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2-4ｰ1．補助金の申請・実績報告・支払等のスケジュール

日程① 日程② 日程③ 日程④

利用店舗様⇒事務局
精算書類の郵送
（必着）

令和3年
10月22日（金）

～
10月28日（木）

令和3年
10月29日（金）

～
11月24日（水）

令和3年
11月25日（木）

～
12月22日（水）

令和3年
12月23日（木）

～
令和4年1月20日（木）

【事務局対応】
実績確認・OCR読取集計

エラーチェック等

10月29日（金）
～

11月25日（木）

11月25日（木）
～

12月22日（水）

12月23日（木）
～

1月20日（木）

1月21日（金）
～

2月21日（月）

事務局⇒利用店舗様
指定口座へ振込（予定日） 11月26日（金） 12月23日（木） １月21日（金） 2月22日（火）

２-４．補助金の申請・実績報告・支払等の方法

事務局到着日(必着)以降に書類を審査します。審査完了後、支払手続きを行います。
不備があるものは次の日程以降での支払になりますのでご注意ください。

（１）精算書類の必着日と振込予定日

（２）入金処理期間及び入金日 （３）入金口座
入金日を設定しています。発送の回数は、上記の追加日程で4回までと
させていただきます。できる限り、日程ごとの精算をお願いします。

利用可能店舗様が申請時に登録された口座にお振込みいたします。

【振込名義人】
●口座名：一般社団法人京都府旅行業協会
●フリガナ：ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｷｮｳﾄﾌﾘｮｺｳｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ

（４）１口座１回あたりの入金額のご確認のお願い
振込手数料は事務局負担にてをお振込みします。
※入金額に異議がある場合は、入金日から２週間以内に限って受付

しますので入金額を各自でご確認ください。

最終回収日1月20日（木）必着です
※1月20日（木）までに事務局に届かない申請・実績報告の

支払には一切応じられません。
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スターターキットに同封のヤマト運輸の封筒にて、着払
い用伝票をつけて精算書類全てをご返送ください。

提出に必要な書類

• 【様式第6号】補助金交付申請書兼実績報告書

• 【添付①】実績台帳

• 割引利用申込書兼同意書【添付③】宿泊旅行用

宿泊旅行の場合 ：精算書類３点セット

募集型・受注型企画旅行及び日帰り旅行の場合：精算書類４点セット

• 【様式第6号】補助金交付申請書兼実績報告書

• 【添付①】実績台帳

• 割引利用申込書兼同意書【添付③】宿泊旅行用、

【添付④】日帰り旅行用

• 催行した旅行の詳細が分かる行程表または募集チラシ等

原本が必要です

原本が必要です
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宿泊旅行の場合 ：精算書類３点セット
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補助金の申請に係る提出書類

【様式第6号】
補助金交付申請書兼
実績報告書

割引利用申込書兼同意書
【添付③】宿泊旅行用

必要事項をご入力の上、本紙を提出く
ださい。

お客様からご署名いただきましたも
のを【添付①】実績台帳の根拠とし
て提出ください。原本が必要です。
適用するお客様・団体様ごとに記
載いただき、申請分全てを事務局
へ送付ください。

【添付①】
実績台帳

【様式第6号】補助金交付申請書兼実
績報告書の根拠として、実績台帳をご
記入ください。

※コピーを5年間保管必須

【重要】
既存商品を適用する場合は、
宿泊の実績及び割引をした実績が
証明できる書類（申込書のコピー
など）も併せてご提出ください

原本をお願いします

原本をお願いします
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募集型・受注型企画旅行及び日帰り旅行の場合：精算書類４点セット

補助金の申請に係る提出書類

【様式第6号】
補助金交付申請書兼
実績報告書

割引利用申込書兼同意書
【添付③】宿泊旅行用
【添付④】日帰り旅行用

必要事項をご入力の上、本紙を提出く
ださい。

お客様からご署名いただきましたも
のを【添付①】実績台帳の根拠とし
て提出ください。原本が必要です。
適用するお客様・団体様ごとに記
載いただき、申請分全てを事務局
へ送付ください。

【添付①】
実績台帳

【様式第6号】補助金交付申請書兼実
績報告書の根拠として、実績台帳をご
記入ください。

【募集型・受注型企画旅行及び日帰り旅行
の場合】 催行した旅行の詳細が分かる
行程表または募集チラシ等

適用するお客様・団体様分全て必要にな
ります。
該当する【添付④】にホチキス止めをして
提出をお願いします。
※ツアー実施内容詳細を確認できないも
のは助成を認められません。

※コピーを5年間保管必須

【重要】
既存商品を適用する場合は、
宿泊の実績及び割引をした実績が
証明できる書類（申込書のコピー
など）も併せてご提出ください

原本をお願いします

原本をお願いします
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【様式第6号】補助金交付申請書兼実績報告書の記入方

補助金の申請時に全て記載して事務局へお送りください。

期間中４回までの申請となります。
できる限り日程ごとの精算をお願いします。
不備があるものは次の日程以降での支払いになりますのでご注意下さい

本事業者登録事業者番号
旅行業登録番号（第〇種以降）をご記入ください

１、補助金交付申請額
申請期間内の合計金額をご記入ください。

２、今回請求する実施期間
下記のいづれかになります。
・10月22日～10月28日
・10月29日～11月24日
・11月25日～12月22日
・12月23日～令和4年1月1日

３、補助金交付申請額の根拠等
対象者の延人数（宿泊）→宿泊旅行の延人数をご記入ください。
対象者の延人数（日帰り）→日帰り旅行の延人数をご記入ください
催行数：宿泊旅行及び日帰り旅行の催行数をご記入ください

(実績台帳の件数と同じ件数)

クーポン券配布状況
実績台帳のクーポン付与取扱いの大人子供の合計枚数、
と金額をご記入ください。

補助金の申請に係る提出書類

登録 旅行業番号
(ハイフォン以降
の番号 )を記載く
ださい

この報告書を作成した
日を記載してください

連絡がつく情報を
記載ください。

申請期間内の合計金
額をご記入ください。

実績台帳と同人数、

同件数を記載ください。

クーポン1枚 @1,000円
X配布枚数となります。

所在地、事業者名、
代表者役職、代表者
氏名を記載ください
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2-3-5．【添付①】実績台帳の記入方

２-3 ．商品への適用方法と事務局への書類提出

実績報告の詳細と請求金額の確認をお願いします

※着色されていないセルに入力してください
※記入欄が足りない場合は複数枚使用してご記入いただき、
ホチキス止めをお願いします。
※不備の無いよう全てに入力お願いします。

【入力セル】
①店舗コード：旅行業登録番号（第〇種以降）を入力ください(3桁）
②事業者名：登録店舗名を入力ください
③No：宿泊割引利用申込書兼同意書に記載するNoになります
④氏名：予約代表者のみ入力ください
⑤居住地：代表者の市町村まで入力ください
⑥チェックイン・アウト：該当日を入力ください
＊日帰りの場合は同日をご記入ください
⑨合計人数：大人子供幼児含む参加人数を入力ください
⑩割引前総旅行代金：補助金割引前の旅行代金の総額を入力ください
⑪他の併用割引額【総額】：他市町村等の併用割引額の総額を入力ください

以下は自動計算になります
⑦日帰り：該当の場合は「1」となります
⑧泊数：該当の場合は泊数が入力されます（1泊は「1」、2泊は「2」）

3泊以上は「3」と表示・計算
⑫実績報告書用延人数(宿泊)：様式6号補助金交付申請書兼実績 報告書の対象者の
延人数(宿泊)に転記してください。
⑬実績報告書用延人数(日帰り)：様式6号補助金交付申請書兼実 績報告書の対象者
の延人数(日帰り)に転記してください。
⑭他併用割引後総宿泊・旅行代金：⑩-⑪が反映されます
⑮1人1泊あたり宿泊・旅行代金：⑫÷⑨÷⑧が反映されます
⑯京都府補助金額【1泊あたり×合計人数】：詳細が入力されます
⑰京都府補助金額総額：補助金の総額が入力されます
⑱お支払い実額総額：補助金割引後のお支払い額
⑲京都応援クーポン券付与：該当する枚数及び合計配布金額

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

記入例
注意事項
◆実績台帳は必ず京都旅行業協会サイトより最新のものをダウンロード頂きご使用ください。

【添付①】実績台帳（宿泊事業者・旅行業者）11-17

① ➁
5,000円

4,000円

3,000円

2,000円

1,000円 1,000円
なし なし

1枚目■ 実績台帳No.1～40（きょうと魅力再発見旅プロジェクト） 10/28修正版 【添付①】
　　□ 実績台帳は精算毎（事務局へ請求を行う4回毎）に新しく作成をお願いします。

Ｒ：旅行会社、Ｓ：宿泊施設　をプルダウンよりお選びください。

店舗コード

補助金額

Ｒ 0000000999
京都応援

クーポン券
金額表

事業者名 きょうと魅力再発見旅株式会社

2,000円未満

金額

2,000円

宿泊･旅行(日帰り旅行含む)代金（１人泊）

2,000円以上4,000円未満

4,000円以上
京都府

補助金額表

宿泊･旅行(日帰り旅行含む)代金（１人泊）

10,000円以上

2,000円未満

8,000円以上10,000円未満

6,000円以上8,000円未満

4,000円以上6,000円未満

2,000円以上4,000円未満
　　□参考：1人1泊あたり旅行代金は、他併用割引後総宿泊・旅行代金÷合計人数÷泊数(または日帰り)で算出※1円未満切り捨て

　　□ 他の割引が複数ある場合は合算して総額を入力してください。割引が無い場合は0を入力してください。

　　□ 総宿泊・旅行代金及び他の併用割引額は、総額を入力ください。

　　□ 利用対象期間は、令和4年1月1日（土）チェックアウトまでの宿泊分が対象です。

　　□ 1予約ごとに、着色されていないセルに入力してください。（着色セルは自動計算されます）

　　□ 旅行が終了（帰着）した記録のみ記入してください。催行前の予約分は入力しないでください。

単価
5,000円 4,000円 3,000円 2,000円 1,000円 1,000円

例 山田　太郎 宇治市 11月20日 11月23日 0 3 5 150,000 10,000 15 0 140,000 9,333 0 5 0 0 0 60,000 80,000 30枚 30,000

1 観光 太郎 京都市 10月22日 10月22日 1 0 12 120,000 0 0 12 120,000 10,000 12 0 0 0 0 60,000 60,000 24枚 24,000

2 観光 花子 京都市 10月25日 10月26日 0 1 2 40,000 0 2 0 40,000 20,000 2 0 0 0 0 10,000 30,000 4枚 4,000

合計人数
（大人子供
幼児含む）

他の併用割引額
※総額を記入

※無しの場合は
0を入力

実績報告書用
延人数（宿泊）

実績報告書用
延人数（日帰り）

他併用割引後
総宿泊・旅行代金No

氏名
（代表者）

居住地
（市町村）

計算日数 1人1泊あたり
宿泊・旅行

代金
ﾁｪｯｸｲﾝ日 ﾁｪｯｸｱｳﾄ日

日帰り
泊数(3泊以上は3

と表示・計算)

割引前
総宿泊・旅行

代金

京都府
補助金総額
(最大3泊分)

お支払い実
額総額

クーポン券付与枚数

相当金額
京都府補助金額【1泊あたり×合計人数】
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【添付③】宿泊旅行、または【添付④】日帰り旅行割引利用申込書兼同意書の記入方

旅行の予約申込(または精算時)には、お客様に宿泊旅行または日帰り旅行割引利用申込書兼同意書の記入・原本の提出が必要になります

【添付③】宿泊旅行または【添付④】日帰り旅行割引利用申込書兼同意書
の太枠は、お客様ご記入欄です。
お客様に必要事項のご記入をお願いしてください。
※同意事項及び別紙誓約書を遵守することの同意確認をお願いします。

下段は旅行業者記入欄です。
①身分確認証の確認状況及びクーポン配布枚数、②宿泊旅行割引適用額、
③施設名・担当者名・店舗コード（旅行業登録番号のハイフン以下）
・実績台帳に紐づくNoをご記入ください。

■京都府居住の確認
「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」の適用対象者は、京都府に居住する者
とするため、申込時または精算時に、申込または精算個所にて、京都府に居
住していることが確認できる書類の確認をお願いします。

宿泊旅行代金の単価に合わせて適切に割引が行われているか確認するために、
①割引前宿泊旅行単価（税サ入湯税込）、②他割引単価、③一人あたり京
都府補助金、④割引を適用する人数、⑤割引を適用する泊数、⑥京都府補
助金額合計を記載ください。
宿泊日・収容人数によって宿泊単価が異なる場合は、宿泊旅行単価ごとに記載
いただくようお願いします。

■宿泊旅行（または日帰り旅行）割引適用額記載欄について

※記入欄が足りない場合は複数枚使用してご記入いただき、ホチキス止めをお願いします。
※人数の多い団体の場合は、別様式で名簿を添付しても構いませんが、参加者居住地の

市町村名がわかるようにしてください。

①
②

③

※宿泊旅行と日帰り旅行の割引利用申込書兼同意書は
別の添付資料となりますのでご注意ください。

補助金の申請に係る提出書類

原本の提出
が必要です
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造成または既存商品の適用方法

①新しく商品を造成する場合 ■旅行広告・取引条件説明書面の旅行代金の表示及び注意事項の表示

②既存商品（パンフレット等）を適用する場合

【記載例文】
１.この旅行は「きょうと魅力再発見応援プロジェクト」の支援対象です。
２.旅行代金8,000円または10,000円から「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」による

日帰り旅行割引を引いた金額が、お客様のお支払い実額となります。
別途、「京都応援クーポン券」がお一人様あたり2,000円分付与されます。

※旅行代金の総額を基準として、日数及び参加人数で除することにより１人１泊あた
り旅行代金を算出し、補助金額を判定します。

①

②

③

④

④

新しく商品を造成する場合は以下の内容を明記ください。
①「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」対象商品である旨
②旅行代金の表示と割引額の表示
③旅行代金に応じた「京都応援クーポン券」を別途お渡しする旨
④支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」としてください。

※「割引後の旅行代金」、「お客様お支払い代金」 、「割引代金」 など、
旅行代金と誤認するような表示 はできません

⑤補助金額の算出方法について下記記載ください。
「総額を基準として、日数及び参加人数で除することにより１人１泊あたり旅行代金
を算出し、補助金額を判定します。」

既存商品を適用する場合は、手配内容及び割引をした料金が
証明できる書類をご提出いただくことで適用可とします。
精算時に併せてご提出ください。（指定書式はございません、各旅
行業者でご用意ください）
ただし、右記の内容を明記したものが必要になります。

１．料金：①旅行代金(割引前)・②きょうと魅力再発見旅プロジェクト割引額
・③お支払い金額（割引後）
※②の割引額を明記する場合は必ず「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」と明記
してください（京都府民割等の略名は不可になります）

２．旅行申込代表者名
３．既存商品名(パンフレット名等)又は予約内容
４．旅行業者名（会社名・住所・電話番号・登録旅行業番号）

補助金の申請に係る提出書類



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

9

クーポンの処理が必要な場合

【添付⑥】京都応援クーポン券 無効券・回収不能券処理報告書

京都応援クーポン券配架箇所の旅行業者は、毎月１回報告書を提出ください。

【報告内容】
無効券及び回収不能券の報告をお願いします。
①回収できた場合、無効券として報告及び返却をお願いします
②回収できなかった場合、回収不能券として報告をお願いします

例：旅行期間が減少した場合、旅行が中止になった場合
京都応援クーポンの付与枚数が減少する場合には旅行業者の責任において
旅行者から京都応援クーポンの回収をお願いします。
※回収できなかった場合、事務局は旅行業者に対して京都応援クーポンの金額に
相当する金額の請求を行います。

※期間内にクーポンを配布できず余ったクーポンは、最終精算時に無効券として
報告及び事務局に返送ください

精算書類の送付時に同封ください

諸事情により、お客様がクーポンを受け取られない場合もあるようです。
その場合も、こちらに記載の上、返送をお願い致します。

登録 旅行業番号
(ハイフォン以降
の番号 )を記載く
ださい
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できましたら上記郵送後、
エクセルのデータをホームページにあるフォームにて添付お願い
致します。
https://kmsp.kyoto-zenryo.com/

トップページの一番
下にあります。



お問い合わせ

京都府民限定！
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TEL旅行業者専用 080-6857-2980

FAX 075-708-6415

営業時間 10:00～17:00（月～金）/土日祝日は休業

ホームページ https://kmsp.kyoto-zenryo.com/

（一社）京都府旅行業協会


