
笛吹市お座敷プラス事業
取扱マニュアル

令和4年3月28日版（都度改訂する可能性あり）
※本マニュアルは下記期間の取扱マニュアルとなります。
令和4年1月4日（火）～令和4年3月31日（木） 5月31日（火）

※事務局より別途の指示が無い限り、上記期間は本マニュアルが適用されます。
※上記期間については、延長又は短縮となる場合があります。

笛吹市お座敷プラス事業事務局

電話番号：055-262-3626 （石和温泉旅館協同組合内）
電話受付：月曜～土曜、 9:00～ 17:00（日曜・祝日は休業）
メールアドレス：webmaster@isawaonsen.or.jp
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【笛吹市お座敷プラス事業が利用できる対象事業者の条件】
・笛吹市内の「やまなしグリーン・ゾーン認証」を受けた宿泊事業者

【本事業への参加条件】
・対象事業者指定申請を行い、事務局の審査により認可されること
・笛吹市お座敷プラス事業事務局が決める支援金の交付決定額に同意できること
・笛吹市お座敷プラス事業事務局が決める支援金の受領日程・方法に同意できること
・スケジュールに沿って遅滞なく事業の実施ができること
・笛吹市お座敷プラス事業事務局との通信手段に対して、認識の相違が無いようメールにて
遅滞なく実施できること

・その他、本書面等で示す事業内容及び取り決め等に同意できること

【支援金額の新規申請について】
・支援を受けるためには申請が必要となります。（本マニュアルP４ご参照）

【事業全体図】

本事業における支援金の申請や商品の販売については、本書を確認の上、間違いのないよう
お願いいたします。あわせて誓約書に記載のある事項につきましても遵守願います。
なお、本書に記載のない事項につきましては、その都度、事務局までお問い合わせください。

①支援金申請・承認～交付決定までの流れ

②支援金活用～清算までの流れ

ｃ

１. はじめに ～実施にあたって～

事務局
笛吹市内

宿泊事業者
（やまなしグリーン・ゾーン

認証施設）

申請書提出

審査後交付決定

事務局
笛吹市内

宿泊事業者
（やまなしグリーン・ゾーン

認証施設）

利用者
旅行予約
サイト等

①予約・利用

①予約・利用

②キャッシュバック
又は割引

③請求（月毎）

④支払（月毎）

笛吹市お座敷プラス事業とは、新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けている
笛吹市観光産業の反転攻勢を強力に推進するとともに、「やまなしグリーン・ゾーン認証」を
受けた笛吹市内の宿泊施設でお客様が芸者・コンパニオンを利用した料金の割引を支援する事
業です。交付決定通知を受けた事業者（以下、「支援事業者」）は、商品を販売するにあたり、
ルールに則った取組をお願いします。ルールを逸脱した場合、対象外商品とみなし、販売後の
実績報告時審査で、支援金のお支払いが出来ない場合や本事業で利用した支援金の返還を求め
ることがありますのでご注意ください。
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本マニュアルや申請書・誓約書に則った取り組みが条件です。事業開始前に必ずご確認ください。
申請書類、マニュアル等は以下ウェブサイトより入手いただけます。

https://www.isawaonsen.or.jp/

※マニュアル及び各様式については改訂する場合がありますので、各手続きの前に、最新版であるか
ご確認いただきますようお願いいたします。

（１）対象商品の期間について

対象期間：令和4年1月4日（火）～令和4年3月31日（木）5月31日（火）まで
※ 令和4年3月31日（木）5月31日（火）利用分までが対象となります。

（２）留意事項詳細について
※ 交付決定後、12月16日以降の利用が割引対象となります。
※ 交付決定された支援金は、事務局から別途の案内が無い限り3月31日（木）5月31日（火）

をもって、支援金
残額のある事業者含め、全て清算され終了となります3月31日（木）5月31日（火）以降
の利用分の割引には 一切適用できません。

※ 販売方法について、自施設から旅行者への直接販売のほか、OTA及び旅行代理店経由での販売が
対象となります。

※ 本事業の適用を証明するため、旅行者の自筆が必要な「支援金適用証明書」の回収が必須と
なります。

※ 新型コロナウィルスの感染拡大等の影響により、本事業が中止となる場合があります。

（３）割引条件について

●割引条件（一人当たり表示、税込の金額となります。）

※ 芸妓・コンパニオンの人数に限りはない
※ 最初の120分に限る
※ 別紙、事業対象の置屋以外の芸妓・コンパニオンは対象となりません。

●『（芸妓・コンパニオン1名当たりの各宿がいつも置屋に支払っている金額 +5,000円(税
込)）×手配した芸妓・コンパニオンの人数』を置屋へ支払うこととなります。

利用人数（派遣人数） 割引額

1人 ＠5,000円

２. 事業内容について



旅行者

笛吹市

直予約または旅行代理店

本事業の事務局
（石和温泉旅館協同組合）

各旅館の定価から

▲5,000円（税込）した金額を請求
※最初の120分に限る

（芸者・コンパニオンの人数に限りはない）

割引を適用した芸妓・
コンパニオンの

人数×10,000円を補助
（お客様への割引5,000円
+置屋への支払い5,000円）

加盟旅館

２. 事業内容について
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（4）お客様への販売について

（5）補助金の請求について

笛吹市

本事業の事務局
（石和温泉旅館協同組合）

加盟旅館

石和芸団協他
※本事業対象置屋に限る

補助金の交付請求
※月末締め

交付請求内容の照会
※虚偽の請求があった場合は、
交付停止・返金の対応をとります。

補助金の一括請求

笛吹市
本事業の事務局

（石和温泉旅館協同組合）

加盟旅館

※各宿のいつもの定価から「芸妓・コンパニオン1名につき▲5,000円(税込)した金
額」をお客様から頂く。
※コンパニオンパックであっても、お客様から頂く金額が「芸妓・コンパニオン1名5,000
円(税込)×手配した芸妓・コンパニオンの人数」の割引とする。



加盟旅館 石和芸団協他
※本事業対象置屋に限る

『（芸妓・コンパニオン1名当たりの各宿が
いつも置屋に支払っている金額 +5,000円(税込)）

×手配した芸妓・コンパニオンの人数』を置屋へ支払う

本事業は、お客様の料金5,000円を割引すること
により、新型コロナウイルス感染拡大で
打撃を受けている芸者・コンパニオンの

置屋を救済する為の支援も目的としています。
旅館の皆様はご理解をお願いします。

２. 事業内容について
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（6）置屋への支払いについて

（7）補助金の配分について

笛吹市

加盟旅館A
（例）補助金交付額：75万円

加盟旅館B
（例）補助金交付額：50万円

加盟旅館C
（例）補助金交付額：10万円

各旅館の収容人数から配分割合を算出

本事業の総予算額：三千万円

笛吹市内の「やまなしグリーン・ゾーン認証」を受けた宿泊事業者で
芸者・コンパニオンを派遣可能な宿泊施設が対象となります



（１）対象事業者支援金申請書提出期間について
下記期間内にて申請を受け付けます。

・令和3年11月29日（月）～令和3年12月2日（木）

～申請手順～
①申請は書面を添付の上、メールにてお願いいたします。その他の手段での申請は受け付けておりません。

②申請メールの内容が確認でき次第、事務局より書面原本の正式郵送依頼のメールをいたします。
③その後、対象事業者より改めて事務局宛てに原本１部の送付をお願いします。
～注意事項～
提出期間〆切後の申請については一切受け付けられません。

（２）申請時の提出書類について
＜新規申請の場合＞
・対象事業者指定申請書
・誓約書
以上の書類を１部提出してください。（原本１部）

（３）交付決定通知について
・申請書受領後、順次事務局より交付決定通知書をメールにてお送りします。

（４）その他について
・支援金額について、交付決定時にお知らせします。
・支援金交付決定額について、一切の異議申し立ては受け付けておりません。
・自施設の判断で交付決定額以上の割引を行った場合でも、事務局としては一切その清算には応
じられません。支援金の残高管理に十分ご注意ください。

・既に交付決定した支援金に一定額の残金がある場合は、交付金額を変更し、未販売分の減額を
行う場合があります。

・やまなしグリーン・ゾーン認証の取り消し通知を受けた施設は、その通知を受けた日以降の
利用分について本事業の適用外となる場合があります。

5

３. 対象事業者支援金申請について
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本事業において、支援金交付決定通知を受けた事業者は、「月次報告」として毎月の利用実績を
報告してください。報告書類は、当月分を以下の日程までに事務局まで電子メールにて送付をお
願いします。
電子メールにて内容を確認後、改めて事務局より原本各１部の送付を依頼させていただきます。

（１）報告日程について
・12月利用実績分： 1月10日（月）AMまで（メールにて必着）
・ 1月利用実績分： 2月 7日（月）AMまで（メールにて必着）
・ 2月利用実績分： 3月 7日（月）AMまで（メールにて必着）
・ 3月利用実績分： 4月 7日（火）AMまで（メールにて必着）
・ 4月利用実績分： 5月10日（火）AMまで（メールにて必着）
・ 5月利用実績分： 6月 2日（木）AMまで（メールにて必着）

AMまで（メールにて必着）
・実 績 報 告 ： 6月2日（木）AMまで（メールにて必着）

（２）月次報告時の提出書類について
・下記の①・②の書類を提出してください。（原本各１部）
①実績内訳シート
②支援金適用証明書
③支援金交付請求書（前月実績分の請求を希望する事業者のみ）
※請求は複数月分を一括で請求することも可能です。
※利用の実績がなかった月についても提出が必要です。その場合は、実績内訳シート表紙の合計
欄に「０」と記入の上、実績内訳シートの表紙のみを提出してください。

（３）支払いについて
・月に一回、前月分の実績報告と共に支援金の請求が可能です。
スケジュールは以下の通りです。（１）記載の日程で全ての書類が修正等なく事務局側に
届いていることが条件となります。
なお、振り込み名は「石和温泉旅館協同組合」となります。

・12月利用分入金予定日： 1月21日（金）
・ 1月利用分入金予定日： 2月18日（金）
・ 2月利用分入金予定日： 3月18日（金）
・ 3月利用分入金予定日： ４月18日（木）
・ 4月利用分入金予定日： ５月18日（木）
・ 5月利用分入金予定日： ６月14日（火）

（４）その他
・各提出書類は、宿泊施設の代表者名または支配人名にてお願いします。
・支援金全体の有効活用に向けて、下記を実施します。
販売状況について、月次報告とは別に、２週間に一度電子メールにて報告を求める予定です。
また、それ以外に、都度事務局から販売状況の問い合わせも実施する予定です。
最新状況を回答できる体制を常に整えておいてください。

・支援金残額の取り扱いについて、以下の対応を行います。
既に交付決定した支援金に一定額の残金がある場合は、交付金額を変更し、未販売分の
減額を行う場合があります。

・本事業に係る全ての報告書面について、事業実施翌年度から起算して５年間は保管してく
ださい。

４. 月次報告・支援金の支払いについて
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※１ 月次報告は利用の実績がなかった月でも提出が必要です。その場合は実績内訳シート
（表紙）の合計欄に「０」と記入の上、実績内訳シート（表紙）のみ提出してください。

※２ 支援金交付請求書は前月実績分の請求を希望する事業者のみ各月ごとにご提出ください。
請求は複数月を一括で請求することも可能です。

※３ 実績報告書は事業終了時に最終の月次報告と共にご提出ください。

●提出書類一覧表

各種必要な書式は、以下のウェブサイトよりダウンロードしてください。

https://www.isawaonsen.or.jp/

下記表中のチェック欄は提出する際の確認にご活用ください。
各種必要書類には「代表者印」または「支配人印」の押印漏れがないようご注意ください。

提出〆切 提出書類 関係書類 様式 提出部数
チェック欄

11/29（月）～
最終締切：12/2(木)

申請書類

対象事業者指定申請書（２枚）
様式第1号 原本１部

誓約書
様式第1号の２ 原本１部

12月利用実績分
1/10（月）AMまで
1月利用実績分
2/7（月）AMまで
2月利用実績分
3/7（月）AMまで
3月利用実績分
4/7（木）AMまで
4月利用実績分
5/10（木）AMまで
5月利用実績分
6/2（木）AMまで
（メールにて必着）

月次報告

実績内訳シート（表紙） 様式第２号 原本１部

※1

実績内訳シート 様式第２号の２ 原本１部

支援金適用証明書 様式第２号の３ 原本１部

支援金交付請求書 ※2 様式第２号の４ 原本１部

6/2（木）AMまで 実績報告 実績報告書 様式第３号 原本１部

５.提出書類チェックリストについて

笛吹市お座敷プラス事業事務局

電話番号：055-262-3626 （石和温泉旅館協同組合内）
電話受付：月曜～土曜、 9:00～ 17:00（日曜・祝日は休業）
メールアドレス：webmaster@isawaonsen.or.jp


