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①趣旨・目的

趣旨
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、需要が

落ち込んでいる基幹産業である観光産業への救済支援として、
名護市の観光需要拡大キャンペーンを実施し、需要の回復を
図るとともに、アフターコロナを見据えた観光産業への投資
支援を実施し、旅行ニーズの変化に順応したプロモーション
を展開する。

目的
幅広い業種への影響が波及する観光関連事業者（宿泊事業

者、体験事業者、観光施設事業者等）の早期回復を図る為、
各事業者が連携し相乗効果の高い実施スキームを構築する
ことで、市内経済回復の契機とする。
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②事業概要
・事業名称 『今こそ７５１５（ナゴイコ）キャンペーン』

・実施期間 令和３年１１月１日（月）～令和４年２月２８日（月）
※実施期間が支援（助成）の対象となります。
※実施期間は目安です。実施条件として、新型コロナウイルス感染状況
に対し、行動制限緩和となった前提での事業開始を予定しております。
状況により期間の短縮、変更、一時停止になる場合があります。

・事業内容
（１）宿泊支援事業（２）体験支援事業（３）地域観光券事業

・支援（助成）総額 １億３，５００万円
※予算配分に達した時点で支援終了となります。
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②事業概要
・対象消費者 県内外の利用者（名護市民も対象）

※利用者へPCR検査陰性証明（利用３日前から直前にかけて）の提示、
又は新型コロナウイルスワクチンを２回接種し、２回目の接種から
出発日前日までに１４日以上（アストラゼネカは１５日以上）経過
した上での証明提示、又は１２歳未満の方のみを対象とした、健康
状態申告書の記入を条件とする。
（PCR検査、ワクチン接種及びそれぞれの証明に係る費用は利用者
負担となります）

※PCR検査陰性証明は全年齢が対象、ワクチン接種証明は１２歳以上が
対象となります。
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③宿泊支援事業
・実施期間
令和３年１１月１日（月）チェックイン分～
令和４年２月２８日（月）チェックアウト分まで
※感染拡大により、実施期間中に名護市が自粛・外出抑制の対象地域、
期間に該当した場合は、事業を一時停止します
（但し、事業停止前に予約済の利用者の宿泊については割引適用）

・事業詳細
（１）ＯＴＡ（オンライントラベルエージェント：インターネットのみ

で取引を行う旅行会社）と連携した、専用割引助成商品での展開
※指定するＯＴＡ（じゃらんnet）への加盟登録が必須

（２）宿泊助成額は、利用者１人当たり５千円の１万５千名分
※助成金が上限に達した場合、その時点で助成金適用は終了と
なります。
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③宿泊支援事業
・対象事業者
名護市内の宿泊施設（旅館・ホテル営業/簡易宿所営業）
※且つ、「沖縄県感染防止対策認証制度（宿泊施設）」を登録している
施設

※且つ、客室にトイレ、風呂が完備されている施設

←沖縄県感染防止対策認証制度ステッカー
（見本）
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③宿泊支援事業
・助成金額（４種の割引クーポン設定）
（１） ５，０００円（１名以上利用）
（２）１０，０００円（２名以上利用）
（３）１５，０００円（３名以上利用）
（４）２０，０００円（４名以上利用）
※１回の予約につき、１種類のみでの割引クーポンの適用
※５名以上の割引設定は無
※利用者はＯＴＡサイトから上記割引分を差し引いた金額で精算
（事前決済又は現地決済）

・助成の対象となる商品
（１）名護市内の宿泊施設に１泊以上する商品
（２）商品内に宿泊施設以外のサービスを付随する場合、「沖縄県感染

防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」を取得している施設、
事業者のサービスであること。

（３）一人当たり単価５，００１円（税込）以上の商品
（子供の宿泊価格は宿泊施設に判断をゆだねるが、
子供1人当たり５，０００円以下の場合は助成対象外）
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③宿泊支援事業
・助成の対象外となる商品
（１）日帰り商品
（２）換金性の高い金券を組み込んだ宿泊商品

（プリペイドカード、ビール券、おこめ券、旅行券、店舗が
独自に発行する商品券等が対象）

（３）同様の内容にもかかわらず元の宿泊料金を大幅に上回る宿泊商品
（４）助成金額（一人当たり５，０００円）を下回る宿泊商品
（５）客室１室あたり、複数の予約者が利用する宿泊商品
（６）新型コロナウイルス感染予防対策が徹底されていない宿泊商品
（７）「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」を取得

していない施設、事業者のサービスを組み込んだ宿泊商品
（８）予約はされたが、キャンセルされた場合（無断の場合も含む）
（９）その他運営事務局が不適当と認めたもの
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③宿泊支援事業
・宿泊施設（参画事業者）の責務
（１）実施期間終了後の実績報告の協力を妨げないこと
（２）宿泊者に対し、PCR検査陰性証明又は新型コロナウイルス

ワクチン２回接種証明の確認を行うこと
（３）地域観光券引換証をチェックイン時に必ず渡すこと
（４）地域観光券引換証は助成対象宿泊者１人につき１枚渡すこと
（５）地域観光券引換証に記載のコードを宿泊者の記録に記載すること
（６）地域観光券引換証の盗難、紛失、減失又は偽造、変造、模造に

対して、発行者及び運営事務局は責を負わない
（引換証の再発行は行わない。地域観光券引換証の盗難、紛失、
減失等については宿泊施設に対し、損害賠償責任が発生する
場合がある）

（７）地域観光券引換証の管理業務に対する協力を妨げないこと
（OTA事業者から運営事務局への実績報告を許可すること）

（８）参画事業者が要領の規定に違反する行為が認められた場合は、
事業の登録を取り消し、及び損害賠償を請求することがある

※責務の（３）～（７）については地域観光券事業（本資料１４Ｐ
以降）を参照下さい
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③宿泊支援事業
・沖縄県感染防止対策認証制度送り状 ・地域観光券引換証（見本）
（見本）
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③宿泊支援事業
・実施の流れ

１１

【事業者】

加盟登録

（観光協会・ＯＴＡ）

宿泊商品設定

【じゃらんnet】

宿泊商品販売

助成割引設定

【利用者】

助成割引獲得・予約

（差額決済：事前）

【事業者】

宿泊受入・引換証付与

（差額決済：現地）

【利用者】

地域観光券取得

（ファミリーマート）

【じゃらんnet】

事業者へ

割引代金振込

（販売手数料差引）



④体験支援事業
・実施期間
令和３年１１月１日（月）～令和４年２月２８日（月）
※感染拡大により、実施期間中に名護市が自粛・外出抑制の対象地域、
期間に該当した場合は、事業を一時停止します
（但し、事業停止前の予約済の利用者の利用については割引適用）

・事業詳細
（１）ＯＴＡ（オンライントラベルエージェント：インターネットのみ

で取引を行う旅行会社）と連携した、専用割引助成商品での展開
※指定するＯＴＡ（じゃらんnet）への加盟登録が必須

（２）体験助成額は、利用者１人当たり５千円の３千名分
※助成金が上限に達した場合、その時点で助成金適用は終了と
なります。
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④体験支援事業
・対象事業者
名護市内に登記又は事務所を構える体験事業者
名護市内にある観光施設（定義は別紙要領を参照）
名護市内に登記又は事務所を構える旅客自動車運送事業者
名護市内にある住宅宿泊事業法による宿泊施設
（客室にトイレ、風呂が完備されている施設）
※且つ、上記各事業において、「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッ
カー（RICCA）」を登録している施設

←RICCA シーサーステッカー（通称：見本）
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④体験支援事業
・助成金額（４種の割引クーポン設定）
（１） ５，０００円（１名以上利用）
（２）１０，０００円（２名以上利用）
（３）１５，０００円（３名以上利用）
（４）２０，０００円（４名以上利用）
※１回の予約につき、１種類のみでの割引クーポンの適用
※５名以上の割引設定は無
※本事業においては大人のみの適用
※利用者はＯＴＡサイトから上記割引分を差し引いた金額で精算
（事前決済又は現地決済）

・助成の対象となる商品
（１）名護市内外での体験を利用する商品
（２）商品内に主催者以外の事業者のサービスを付随する場合、

「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」を取得
している施設、事業者のサービスであること。

（３）一人当たり単価５，００１円（税込）以上の商品
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④体験支援事業
・助成の対象外となる商品
（１）換金性の高い金券を組み込んだ体験商品
（２）同様の内容にもかかわらず元の体験料金を大幅に上回る体験商品
（３）助成金額（一人当たり５，０００円）を下回る体験商品
（４）客室を利用する体験商品の場合、客室１室あたり、複数の予約者

が利用する体験商品
（５）新型コロナウイルス感染予防対策が徹底されていない体験商品
（６）「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」を取得

していない施設、事業者のサービスを組み込んだ体験商品
（７）予約はされたが、キャンセルされた場合（無断の場合も含む）
（８）その他運営事務局が不適当と認めたもの

・参画事業者の責務
（１）実施期間終了後の実績報告の協力を妨げないこと
（２）利用者に対し、PCR検査陰性証明又は新型コロナウイルス

ワクチン２回接種証明の確認を行うこと
（３）参画事業者が要領の規定に違反する行為が認められた場合は、

事業の登録を取り消し、及び損害賠償を請求することがある
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④体験支援事業
・実施の流れ

１６

【事業者】

加盟登録

（観光協会・ＯＴＡ）

体験商品設定

【じゃらんnet】

体験商品販売

助成割引設定

【利用者】

助成割引獲得・予約

（差額決済：事前）

【事業者】

体験受入

（差額決済：現地）

【じゃらんnet】

事業者へ

割引代金振込

（販売手数料差引）



⑤地域観光券事業
・実施期間
令和３年１１月１日（月）～令和４年２月２８日（月）

・事業詳細
（１）宿泊支援事業で予約し、宿泊する利用者（助成対象者限定）に、

地域観光券登録事業の加盟店舗でのみ利用可能な地域観光券
（１００％補助）を付与

（２）観光券助成額は、利用者１人当たり３千円の１万５千名分
※助成金が上限に達した場合、その時点で助成金適用は終了と
なります。
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⑤地域観光券事業
・対象事業者
名護市内の宿泊施設（旅館・ホテル営業/簡易宿所営業）
名護市内に登記又は事務所を構える体験事業者
名護市内にある観光施設（定義は別紙要領を参照）
名護市内に登記又は事務所を構える旅客自動車運送事業者
名護市内に登記又は事務所を構えるレンタカー事業者
名護市内にある住宅宿泊事業法による宿泊施設
名護市内にある旅行会社（旅行業登録事業者）
名護市内にある土産品店で販売商品の半数以上が土産品となる事業者
※且つ、上記各事業において、「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッ
カー（RICCA）」を登録している施設
（旅館業許可宿泊施設は沖縄県感染防止対策認証制度加盟施設）

←RICCA シーサーステッカー（通称：見本）
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⑤地域観光券事業
・地域観光券の配布、受取りについて
（１）地域観光券は１枚あたり１，０００円分の利用券とする
（２）地域観光券は対象となる利用者１人あたり３枚付与する
（３）利用対象者は宿泊支援事業で割引の対象となる宿泊者に限る
（４）地域観光券は偽造防止加工をされた印刷物とする
（５）地域観光券は名護市内のコンビニエンスストア（ファミリー

マート）で発行する為、宿泊施設にてチェックイン手続後でしか
受取り出来ない

（６）利用者は宿泊施設にてチェックイン後、宿泊施設より観光券の
引換証（支援対象人数分）を受取る

（７）受取り場所は名護市内のファミリーマートにて受取る
（引換証に明記／引換証はファミリーマートで回収）

（８）ファミリーマートで受取りの際、引換証に記載の入力コードを
専用端末に入力、レシート発券し、レジにて観光券を受取る

（９）地域観光券の利用期限は（引換証）受取りから７日後までとする
（但し、７日以内でも最終の利用期限は令和４年２月２８日まで
とする）
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⑤地域観光券事業
・地域観光券加盟店の責務、地域観光券の取扱いについて
（１）地域観光券は加盟施設の商品の販売又はサービスの提供などの

取引において利用可能
（２）登録完了後の認証ステッカーは運営事務局にて受取ること
（３）登録時に配布されたステッカーを見やすい場所に掲示すること
（４）利用者から受取った地域観光券表面には店舗名等を必ず押印

又は記入すること
（５）他店舗の押印又は記入済の地域観光券は受取りを拒否すること
（６）地域観光券が偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否

するとともに、速やかに運営事務局及び警察に申し出ること
（７）地域観光券と現金の交換は禁止
（８）地域観光券の譲渡・交換は禁止
（９）引換証受取から８日後以降の地域観光券の受取りは拒否すること

←地域観光券認証店ステッカー（見本）
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⑤地域観光券事業
・地域観光券加盟店の責務、地域観光券の取扱いについて
（１０）地域観光券の券面額以下の金額利用の場合であっても、

おつりは渡さない
（１１）地域観光券による支払いで不足する分は現金等で収受する
（１２）地域観光券を利用して購入した商品又はサービスの返品の際の

返金は不可
（１３）地域観光券の盗難、紛失、減失又は偽造、変造、模造に対して、

発行者及び運営事務局は責を負わない
（地域観光券の盗難、紛失、減失等については加盟店に対し
損害賠償責任が発生する場合がある）

（１４）地域観光券の換金の際、基本、破損、減失した観光券は受付
けない
[但し、地域観光券の３分の２以上で且つ店舗押印（記入）済、
券番明記が残っていれば受付可]

（１５）他割引、クーポンとの併用は加盟店舗にて判断すること
（１６）実施期間終了後の実績報告の協力を妨げないこと
（１７）参画事業者（加盟店舗）が要領の規定に違反する行為が認め

られた場合は、事業の登録を取り消し、及び損害賠償を請求
することがある

２１



⑤地域観光券事業
・地域観光券の対象とならない商品等
（１）行政機関等への支払い

（税金、社会保険料、宝くじ等）
（２）日常生活における継続的な支払い

（電気、電話、ガス、水道、不動産賃料等）
（３）換金性の高いものの購入

（金券、金融商品、プリペイドカード、電子マネー等）
（４）その他

（宿泊支援事業での宿泊代金、キャンセル料、タバコ等）
※各項目の該当詳細は、地域観光券取扱要領を参照すること

←地域観光券（見本）

２２



⑤地域観光券事業
・実施の流れ

２３

【事業者】

加盟登録

（観光協会）

ステッカー掲示

【宿泊施設】

宿泊受入

引換証付与

【利用者】

地域観光券取得

（ファミリーマート）

【事業者】

商品販売

地域観光券受取

【事業者】

地域観光券換金手続

（観光協会）

【観光協会】

事業者へ助成金振込



⑥事業申請について
・事業加盟料
無料（但し、申請書類準備等に係る費用は事業者負担）

・申請書類（運営事務局への提出書類）

・宿泊支援事業
（１）登録申請書・誓約書
（２）「沖縄県感染防止対策認証制度（宿泊施設）」

（施設名と認証番号が確認できる書類）の写し
※本資料１０Ｐ左側見本参照

・体験支援事業
（１）登録申請書・誓約書
（２）「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」

（シーサーステッカー・ＲＩＣＣＡ ＱＲコード付き）の写し
※本資料１３Ｐ見本参照

※上記（１）の書類については下記事業HPよりダウンロード
してください。（１０月１日オープン予定）
https://www.7515.jp/jigyousya

２４

https://www.7515.jp/jigyousya


⑥事業申請について
・申請書類（運営事務局への提出書類）

・地域観光券事業
（１）登録申請書・誓約書
（２）「沖縄県感染防止対策認証制度（宿泊施設）」

（施設名と認証番号が確認できる書類）の写し
※宿泊施設事業者（旅館・ホテル営業／簡易宿所営業）のみ

（３）「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（RICCA）」
（シーサーステッカー・ＲＩＣＣＡ ＱＲコード付き）の写し
※上記宿泊施設以外の事業者／本資料１８Ｐ見本参照

（４）名護市に事業所があることを確認できる書類の写し
（旅館業許可証、事業許可証等公的書類、パンフレット等）

（５）口座確認書（要銀行口座写し※ゆうちょ銀行は不可）

※上記（１）、（５）の書類については下記事業HPよりダウン
ロードしてください。（１０月１日オープン予定）
https://www.7515.jp/jigyousya

２５
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⑥事業申請について
・OTAへの申請について（じゃらんnet未加盟施設が対象：加盟必須）
※OTAへの登録申請は事業受付開始日前から受付可能です
※詳細はOTA（指定事業者）HPからご確認下さい

・じゃらんnet施設加盟申請URL
宿泊支援事業対象施設
https://www.jalan.net/jalan/doc/howto/10sankaku.html
体験支援事業対象施設
https://www.jalan.net/activity/inquiry/

・沖縄県感染防止対策認証制度登録について
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html

・沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー登録について
（新型コロナ対策パーソナルサポート：通称RICCA）
https://okinawa.l-channel.net/shop

２６
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⑥事業申請について
・事業受付開始期日（運営事務局宛て）
３事業共通 令和３年１０月４日（月）
※但し、令和３年１２月２４日（金）までの受付とする

・各種支援事業に参画できない事業者。
（１）各事業での対象事業者に該当しない場合
（２）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1項第4号、第5号及び同条第5項に該当
する営業を行うもの

（３）特定の宗教・政治団体と係る場合や業務の内容が公序良俗に
反する営業を行うもの

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律
第77号）第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、
もしくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は
暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体等

※上記（２）～（４）については、各事業における対象事業者の
条件に該当しても参画不可

２７



⑦実施スケジュール

２８

期間 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・事業申請
・OTA加盟申請
・商品設定

・事業受入
・引換証付与
・観光券受入

・地域観光券
換金受付

・地域観光券
換金分振込



⑧運営事務局連絡先

２９

・名護市観光産業支援事業に関する問い合わせ先
（事業申請受付先並びに地域観光券換金申込受付先）

名護市観光産業支援事業運営事務局
公益財団法人 名護市観光協会
名護市大中１－１９－２４
名護市産業支援センター１階
ＴＥＬ：０９８０－５３－７７５５
mail: 7515nagoiko@gmail.com
※各事業とも申請について、メールにて受付となります。
（各事業に必要な申請書類を必ず添付すること。申請書類に不備が
あると、申請受付完了となりません。）

※地域観光券事業について、加盟登録事業者には申請受付完了後、
加盟店ステッカーを運営事務局（観光協会）にてお渡し致します。

※平日の１０時～１７時にて対応
※土日祝、年末年始（１２／２９－１／３）は休み

mailto:7515nagoiko@gmail.com

