宿泊施設誘客促進事業
とまっ得おたる
～取扱マニュアル～
ＶＯＬ．2（随時更新）

宿泊事業者
（随時更新予定です。最新版は公式サイトで公開します。）
https://tomattokuotaru.jp/jigyosha/

VOL2更新内容
・P4 参加登録申請書の最終締切日を追記しております。
・P6 参加登録申請書の最終締切日を追記しております。
・P7 参加登録申請書の最終締切日を追記しております。

とまっ得おたる事業 事務局

（１）事業概要及び⽬的
目

的

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている宿泊事業者に対し「とまっ得おたる」
事業及び「とまっ得おたるクーポン」事業を実施することにより、コロナ禍で厳しい状
況にある宿泊施設の誘客及び観光消費額の向上を目指すことを目的としています。

名

「とまっ得おたる」事業

称

「とまっ得おたるクーポン」事業
とまっ得おたるについて
宿泊施設等に対し、宿泊代金等からの割引額を補助金として
交付する事業です。
また、宿泊施設では、宿泊者に対し、宿泊のチェックイン時に、
「とまっ得おたるクーポン」を１名１泊につき2,000円分
配布していただきます。

補助対象期間：
補助金の交付決定を受けた日から予約・販売されたもののうち、
令和4年9月1日(木)～令和４年１２月３１日（土）までに
チェックインした予約、かつ、５連泊分までを上限とします。
※予約回数には制限を設けません。
同一宿泊者が何回も利用することは可能です。

概要

補助金対象金額（※消費税及び地方消費税の額を除く。）：
宿泊料金の割引に係る経費のうち、１予約つき宿泊料金の50％に
相当する金額（１泊当たりの上限は、１万円）。
千円未満の端数は切り捨て。
※補助金の上限金額：下記表をご参照ください。
区分
旅館・
ホテル

定員
合計数

50人以下
50万円

100万円

200万円

250万円

簡易
宿所

補助金
上限額
定員
合計数

50人以下

51人以上
100人以下

101人以上
200人以下

201人以上

民泊
施設

定員合計数に応じた補助金上限額
51人以上
101人以上
201人以上
100人以下 200人以下
400人以下

補助金
20万円
50万円
100万円
上限額
１補助対象事業者当たり5万円（補助金上限額）

401 人 以
上
300万円

150万円

※旅館・ホテル、簡易宿所の「定員」は、小樽市保健所に届出している旅館業法上の定員のことをいいます。
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（１）-１ 事業概要
補助金の対象となる商品の販売について：
下記を明記してください。
①商品名に「とまっ得おたる」を明記する
②本来の販売価格（税及びサービス料を含む。）
③補助を受けた後の販売価格
④補助金の額

補助金適用の除外：
下記に該当するものは、補助金の対象外となります。
①国の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」等を基に、
市がとまっ得おたる事業の中止又は一時停止した場合
②施設を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と
呼ばれる行為
③有料会員又は福利厚生会員等、特定の者しか購入できない商品
④販売方法等が不明瞭なもの
⑤その他、事務局が不適当と認めるもの

取消料に関する取り扱いついて：

概要

①キャンセル・取消については、各事業者が約款等に基づき定め、
事前にお客様へご案内している取消料基準に従って取消料を収受
する（できる）ものとします。
②取消料は、「補助金」相当額を減じる前の「本来の販売価格」から
起算します。販売時に「本来の販売価格」、「補助金額」、
「補助を受けた後の販売価格」を明記するとともに「とまっ得おたる」の
補助金が取消料に充当できないことを、必ずお客様へご案内下さい。

新型コロナウィルス感染症による北海道警戒ステージ等の
対応について：
新型コロナウィルス感染拡大により、地域の往来の抑制や外出の自粛等
の行動制限等の発令がされた場合は、以下の対応を行います。
①小樽市内に行動制限等が発令した場合
→事業の一時停止または利用対象者の制限を行います。
新規販売を中止してください。
②小樽市外で行動制限等が発令した場合
→基本的には、対象地域からの宿泊者に対する「とまっ得おたる」を
利用した旅行は控えるよう事務局からは呼びかけますが、
新規販売の継続は可能です。
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（１）-２ 事業概要
とまっ得おたるクーポンについて
宿泊観光客を対象に、宿泊特典として市内の観光関連産業に携わる
施設店舗で利用できるクーポン（紙）を配布いただきます。

配布期間：令和4年9月1日(木)～令和４年１２月３１日（土）
（「とまっ得おたる」プラン期間内にご宿泊いただく方）
有効期限：発行日（チェックイン日）含め、６日間
配布方法：宿泊施設にて、クーポン券配布対象プランを設定し配布
※宿泊のチェックイン時に配布してください。
使用可能金額：宿泊人数１泊１名につき2,000円分
商品券として付与（1,000円×2枚）最大5泊分
配布枚数：事務局より宿泊施設へ、下記表の預託件数を上限として
クーポン券を預託させていただきます。

概要

区分

定員合計数に応じるクーポン券預託数

旅館・
ホテル

定員
合計数

50人
以下
120冊

簡易
宿所

ｸｰﾎﾟﾝ券
預託数
（2枚1冊）
定員
合計数

民泊
施設

50人
以下

51人
以上
100人
以下
270冊

101人以上
200人以下

201人以上
400人以下

401人以上

540冊

810冊

1,080冊

51人
以上
100人
以下
180冊

101人以上
200人以下

201人以上

288冊

450冊

ｸｰﾎﾟﾝ券
60冊
預託数
（2枚1冊）
１宿泊事業者当たり12冊

※旅館・ホテル、簡易宿所の「定員」は、小樽市保健所に届出している旅館業法上の定員のことをいいます。

一次締め切りまでに申請いただいた宿泊施設に対しては、
令和４年８月25日（木）までにクーポン券を配布いたします。
※参加登録申請書の最終締め切りは8月18日（木）
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（１）-３ 事業概要
とまっ得おたる対象事業者条件について：
小樽市内で宿泊施設を運営しており、次の要件に該当する事業者
①旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定により旅館業（下宿営業
を除く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項から第３項の規定による旅館・
ホテル営業及び簡易宿所営業を営むもの。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５項に規定する性風俗
関連特殊営業を営む者は除く。
②住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規定により住宅宿泊事
業を営む旨の届出をした者
③宿泊施設誘客促進事業費補助金交付要綱及びとまっ得おたるクーポン事業実施
要綱（以下「クーポン要綱」という。）を遵守し、事業を適切な管理の下に行うことが
できる者。また、過去に同類の事業に補助対象事業者として登録していた場合、当
該事業を適切に実施した者でなければならない。
④市が事業の中止若しくは一時停止を行った場合、又は事業の対象となる都道府県
等の範囲を変更した場合は、速やかに対応できる者でなければならない。
※ただし、下記の事業者を除きます。
政治団体、宗教上の組織若しくは団体又は法人税法（昭和４０年法律第３４号）
別表第１に規定する公共法人

概要

とまっ得おたる対象事業者の遵守事項について：
対象事業者は、下記の事項を必ず守ってください。
①補助対象事業者は、自己又は自社の役員等（補助対象事業者が個人である場合
にはその者を、補助対象事業者が法人である場合にはその役員又はその支店
若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、対象事業者が
団体である場合は代表者又は理事等をいう。以下この号において同じ。）が、
次のいずれにも該当する者であってはならない。
ア 小樽市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年小樽市条例第１９号。
以下この号において「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下
この号において単に｢暴力団員｣という。）であると認められる者
イ 条例第２条第１号に規定する暴力団（以下この号において単に「暴力団」と
いう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与して
いると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められる者
②補助対象事業者は、前号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人
その他の団体又は個人であってはならない。
③補助対象事業者は、本事業により宿泊を利用しようとする者に対して、事前に
感染症対策に係る警戒情報をホームページ等により確認し、行動するように
5
周知すること。
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（２）事業スキーム及びスケジュール
事業スキーム
●対象事業者からの問い合わせに関しては事務局にて⼀括対応をします。
事務局は⼩樽市稲穂2-22-4 樽⽯ビル7Fに設置します。

協⼒・連携

⼩樽市・補助⾦仮払いの⽀払い
事務局・補助⾦仮払⾦の請求
業務報告（週次・⽉次・事業終了報告）

協⼒・連携

観光協会
商工会議所
観光業界
教育機関

小樽市産業港湾部
観光振興室

⼩樽市観光消費

～とまっ得おたる事務局～

⼩樽ファン増

協⼒・連携

協⼒・連携

観光事業者
クーポン利用店

事業者・補助⾦の請求
事務局・補助⾦の⽀払い

旅行者

参画宿泊施設に宿泊し
とまっ得クーポン受け取り
～利用店での利用

参画宿泊施設
販売促進
人財育成

事 業 全 体 の ス ケ ジ ュ ー ル

宿泊事業者

とまっ得おたる事業
補助対象事業者申請 （宿泊事業者）
※クーポン利⽤登録店には別途申請が必要です。
令和4年8⽉1⽇より１次受付8⽉15⽇まで、以降は随時受付
最終締め切り⽇8⽉18⽇（⽊）

交付⾦決定通知/クーポン券預託通知

令和4年8⽉22⽇までに上記２通の通知書を電⼦メールにてお送りします

クーポン加盟店
登録事業者

とまっ得おたるクーポン事業
クーポン利⽤登録店申請

令和4年8⽉1⽇より1次受付8⽉15⽇まで
以降は随時受付

登録証、ステッカー納品、換⾦⽤書類等送付
8⽉29⽇頃に事務局スタッフまたは郵送にてお届け

商品造成
クーポン使⽤期間

販売開始+クーポン券の配布

（令和4年9⽉1⽇チェックイン〜令和4年12⽉31⽇チェックイン）
※クーポン券は8⽉25⽇頃にお届けいたします。

実績報告/請求 （毎⽉）

⽉末締め 翌⽉7⽇まで⽬途に事務局へ電⼦メールにて報告
※最終締切⽇令和5年1⽉31⽇まで

補助⾦額⽀払い（毎⽉）
※施設毎に上限に達した時点で補助⾦は終了になります

（令和4年9⽉1⽇〜 令和5年1⽉5⽇）

換⾦・精算

換⾦スケジュールに沿って最⼤4回まで可能
⽉末締めで使⽤済みギフト券と請求書を換⾦⽤封筒
（レターパックライト）にてポストもしくは郵便局窓⼝へ提出
請求書受理後、翌⽉20⽇を⽬途に
指定した⼝座に振込
※クーポン利⽤実績報告書と合わせてご提出ください。
※最終請求締め令和5年1⽉末締め〜
2⽉20⽇⽀払い
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（３）登録申請〜承認
とまっ得おたる対象宿泊事業者への登録申請～承認の流れ
④通知

③承認

⼩樽市
とまっ得おたる

①申請

宿泊施設

②審査・報告

観光振興室

事務局

事業者申請受付⽇程

令和4年8⽉1⽇（⽉）〜8⽉15⽇（⽉）
以降は随時受付8⽉18⽇（⽊）最終締切

申請⽅法

提出書類

■申請書をメール
または
原本送付
様式第１号その1、その2、
様式第２号、様式第３号は
代表者印の捺印が必要です

(1) とまっ得おたる事業参加登録申請書（様式第１号その１）
(2) 補助⾦交付申請対象施設⼀覧（様式第１号その２）
(3) 宿泊施設誘客促進事業（とまっ得おたる事業）
事業計画書 兼 収⽀予算書（様式第１号その３）
(4) 委任状（様式第２号※事務局が必要と判断した場合のみ）
(5) ⼝座確認書（様式第３号）
(6) 前号の指定⼝座通帳の写し
(7) 「新北海道スタイル安⼼宣⾔」の写し
(8) その他事務局が必要と認める書類を提出いただく場合がございます。

必要書類を揃え事務局まで提出をお願いいたします。
※一次締め切り令和4年8月15日（月）以降随時受付、
参加登録申請書は8月18日（木）最終締切
【書類提出先】
〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階 B室
とまっ得おたる事務局 宛て
TEL0134-61-6875 FAX0134-61-6876
メールアドレス︓jimu_shukuhaku@tomatoku.com

※平⽇10︓00〜17︓00（⼟⽇祝⽇︓休業）

申請に関する注意事項

・郵送の場合は必ず配達の記録が残る⽅法で送付してください。（簡易書留や⼀般書留、レターパックプラスなど
郵便物の追跡が出来る⽅法でかつ配送時に受け取り確認がされるもの）また、普通郵便で送付され、万が⼀
紛失した場合は、事務局ではその責任を負いませんので注意してください。
・その他、事務局が必要とする確認事項がある場合はその都度お問い合わせさせていただきます。
・送料は事業者様のご負担になります。
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（４）登録の承認〜書類⼀式到着
承認後、一次締め切り分で申請いただいた事業者へは8月25日（木）を
目途に事務局より以下の書類一式をお届けしますので、
ご確認をお願いいたします。

〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階 B室
とまっ得おたる事務局 TEL0134-61-6875
FAX0134-61-6876
メールアドレス︓
jimu_shukuhaku@tomatoku.com

とまっ得おたる
事務局

〜同封予定〜

①同封物のご案内⽂
②「とまっ得おたるクーポン」
③交付決定通知書（様式第４号）
式第４号
交付決定通知書
令和
補助事業者等
氏名（団体名及び代表者職・氏名） ○○ ○○

年

月

日

様
とまっ得おたる事務局
事務局長

印

令和
年
月
日付けで申請のあった小樽市補助金等の交付について次のとおり決
定したので、通知します。
１
２
３
４
５
６

補助年度
令和４年度
補助事業等の名称
宿泊施設誘客促進事業
補助対象経費
円
補助金等の額
円
とまっ得おたるＩＤ
交付条件
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更（事務局が定める軽微な変更

見本

を除く。）をする場合においては、事務局の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容の変更（事務局が定める軽微な変更を除く。）を

見本

する場合においては、事務局の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、事務局の承認
を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行
が困難となった場合においては、速やかに事務局に報告してその指
示を受けること。
(5) 事務局が、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事

見本

業者等に対して報告を求め、又はその職員に当該補助事業者等の事
務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若
しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力
すること。

７ 留意事項

(1) 小樽市補助金等交付規則及び宿泊施設誘客促進事業費補助金交付要
綱を遵守すること。
(2) 補助金を他の用途に使用し、又はその他交付決定の内容又は交付の
条件に違反したときは、決定の全部又は一部を取り消し、当該取消し
に係る部分について既に補助金が交付されているときは返還を命ず

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※表面

るものとする。
(3) 補助金を請求するときは、本通知書の写しを添えて請求すること。

注

交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この通知を受理した日
から 10 日以内に申請の取下げをすることができますので、申請を取り下げる場合は、取
下げ書を事務局に提出してください。

交付決定通知書 様式第４号
（見本）

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※裏面
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（５）「とまっ得おたる」プラン企画・販売開始以降
プ ラ ン の 企 画 ・ 販 売
●事務局より、交付決定通知書を受理した後、「とまっ得おたる」プランの
企画・販売をお願いいたします。
＊本マニュアルの事業概要P2～3の事項について、ご留意ください。

事業開始以降

見本

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※表面

見本

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※裏面

月次実績報告書 （見本）

●「とまっ得おたる」プランでお申込みいただいたお客様へチェックイン時に
１名１泊あたり２．０００円分のクーポン券をお渡しください。

＊クーポン券面に、「チェックイン日の記載」、
お渡し時に「月次実績報告書（内訳書）」へクーポン券お渡し枚数・番号、
お客様の性別・年代等、必要事項の入力をお願いいたします。

とまっ得
おたる
クーポン
取扱
要項

（１）クーポン券は、利用登録店での精算取引において使用可能です。
但し、以下に該当するものについては、使用することはできません。
・宿泊料金の支払い
・公共料金等の支払い（税金・電気代・ガス代・水道代等）
・出資、有価証券の購入、債務の支払い等、消費にあたらないもの
・商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等換金性があり、かつ広域的に
流通しうるものの購入
・たばこの購入
・その他、小樽市が不適当と認める場合
（２）クーポン券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできません。
また、クーポン券と現金の交換は禁止します。
（３）クーポン券の額面以下での使用の場合でもお釣りは出ません。
（４）使用条件の定めがある場合は、予め利用者が認識できるよう店頭にて明示してください。
（５）クーポン券の盗難、紛失または偽造、模造については、発行者は責任を負いません。
（６）クーポン券は、有効期限内にてご利用ください。
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（６）精算について
●とまっ得おたるの精算について
（１）補助金の請求については、毎月月末締めにて「とまっ得おたる事務局」宛に
電子メールにて翌月の７日必着ご請求をお願いいたします。
＊期日厳守にてご協力をお願いいたします。
（提出するもの）
・とまっ得おたる請求書 宿泊事業者用（様式第5号）
・月次実績報告書（様式第6号）
→上記書類は、HPより指定書式をダウンロードいただきご利用ください。
＊その他事務局が必要と認める書類を提出いただく場合やお問い合わせをさせて
いただく場合がございます。
（２）入金は後日振込です。請求内容を「とまっ得おたる事務局」で確認の上、翌月20日を
目途に、参画事業者が指定した口座に支払います。

とまっ得
おたる
精算
業務

（３）最終の精算は、令和５年（202３年）1月7日必着にて、請求書をご提出ください。
「とまっ得おたる事務局より」より同年1月20日目途として、参画事業者が指定した
口座に支払われます。
（※締切厳守／期日を過ぎたご請求については、お受けできかねますので、
ご理解ください）
（最終報告物として提出するもの）
・とまっ得おたる請求書（宿泊事業者用）（様式第5号）12月分
・月次実績報告書（様式第6号） 12月分
・最終実績報告書（様式第8号）
→上記、12月分の書類と合わせて、
・収支決算書 （様式第9号）
最終報告時のみ、 ２点追加でご提出ください。
→上記書類は、HPより指定書式をダウンロードいただきご利用ください。
＊その他事務局が必要と認める書類を提出いただく場合やお問い合わせをさせて
いただく場合がございます。
（４）本事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に
区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておいてください。
また、本事業に関する帳簿及び全ての証拠書類を、補助金の交付を受けた年度の
翌年度から起算して５年間保管しておいてください。

●とまっ得おたるの精算スケジュール
補助⾦・請求締め⽇
（事務局到着⽬途）

振込⽇

１回⽬

２回⽬

３回⽬

４回⽬

9⽉末
締分

10⽉末
締分

11⽉末
締分

12⽉末
締分

（10/7着⽬途）

（11/7着⽬途）

（12/7着⽬途）

（1/7着⽬途）

10/20頃

11/20頃

12/20頃

1/20頃
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（７）その他、留意事項
●その他、留意事項

その他
留意
事項

・補助金を交付した後であっても、補助対象事業者が要綱の規定に違反した場合や
不正な申請または不明瞭な販売を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を
取り消し、返還金を求めることがあります。
返還金が発生した場合は、事務局が指定する期日までに、直ちに補助金を返還して
ください。
・クーポン券利用登録店情報（施設店舗名、所在地）は、ホームページなどにより広報します。
・募集要項に記載されていない事項等については、協議の上、決定します。
・事業終了後に本事業実施に関するアンケートを行います。必要項目記載の上、ご返信
いただきますようご協力をお願いします。
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●お問合せ

〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階 B室
とまっ得おたる事務局 TEL0134-61-6875
FAX0134-61-6876
メールアドレス︓
jimu_shukuhaku@tomatoku.com
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