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要綱や取り扱いマニュアル等は今後、改訂される場合がありますので、お手数ですが、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。 



 

・事業者様からよくある質問のＱ＆Ａとなりますので、各種手続き等の前にご確認ください。  

・マニュアルにも詳細を記載していますので、そちらも必ずご確認ください。  

・本Ｑ＆Ａは、各種お問い合せを受けて随時改訂して参りますので、お手数ですが、事務局ホームページ

をご確認いただきますようお願いいたします。  

・なお、要綱や取扱マニュアル、各様式、事業内容は今後、改訂される場合がありますので、お手数です

が、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。 

・本 Q＆A は、「ワクチン・検査パッケージ」に関する Q＆A となります。その他の内容に係る内容につ

きましては別途『事業者用 Q＆A』または『一般向け Q＆A』をご参照ください。 
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ワクチン・検査パッケージについて 

（Q）「HOKKAIDO LOVE！割」を利用するにあたって、ワクチン・検査パッケージが活用されると聞いたが、なぜか。 

（A）「HOKKIDO LOVE！割」は、国の補助制度である「地域観光事業支援」を活用して実施されており、先般、国に

おいて、当該制度についてワクチン・検査パッケージの活用を含む利用条件の追加・変更等が行われたことに基づき、

「HOKKAIDO LOVE！割」についても所要の改正が行われることとなりました。 

 

（Q）「HOKKAIDO LOVE！割」を利用するにあたって、ワクチン・検査パッケージが活用されると聞いたが、どのよう

なことか。 

（A）「HOKKAIDO LOVE！割」の利用条件として、ワクチン接種済（10 月 11 日から 11 月 30 日利用分について

は、道民の場合は 2 回目接種から 14 日間以上経過済、道民以外の場合は 3 回目接種済、12 月 1 日から 12

月 27 日利用分は全員 3 回目接種済）であるか、PCR 検査等の結果が陰性であることが必要となりました。利用

者にはチェックインなど施設の利用の際に、ワクチンの接種済証や検査の結果通知書などを提示していただくことになり

ます。 

    

 

（Q）ワクチンの接種歴や検査結果は、どのように確認するのか。 

（A）予防接種済証等（接種証明書、接種記録書等を含む）にて、ワクチン接種済（10 月 11 日から 11 月 30 日

利用分については、道民の場合は 2 回目接種から 14 日間以上経過済、道民以外の場合は 3 回目接種済、12

月 1 日から 12 月 27 日利用分は全員 3 回目接種済）であることを確認します。また、検査を受けた方は検査結

果通知書等（「①受検者氏名、②検査結果（陰性・陽性）、③検査方法(使用した検査キットの製品名)、④

検査所名(事業所名)、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名⑦有効期限」が記載してあるもの）で結果が陰性で

あることを確認します。 

     また、ワクチンの接種者、検査陰性者どちらも、本人確認や居住地確認のために身分証明書原本及び写し（運

転免許証、健康保険証、パスポート、その他利用対象道県在住であることが確認できる書類）も必要となります。 

 

（Q）予防接種済証等とは、どのようなものか。 

（A）予防接種済証等（接種証明書、接種記録書等を含む）の他、予防接種済証等を撮影した画像や写し、電子

的なワクチン接種証明書、在日米軍による接種を受けた在日米軍従業員に対して防衛省が発行するワクチン接種

証明書、臨床試験参加者に対して厚労省が発行するワクチン接種証明書や海外在留邦人等ワクチン接種事業に

より接種を受けた者に対して外務省が発行するワクチン接種証明書等が対象となります。 

    なお、ワクチン接種済（10 月 11 日から 11 月 30 日利用分については、道民の場合は 2 回目接種から 14 日

間以上経過済、道民以外の場合は 3 回目接種済、12 月 1 日から 12 月 27 日利用分は全員 3 回目接種済）

である必要があります。 
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（Q）外国政府等から発行されたワクチン接種証明は使用可能か。 

（A）外務省海外安全 HP に記載されている海外から日本への入国に際し有効と認められている国・地域の政府等公的

な機関で発行された証明書である必要があります。今後、水際対策における取扱等を踏まえて、変更になる可能性

があるので留意してください。 

 

（Q）検査結果通知書等とは、どのようなものか。 

（A）PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む）の検査結果通知書等は「①受検者氏名、②

検査結果（陰性・陽性）、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限」が記

載されている必要があります。なお、検体採取日より３日以内のものが有効であり、検査に使用する検体は、鼻咽頭

ぬぐい液又は唾液とし、検査試薬は薬事承認されたものとします。次の質問についてもご参照ください。 

また、抗原定性検査の検査結果通知書等は「①受検者氏名、②検査結果（陰性・陽性）、③使用した検査

キットの製品名、④事業所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名⑦有効期限」が記載されている必要があります。

なお、検体採取日より１日以内のものを有効とし、検査キットは薬事承認されたものとします。 

 

（Ｑ）検査はどこで受けられるのか。 

（Ａ）道の検査事業については、道のホームページ（下記 URL）をご確認ください。 

※道の検査事業ホームページ  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/kensa_muryouka.html 

 

（Ｑ）利用者個人が市販の抗原定性検査キットなどを使用することは可能か。 

（Ａ）抗原定性検査の検査キットは薬事承認されたものを使用する必要があります。また、検査所名を含む必要 7 項目

が記載された検査結果通知書等での確認が必要となり、基本的に、医療機関または衛生検査所等で検査を受

ける必要があります。 

 

（Ｑ）検査結果は紙媒体に限るのか。 

（Ａ）検査機関が発行する書面やそのコピーのほか、メール・画像等による電子媒体でも有効です。 

 

（Ｑ）デジタル庁や民間事業者の新型コロナワクチン接種証明書アプリにて発行した証明書の使用は可能か。 

（Ａ）デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」は証明として使用可能です。民間事業者の接種証明書アプリ

等は証明として利用できません。 

 

（Q）予防接種済証等や検査結果通知書等に有効期限はあるか。 

（A）ワクチンの接種者における予防接種済証等に有効期限はありません。検査結果通知書等については、PCR 検査

等は検体採取日より３日以内、抗原定性検査は検体採取日より１日以内となります。（検体採取日の翌日を１

日目としてカウントします。）検査結果通知書に有効期限の時刻の記載がある場合でも、上記の有効期限内であれ

ば利用可能です。 

 

 

 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/kensa_muryouka.html
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（Q）HOKKAIDO LOVE！割を使って、複数の宿泊施設で連泊する場合、宿泊の都度、有効期限内の陰性結果

の提示が必要なのか。 

（A）２泊目以降は、他の宿泊施設において HOKKAIDO LOVE！割を利用して宿泊したことが確認できる「6 日前か

ら前日まで」の領収書等（※）と陰性証明を併せて提示した場合は、最大で 7 泊まで有効な検査結果として取り

扱います（検査結果は、１泊目のチェックイン時において有効期限を過ぎていないことが必要です）。 

※HOKKAIDO LOVE！割を利用して宿泊したことが明記されている領収書・宿泊証明書等が必要となります。

HOKKAIDO LOVE！割での利用が確認できない場合は対象となりません。 

１泊目 

陰性証明 

( 有 効 期 限

内) 

２泊目 

1 泊目領収

書 

＋陰性証明

(有効期限＋

1 日以内) 

３泊目 

1・2 泊目領

収書 

＋陰性証明

(有効期限＋

2 日以内) 

４泊目 

1～3 泊目領

収書＋陰性

証明(有効期

限＋3 日以

内) 

５泊目 

1～4 泊目領

収書＋陰性

証明(有効期

限＋4 日以

内) 

６泊目 

1～5 泊目

領 収 書 ＋

陰 性 証 明

(有効期限

＋ 5 日 以

内) 

7 泊目 

1～6 泊目

領 収 書 ＋

陰 性 証 明

(有効期限

＋ 6 日 以

内) 

※1 日目に道外、2 日目に道内の宿泊利用等も、同様です。 

※旅行開始 2 日目以降に検査結果通知書を確認する場合は、検査結果通知書に加えて、旅行開始日が確認で

きる書類（旅行会社発行の旅程表やツアー代金の領収書等）の提示を必要とします。 

※夜行フェリーと宿泊施設での連泊の場合は、乗船証明書の提示でもかまいません。 

 

（Ｑ）ワクチンの接種できない 12 歳未満の児童についても証明が必要なのか。 

（Ａ）12 歳未満の児童については、同居する親等の監護者が同伴する場合は不要です。 

 

（Q）子供についても検査の陰性確認が必要なのか。 

（A）１２歳未満の者については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とします。同居する親等の監

護者が同伴しない場合は、検査結果の陰性の確認が必要となり、陰性証明が本人のものかについて健康保険証等

の原本及び写しによる本人確認も必要となります。 

 

（Q）例えば、３人で予約したが、１人が予防接種済証等や検査結果通知書等を忘れた場合、HOKKAIDO 

LOVE！割の対象になるのか。 

（A）複数人の参加者がいるグループの一部が条件を満たさない場合（接種済証や検査結果を忘れた、検査が間に合

わなかった等）は、１人あたりの旅行商品の料金を切り分けて算出できれば、当該条件を満たさない者のみ

HOKKAIDO LOVE！割の対象外となります。 

詳しくは、取り扱いマニュアル（P36）をご覧ください。 
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（Q）例えば、３人の予約のうち、１人が検査の結果陽性だった場合、HOKKAIDO LOVE！割の対象となるのか。 

（A）速やかに次の受診・相談センター等に連絡の上、当該陽性者及び当該陽性者の濃厚接触者と認められる者は割

引の対象外となります。なお、濃厚接触者の対象外期間については次の（Q）でご確認ください。 

 【受診・相談センター等】 

・北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター ０１２０－５０１－５０７（24時間対応） 

・札幌市、函館市、旭川市、小樽市の場合 

市 区分 電話番号 開設時間 

札幌市 
救急安心センター札幌 011-272-7119 24時間 

一般相談 0570-085-789 9:00～21:00 

旭川市 
新型コロナウイルス感染症健康相談窓口 

0166-25-1201 24時間 
一般相談 

函館市 
受診・相談センター 

0120-568-019 24時間 
一般相談 

小樽市 
小樽市発熱者相談センター 0120-510-010 24時間 

一般相談 0120-890-177 9:00～21:00 

 

（Q）HOKKAIDO LOVE！割を利用する前に濃厚接触者と判明した場合はどのような対応となるか。 

（A）濃厚接触者と判明した場合は割引の対象外となります。対象外期間については、保健所の指示等による待機期

間に基づきますが、7 日間より早く待機が解除となった場合や外出制限がない場合においても、それぞれの起算日

から 7 日間は HOKKAIDO LOVE！割対象外となります。詳細は道 HP「ご自身や身近な人が新型コロナに感染

したときの対応について(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kansenkakudai_taiou.html)」をご

確認ください。 

 

（Q）修学旅行の場合も予防接種済証等や検査結果通知書等の確認が必要か。 

（A）学校等の活動に係るツアーや宿泊（修学旅行など）については、予防接種済証等や検査結果通知書等の確認

は必要ありませんが、別途「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応

を行ってください。 

 

（Q）予防接種済証に記載の住所と身分証明書の住所が異なっている。 

（A）本人確認書類原本及び写しにより、予防接種済証が本人のものであること、及び利用対象道県在住であることが

確認できれば差し支えありません。 

 

（Q）PCR 検査等の結果が陽性で旅行が取消となった場合のキャンセル料や、同行者の陽性判明による人数減に伴

う旅行代金追加はお客様負担となるか。 

（A）事業者様ごとにお取り扱いを決定してください。また、陽性者が発生した場合の対応方法についてはワクチン・検査

パッケージマニュアルの「４．条件を満たさない場合の運用」についてもご参照ください。 

 

 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kansenkakudai_taiou.html
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（Q）チェックイン後や旅行開始後に陽性が判明した場合はどのような対応となるか。 

（A）HOKKAIDO LOVE！割利用者の陽性が判明した場合、濃厚接触者も含め、判明した日の翌日以降の

HOKKAIDO LOVE！割の適用はできないこととします。判明日及びそれ以前の HOKKAIDO LOVE！割の適用

については、事業者様ごとにお取り扱いを決定してください。 

 

（Q）旅行会社の Web 商品・OTA において「ワクチン接種済（10 月 11 日から 11 月 30 日利用分については、

道民の場合は 2 回目接種から 14 日間以上経過済、道民以外の場合は 3 回目接種済、12 月 1 日から 12

月 27 日利用分は全員 3 回目接種済）である、または PCR 検査等の結果が陰性であること」が利用条件と

なり、確認画面の設定により必ずその旨の説明をし、各項目の同意を得ることとあるが、Web 画面において『予

約にあたっては下記の各項目について同意したものとみなします』と注意説明で前おきをし（お客様が画面上の

チェックボックスにチェックをつけてアクションすることをせず）、予約画面に遷移することで同意とみなすことは可

能か。 

（A）確実な事前同意を行えることを前提としますが、その具体的なシステム的な方法については事業者の裁量とします。 

 

（Q）PCR 検査等と抗原定性検査で有効期限が異なるため、事業者での判別が難しいが抗原定性検査による陰性

証明書は除外としても問題ないか。 

（A）混乱が生じないように、予約・販売時に利用者に確実に周知できるのであれば、事業者の判断で対象外とすること

は可能です。（HOKKAIDO LOVE！割の制度としては抗原定性検査も対象としており、利用者が抗原定性検査

の結果通知書を提示することも想定されるため、予約・販売時に確実に利用者に周知してください。） 

 

（Ｑ）その他留意事項はあるか。 

（Ａ）マニュアル、Q&A 等が変更になる可能性があります。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 。また、本 Q&A に記載 のない 事項につい ては 国が示す ワクチン検査パ ッケー ジ制 度

（https://corona.go.jp/package/）もご参照ください。 

https://corona.go.jp/package/

