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Ⅰ. はじめに 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、Go To Travel キャンペーンにつ

いて、12 月 14 日に、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都における 12 月 27 日までの間

におけるキャンペーンの一時停止等の措置、及び年末年始である 12 月 28 日から 2021

年 1 月 11 日までの間における全国一律の適用停止が発表されました。これを受けて、

旅行者による予約のキャンセルの取扱いと、キャンセルによって影響を受ける事業者に

対する補償の内容に対する注目が高まっています。

また、Go To Travel キャンペーンの適用停止等に伴い、キャンペーンの終了日を当初

の 3 月末から 6 月末まで延長する方針が正式に発表されましたが、これまで Go To 

Travel キャンペーンに関して生じていた商品設計の問題や、クラスター発生時の事業者

の責任等の諸論点については、キャンペーンの適用が再開された後にも同様に検討が必

要となります。

そこで、本稿では、Go To Travel キャンペーンの全国一律停止措置等に伴うキャンセ

ル料の取扱いと、Go To Travel キャンペーンに参加する事業者において検討が必要とな

る諸論点及び実務対応についてご紹介いたします。

なお、Go To Travel キャンペーン制度の概要や、キャンセル料等を巡る法的諸論点に

ついては、当プラクティスグループが 2020 年 8 月に発行したニュースレター1もご参照

ください。

1

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042798/TOURISM%20INBOUND%20NEWSLETTER(Vol.7).pdf 

森・濱田松本法律事務所

弁護士 上田 雅大
TEL. 03 6266 8796 
masahiro.ueda@mhm-global.com 

弁護士 根橋 弘之
TEL. 03 6266 8921 
hiroyuki.nebashi@mhm-global.com

弁護士 前島 賢士朗
TEL. 03 5293 4885 
kenjiro.maejima@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042798/TOURISM%20INBOUND%20NEWSLETTER(Vol.7).pdf


 

 
 
 

TOURISM INBOUND NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 

2 

Ⅱ. 全国一律停止措置等に伴うキャンセル料の取扱い 

 

1．全国一律停止措置等に至る経緯・概要 

 

新型コロナウイルス感染症の感染が再拡大したことを受け、11 月下旬以降、Go To 

Travel キャンペーンを巡って様々な措置が連続して実施されてきました。 

まず、11 月 24 日に、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、新規予約を

一時停止するとともに、既存予約についても、旅行者にキャンセルを促すことが発表

されました2。次に、11 月 27 日には札幌市又は大阪市の居住者による Go To Travel

キャンペーンを利用した旅行を控える呼びかけが行われ3、東京都についても 12 月 3

日に同様の措置が公表されました4。 

そして、12 月 14 日に、(i)札幌市、大阪市、名古屋市、東京都に関して 12 月 27 日

までの間における Go To Travel キャンペーンの一時停止、及び(ii)年末年始である 12

月 28 日から 2021 年 1 月 11 日までの間における全国一律の Go To Travel キャンペー

ンの適用停止措置が発表されました。その後、広島市についても、12 月 16 日に追加

措置が公表されています。 

Go To Travel キャンペーンの事業者向け公式サイト及び観光庁が公表している「Go 

To トラベル事業 Q&A 集（12 月 16 日時点）」5（「Q&A 集」）の記載を総合すると、

現在、実施されている措置は以下のとおりです（Q&A 集 No.125、126、131、134、

150、154、156 等）。 

 

①札幌市、大阪市、名古屋市、東京都、広島市6（「対象都市」）を目的地とする旅行 

新規予約・既存予約  新規予約： 

12 月 14 日 20 時から 12 月 27 日 24 時までに出発する旅行の

新規予約につき Go To Travel キャンペーンの適用を一時停止7 

 既存予約： 

12 月 22 日 0 時から 12 月 27 日 24 時までに出発する旅行の既

存予約（12 月 14 日 24 時までにされていた予約。以下同じ。）

につき Go To Travel キャンペーンの適用を一時停止8 

キャンセルの取扱い 12 月 27 日までに開始する旅行の既存予約（12 月 13 日 24 時時点

 
2 事業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020112403.html）をご参照ください。 
3 事業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020112701.html）をご参照ください。 
4 事業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020120301.html）をご参照ください。 
5 https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/20201216_0658_faq.pdf 
6 広島市については、事業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020121601.html）をご

参照ください。 
7 但し、東京都については 12 月 18 日 0 時から 12 月 27 日までの間に開始する旅行に、広島市について

は 12 月 16 日の措置公表後から 12 月 27 日までの間に開始する旅行に限定されます。 
8 但し、広島市については 12 月 24 日から 27 日までの間に開始する旅行の既存予約（12 月 16 日 24 時

までにされていた予約）に限定されます。 
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においてされていた予約に限る）について、12 月 14 日 18 時から

12 月 24 日 24 時まで、無料でキャンセル可能9 

キャンセル料の負担 

（国庫による補填） 

既存予約のキャンセルを受けた事業者に対して、キャンセル料発生

の有無に関わらず、一律、旅行代金の 35%に相当する金額（宿泊は

1 万 4 千円／人泊、日帰りは 7 千円／人が上限）を国庫が負担する 

②対象都市の居住者による旅行 

新規予約・既存予約 新規予約・既存予約を問わず、12 月 27 日まで、Go To Travel

キャンペーンを利用した旅行を控えるよう呼びかけ10 

キャンセルの取扱い 12 月 27 日までに開始する旅行の既存予約（12 月 14 日 24 時

時点においてされていた予約に限る）について、12 月 14 日

18 時から 12 月 24 日まで、無料でキャンセル可能11 

キャンセル料の負担 

（国庫による補填） 

①と同様 

③年末年始における全国一律措置 

新規予約・既存予約 新規予約・既存予約を問わず、全国において、12 月 28 日から 1 月

11 日までの間、Go To Travel キャンペーンの適用を一時停止 

 宿泊旅行： 

12 月 28 日から 1 月 11 日までの間の宿泊を旅行日程に含む場

合、割引対象外（12 月 28 日チェックアウトは割引対象） 

 日帰り旅行： 

12 月 28 日から 1 月 11 日までの間に実施される場合、割引対

象外 

キャンセルの取扱い 既存予約（12 月 14 日 24 時までにされていた予約に限る）につい

て、12 月 24 日まで、無料でキャンセル可能 

キャンセル料の負担 

（国庫による補填） 

既存予約のキャンセルを受けた事業者に対して、キャンセル料発生

の有無に関わらず、一律、旅行代金の 50%に相当する金額（宿泊は

2 万円／人泊、日帰りは 1 万円／人が上限）を国庫が負担する 

 

なお、上記①に関して、対象都市以外の地域において宿泊する旅行であって、対象

都市における観光等が行程に含まれる旅行、又は交通機関等により対象都市を通過し

て、もしくは対象都市に所在する駅等で乗り換えて、対象都市以外の地域に旅行する

場合については、対象都市を「目的地」とする旅行には該当せず、引き続きGo To Travel

キャンペーンによる支援の対象となります（Q&A 集 No.128、129）。 

 
9 但し、東京都については 12 月 18 日 0 時から 12 月 27 日までの間に開始する旅行に限定されます。広

島市については、12 月 27 日までの間に開始する旅行の既存予約（12 月 16 日 24 時までにされていた

予約）について、12 月 26 日まで無料キャンセル可能とされています。 
10 但し、東京都については 12 月 18 日から 12 月 27 日までの間に開始する旅行に、広島市については

12 月 16 日の措置公表後から 12 月 27 日までの間に開始する旅行に限定されます。 
11 但し、広島市については、12 月 27 日までの間に開始する旅行の既存予約（12 月 16 日 24 時までに

されていた予約）について、12 月 26 日まで無料キャンセル可能とされています。 
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また、上記③に関して、12 月 28 日にチェックアウトする旅行については Go To 

Travel キャンペーンによる支援の対象となりますが、適用停止期間開始前の 12 月 25

日に出発した旅行であっても、当該旅行が 2021 年 1 月 11 日までに終了する場合は、

当該旅行が一つの予約である限り、その全体について Go To Travel キャンペーンによ

る支援の対象外となります。また、2021 年 1 月 11 日に出発する旅行についても、支

援対象外とされています（Q&A 集 No.151、152、153）。 

 

2．キャンセル料を巡る諸論点 

 

（1）キャンセル料の法的性質及びキャンセル料が生じる法的根拠 

当プラクティスグループが 2020 年 8 月に発行したニュースレターに記載のとお

り、「キャンセル料」の法的性質は、損害賠償の予定（民法 420 条）に当たり、キャ

ンセル料が生じる法的根拠は、旅行者が旅行業者等と旅行に関する契約を締結する

際に取り交わす契約書又は旅行業者等が旅行者に対して提示する旅行業約款（旅行

業法 12 条の 2）の規定となります。 

 

（2）事業者がキャンセル料対応支払いを受けるための条件 

上記 1.記載のとおり、既存予約のキャンセルの一部については、当該予約のキャ

ンセルを受けた事業者に対して、キャンセル料の発生の有無に関わらず、一律、旅

行代金の一部相当額を国庫が負担する（以下「キャンセル料対応支払い」といいま

す。）ものとされており、事業者による申請方法や申請時期等の詳細については、事

業者向け公式サイト等において改めて公表することとされていますが、本ニュース

レター発行日現在では未公表となっていますので、今後の発表を注視する必要があ

ります。事業者としては、申請対象となるキャンセルについて、代表者が対象都市

の居住者の場合は代表者の居住地情報を含む予約情報（予約日・取消日・旅行先・

旅行日等）を、同行者に対象都市の居住者がいる場合には当該同行者の居住地情報

を含む予約情報を、確認・保管しておくことが重要です（Q&A 集 No.135、157）。 

なお、事業者がキャンセル料対応支払いを受けるためには、以下の条件を満たす

必要があるものとされています（Q&A 集 No.134、142、156）。なお、Q&A 集の公

表のタイミングとの関係で、広島市を目的地とする旅行及び広島市の居住者による

旅行については Q&A 集には記載されていませんので、これらの旅行の予約キャンセ

ルに関するキャンセル料対応支払いについては、念のため事務局に確認しておくこ

とが望ましいと考えられます。 

 

【対象都市を目的地とする旅行又は対象都市の居住者による旅行】 

 

(i) 旅行の目的地が対象都市であること、又は対象都市の居住者に

よる旅行であること（一つの予約の中で同行者に対象都市の居
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住者がいる場合を含む） 

(ii) Go To Travel キャンペーンの対象となる旅行・宿泊商品として

予約されたものであること 

(iii) 予約日：12 月 14 日 24 時時点で予約されていたこと 

(iv) 取消日：12 月 14 日 18 時から 12 月 24 日 24 時までの間にキ

ャンセルされたこと 

(v) 出発日：12 月 14 日 20 時12から 12 月 27 日 24 時までに出発す

る旅行であること 

(vi) 事業者がキャンセル料を収受していないこと（既に収受してい

る場合は、全額を旅行予定者に返金していること） 

(vii) 旅行予定者に対して⑤の対象期間の予約をキャンセルさせた

上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売する

（以下「予約の付け替え」といいます。）など、予約のキャン

セルを促すという本制度の趣旨に反する行為を行っていない

こと 

 

【年末年始における全国一律措置】 

 

(i) 日本国内の旅行であること 

(ii) Go To Travel キャンペーンの対象となる旅行・宿泊商品として

予約されたものであること 

(iii) 宿泊を伴う旅行： 

12 月 28 日から 2021 年 1 月 11 日までの間の宿泊を旅行日程に

含む旅行であること 

日帰り旅行： 

12 月 28 日から 2021 年 1 月 11 日までの間に実施される旅行で

あること 

(iv) 予約日：12 月 14 日 24 時時点で予約されていたこと 

(v) 取消日：12 月 14 日 18 時から 12 月 24 日 24 時までの間にキ

ャンセルされたこと 

(vi) 事業者がキャンセル料を収受していないこと（既に収受してい

る場合は、全額を旅行予定者に返金していること） 

(vii) 旅行予定者に対して予約の付け替えを行うなど、予約のキャン

セルを促すという本制度の趣旨に反する行為を行っていない

こと 

 

上記(vii)の予約の付け替えは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を早期に落ち

 
12 但し、東京都については 12 月 18 日 0 時から（Q&A 集 No.134、142）。 
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着かせるために必要な予防的措置として Go To Travel キャンペーンの一時停止措置、

全国一律停止措置が行われるという趣旨に反することに加え、キャンセル料に見合

う額が国庫より負担される観点からも著しく不適切な行為であること踏まえた条件

であり、予約の付け替えを行ったことが判明した事業者に対しては観光庁より指導

が行われています13。 

今後、予約の付け替えやこれに類似する著しく不適切な行為を行った場合や、事

業者による申請内容に虚偽がある場合、不実・不適切な方法により申請をした場合

には、キャンセル料見合いの支払いが受けられなくなるのみならず、Go To Travel

キャンペーンの参加登録の取消がなされ、さらには事業者名の公表、不正受給分の

返還請求及び刑事告訴・告発がなされる可能性もあるため、事業者としては、今般

の一連の措置の趣旨を踏まえ、適正な申請を行うよう留意が必要です。 

 

（3）旅行予定者に対するキャンセル料の請求の可否 

今般の一連の措置に伴う、国による事業者に対するキャンセル料対応支払いは、

一律、旅行代金の一部の負担にとどまるため、キャンセル料全額やキャンセルされ

なければ得られるはずであった利益はその対象外とされています。そこで、事業者

として、国からキャンセル料対応支払いを放棄し、旅行予定者に対して旅行に関す

る契約書又は旅行業約款に基づきキャンセル料を請求することができるかが理論上

問題となります。 

もっとも、本ニュースレター発行日現在では事業者向け公式サイトや Q&A 集で明

示的に言及はされていませんが、一連の措置の中で、条件を満たす場合にはキャン

セル料を支払わなくて良い旨が旅行予定者に対して告知されていること、上記（2）

記載のとおり、Go To Travel キャンペーン及び関連措置の趣旨に反する行為や不適

切な行為に対しては、Go To Travel キャンペーンの参加登録の取消や事業者名の公

表といったサンクションが想定されることを踏まえれば、国からのキャンセル料対

応支払いを放棄し、旅行予定者に対して契約上のキャンセル料の支払いを請求する

ことは事実上できないと考えられます。 

 

Ⅲ. 旅行商品の設計に関する留意点 

 

1．概要 

 

Go To Travel キャンペーン事業の対象商品は「宿泊商品、宿泊を伴う旅行商品及び

日帰り旅行商品」とされているところ、一部の参加事業者において、観光を主な目的

としているとは言えない旅行商品等を Go To Travel キャンペーンの対象として販売

していたことが問題視され、Go To Travel キャンペーンの事務局（以下「事務局」と

いいます。）は、キャンペーン対象となる商品について基準を明確化すべく、2020 年

 
13 事業者向け公式サイト（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020121801.html）をご参照ください。 
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10 月 29 日付で「旅行商品の基準・考え方」を定めました14。例えば、「通常の宿泊料

金（1 万円程度）を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用で

きるホテルクレジット（3 万円程度）付宿泊プラン」のように、宿泊代金と比して極

めて高額なホテルクレジット付き旅行商品は、Go To Travel キャンペーンの本来の趣

旨に著しくそぐわないと判断され、キャンペーンの対象外とされています。また、事

務局は、「旅行商品の基準・考え方」に照らし、適切でないと認められる旅行商品に

ついては、既に販売した分を含め、周知の期間を置かず、直ちに、給付金の給付対象

とはしないとの判断を行う場合があり、事務局の是正の指導等に従うことなく、参加

事業者において、Go To Travelキャンペーンの対象商品として販売を続けた場合には、

事業者の参加登録を取り消す可能性があるとしています15。このように、「旅行商品の

基準・考え方」において、対象外の例として挙げられていない旅行商品であっても、

事務局が「適切でない」と判断した場合には、給付金の給付の対象外とされるだけで

なく参加登録を取り消されるリスクがありますので、Go To Travel キャンペーンに参

加する事業者は、「旅行商品の基準・考え方」に照らして適切な商品設計を行うよう

留意し、支援の対象になるか否かの判断に迷う場合には、事務局に事前に相談するこ

とが望ましいと考えます。 

 

2．旅行商品の基準・考え方 

 

観光庁が公表した「サービス産業消費喚起事業（Go To トラベル事業）旅行会社・

OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」（11 月 16 日時点）によれば、まず、

宿泊代金・旅行代金に含められないものとして、①換金性の高いもの（金券類、鉄道

の普通乗車券等、普通航空券等、収入印紙や切手）、②上記のほか、事務局が対象商

品として適切でないと認めるものが定められています。 

また、事務局は、各旅行商品について、下記①～④等を社会通念上の観点も含めて

総合的に判断し、個別具体的に支援の対象外とするか否かを判断することとしていま

す。 

 

① 観光を主たる目的としていること 

② 感染拡大防止の観点から問題がないこと 

③ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金

の水準を超えないこと 

④ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること 

 

 
14 事業者向け公式サイト 2020 年 10 月 29 日付「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基

準・考え方の明確化について」（https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102902.html）をご参照ください。 

15 事業者向け公式サイト 2020 年 11 月 6 日付「【重要なお知らせ】宿泊代金と比して極めて高額なホ

テルクレジット付き旅行商品等の取扱いについて」（https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020110602.html）
をご参照ください。 
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上記判断は、旅行者の目的（下記で述べるビジネス目的を除きます。）によらず、

旅行商品の性質で行うこととされています（Q&A 集 No.62）。 

例えば、受験を目的として、ホテル・旅館を予約した場合でも、予約対象が「宿泊

＋交通」のみであれば、支援の対象となります。一方、受験のため、「宿泊」＋「交

通」＋「講習代」がセットになった旅行プラン（例：受験生応援パック）を予約した

場合、「講習代」について、上述の基準・考え方に照らして判断することとなります

が、「①観光を主たる目的」とするとは言えないので、「講習代」を含む旅行商品は対

象外になります。 

但し、支援対象外の費用等と旅行代金（宿泊・交通費）について明確に区分して販

売する場合であれば、宿泊部分等については支援の対象となるため、旅行商品の設計

にあたっては、支援対象外の費用等と旅行代金（宿泊・交通費）を明確に切り分けた

上で、Go To Travel キャンペーンの割引適用後の旅行代金を明示することが望ましい

といえます。 

 

3．支援対象外の商品について 

 

「旅行商品の基準・考え方」では、支援の対象外となる旅行商品の具体例は、現在、

①通常の宿泊料金（1 万円程度）を著しく超える、館内のルームサービス、食事等で

いつでも利用できるホテルクレジット（3 万円程度）付き宿泊プラン、②通常の宿泊

料金（5 千円程度）を著しく超える商品（3 万円程度）付きの宿泊プラン、③ヨガラ

イセンス講習（4 泊 5 日 20 万円～）、英会話講習付き宿泊プラン（2 泊 3 日 2 万 8 千

円）、④ダイビング免許付き宿泊プラン（5～10 万円）が挙げられています。こうし

た具体例は、事業者向け公式サイトに随時掲載されるため、ご参照ください。 

以下では、現時点で事務局により個別的に支援の対象外とされている商品について

説明しますが、前述のとおり、その他の旅行商品についても、Go To Travel キャンペ

ーンの趣旨も踏まえて「適切でない」と事務局に判断された場合には、直ちに支援の

対象外とされる可能性があることはご留意ください。 

 

（1）ビジネス出張について 

Go To Travel キャンペーンは企業の負担軽減を目的としたものではないことを理

由に、ビジネスを目的とした旅行については、①の要件を満たさないとして、2020

年 11 月 6 日の予約販売分より支援の対象外とされました（Q&A 集 No.56）。 

利用の制限の対象となるのは、企業において費用を負担するビジネス出張であり、

企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等にお

ける現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックイン

の際などに、旅行会社や宿泊施設側において確認する必要まではないとされていま

す（Q&A 集 No.59）。 

但し、(i)旅行・宿泊事業者各社のホームページなどにおいて、利用者及び法人に
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対しても、ビジネス目的での利用はできない旨を明確に掲示する、(ii)旅行業者にお

いて、「法人向け旅行商品（出張パック）」「法人カード決済」など、法人利用を前提

とした旅行商品を割引販売しないようにする、(iii)法人の出張手配を目的とした予約

サイトにおける予約を割引の適用外とする等を通じ、極力制限を図っていくことが

求められています（Q&A 集 No.58）。 

なお、企業における観光を主たる目的とした旅行（職場旅行等）については、旅

行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合において、当該

個人負担額のみ支援対象となります（Q&A 集 No.61）。 

 

（2）泊数制限 

8 泊以上の観光目的での宿泊がごく少数であるという利用実態等を踏まえ、11 月

17 日（火）0 時以降の予約・発売分より、8 泊以上の宿泊を伴う旅行商品は、支援

の対象外とされました（Q&A 集 No.68）。 

1 回の旅行で 7 泊分までを支援の対象とすることとされており、1 回の旅行中にそ

れぞれ異なる宿泊施設に宿泊した場合であっても、8 泊以上の宿泊を伴う旅行であ

れば、7 泊分までが支援の対象となります。 

 

（3）合宿免許 

合宿免許代金の大部分を免許講習等が占めると推察されるものが散見されること、

国家資格である自動車運転免許を取得することを明確な目的としており、①の要件

を満たさないとして、11 月 1 日（日）0 時以降に販売したものについて、合宿免許

商品は Go To Travel キャンペーンの支援の対象外とすることとされました（Q&A 集

No.102～105）。 

 

（4）コンパニオンサービス 

コンパニオンサービスについては、旅行者に対して接待等を行うことを主な目的

としているため、参加事業者及び旅行者に対して求めている感染拡大防止の徹底等

の観点から、②の要件を満たさないとして、そのサービスの内容如何に関わらず、

接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は 11 月 6 日（金）0 時以降に実施さ

れるものについては、支援の対象外とされました（Q&A 集 No.106～107）。 

但し、宿泊施設において、Go To Travel キャンペーンへの参加条件として求めて

いる感染拡大防止の徹底（ガイドラインの遵守等）を満たしつつ提供されるものに

ついては、接待等を伴うコンパニオンサービス部分と宿泊部分を切り分ける形で販

売することで、宿泊部分については支援の対象となります。 

 

（5）公費出張 

公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行

う旅行であり、仮に公費出張で Go To Travel キャンペーンを利用することとした場
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合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等か

ら、公費出張での利用は想定されておらず、これを控えることが求められています。

この点について、各府省庁等、各地方公共団体に対して、通知・事務連絡により周

知されています（Q&A 集 No.158）。 

なお、委託事業や補助事業において事業実施先が行う業務・出張は基本的に「必

要な公務を遂行するために行う旅行」としては想定されないことから、委託事業や

補助事業において事業実施先が Go To Travel キャンペーンを利用することの自粛ま

では求められていません（Q&A 集 No.160）。 

例えば、行政が、姉妹都市交流を目的に域内在住・在学者を対象としたバスツア

ーを民間旅行会社に委託して実施する場合には、Go To Travel キャンペーンの対象

となります（Q&A 集 No.161）。 

 

4．その他の留意点について 

 

商品設計とは別に、旅行商品の販売に関する手数料の徴収方法について問題となる

ケースもあります。報道等によれば、いわゆる OTA（オンライン・トラベル・エージ

ェント）事業者が、宿泊施設から Go To Travel キャンペーンによる国からの給付金対

象相当額に対しても事前決済手数料を徴収していたことについて、過大な手数料徴収

であるとして、業界団体等が問題視し改善を申し入れた結果、OTA 事業者側が宿泊施

設に対する返金に応じた事例がありました。 

手数料の徴収対象や方法については事務局から明確なルールが提示されておらず、

このような手数料徴収が直ちに Go To Travel キャンペーンの制度趣旨に反するとま

ではいえないものの、一般論としては、Go To Travel キャンペーンにより支給される

給付金については、OTA と旅行業・宿泊事業者との間で適正に配分されるべきもので

あり、どちらか一方に不必要な負担を強いるものであってはならないと考えられるこ

と、制度の趣旨に反しない場合であってもレピュテーション・リスクが生じ得ること

から、OTA サイト側は、旅行業・宿泊事業者からの手数料徴収に当たり、Go To Travel

キャンペーンの趣旨に反するとの指摘を受けないような方法を検討すべきと考えま

す。 

 

Ⅳ. Go To Travel キャンペーン制度に関する法的責任・留意点 

 

1．はじめに 

 

Go To Travel キャンペーンに関連して、キャンペーン対象ツアーで新型コロナウイ

ルス感染症のクラスターが発生した事例や、地域共通クーポンを不正に取得した事例

等、様々な問題が生じていますが、以下では、これらの問題に関連して旅行業者が負

う可能性のある法的責任や留意点について解説します。 
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2．Go To Travel キャンペーン対象ツアーで新型コロナウイルス感染症

のクラスターが発生した場合の旅行業者等の責任 

 

(1) 旅行業者等のツアー参加者に対する安全配慮義務の内容 

報道等によれば、旅行業者が催行した Go To Travel キャンペーン対象ツアーにお

いて新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、合計 14 人のツアー参加者が

新型コロナウイルス感染症にり患した事例が発生しました。このような場合、旅行

業者や宿泊事業者（以下「旅行業者等」といいます。）は、ツアー参加や宿泊（以下

「ツアー等」といいます。）により新型コロナウイルス感染症にり患した旅行者に対

しいかなる法的責任を負うかが問題となります。 

まず、旅行業者については、企画旅行（募集型・受注型）と手配旅行で負担する

責任の内容は異なります。すなわち、企画旅行（募集型・受注型）の場合には、旅

行会社が旅行計画の作成や旅程管理についてまで善管注意義務（民法 644 条）を負

う16ことになります。宿泊事業者も同様に、宿泊サービスの提供に当たり善管注意義

務を負います。そして、新型コロナウイルス感染症が流行している昨今において、

新型コロナウイルス感染症の感染防止に必要な措置を行い、また感染のリスク等に

ついて適切な情報提供を行うことは、企画旅行を提供する旅行業者及び宿泊サービ

スを提供する宿泊事業者が負う安全配慮義務の一内容を構成するという考え方もあ

り得るところです。 

一方、手配旅行の場合、旅行業者は、善管注意義務をもって旅行の手配を完了す

れば、旅行先でのトラブル等に対して原則として責任を負いません。そのため、手

配旅行においては旅行業者は自ら感染を防止する措置を講じる義務までは負いませ

んが、手配するサービスを提供する事業者が新型コロナウイルス感染症の感染防止

に必要な措置を講じているか否かを適切に確認するとともに、需要者に対し適切な

情報を提供することが、手配契約上の安全配慮義務の内容になる可能性があります。 

また、Go To Travel キャンペーンの参加事業者については、事業への参加条件と

して「感染拡大予防ガイドライン」の他、具体的な遵守事項17（以下「感染拡大予防

 
16 旅行業者は、旅行者に対し、旅行契約上の付随義務として、旅行者の安全を図るため、旅行目的地、

旅行日程、旅行サービス提供機関の選択等について、あらかじめ十分に調査・検討し、仮にその主催す

る旅行に関して、社会通念上、旅行一般に際して生じ得る可能性がある各種の危険とは異なる程度の高

度の発生可能性を有する格別の現実的危険が存在する場合には、当該危険に関する情報を旅行者に対し

て告知すべき信義則上の義務があるとされています（東京地裁平成 18 年 11 月 29 日判例タイムズ 1253
号 187 頁）。 
17 ①チェックイン時に感染予防策を講じた上で検温と本人確認を実施すること、②旅行者に検温等の体

調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め、宿泊施設近隣の医

療機関や受診・相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとること、③浴場や飲食施設等の共用施設の

利用について、人数制限や時間制限等を設け、三密対策を徹底すること、④ビュッフェ方式において、

食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別の旅行者専用トングや箸等を用意し共用を避け

る等料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を離す等、食事の際の三密対策を徹底すること、⑤客

室、エレベーター等の共用スペース等の消毒・換気を徹底すること、⑥「参加条件」を徹底・実施して

いる旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表すること、⑦旅行商品の予約、購入時や宿

泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が遵守すべき事項を周知徹底すること、また、若者の団体旅

行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行等一般的にリスクが高いと考えられる
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ガイドライン等」といいます。）を遵守することが定められており、旅行予定者は、

Go To Travel キャンペーンへの参加事業者が提供する旅行商品を選択するにあたっ

ては、それらの遵守事項が遵守されているという合理的期待をもって選択している

と考えられます。そのため、Go To Travel キャンペーンの参加事業者については、

旅行者に対して負担する安全配慮義務の内容として、感染拡大予防ガイドライン等

を遵守していることが含まれると考える余地があります。 

したがって、Go To Travel キャンペーン参加事業者が提供する対象ツアー等で旅

行者が新型コロナウイルス感染症にり患した場合、安全配慮義務違反の有無を判断

するに当たり、旅行業者及び宿泊事業者による感染拡大防止ガイドライン等への遵

守状況（手配旅行の場合は、手配したサービス提供事業者による遵守状況）も問題

になる可能性があります。 

 

(2) 事例の検討 

報道された新型コロナウイルス感染症のクラスター事例は、Go To Travel キャン

ペーン参加事業者によるツアー（募集企画旅行）で発生したものでした。旅行業者

は、コロナ対策として独自の「添乗員マニュアル」を策定し、ツアー参加者に体温

等を確認する「健康チェックシート」の提出を依頼し、当該チェックシート上のチ

ェックによって健康上の懸念が判明した参加者の参加は謝絶することとしており、

Go To Travel キャンペーンの参加条件に沿った対応がなされていました。しかし、

参加者 1 名が「健康チェックシート」で「咳、のどの痛み、息苦しさ、胸の痛み等

の呼吸器症状や味覚障害はございますか？」という項目に、「はい」のチェックをつ

けていたにもかかわらず、添乗員が見落としていたことが、クラスターの発生につ

ながったと指摘されています。 

一般論として、このような見落としが起こった場合には添乗員の過失と評価され、

当該添乗員の使用者である旅行業者が、旅行者との旅行契約上安全配慮義務違反と

して債務不履行（民法 415 条）又は不法行為（民法 709 条）の責任を負う可能性が

高いと思われるため、旅行業者等がこのような責任を負わないためには、マニュア

ル策定だけでなく、マニュアルに沿った対応の徹底が必要となると考えます。 

 

(3) 旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第 2 版）の参照 

Go To Travel キャンペーンに参加する旅行業者等に具体的に求められる新型コロ

ナウイルスへの対応内容を定めたガイドラインとして、日本旅行業協会及び全国旅

行業協会により「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」が策定さ

れており、2020 年 12 月 21 日現在、2020 年 7 月 1 日に策定された（第 2 版）が

新のものです（また、同時にガイドラインの運用解説書・Q&Aも策定されています。）。

当該ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言の中にある

 
旅行について着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切に旅行が実施されるべきことを周知

徹底すること、⑧登録を受けた事業者が上記①から⑦の条件を満たしていないことが発覚した場合、登

録を取消されること。 
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「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の

例」等に留意しながら、新型コロナウイルス感染症の終息までの、旅行業における

当面の対策をとりまとめたものであり、「具体的な感染防止策」が記載されているた

め、新型コロナウイルスへの感染防止のために旅行業者等が講じるべき内容として

参考になると考えられます。 

なお、同ガイドラインは「新型コロナウイルスの 新の知見、お客様のご要望、

事業者側の受け入れ体制等を踏まえて…随時見直すこととする。」とされていますの

で、常に 新の情報を確認するようにご留意ください。 

 

3．Go To Travel キャンペーンと地域共通クーポンの不正取得・不正利用 

 

Go To Travel キャンペーンの対象となる宿泊において宿泊者に発行される「地域共

通クーポン」のうち、電子クーポンについては、宿泊当日の午後 3 時以降であれば、

宿泊施設にチェックインをする前であっても、スマートフォンで予約番号等を入力す

ればクーポンを受け取れる仕組みになっています。そのため、電子クーポンを受け取

った上で宿泊を無断キャンセルするという、電子クーポンの不正取得・不正利用（以

下「不正取得等」といいます。）の事例が全国で複数起きているという報道がなされ

ています。そのような不正取得等が発覚した場合、旅行業者（又は宿泊事業者。以下

本 2．において同じです。）としてはどのように対応すれば良いでしょうか。 

まず、電子クーポンの不正取得等は、刑事責任の観点からは「詐欺罪」（刑法 246

条）又は「電子計算機使用詐欺」（刑法 246 条の 2）、さらに「偽計業務妨害罪」（刑

法 233 条）に該当し得ます。また、民事責任の観点からは、旅行業者に対する不法行

為（民法 709 条）を構成し、損害賠償を請求することができます。 

しかし、電子クーポンの不正取得等の場合、不正取得者は旅行の申込み時に偽名等

の虚偽の情報を入力している可能性が高く、本人特定が困難な場合も考えられます。

この問題については、観光庁が、2020 年 11 月 25 日から携帯電話の SMS 認証を利

用した不正対策を導入し、クーポンを受け取る手続の中で利用者が携帯電話番号を入

力し、携帯電話に届いた 4 桁の認証番号を入れないと受け取れないようになりました。

そこで、SMS 認証の導入により、携帯電話番号と紐づく者（電話番号の契約者）を

特定するために、電気通信事業者に対し電話番号の契約者情報の開示請求をすること

が考えられます。もっとも、電気通信事業者が第三者の求めに応じて任意に電話番号

の契約者情報を開示することは考えにくいため、旅行業者としては、電子クーポンの

不正取得等の被害者として告訴（刑事訴訟法 241 条）を行い、刑事事件の捜査を通じ

て電気通信事業者から開示された契約者情報の提供を受けるという対応の可否につ

いて検討すべきでしょう。告訴は、「書面又は口頭」で検察官又は警察官に行うこと

とされており、通常は警察署に必要な関連資料を持参して行います。 

2020 年 11 月には、実際の事例として、「宿泊する意思がないのに大手旅行サイト

に虚偽の情報を入力し、東京都内の 4 カ所のホテルに 5 回にわたり予約を入れ、地域
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共通クーポン（電子クーポン）約 54 万円分をだまし取った疑い」で、全国初の「地

域共通クーポン」の不正取得等に関する逮捕事例（電子計算器使用詐欺罪で逮捕）が

発生しており、捜査機関も Go To Travel キャンペーンの電子クーポン不正取得等の被

害相談に対しては真摯に対応している様子が窺えます。 

 

Ⅴ. おわりに 

 

Go To Travel キャンペーンについては、政府より、2021 年 6 月末まで延長する方針

が正式に発表されましたが、「制度の段階的見直し」や「感染状況を踏まえた柔軟な対

応」をする意向も併せて表明されているため、今後の新型コロナウイルス感染症の感染

状況次第で更なる措置が講じられる可能性があり、引き続き流動的な状況が続くことが

予想されます。宿泊事業者や旅行業者としては、こうした状況の中、 新情報の収集を

行うことが非常に重要です。また、宿泊事業者や旅行業者としては、キャンペーンが再

開された後に、旅行者との間でトラブル等が生じることのないよう、必要に応じて弁護

士等の専門家にも相談しながら、定められたルールに従って商品設計等の対応を行うこ

と、また、旅行者に対して感染状況に応じて Go To Travel キャンペーンの対象範囲、支

援内容等が変更となり得る点、感染予防のために旅行者の協力が必要である点等につき

明確に説明を行い、理解を得ておくことが望ましいといえます。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


