていないか。 

 (６) 「④１人１泊あたりの助成対象額」が「③１人１泊あたりの割引額」を超えていないか。 

 (７) 「⑤１人あたりの助成対象額」が旅行者 1人あたりの助成限度額を超えていないか。 

 (８) いわてふっこう割事業で販売した内容・手法が分かる書類が添付されているか。 

（掲示したホームページの写し、チラシ、旅行商品の宿泊プランと行程表 等） 

※ビジネス目的ではなく、観光需要の喚起に向けた内容となっていること。 

※「いわてふっこう割事業」であることが明らかになっており、本来の価格と割引後の価格 

（助成後の価格）が明示され、その差額に対し助成があることが明確になっていること。 

４ 〔様式第７号〕宿泊確認書の確認 
 (１) 記載漏れがないか。 

 (２) 販売した内容が分かる書類（HPの写し、チラシ、パンフレット等）が添付されているか。 

５ 〔様式第８号〕販売実績証明書の確認 

(１) 証明書発行の可否について旅行会社に確認を行ったか。 

 （発行不可の場合、様式第７号を添付すること） 

 (２) 記載漏れがないか。 

 (３) 販売した内容が分かる書類（HPの写し、チラシ、パンフレット等）が添付されているか。 

【確認日】令和２年 月 日 


