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１．助成について
Q1

いつから募集開始となりますか

A.募集開始は令和 2 年 10 月 27 日（火）です。

Q2

事務局はどこですか

A. 以下のとおりです。
青森くるま旅キャンペーン事務局
（平日 10 時～17 時）
レンタカー事業者、タクシー事業者、宿泊事業者
TEL:050-3748-9990
旅行会社、オンライントラベルエージェント
TEL：050-3707-9991
FAX ：03-5357-7203
MAIL：office@aomori-carcp.com

Q3

レンタカー料金割引キャンペーンの、助成

A.本取組は、下記すべてを満たすレンタカー利用を

額の積算方法を具体的に教えてください

対象に、レンタカー利用 1 日 1 台あたり上限 5,500
円を助成するものです。
＜要件抜粋＞
・本キャンペーン期間中（11 月～3 月 14 日）
・本キャンペーンに参画するレンタカー事業者
の県内の事業所発着でレンタカーを利用
・レンタカーの返却までに県内の宿泊施設に 1 泊以
上する

Q4

対象事業者の認定申請はどのように行い

A.本キャンペーンに参加したい事業者は「助成金対

ますか

象事業者認定申請書（別紙１）」を、メールまたは FAX
で事務局に提出してください。なお、認定申請は事業
者単位で行います。
＜申請書ダウンロード＞
下記より様式をダウンロードしてください。
https://cartrip-entry-aomori.com/
※令和 2 年 10 月 27 日（火）0 時

Q5
Q6

Q7

認定申請してから決定までどのくらいか

A.速やかに認定することを予定しております。

かりますか

（1 週間程度を想定）

取組内容の変更について「速やかに事務局

A.事務局あてに電話若しくはメールで速やかに報告

あてに報告すること」とあるが、どのよう

してください。内容に応じて、資料の提出を求める場

に報告すればよいですか

合があります。

助成金の交付申請はどのように行います

A.月単位の実績を基に交付申請を行っていただきま

か

す。対象となる事業実施月の翌月 10 日締めで交付申
請書を提出してください。なお、2021 年 3 月のみ 3
月 19 日を締切とします。

Q8

交付申請してから決定までどのくらいか

A.速やかに交付決定を通知することを予定しており

かりますか

ます。
（1 週間～10 日程度を想定）
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Q9

A.交付決定通知で示された助成金額の請求が可能で

助成金の請求はどのように行いますか

す。請求は、交付決定通知を受けた日の翌日から起算
して 14 日以内に行ってください。なお、2021 年 3
月のみ 3 月 26 日を締切とします。
Q10

A. 対象となる事業実施月の翌々月末払いの入金を

助成金はいつ振り込まれますか

予定しています。
Q11

「青森くるま旅キャンペーン」のことを知 A. 助成対象事業者の認定申請は先着順となります。
らなかったので、助成金対象事業者認定申

申請時に、事業者の皆様に申告していただく販売目

請ができなかったのですが、後からでも申

標数が、予算上限に達するまでは認定申請を受け付

請できますか

けます。

２．取組内容について
Q12

割引対象となる利用者は、県外の人だけで A.居住地に関わらず、すべての方が利用できます。た
すか

だし、個人によるレジャー利用に限ります。（法人名
義、ビジネス目的の利用は対象外としてください）

Q13
Q14

車種によって割引金額に違いはあります

A.車種を問わず、
「レンタカー利用 1 日 1 台あたり上

か

限 5,500 円（税込み）
」の割引となります。

次の利用は対象になりますか。

A.①②のどちらも対象になりません。（本キャンペー

①他県の営業所で車を借りて、県内の宿泊 ンに参加している事業者の、青森県内営業所で借受け

Q15

施設に宿泊した場合

と返却を行った場合が対象となるため）なお、県内の

②県内の営業所で借りた車を他県の営業

営業所であれば、借受けと返却が別の営業所であって

所で乗捨てた場合

も構いません。

「レンタカーの返却までに県内の宿泊施

A.レンタカーの利用前日の県内宿泊（利用開始日にチ

設に 1 泊以上」とありますが、レンタカー

ェックアウトしているもの）は対象となりますが、そ

を利用する前の宿泊は対象になりますか

れ以前の宿泊は対象となりません。

（例）12/1～12/3 までレンタカーを利用する際の、助成要件上必要な宿泊のタイミング
⇒レンタカーの利用前日の県内宿泊（利用開始日にチェックアウト）か、レンタカー利用期
間中に県内の宿を利用しチェックアウトしているかの、いずれかのタイミングで 1 泊以上

の宿泊が確認できれば助成対象となる
12/2
12/3 16 時 返却
12/1 10 時 利用開始
｜―――――――――――｜―――――――――――｜―――――――――――｜

①
レンタカーの利用前日の
県内宿泊（利用開始日に
県内の宿をチェックアウ
トしている）
⇒①は助成要件を満たす

②

③

④

レンタカー利用期間中に県内の宿を利用

レンタカー返却後にチェ

し、チェックアウトしている

ックイン（及びチェック

⇒②又は③の県内宿泊は助成要件を満たす

アウト）

（どちらか 1 日だけで OK）

⇒④は助成対象外

2

Q16

「県内の宿泊施設」とは、どんな施設を指

A.青森県内に所在する、一般的に旅行で利用するホテ

しますか

ルや旅館、ペンションその他の「宿泊施設」が対象と
なります。
なお、下記のような利用は対象外となります。
①宿泊を主目的としない施設
例：ネットカフェ、スーパー銭湯、飲食店等
②「施設」にあたらないもの
例：別荘、親類・友人宅、キャンプ場等
③「宿泊」にあたらないもの
例：ホテルの「休憩」利用等

Q17

レンタカー返却時の宿泊確認は、どのよう

A.原則としては、宿泊証明書または領収書で確認し、

な情報で確認すればよいですか

実績報告に必要な事項（宿泊日、宿泊先、宿泊人数等）
の記録を取ってください。
もし、前記の書類を持っていなかった場合は、予約情
報（旅行会社等の予約画面やメール画面等）の確認や、
利用した宿泊施設への電話確認でも構いません。

Q18

レンタカー返却時に、県内への宿泊確認が

A.県内への宿泊が確認できなかった場合は、レンタカ

できなかった場合はどうすればよいです

ーの助成金額（利用日数×利用台数×上限 5,500 円税

か

込）を請求してください。なお、宿泊確認ができなか
った予約についても、実績報告時に報告していただき
ますので、忘れずに記録してください。

Q19
Q20

「観光の用に供する自動車以外」とは、ど A.引越しやビジネスでの利用が主目的となる商用車
のような車を指しますか

（トラック、特装車）を指します。

既存のレンタカー付宿泊商品も助成対象

A.対象となります。

になりますか

通常の商品代金から、本キャンペーン助成金額（レン
タカー利用日数 1 日 1 台あたり上限 5,500 円（税込））
を割引した額で販売してください。

Q21

団体での利用は対象になりますか

A.対象となります。利用人数が何人でも、一律「レン
タカー利用日数 1 日 1 台あたり上限 5,500 円（税込）」
の割引となります。

Q22

オプション料金（チャイルドシートなど） A.助成対象となります。
は助成対象に含まれますか？

３．その他
Q23

国が実施している「Go To トラベルキャン

A.併用可能です。

ペーン」と併用できますか
Q24

青森県が実施している「あおもり宿泊キャ

A.どちらも併用可能です。各事業のルールに従って商

ンペーン【秋・冬】
」や「あおもり旅キャン

品を造成・販売・催行してください。

ペーン」と併用できますか

Q25

Q26

青森県が実施している「青森空港⇔三沢空

A.本キャンペーンでのレンタカー利用が「青森空港⇔

港レンタカー相互利用キャンペーン」と併

三沢空港レンタカー相互利用キャンペーン」の条件に

用できますか

合致すれば併用可能です。

このキャンペーンによる割引後の料金を

A.各レンタカー事業者が、地域共通クーポンの加盟店

お支払いいただく際、
「Go To トラベルキ

となっていれば、クーポン券を利用した支払いが可能

ャンペーン」の地域共通クーポンで支払い

です。

を受けることはできますか
★ご不明な点がございましたら【青森くるま旅キャンペーン事務局】にご連絡ください★

４

４．参考：レンタカー利用パターン別の助成金額
例１
12/1

12/2

新青森駅前

八戸駅前

レンタカー利用：12/1～12/2（2 日間）
貸出店舗：新青森駅前
返却店舗：八戸駅前

青森宿泊

宿 泊 先：青森県内（12/1）

5,500 円（税込）×レンタカー利用 2 日間
⇒11,000 円（税込）

例２
レンタカー利用：12/1～12/4（4 日間）

12/1

貸出店舗：八戸駅前

八戸駅前

返却店舗：八戸駅前

12/2

12/4
八戸駅前

青森宿泊

宿 泊 先：青森県内（12/1）
、

12/3

県外宿泊

県外宿泊

5,500 円（税込）×レンタカー利用 4 日間

県外（12/2～12/3）

⇒22,000 円（税込）

例３
12/1

レンタカー利用：12/2～12/4（3 日間）

12/2

貸出店舗：八戸駅前

12/3

12/4

八戸駅前

返却店舗：八戸駅前

青森宿泊

宿 泊 先：青森県内（12/1）

八戸駅前

県外宿泊

県外宿泊

5,500 円（税込）×レンタカー利用 3 日間

県外（12/2～12/3）

⇒16,500 円（税込）

例４
レンタカー利用：12/1～12/2（2 日間）
貸出店舗：八戸駅前

12/1

12/2

八戸駅前

八戸駅前

返却店舗：八戸駅前

県外宿泊

宿 泊 先：県外（12/1）

⇒助成対象外 ※県内に宿泊していないため

例５
12/1

レンタカー利用：12/3～12/4（2 日間）

12/2

貸出店舗：八戸駅前
返却店舗：八戸駅前

青森宿泊

宿 泊 先：青森県内（12/1）

⇒助成対象外

県外（12/2～12/3）

12/3

12/4

八戸駅前

八戸駅前

県外宿泊

県外宿泊

※チェックアウトがレンタカー利

用開始日よりも前

例６
12/1

レンタカー利用：12/2～12/3（2 日間）
貸出店舗：八戸駅前

12/2

12/3

八戸駅前

八戸駅前

青森宿泊

返却店舗：八戸駅前
宿 泊 先：青森県内（12/1）

5,500 円（税込）×レンタカー利用 2 日間
⇒11,000 円（税込）
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