
Go To Eat キャンペーン事業

作成日：令和２年９月18日

Go To Eatキャンペーン 広島 食事券発行委託事務局

説明会資料

Go To Eatキャンペーン 広島
参加飲食店について



Go To Eat キャンペーン事業の目的
Go To Eat キャンペーンは、感染予防対策に取り組みながら頑張っている
飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者を応援するものです。
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個人支出の動向
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食事券（広島県 ／発行総額75億円・プレミアム総額15億円）
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事前登録

支払い

①食事の提供

②代金として
食事券で支払い

【地域の登録飲食店で利用可能】

 登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（購入額の25%分を上乗せ）
◆広島県内の登録飲食店で使える食事券（例:１セット1万円を8千円で購入）
◆購入制限：１回の購入当たり2万円分（上記の例では一人２セットまで）
◆お支払い金額に満たない額の食事券に対しては、おつりは出ません
◆利用期間：令和2年10月23日（金)～令和3年3月31日（水）まで
◆販売期間：令和2年10月23日（金)～令和3年1月31日（日）まで ※10/15(水)～食事券申込サイトよりWeb受付
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新しい生活様式に基づいた外食の愉しみ方

 食事の前には、手洗い・消毒をしましょう。

 咳エチケットを守り、会話は控えめにしましょう。
（食事以外はマスクをしましょう）

 三密を回避し、換気に協力しましょう。
（混雑時間を避けましょう）

 感染防止対策が実施されている店舗を利用
しましょう。
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対象飲食店
（参考）

 日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店
⇒店内飲食をメインとしないもの（宅配ピザ屋などのデリバリー専門店、持ち帰り専門店、移動
販売店舗（キッチンカー）、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など）は「76 飲
食店」に該当せず、対象外。

 「76 飲食店」であっても、客への接待・遊興などを伴う飲食店※は除外
⇒キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック・料亭（接待を伴うもの）は対象外。

※風営法の「接待飲食等営業」、「特定遊興飲食店営業」に該当する飲食店。

など

食堂、レストラン
専門料理店（日本料理店など）
そば・うどん店・すし店
酒場、ビヤホール 喫茶店
オーセンティックバー

デリバリー専門店
持ち帰り専門店
移動販売店舗（キッチンカー）
カラオケボックス
キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、
ホストクラブ
スナック・料亭（接待を伴うもの）

など 6

対象飲食店 対象外



参加飲食店の条件

 参加飲食店は、業界ガイドラインに基づき、
感染予防対策に取り組んでいることを条件とし、
その取組内容を掲示していただきます。
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GoToEatに参加する飲食店が守るべき感染症対策
１登録飲食店に求める感染症対策
○既に、仕様書上、飲食店が登録する際にはガイドラインに基づき感染予防対策に取り組んでいることを条件とし、取組内容を店頭
掲示することとしている。

○加えて、農水省から事業者に対して、飲食店が登録する際の条件として、以下を指示する考え。
①クラスターの発生を防ぐ観点からは、「換気」、「声量」、「三密」を常に意識することが肝要。そのため、②及び２の利用者への周
知とあわせて以下の対策を実施し、店頭掲示する。
・店舗入口や手洗い場所には、手指消毒用に消毒液を用意する。
・店内には適切な換気設備を設置し、徹底した換気を行う（窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用等）。
・他グループの客同士ができるだけ２ｍ（最低１ｍ）以上空くように間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間を
パーティション（アクリル板又はそれに準ずるもの。以下同じ。）で区切る。カウンター席は、他グループの客同士が密着しないよ
う適度なスペースを空ける。
・一つのテーブルで他グループと相席する場合には、真正面の配置を避けるか、テーブル上をパーティションで区切る。

②カラオケボックスや接待を伴うスナックは本事業の対象として認めていないが、極一部の対象飲食店ではカラオケ設備を有している
場合がある。そうした場合でも、キャンペーン期間中は、食事券の利用者に限ることなくカラオケ設備を使用しない。

③大量の飲酒は控えるよう利用者に周知する。
④営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請に従う。
⑤農水省が事前通告なしに行う訪問調査に協力する。
⑥ガイドラインを遵守していない旨の指摘には適切に対応することとし、対応しない場合は、事業者により登録が取り 消される。
事業者及び農水省は利用者からの指摘を受ける相談窓口を設置する。

⑦登録飲食店の利用者が着席した際に目につく場所で、
接触アプリ(COCOA)の紹介をする
（メニュー表上にシールを貼る、レシートに印字する等） 8

接触アプリ ＣＯＣＯＡ
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テック
チームと連携して、新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA※）を開発しました。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください

農林水産省ホームページより
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GoToEatに参加する飲食店が守るべき感染症対策
２ 利用者に求められる感染症対策
○登録飲食店は、以下の事項をその利用者に周知する。
・発熱や咳など異常が認められる場合は来店しない。
・できる限り混雑する時間帯を避ける。
・大人数での会食や飲み会を避ける。
・店が、席の配置や食事の提供方法を制限することに協力する。
・食事の前に手洗い・消毒をする。
・咳エチケットを守る。会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避ける。
・食事中以外はマスクをする。

このほか各都道府県が独自の条件（ステッカー、追跡アプリなど）を設定しています。その際、都道府県が
感染状況 を踏まえて会食人数の要件についても検討します。

広島県独自の条件
Go To Eatキャンペーンに参加する飲食店
が守るべき感染症対策
・「新型コロナウイルス感染症対策
取組宣言店」及び「広島コロナお知
らせQR」に参加し、店頭に掲示とと
もに来店者に登録を促します。

9

広島県のホームページからご登録ください

農林水産省ホームページより



© 2020 Go To Eat campaign hiroshima. All Rights Reserved.

個別施策・取組の推奨例

「Go To Eat キャンペーン事業」についての分科会の政府への提言

事業者（参加飲食店） 利用者（消費者）

三密回避対策 (
時間・場所の分散)

 テーブル・座席配置の分散
 営業時間の柔軟な設定
（例：ランチ営業時間の拡大）
 ダイナミックプライシングの導入
 その他ガイドライン内容の徹底

 少人数、短時間での利用
 混雑する時期、曜日、時間帯を回避（例：

年末年始・週末を避ける、昼食時間を変更
する）

モニタリング手法
の検討

 ガイドライン遵守状況の確認（例：飲
食店評価サイトのレビュー活用）

 大声・過度の飲酒の抑制等、マナー遵守の
徹底

トレーサビリティーの確保
 クラスター発生時の利用者告知サービスの導入（事業者）と登録（利用者）
 接触確認アプリ（COCOA）や各地域での通知サービスについて、QRコード等を
テーブル・メニューへ掲示し周知

「Go To Eat キャンペーン事業」についての分科会の政府への提⾔

① 新しい会食の在り方を考える機会
新しい生活様式のもとで、利用日や利用時間帯の分散およびスペースの分散など、従来の会食スタイルにとらわ れることなく、新し
い会食の在り方を考える機会とするべきである。
② 会食のリスク認識と対策の徹底
三密回避対策の一環として、会食による感染リスクを認識し、事業者・利用者双方が⼗分な感染予防対策を 図ると共に、感染
発生時にお店の利用者をトレースできる体制を確保したうえで推進するべきである。
③ ステージ区分との関係
各都道府県においてステージIまたはⅡに相当すると判断される地域で実施することを基本とし、ステージⅢまたは Ⅳに相当すると
判断される地域では、開始後に感染が拡大した場合を含め、慎重に対応していただきたい。
④ガイドラインを遵守している飲食店の広報
政府においては、ガイドラインを遵守している飲食店の情報を集約して積極的に広報していただきたい。 なお、ガイドラインは必要
に応じて随時改善を図っていただきたい。

第8回新型コロナウィルス
感染症対策分科会

〔参考〕

10



© 2020 Go To Eat campaign hiroshima. All Rights Reserved.

Go To Eatキャンペーン 広島
参加飲食店

登録から精算まで

11
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（１）参加条件（感染症拡大防止策に係る責務等）
① 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること

• 登録時に、「Go To Eatキャンペーン参加飲食店同意書」において、
遵守 するガイドラインご確認の上、登録してください。

• 配布するポスターを利用者から見えやすい場所に掲示

• 広島県独自の条件 「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言
店」及び「広島コロナお知らせQR」に登録

② 行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等）に従うこと

③ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した利用者等に感染者
が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告
ください。

④ 感染症や災害の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と農林水産省が実施する感染症対策
・災害対応の措置に協力してください。

ポスターイメージ

12

2020.10.23▶2021.03.31



© 2020 Go To Eat campaign hiroshima. All Rights Reserved.

（２）参加飲食店登録申請
① 登録申請方法
・参加飲食店登録は、申請に必要な書類に必要事項を記入又は入力し、以下のいずれかの
方法で申請してください。
※参加飲食店登録は 登録時に食事券換金時の振込口座を登録していただきます。

振込口座はひとつのみです。 複数店舗をお持ちでそれぞれに振込が必要な場合は
予め店舗ごとに参加飲食店登録が必要です。

参加店登録書類郵送先
〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル１１Ｆ
「Go To Eatキャンペーン 広島 食事券発行委託事務局」

1）郵送で申請

13

登録時に必要な書類は15ページをご覧ください

Go To Eat参加飲食店利用者共通サイト 9月18日(金)ＯＰＥＮ

https://gotoeat.hiroshima.jp/

2）ＷＥＢで申請

（オンラインでの参加飲食店登録は10月1日(木)からを予定しています）
※スケジュールは変更となる場合があります上記ホームページでご確認ください。
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（２）登録申請

９月18日（金）15:00～10月22日（木）

※上記期間以降も随時受付します。
加盟店承認メールが届きましたら、承認です。

14

登録が完了した店舗については、登録住所に取扱店舗用マニュアル、換金
用伝票、専用封筒・店頭提示ツール（ポスター、ステッカー等）など一式を
配送します。
（参加条件を満たさないこと等により登録が行われない場合を除きます。）
※10月8日以降の登録の場合、一式到着が遅れる場合がございます。

※ＷＥＢ申請は現在準備中です。開始は10月1日(木)を予定しています。

②登録受付期間

スターターキットが届いた店舗より 10/23(金)以降スタートしてください
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（２）登録申請
③加盟飲食店登録に必要な書類
① 加盟飲食店登録申込書（郵送の場合）
② 営業許可証の写し
③ 金融機関の通帳の写し（振込口座が確認できる部分の写し）
※①の申込書内に営業許可番号記載欄があります。

■ＷＥＢで申請する場合
加盟飲食店登録情報をオンライン上で入力ください
同意書を一読の上、個人情報取扱いにチェック、その後フォームより入力ください。
① 営業許可証の写し
② 金融機関の通帳の写し（振込口座が確認できる部分の写し）
以上２点は オンライン上でファイル添付いただきす 15

■郵送で申請する場合
上記必要資料 ３点を入れて下記まで郵送ください
加盟の可否承認メールは10月１日（木）頃からお送りします。
〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル １１Ｆ
「Go To Eatキャンペーン 広島 食事券発行委託事務局」
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ＷＥＢサイトについて

16

https://gotoeat.hiroshima.jp/

サイト開始時期
9月18日（金）~

オンラインによる
参加飲食店登録
10月1日(木) 頃を予定しています

（Go To Eatキャンペーン広島 参加飲食店 ・ 利用者共通サイト）

※スケジュールは変更となる場合があります

上記ホームページでご確認ください。

利用期間 令和2年10月23日（金）～令和3年3月31日（水）
販売期間 令和2年10月23日（金）～令和3年1月31日（日）
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（３）登録後の準備

ステッカー・ポスターを掲示

17

2020.10.23▶2021.03.31

Go To Eatキャンペーン広島
事務局よりお送りします

農林水産省より
お送りします

利用者から見えやすい場所に掲示ください

広島県のホームページから
ご登録ください

飲食店様店頭ツールを4種類制作して参
加飲食店様にお送りします。
（10月中旬~下旬送付予定）

詳細は次ページ
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店頭ツールについて

18

農林水産省

飲食店様店頭ツールを4種類制作して農林水産省より参加
飲食店様にお送りします。（10月中旬~下旬送付予定）

1店舗1セット
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店頭ツールについて

19

農林水産省
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（４）利用者から食事券受取の際のフロー
①お会計（支払い額の提示）

②食事券使用の意思表示

③広島県で使用できるGo To Eatキャンペーン広島 食事券か確認

④食事券が偽造等されたものでないか及び有効期限3/31までかを確認

⑤利用者から食事券を受け取り差額を精算

⑥換金センター送付用の食事券に店舗名・回収日を記入・保管

換金センター送付用
（大きい方）

加盟店様控え
小さい方

換金時センター

送付用です

加盟店様

保管用です

店舗名記入
食時券の金額やチケット番号に

被らないようにしてください

食事券回収日

おこのみ焼〇〇 11/3
11/3

おこのみ焼〇〇 11/3

11/3

↑キリトリ

20

店舗名にゴム印を使用する場合は裏面に
押印してください。
（表面はインクがにじむ場合があります）
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（５）精算

①換金用伝票（複写
式）に 必要事項を記入

① 使用済食事券の換金請求

紙クーポンを クリップ又は
輪ゴムで束ねる

③専用封筒
（換金の専用封筒です）

使用済み食事券の切り離した左側
本券部分を送ってください。

換金用
専用封筒

右側(小さい方)は
店舗様の方で保管ください

（封筒に入れないようご注意ください） 21

登録時の受付番号（8ケタ）

参加飲食店登録
時に付与されます
受付番号をご記
入ください

店舗使用済食事券回収期間

20
5050

60,000
2020年10月23日~2020年10月31日

複写式になっております。1枚目の
「センター送付用」を送ってください。

登録時受付番号

11/3

おこのみ焼〇〇 11/3

換金用伝票・専用封筒は登録完了後準備ができ次第スターター
ターキット一式の中に入れてお送りします。
※詳しくは スターターキット内のマニュアルをご確認ください。

換金用専用封筒に
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（５）精算

締日

食事券換金センター
（送付先：大阪）

確認・精算
登録口座
へ振込

※振込手数料は
事務局負担

振込口座は参加飲食店登録時に登録された口座です。
複数店舗をお持ちでそれぞれに振込が必要な場合は参
加登録時に予め必要店舗ごとに登録が必要です。

換金請求書類郵送

参加飲食店が
食事券受取

参加飲食店から
換金請求
※郵送料は 事務局負担
※専用の封筒でお送りください

（送り先 大阪）

最終換金請求受付は

令和3年4月9日(金)です

翌月末振込
(一例) 10/29換金請求書類郵送 (一例) 11/30振込（次ページにスケジュール記載有り）
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入金処理期間及び入金日予定
◆食事券郵送の区間を区切り、入金日を設定しております。（下表参照）

（５）精算

入金口座 ●申込時に登録された口座へ振込みします。

1回あたりの入金額の計算方法 ●振込手数料はGo To EAT プレミアム食事券事務局にて負担致します
※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をし、半券等にて相互確認します

※ご注意事項 ご利用が集中した場合は利用可能店舗への精算が1サイクル送れることがございます。

換金
日程

加盟店から換金センターへの受付期間 換金センター・事務局 三菱UFJ銀行

換金センター到着日を基準とします 集計・チェック 振込日

1 10/23(金)～11/９(月)到着 11/30（月）
2 11/10(火)～12/７(月)到着 12/25（金）
3 12/８(火)～ 1/８(金)到着 1/29（金）
4 1/９(土)～ 2/８(月)到着 2/26（金）
5 2/９(火)～ 3/８(月)到着 3/29（月）
6 3/９(火)～ 4/9(金)到着 4/30（金）

換金受付期
間

2020年10月23日（金） ～2021年4月9日（金）必着
※換金受付期日を過ぎてからの換金には一切応じることができません。ご注意ください。
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GoToトラベルとの関係

Go To トラベル
の登録申請

Go To トラベル
の登録完了飲食店

Go To Eat  
の登録申請

Go To Eatの
登録を証する
書類の提出

Go To Eatの
登録通知

保留
通知

Go To Eat の登録が完了していなくても、
予め申請することで、Go To Eat の登録
が完了次第、スムーズにGo To トラベル
の登録が完了

※「飲食店」とは、Go To Eatの対象となる飲食店をいう。

・飲食店のGo To トラベルの登録には、Go To Eatの登録が必要です。
・Go To Eatの登録が完了するまで、Go To トラベルへの登録は保留。

（地域クーポン取扱店舗への登録）
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ご清聴ありがとうございました。
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Go To Eatキャンペーン広島食事券事務局
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル11F

加盟店様用連絡先
•tel.082-545-7215

• fax.082-241-7110
【受付時間】10:00～17:00（定休日：土・日・祝、年末年始[12/29～1/3]）

E-MAIL gotoeat-hiroshima@jtb.com

mailto:gotoeat-hiroshima@jtb.com
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