
今こそ鹿児島の旅 第4弾

鹿児島県地域観光事業支援事務局

実施期間

2023年（令和5年）1月10日（火）～2023年（令和5年）６月3０日（金）予定
※7月1日（土）チェックアウトまで

新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、本キャンペーンを停止・変更することがあります。

予算がなくなり次第終了します。（期間延長の可能性もあります）

2023年（令和5年）3月14日（火）現在

＜Ver.9＞

※ 令和５年４月29日宿泊分（4/29ﾁｪｯｸｲﾝ分）から
令和５年５月７日宿泊分 （5/8ﾁｪｯｸｱｳﾄ分）については，支援の対象外です。
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はじめに（本マニュアルについて）

本マニュアルは、

鹿児島県独自のルールのみを記載した

“別冊版”
です。

各都道府県（事務局）より業務委託を受けて統一窓口共同運営体（以下「統一窓口」という。）が対応する

旅行事業者の補助金申請にかかる審査基準（制度）についてを主に記載した「旅行事業者用取扱マニュア

ル」に記載の全国旅行支援補助金額と一部異なる点（鹿児島県独自支援額等）を記載しています。

また、取扱要領等は適宜修正されますので必ず最新のものでご確認ください。

■全国旅行支援とは

旅行代金の補助と電子クーポンを発行する全国を対象とした観光需要喚起策です。

■今こそ鹿児島の旅（第4弾）とは

観光庁の「地域観光事業支援（全国旅行支援）」を活用して実施する全国を対象とした観光需要喚起策

で、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ旅行需要の回復を図り、深刻な影響を受けてい

る県内観光関連事業者を支援することを目的として、以下のキャンペーンを実施します。

①旅行・宿泊代金の補助（鹿児島県を目的地とする旅行・宿泊サービス（県民の県内旅行を含む）

②電子クーポンの付与（県内の土産品店、飲食店等にて利用できる地域限定のお買い物券）

＜今こそ鹿児島の旅第4弾の割引内容（第3弾との比較）＞

第4弾
（1/10～６/30）

第3弾
（10/11～12/27）

割引率 20% 40%

上限額
（宿泊旅行）

交通付き 5,000円/泊
（うち離島8,000円/泊）
上記以外 3,000円/泊
（うち離島5,000円/泊）

交通付き 8,000円/泊
（うち離島11,000円/泊）
上記以外 5,000円/泊

（うち離島7,000円/泊）

上限額
（日帰り旅行）

3,000円/回 5,000円/回

商品クーポン 電子
平日2,000円

※交通付き商品で第三者認証宿
泊施設利用時は3,000円

休日1,000円

紙
平日3,000円

※交通付き商品で第三者認証宿泊
施設利用時は4,000円

休日1,000円

重要
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はじめに（事業概要）

正式名称 鹿児島県地域観光事業支援

キャンペーン名称 今こそ鹿児島の旅（第4弾）

事業期間

2023年（令和5年）1月10日（火）～2023年（令和5年）6月30日（金）
※既存予約（販売開始日より前に予約がなされた旅行商品）については、対象となりません。

なお、受注型企画旅行については、確定書面の交付日が販売開始日以降であって、旅行の
実施日が事業開始日以降であれば対象とします。

※販売開始日は2022年（令和4年）12月21日（水）です。
※延長分の販売開始日は2023年（令和5年）3月17日（金）です。
※旅行契約に定められた旅行期間の中に、「対象期間外」の日程が含まれている旅行
は補助の対象外となります。

※補助金予算の上限に達し次第終了となります。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、予告なく本キャンペーンを停止・変更することがあります。

補助対象者
日本国内に居住する旅行者
※ワクチン・検査パッケージを適用
（ワクチン3回接種済証又はPCR検査・抗原検査の陰性結果通知書のいずれかが必要）

予約手段
※当マニュアルに該当分
※事業全体では「宿直」も対象

①旅行会社経由
②OTA経由予約（旅行会社のインターネット予約を含む）

本県の補助額
※お1人様1泊につき

補助金は次のふたつが一体となって構成されており、どちらか片方のみの適用はできません。
・旅行代金への販売補助金：旅行代金の20％（1円未満は切り捨て）
※ただし、次の上限額までの補助となります。（離島の定義はP8参照）

宿泊を伴う旅行商品：3,000円（離島の宿泊施設の場合5,000円）

宿泊を伴う旅行商品（交通付）：5,000円（離島の宿泊施設の場合8,000円）
・電子クーポン：平日 2,000円 休日 1,000円
（平日休日の定義は当マニュアルP6参照）

※利用日に応じた電子クーポンを宿泊施設で付与します。（宿泊商品に関しては旅行事業者は
お客様へ電子クーポンを渡しません）

※「宿泊施設の第三者認証」の登録を受けている施設（以下「宿泊認証施設」という）は
「平日宿泊で交通の手配を伴う企画商品での申込」の場合のみ追加で1,000円付与となり
ます。（宿泊認証施設の詳細はP14参照）

※電子クーポンの利用期限は、チェックイン日からチェックアウト日までです。

最低旅行代金

旅行代金の日別平均単価が次を下回る商品は補助の対象外
平日 3,000円 休日 2,000円 ※1人1泊につき
※一部例外規定があります（詳細は取扱マニュアル＜旅行事業者用＞参照）

※ただし、「平日宿泊で交通の手配を伴う企画商品」且つ「宿泊認証施設を利用」する場合は
平日 4,000円が最低旅行代金となります。

予約時手続き必要書類
※本県独自のもの

“「今こそ鹿児島の旅 第4弾」クーポン発行明細書”を記入
※OTAの場合は、宿泊施設にて記入してもらいますので、宿泊施設と連携願います。

確認書類
※予約受付時

①宿泊者全員のワクチン3回接種済証又はPCR検査・抗原検査の陰性結果通知書のいずれか
※OTAは上記①②いずれも宿泊施設にて確認となります。
※12歳未満の小人は、ワクチン検査パッケージを適用した同居する親等の監護者が同伴する場

合にはワクチン3回接種済証等は不要です。

宿泊制限
ひとつの旅程において7泊分までが補助対象（詳細は取扱マニュアル＜旅行事業者用＞参照）

※利用回数の制限はありません。

補助対象宿泊施設
鹿児島県地域観光事業支援事務局（以下「事務局」という）に登録申請し、登録の承認を受
けた宿泊施設 （夜行フェリーも宿泊施設とみなします）

取消・変更

予約手配した旅行事業者にて手続きが必要
※現地にて泊数や宿泊人数が減少した場合（旅行中断や離団など）、正当な泊数や宿泊人

員に応じた補助金額の再算出を行う必要があります。
※事業停止に伴う取消料の補填はありません。

【事業概要】

鹿児島県
独自ルール①

鹿児島県
独自ルール②

鹿児島県
独自ルール③

鹿児島県
独自ルール④

鹿児島県
独自ルール②
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独自ルール①
鹿児島県内『離島』宿泊は、宿泊補助及び交通付商品※補助
の上限額が引き上げられる

※離島商品販売の際には必ず鹿児島県独自ルールを適用いただきます。通常の
全国ルールのみでの販売は不可です。

独自ルール②

『宿泊認証施設』への宿泊且つ『交通の手配を伴う企画商品
（募集型企画旅行及び受注型企画旅行）※1』の場合、『平日』1泊あ
たりの電子クーポン1,000円加算
また、その場合最低旅行代金（下限）が4,000円※2となる

独自ルール③（予約受付時における業務）

“「今こそ鹿児島の旅 第4弾」クーポン発行明細書”を記入する
（OTAを除く）

独自ルール④
『夜行フェリー』も『宿泊施設（交通付商品）扱い』とする

はじめに（鹿児島県独自ルール概要）

鹿児島県本土 鹿児島県内離島

補助率 宿泊（旅行）代金の20％

宿泊補助上限額 3,000円 5,000円

交通付商品補助上限額 5,000円 8,000円

【補助率・補助上限額】

【1人1泊あたりの電子クーポン付与額】

宿泊認証施設の場合 宿泊認証施設でない場合

平日（交通付商品） 3,000円 2,000円

平日（宿泊単品） 2,000円 2,000円

休日（交通付商品） 1,000円 1,000円

休日（宿泊単品） 1,000円 1,000円

※取扱マニュアル＜旅行事業者用＞に定義されているもの

※1 手配旅行は対象となりません
※2 通常は平日3,000円

重要

全国旅行支援3,000円＋鹿児島県独自支援2,000円

全国旅行支援5,000円＋鹿児島県独自支援3,000円

4

全国旅行支援2,000円＋鹿児島県独自支援1,000円

企画商品に
限ります
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はじめに（事業の留意点）

(1) 鹿児島県が定めた独自の支援、下記①～②をともに満たすこととします。
① 鹿児島県内の「離島」宿泊において、鹿児島県独自支援による補助上限額の引き上げ。
宿泊補助上限額 1人1泊あたり
宿泊のみ上限額 5,000円（全国旅行支援3,000円＋鹿児島県独自支援2,000円）
交通付商品上限額 8,000円（全国旅行支援5,000円＋鹿児島県独自支援3,000円）

注：離島独自支援に関するツアーにおける統一窓口への補助金申請は「全国旅行支援で定める補助額」
（旅行代金の20％又は宿泊のみ上限額3,000円、交通付上限額5,000円）分のみを申請し、離島独自
支援額については別途鹿児島県より支払うものとします。

② 全国旅行支援のクーポン付与額に、一部条件付きで鹿児島県独自の支援分1,000円分を加算します。
＜条件＞ 鹿児島県が定めた「第三者認証宿泊施設」のうち、平日宿泊で交通手配を伴う企画商品に限り

1,000円分加算。
電子クーポン券付与
1人1泊あたり 3,000円（全国旅行支援2,000円＋鹿児島県独自支援1,000円）
※ただし上記の場合、旅行代金の下限額は、基本ルールの1人1泊あたり3,000円ではなく、

1人1泊あたり4,000円となります。

(2) 対象商品の販売に際しては、本事業が鹿児島県の補助事業を受けて実施していることを明らかにすると
ともに、本来の価格、補助後の価格（本事業の補助金適用後の価格）を明示し、その差額に対し補助が
あることを消費者が認知できるようにしてください。

(3) 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してください。
また、旅行者に対し、滞在中は「新しい旅のエチケット」等に基づき、基本的な感染防止対策を徹底する
よう働きかけてください。

(4) 旅行者が対象商品を利用するに際しては、旅行者の本人確認書類及び新型コロナウイルスのワクチン接種
歴等確認（ワクチン３回接種済証またはPCR検査・抗原検査の結果通知書が陰性で有効期限内であること
の確認）を行ってください。

(5) 電子クーポンについては、宿泊施設より旅行者へ付与とします。なお、出発前にクーポン発行明細書兼
クーポン受領確認書を発行し、旅行者へお渡ししてください。（OTA及びWEB販売を除く）
※クーポン発行明細書兼クーポン受領確認書は、旅行会社が発行し旅行者にお渡しするもので
（クーポン額を明示するもの）、旅行者がこれを宿泊施設に提示することにより、電子クーポンが提供
されます。

※上記クーポン発行明細書の記載事項に誤りがあり付与額に差額が生じた場合、差額は旅行事業者の負担
とします。

(6) 利用可能な宿泊施設は、事務局にて参画意向を確認した宿泊施設（電子クーポンの付与にご協力いただけ
る宿泊施設）となります。
※参画意向を出された宿泊施設一覧は、事務局のホームページに掲載します。

(7) 本事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、その
収支の状況を明らかにすることとします。

(8) 本事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、交付を受けてから５年間保管してください。

(9) 感染状況により国又は県が利用停止等の措置をとる場合があることについて了解し、異議を申し立てない
こととします。また、利用停止の際に、事務局の指示に従い、旅行者に補助停止の連絡や取消の連絡等を
行ってください。

【補助金交付の条件】
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はじめに（事業の留意点）

鹿児島県または事務局は、必要に応じて対象事業者に状況報告を求める場合があります。また、審査の結果
提出書類の報告内容に疑義が生じた場合、速やかに調査に応じ、追加の資料提出等を対応していただきます。

本事業における補助金の虚偽や不正受給及び電子クーポンの不正使用、鹿児島県や事務局等からの書類提出な
ど協力要請に応じない行為が認められた旅行事業者については、事務局は鹿児島県と協議し、当該事業者名を
公表し、本事業の参画登録の停止もしくは参画の取消をする場合があります。

上記，補助金の取消の命令を受けた対象事業者は、鹿児島県が指定する期日までに、遅延なく補助金及び電子
クーポン券の全額を返還することとします。

■市町村等の割引事業との併用について
本事業の販売補助金との併用は妨げませんが、併用する場合は、市町村が実施する旅行・宿泊割引事業等によ
る割引を先に適用し、同割引を適用後の代金に対し、後から本事業の補助を適用してください。

■取消料の取り扱いについて
予約後の取消で取消料が発生する場合、販売補助金を差し引く前の旅行代金をもとに算出してください。
なお、取消料の支払いに販売補助金を充当することは不可です。

■平日・休日カレンダーについて

宿泊を伴う旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合には、その宿泊は

「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。 ※日帰りは平日・休日の考え方が異なります

■対象外日について
対象期間内の旅行契約の内容と、対象期間外の内容とを明確に切り分けることができない場合（包括料金等）
は、全体として補助の対象外です。切り分けることができる場合は、対象期間内に限って補助の対象となりま
す。

【状況報告及び調査】

【補助金の取消】

【補助金の返還】

【その他注意事項】

平日と休日で電子クーポンの
付与額が異なります。
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

総
額
の

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について

独自ルール①
鹿児島県内『離島』宿泊は、宿泊補助及び交通付商品補助の

上限額が引き上げられる

※「交通付商品」の定義については取扱マニュアル＜旅行事業者用＞をご参照ください
※離島を販売の際には必ず鹿児島県独自ルールを適用ください

（離島上乗せを行わずに販売を行ったり離島だけを販売しないということはできません）
※鹿児島独自支援額は、統一窓口ではなく“鹿児島県から補助”します
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

鹿児島県独自ルールにおける「離島」とは以下の表に掲げるものをいいます。

（1）離島とは ※離島の宿泊旅行の場合，補助上限額が引き上げられます。

総
額
の

離 島 名 市町村名

1 獅子島 長島町

2 桂島 出水市

3 上甑島 薩摩川内市

4 中甑島 薩摩川内市

5 下甑島 薩摩川内市

6 新島 鹿児島市

7 種子島 西之表市、中種子町、南種子町

8 馬毛島 西之表市

9 屋久島 屋久島町

10 口永良部島 屋久島町

11 竹島 三島村

12 硫黄島 三島村

13 黒島 三島村

14 口之島 十島村

15 中之島 十島村

16 諏訪之瀬島 十島村

17 平島 十島村

18 悪石島 十島村

19 小宝島 十島村

20 宝島 十島村

21 奄美大島 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町

22 加計呂麻島 瀬戸内町

23 請島 瀬戸内町

24 与路島 瀬戸内町

25 喜界島 喜界町

26 徳之島 徳之島町、天城町、伊仙町

27 沖永良部島 和泊町、知名町

28 与論島 与論町

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について



9

全国を対象とした観光需要喚起策とは

金額の低い9,000円を補助

旅行代金総額 … 50,000円

旅行代金総額からの算出方法

50,000円×20％＝10,000円
＜

販 売 補 助 金 … 20％

補助上限額 … 3,000円

泊数 … 1泊 人数 … 3人

手順① 手順②

手順③

【例①】鹿児島市内（離島でない）1泊2日の旅行（宿泊単品利用・平日宿泊の場合）

旅行代金総額：50,000円/1泊2日の宿泊旅行（宿泊単品）大人2人、子ども1人で申込

上限額からの算出方法（宿泊単品）

3,000円×1泊×3人＝9,000円

（2）離島宿泊の場合の補助金算出計算例

金額の低い10,000円を補助

旅行代金総額 … 50,000円

販 売 補 助 金 … 20％

補助上限額 … 5,000円

泊数 … 1泊 人数 … 3人

上限額からの算出方法（宿泊単品）

5,000円×1泊×3人＝15,000円

手順① 手順②

手順③

【例②】奄美大島（離島）1泊2日の旅行（宿泊単品利用・平日宿泊の場合）

旅行代金総額：50,000円/1泊2日の宿泊旅行（宿泊単品）大人2人、子ども1人で申込

補助金算出における基本手順

＜前提＞最低旅行代金（下限額）未満は補助の対象外 ※最低旅行代金は取扱マニュアル＜旅行事業者用＞参照

① 旅行代金総額に対して20％を乗じます。

② 旅行商品タイプごとの1人1泊あたりの補助上限額を泊数と人数で乗じます。

③ 上記①と②を比べ、金額の低い方を実際の販売補助金とします。（端数は1円未満切り捨てが基本）

※鹿児島県独自支援額は、統一窓口ではなく“鹿児島県から補助”します。

旅行代金総額からの算出方法

50,000円×20％＝10,000円

総額の場合、1人あたり約16,666円となるため最低旅行代金（平日3,000円）をクリア ※総額50,000円÷人数3名＝約16,666円

離島は上限アップ

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について

＜

総額の場合、1人あたり約16,666円となるため最低旅行代金（平日3,000円）をクリア ※総額50,000円÷人数3名＝約16,666円

【統一窓口からの補助額】 9,000円 【鹿児島県からの補助額】1,000円
※補助上限額3,000円×1泊×3人 ※（補助確定額10,000円）―（統一窓口補助額9,000円）

重要

【統一窓口からの補助額】 9,000円 【鹿児島県からの補助額】なし（0円）
※補助上限額3,000円×1泊×3人 ※離島ではないため
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）離島宿泊の場合の補助金算出計算例

総
額
の

金額の低い24,000円を補助

旅行代金総額 … 150,000円

旅行代金総額からの算出方法

150,000円×20％＝30,000円

＜

販 売 補 助 金 … 20％

補助上限額 … 8,000円

泊数 … 1泊 人数 … 3人

上限額からの算出方法（交通付商品）

8,000円×1泊×3人＝24,000円

手順① 手順②

手順③

【例③】奄美大島（離島）1泊2日の旅行（交通付商品利用・平日宿泊の場合）

旅行代金総額：150,000円/1泊2日の宿泊旅行（交通付）大人2人、子ども1人で申込

金額の低い48,000円を補助

旅行代金総額 … 250,000円

旅行代金総額からの算出方法

250,000円×20％＝50,000円

＜

販 売 補 助 金 … 20％

補助上限額 … 8,000円

泊数 … 2泊 人数 … 3人

上限額からの算出方法（交通付商品）

8,000円×2泊×3人＝48,000円

手順① 手順②

手順③

【例④】奄美大島1泊＋与論島1泊の2泊3日の旅行（交通付商品利用・平日2泊の場合）

旅行代金総額：250,000円/2泊3日の宿泊旅行（交通付）大人2人、子ども1人で申込

離島交通付商品は上限アップ

離島交通付商品は上限アップ

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について

総額の場合、1人あたり50,000円となるため最低旅行代金（平日4,000円）をクリア ※総額150,000円÷人数3名＝50,000円

総額の場合、1人あたり約41,666円となるため最低旅行代金（平日4,000円）をクリア
※（総額250,000円÷2泊）÷人数3名＝約41,666円

【統一窓口からの補助額】 15,000円 【鹿児島県からの補助額】9,000円
※補助上限額5,000円×1泊×3人 ※補助確定額24,000円-15,000円

【統一窓口からの補助額】 30,000円 【鹿児島県からの補助額】18,000円
※補助上限額5,000円×2泊×3人 ※補助確定額48,000円-30,000円
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）離島宿泊の場合の補助金算出計算例

総
額
の

金額の低い39,000円を補助

旅行代金総額 … 250,000円

旅行代金総額からの算出方法

250,000円×20％＝50,000円

＜

販 売 補 助 金 … 20％

補助上限額 … 離島8,000円 離島以外5,000円

泊数 … 2泊 人数 … 3人

上限額からの算出方法（交通付商品）

①8,000円×1泊×3人＝24,000円
②5,000円×1泊×3人＝15,000円

合計39,000円

手順① 手順②

手順③

【例⑤】奄美大島1泊＋離島以外1泊の2泊3日の旅行（交通付商品利用・平日2泊の場合）

旅行代金総額：250,000円/2泊3日の宿泊旅行（交通付）大人2人、子ども1人で申込

離島交通付商品は上限アップ

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について

※『夜行フェリー』の場合の補助金算出計算例（独自ルール④事例）

金額の低い16,000円を補助

旅行代金総額 … 80,000円

＜

販 売 補 助 金 … 20％ 泊数 … 2泊 人数 … 3人

手順① 手順②

手順③

【例⑥】鹿児島県の離島港に到着する便を利用する2泊3日（船中2泊）の旅行（交通付商品）

鹿児島港（18:00発）→奄美名瀬港（翌5:00着） 奄美名瀬港（21:20発）→鹿児島港（翌8:30着）のような場合

旅行代金総額：80,000円/2泊3日の夜行フェリー利用 大人2人、子ども1人で申込

旅行代金総額からの算出方法

80,000円×20%＝16,000円

総額の場合、1人あたり約13,333円となるため最低旅行代金（平日4,000円）をクリア ※（総額80,000円÷2泊）÷人数3名＝約13,333円

総額の場合、1人あたり約41,666円となるため最低旅行代金（平日4,000円）をクリア ※（総額250,000円÷2泊）÷人数3名＝約41,666円

【統一窓口からの補助額】 30,000円 【鹿児島県からの補助額】9,000円
※補助上限額5,000円×2泊×3人 ※補助確定額39,000円-30,000円

【統一窓口からの補助額】 16,000円 【鹿児島県からの補助額】なし（0円）
※離島であっても「総額×20%」が適用されるため

補助上限額 … 離島8,000円 離島以外5,000円

往路 復路

上限額からの算出方法（交通付商品）

①8,000円×1泊×3人＝24,000円
②5,000円×1泊×3人＝15,000円

合計39,000円

夜行フェリーの
ルールはP26参照

離島交通付商品は上限アップ
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

■ポイント（注意事項）
①旅行事業者が統一窓口へ補助金審査管理システム（TM2）にて申請

鹿児島県独自支援額（上乗せ分）は“入力せず”
申請してください。（事務局側で判別します）

注意）離島に限り必ず１円単位での補助額計算をお願いします。(切り捨て禁止)

②鹿児島県独自支援額（上乗せ分）を振込
※全国統一窓口の一次承認後、鹿児島県地域観光事業支援事務局にて離島宿泊（上乗せ）審査。
※審査完了後、振込手続き。全国統一窓口の振込から約２週間後の着金を予定しています。

③疑義申し立て（疑義がある場合のみ）
※疑義がある場合、振込から1週間以内に鹿児島県地域観光事業支援事務局宛てメールにて申し立てを
お願いします。 事務局メールアドレス kagoshima_kankou@jtb.com

総
額
の

（3）離島宿泊の場合の精算フロー

総
額
の

■鹿児島県独自ルールに基づく鹿児島県独自支援額（上乗せ分）は以下のフローに沿って精算します。
離島の補助金申請についても、通常どおり統一窓口に報告をお願いします。
離島の上乗せ分につきましては、事務局より後日振込させていただきます。

１ 鹿児島県独自ルール①（離島）について

3,000円上限額 上乗せ分

MAX2,000円

鹿児島県本土 鹿児島県内離島

5,000円上限額
上乗せ分

MAX3,000円

宿泊補助
上限額

交通付き商品補助
上限額

①補助金審査管理
システム（TM2）で申請

旅
行
事
業
者

鹿児島県
地域観光事業
支援事務局

②鹿児島県独自支援（上乗せ分）を振込

③疑義申し立て（疑義がある場合のみ）

統一窓口

事務局

重要

旅
行
事
業
者

鹿児島県
地域観光事業
支援事務局

統一窓口

事務局

①30,000円で申請

②9,000円を振込

P11の例⑤の場合 補助総額39,000円

そのうち、【統一窓口からの補助額】 30,000円 【鹿児島県からの補助額】9,000円例

③疑義申し立て（疑義がある場合のみ）
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

総
額
の

独自ルール②
『宿泊認証施設』への宿泊且つ『交通の手配を伴う企画商品

（募集型企画旅行及び受注型企画旅行）※1』の場合、『平日』1泊あ

たりの電子クーポン1,000円加算

また、その場合最低旅行代金（下限）が4,000円※2となる

２ 鹿児島県独自ルール②（宿泊認証施設）について

※1 手配旅行は対象になりませんのでご注意ください
※2 通常平日は3,000円です
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

鹿児島県が独自に作成した「鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度」において、「宿泊施設におけ
る新型コロナウイルス対応ガイドライン」等に基づき作成された「認証基準」を全て満たした施設です。
（県が認証）
認証施設は県の定める認証ステッカー等を掲示し、施設側の感染症対策の取組を『見える化』すること
で、利用者への安全と信頼を確保し、県民や観光客等の利用促進を通じた経済活動の回復を図ることを
目的としています。

（1）宿泊認証施設とは

総
額
の

認証ステッカー（イメージ）

宿泊認証専用のホームページにて最新状況を常にご確認いただけます。
専用ホームページの「認証施設を探す」からお調べください。

専用ホームページURL及びQRコード

https://shukuhaku-ninsyou-kagoshima.com/

（2）宿泊認証施設の調べ方（手配時にその御宿が認証施設かどうかご確認ください）

２ 鹿児島県独自ルール②（宿泊認証施設）について
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

宿泊認証施設数は日々増えています。（令和5年2月までの事業）※延長になる場合もあります

そのため、宿泊施設が宿泊認証施設かどうかは「予約日時点」で
宿泊認証施設として登録されているかをご確認ください。

※予約時に前項の専用ホームページをご確認いただき、宿泊認証施設かどうかご判断ください。
※予約時点で宿泊認証施設だった施設が、宿泊当日までの期間に何らかの事由で「認証取消」となる場
合でも、予約日時点を基準とするため鹿児島県独自ルール（電子クーポン加算）の対象とします。

（3）宿泊認証施設かどうか確認する場合の注意点

（4）宿泊認証施設に宿泊する場合の電子クーポン付与額例

【例①】宿泊認証施設（交通付企画商品・平日宿泊の場合）

旅行代金総額：100,000円/1泊2日の交通付企画商品 大人2人、子ども1人で申込

【例②】宿泊認証施設（交通付企画商品・休日宿泊の場合）

旅行代金総額：100,000円/1泊2日の交通付企画商品 大人2人、子ども1人で申込

２ 鹿児島県独自ルール②（宿泊認証施設）について

重要

クーポン3,000円×3名

＝12,000円分

クーポン1,000円×3名

＝3,000円分

【例③】宿泊認証施設（交通付企画商品以外・平日宿泊の場合）

旅行代金総額：100,000円/1泊2日の交通付企画商品以外 大人2人、子ども1人で申込

クーポン2,000円×3名

＝6,000円分

宿泊認証施設の場合 宿泊認証施設でない場合

平日（交通付商品） 3,000円 2,000円

平日（宿泊単品） 2,000円 2,000円

休日（交通付商品） 1,000円 1,000円

休日（宿泊単品） 1,000円 1,000円

宿泊認証施設の場合 宿泊認証施設でない場合

平日（交通付商品） 3,000円 2,000円

平日（宿泊単品） 2,000円 2,000円

休日（交通付商品） 1,000円 1,000円

休日（宿泊単品） 1,000円 1,000円

宿泊認証施設の場合 宿泊認証施設でない場合

平日（交通付商品） 3,000円 2,000円

平日（宿泊単品） 2,000円 2,000円

休日（交通付商品） 1,000円 1,000円

休日（宿泊単品） 1,000円 1,000円

企画商品
の場合

企画商品
の場合

企画商品
の場合
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

総
額
の

独自ルール③
“「今こそ鹿児島の旅 第4弾」クーポン発行明細書”を記入する

（OTAを除く）

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

※予約受付時における業務です
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

（1）本事業利用のお客様を対応いただく流れ

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

STEP1． 手配予約時にワクチン（3回）接種済証やPCR検査・抗原検査の陰性証
明等確認を実施

■証明書は目視確認のみで、コピーや保管の必要はありません。
■PCR検査等の陰性証明は有効期限があります。宿泊日時点での有効性が保証できないものは不可です。
■確認する書類の種類など詳細はP20～25に記載しています。

STEP2．“「今こそ鹿児島の旅 第4弾」クーポン発行明細書”（以下「発行明細書」とい
う）を記入 ※ボールペンでご記入ください

■発行明細書は専用ホームページよりダウンロードできます。
■OTAは、宿泊施設で発行明細書を記入することを宿泊施設側と取り決めてください。
■OTAは、予約時に「本事業の対象か否か」「交通付か否か」を宿泊施設がわかるようにしてください。

＜注意＞
電子クーポンは宿泊施設にて
チェックイン時に付与します。

当書面は宿泊施設が「電子クー
ポンをいくら分付与しないとい
けないか」を明確にするための
ものです。

①旅行事業者が記入
※この範囲記載（旅行事業者記
入）したものを5年間旅行事
業者が原本保管
※コピーをお客様へお渡し
※6名以上の旅行の場合、追加
シートをご活用ください。

②宿泊施設が記入
※この範囲記載（宿泊施設記
入）したものを旅行事業者が
回収する必要はありません

（宿泊施設が保管）

③お客様が記入
※旅行当日宿泊施設でお客様が
クーポンを受領する際に記入
します
※この範囲記載（お客様記入）
したものを旅行事業者が回収
する必要はありません（宿泊
施設が保管）
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

（1）本事業利用のお客様を対応いただく流れ

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

STEP3．「今こそ鹿児島の旅（第4弾）」の利用に係る同意書をお客様に記入して
いただく

STEP4．旅行事業者が原本を保管（5年保管）し、コピーをお客様へ渡す

■お客様へ「クーポン発行明細書はチェックイン時に御宿へご提示ください」と必ずお伝えください。
※御宿への提示がない場合は、電子クーポンが受け取れない旨もご説明願います。

④お客様が記入
※OTA以外は旅行申込時に
記入してもらうようお願い
します
※この範囲記載（お客様記
入）したものを5年間旅行
事業者が保管

同意書は不要となりました（2022年12月27日（火）改訂）
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

（1）本事業利用のお客様を対応いただく流れ

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■宿泊を伴う旅行の電子クーポン付与

⇒『宿泊施設』にて行います。旅行事業者は付与できません。

■電子クーポンイメージ

鹿児島県は電子クーポンに「region PAY（リージョンペイ）」を利用します。

※region PAYとは・・・専用アプリに宿泊施設から配布されたクーポンの金額をチャージし、支払い対応可能な
お店で専用のQRコードを読み取り、チャージされた金額内で支払いを行います。

■電子クーポン受渡のフロー図

※「日帰り旅行」の場合は旅行事業者が電子クーポンを旅行者へ付与する必要があります。
詳細については別冊「日帰り用マニュアル」をご参照ください。

参考 電子クーポン受渡概要

※日帰り旅行の場合は除く

旅
行
事
業
者

お
客
様

宿
泊
施
設

クーポン発行明細書
お渡し

クーポン発行明細書
提出

電子クーポン
付与

予約通知

① ②

③

＜参考＞
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）本事業利用のお客様と対応いただく際の注意点

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■お客様との接遇時・補助適用時の注意事項
①接遇は感染防止対策を徹底した上で行い、お客様に不安を与えないよう努めてください。
②補助対象者全員分について、予防接種済証等（ワクチンを3回接種済であるもの）
またはPCR検査・抗原検査通知書（宿泊時が有効期限内且つ検査結果が陰性のもの）のいずれかの
提示を求め、要件を満たしていることを確認してください。

本人確認書類 ご注意事項

・運転免許証
・運転経歴証明書

(顔写真あり）

住所の変更がある場合は、現住所が記載されている裏面もご提示ください。
(運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)

・パスポート
（日本国旅券）

現住所が記載されているものであることが必要です。

・健康保険証 現住所が記載されているものであることが必要です。

・個人番号カード
（顔写真あり）

現住所が記載されているものであることが必要です。（顔写真なしの個人番
号カード、個人番号通知カードの場合は、必ず補助書類を組み合わせてご提
示ください。）

・住民基本台帳カード
（顔写真あり）

住所の変更がある場合は、現住所が記載されている裏面もご提示ください。
（顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は、必ず補助書類を組み合わせて
ご提示ください。）

・外国人登録証明書
・在留カード
・特別永住者証明書

現住所が記載されているものであることが必要です。また、変更の記載があ
る場合は、変更内容が記載されている裏面もご提示ください。
日本国籍をお持ちでない方で、在留期限がある方がお申込みをされる場合に
は、在留期限が確認できる書類が必要です。

・住民票の写し
(個人番号の記載がないもの)

・印鑑登録証明書

現住所が記載された発行日から3か月以内のものに限ります。

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障碍者保健福祉手帳

氏名・住所・生年月日が記載されている面をご提示ください。写真貼付欄が
あるものについては、写真貼り付けのものをご提示ください。

・顔写真付きの公的証明書類 （例）写真ありの中学・高校・大学・専修大学等の学生証氏名・住所が記載
されているものであることが必要です。

・各種年金手帳
・母子手帳
官公庁から発行または発給され
た書類で、氏名・住所及び生年
月日の記載があるもの

母子健康手帳は、母及び子の証明書類として使用できます。また、子の場合
は出産届出済証明のある手帳に限ります。

【本人確認書類として認められるものの例】

■本人確認書類

→旅行事業者での本人確認は任意とします
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

（2）本事業利用のお客様と対応いただく際の注意点

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■ワクチン・検査パッケージの適用

～旅行事業者が責任を持って確認をお願いします～
（利用者全員が要件を満たす必要があります）

★旅行事業者は、販売時に、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果が利用条件であることについて明記し、
旅行者の同意を得てください。

★確認の重複や確認漏れを防ぐため、旅行事業者は、全国旅行支援の適用有無及び事前確認の状況について、
当日対応を行うものに伝達してください。

★陰性の検査結果の確認には必要な事項が記載された検査結果通知書が必要であることを販売時に明記してく
ださい。

本事業には、国の定めにより「ワクチン・検査パッケージ」が適用されます。
以下の書類により、新型コロナウイルス感染症のワクチン３回接種済であること又はPCR検査・抗原検査の検査結果が
陰性であることを確認するとともに、これらの書類が本人のものであるか身分証明書と照合してくださいますようお願いします。
ワクチン接種済証等は、原本、コピー、スマートフォンの写真等の提示でも可能とします。
対面販売では確認を事前に行うことを基本とします。

なお、これらの書類には下記のとおり有効期限があるので“宿泊日時点”に有効なものであるかご確認ください。

（1）ワクチン3回接種済証等（接種証明書、接種記録書等を含む）
現在、有効期限の定めはありません

（2）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（陰性）通知等
有効期限は検体採取日より3日以内（変更になる場合もあります）

（3）抗原定性検査の検査結果（陰性）通知書等
有効期限は検査日より1日以内（変更になる場合もあります）

※上記（1）～（3）は事業者が指定するのではなく、利用者（商品購入者）が選択できるものとしてください。

＜注意点＞
※必ず統一窓口作成の「旅行事業者用取扱マニュアル」をご確認ください※

例外1：ワクチン接種歴または検査結果の提示の条件を満たした同居する親等の監護者が同伴する場合には、
12歳未満は検査不要です。（同居しない監護者は不可）

例外2：学校等の活動に係る利用は検査不要です。（保育所、認定こども園も含む）
※学校の授業の一環で行われている郊外活動・修学旅行・高校・中学校体育連盟が主催する大会など

ワクチン・検査パッケージの詳細は、観光庁「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」及び
新型コロナウイルス感染症対策本部（国）「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」をご覧ください。
（国のホームページに掲載）

【利用者条件を満たさない場合の対応】
■ワクチン3回接種または検査陰性結果の提示が本事業の利用要件となっておりますので、これを満た
さない場合は、本事業をご利用いただけません。

■検査確認またはワクチン接種の条件を満たさない場合は、補助前の料金での取扱いとなります。

■複数人の参加者のグループで、グループ内に１人でも条件を満たさない者がいる場合、基準を満た
していない方のみ補助対象外とします。

重要
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）本事業利用のお客様と対応いただく際の注意点

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■ワクチン・検査パッケージ（上段：予防接種済証 下段：接種記録書）

３回目
接種済か

確認

３回目
接種済か

確認
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）本事業利用のお客様と対応いただく際の注意点

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■ワクチン・検査パッケージ

＜接種証明書(ワクチンパスポート)の場合＞

３回目接種済か確認

＜注意点＞

「接種証明書（ワクチンパスポート）」には複数様式がありますが、上記吹き出しの２点をご確認をお願いします。

（接種証明書の様式例）
・国内用（QRコードが１つのみ）のもの
・QRコードなし（令和3年12月1日～12月19日発行のもの）
・電子データのもの
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

（2）本事業利用のお客様と対応いただく際の注意点

３ 鹿児島県独自ルール③（受付方）について

■ワクチン・検査パッケージ

＜PCR検査・抗原検査の結果通知書の場合＞
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

総
額
の

４ 鹿児島県独自ルール④（夜行フェリー）について

独自ルール④
『夜行フェリー』も『宿泊施設（交通付商品）扱い』とする
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鹿児島県本土 鹿児島県内離島

補助率 宿泊（旅行）代金の20％

交通付商品補助上限額 5,000円 8,000円

【補助率・補助上限額】
※「交通付商品」とみなすとため以下の表となります。

【1人1泊あたりの電子クーポン付与額】
※「交通付商品」且つ「宿泊認証施設でない」とみなすとため以下の表となります。

宿泊認証施設でない場合

平日（交通付商品） 2,000円

休日（交通付商品） 1,000円

概ね午後9時から午前3時までの間において（日付けを跨いで）運航
している船便であって宿泊設備を伴うものをいいます。

※上記当該時間帯の前から運航が開始される便も含みます。

※鹿児島県内の港に到着する便（船中1泊）に限ります。
※鹿児島県内の港から、鹿児島県外の港へ向けて出発する便は、適用対象外となります。

※ベッドと同一視できるフルフラットの睡眠スペースが個人に区分されて提供される客室を伴うもの。

※個人に区分されず、占有スペースが確保されない大部屋や雑魚寝、座席をリクライニングしただけの

ものは対象外となります。

※その他、枕、毛布、その他の寝具が料金に含まれて提供されることが条件です。

（1）夜行フェリーとは

４ 鹿児島県独自ルール④（夜行フェリー）について

・交通付商品として取扱います。
・乗船日をチェックイン日とし、下船日をチェックアウト日とします。

（2）当事業における夜行フェリーの取扱い方（捉え方）

（3）補助率・補助上限額や電子クーポン付与額の考え方

離島に到着する便

（4）当ルールに該当する参画予定船会社

フェリーさんふらわぁ （大阪→志布志）

※随時更新予定です。
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

５ FAQ（よくある質問）

【今こそ鹿児島第4弾全般について】

Ｑ1．専用ホームページはありますか？
Ａ1．キャンペーン専用サイト内にて情報を発信しております。

https://www.kagoshimakankou.jp/

Ｑ2．予約時の利用者の一部が変更になった場合、当該宿泊者の補助利用は認められますか？
Ａ2．実際に泊まる方のワクチン検査確認と本人確認をしていただくことで利用可能です。

Ｑ3．本人確認書類は具体的にどのようなものですか？
Ａ3．運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード等です。（Ｐ20参照）

Q４. 本人確認書類を忘れた場合、補助を利用できますか？
Ａ4. 本人確認書類を忘れた場合は利用できません。（旅行事業者により本人確認は任意です）

Ｑ5．以前のGoTo トラベルキャンペーンのような国が行う助成制度との併用は可能ですか？
Ａ5．不可です。国が行う助成制度との併用は不可です。

Ｑ6．本事業以外の各種補助との併用や取消の場合の補助金算出はどうすればよいですか？
Ａ6．補助対象となる特定の商品に対しての併用については以下のようにお考えください。

【旅行代金を直接補助するもの】

特定商品に使用可能な補助クーポン等の発行及び旅行者による使用は禁止しません。

ただし、補助金の算出は、補助クーポンを適用した後の価格を基準として行ってください。

【現金と同等の価値を旅行者へ提供するもの】

特定商品に対し、ポイント等を付与する行為は禁止です。ただし、商品購入と同時に自動的に付与

されるシステムとなっており、設定を外すためにはシステム改修が必要になる場合はその限りでは

ありません。

【旅行者事由により、宿泊が取り消された場合の補助金取り扱いについて】

通常通りの取消料規則に則り、取り扱いください。販売補助金は「旅行代金」を減額するものでは

ないため、「決済済みの旅行代金（旅行者支払額）」よりも、取消料が多い場合は、その不足分は

旅行者の負担となります。

Ｑ7．サービス料・消費税を補助対象（宿泊料金）に含めることは可能ですか？
Ａ7．可能です。

Ｑ8．入湯税・宿泊税を補助対象（宿泊料金）に含めることは可能ですか？
Ａ8．不可です。ただし、旅行代金に包括されている商品はその限りではありません。

Ｑ9．宿泊取消料への利用は可能ですか？
Ａ9．不可です。

Ｑ10．土産代や飲料代への利用は可能ですか？
Ａ10．宿泊の予約後に発生した料金の支払いにはご利用いただけません。

お土産（換金性の低いものに限る）付き宿泊プランや、飲み放題付宿泊プランへの利用は可能です。

Ｑ11．子ども・幼児の宿泊代金に利用可能ですか？
Ａ11．利用可能です。

QRコード
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

５ FAQ（よくある質問）

Ｑ12. 感染拡大により事業が停止した場合にキャンセル料の扱いはどうなりますか？
Ａ12. 事業停止に伴うキャンセル料の補填はありません。

Ｑ13．本キャンペーンへの参画を取りやめたい場合はどうすればよいですか？
Ａ13．事務局にその旨ご連絡ください。利用者が混乱するため基本的には不可です。

Ｑ14．申請後に会社の名称や代表者の変更があった場合の手続きはどうすればよいですか？
Ａ14．事務局にその旨ご連絡ください。

Ｑ15．キャンペーンのロゴなどは活用できますか？
Ａ15．できます。申請は不要ですので、ご自由に利用ください。（専用ホームページ内に情報あり）

【ワクチン検査パッケージについて】

Ｑ16. 補助利用条件としてワクチン接種歴または検査結果を提示する必要がありますか？
Ａ16． 必要です。ワクチン接種歴または検査結果の提示が利用条件となります。（予約時点で確認）

Ｑ17. ワクチン接種歴または検査結果の確認は、全員分必要ですか？
Ａ17． 代表者だけでなく補助利用者全員の確認が必要です。ただし、ワクチン接種歴または検査結果の提

示の条件を満たした同居する親等の監護者が同伴する場合の12歳未満の子ども、及び学校等の活動
に係る利用は確認不要です。

Ｑ18. 予約時点でワクチン接種歴等が確認できない場合はどうすればよいですか？
Ａ18． 確認書類の後日の提出は認められておりませんので、本キャンペーンのご利用はいただけません。

Ｑ19. ワクチン接種歴等の確認は原本の提示が必須ですか？
Ａ19. 原本でなくても構いません。ワクチン接種歴については画像や写し等での確認でも構いません。

Ｑ20. ワクチン接種歴等を確認したことは何か記入が必要ですか？
Ａ20. 事務局指定の「発行明細書」（P17）に記入いただく必要がございます。

【鹿児島県独自ルールについて】

Ｑ21. 離島とはどこを指しますか？
Ａ21. 当マニュアルP8をご参照ください。

Ｑ22. 離島在住者が離島内の宿泊施設に泊まる場合、鹿児島県独自支援は適用されますか？
Ａ22. 適用されます。

Ｑ23. 宿泊認証施設はどこで調べられますか？
Ａ23. 当マニュアルP14をご参照ください。専用URL：https://shukuhaku-ninsyou-kagoshima.com/

Ｑ24. 宿泊日時点で認証が取消された宿がある場合、鹿児島県独自支援は適用されますか？
Ａ24. 適用されます。適用されるかどうかは「宿泊日時点」ではなく「予約日時点」です。

Ｑ25. 離島商品販売の際に、鹿児島県独自支援額を上乗せしないでもよいですか？
Ａ25. 上乗せしないのは不可です。鹿児島県の離島商品販売の際には必ず鹿児島県独自支援（離島ルー

ル）を適用ください。
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

５ FAQ（よくある質問）

Ｑ29. 感染拡大により事業が停止した場合にキャンセル料の扱いはどうなりますか？
Ａ29. 事業停止に伴うキャンセル料の補填はありません。

Ｑ30. クーポン発行明細書や最新のマニュアルなどはどこで手に入りますか？
A30. 今こそ鹿児島の旅第4弾専用ホームページの『事業者向けページ』内でダウンロードできます。

Q31. 宿泊認証施設は日々増えているようですが、電子クーポンの割増を適用するの

は、いつの時点で宿泊施設が認 証をされていたら適用可能でしょうか？
A31. 宿泊施設が宿泊認証施設かどうかは宿泊時点でなく、予約日時点で登録されていれば適用となりま

す。

Q32. クーポン発行明細書の代表者⽒名欄は団体名や学校名でもよいですか？
A32. 不可です。添乗員や引率の先生などクーポン受け取る責任が取れる方を代表者としてください。

（補助適用でなくても可能です）

Q33. クーポン発行明細書は旅行に参加する全員分の名前を記入しないといけませんか？
A33. いいえ、補助対象者のみで構いません。なお、入力は手書きでなくパソコン入力や差し込み印刷も

可です。

Q34. 旅行当日、クーポン発行明細書をお客様が忘れたらどうなりますか？
A34. 基本的にはクーポンを受け取ることができません。

Q35. 旅行事業者は全項目が記載されたクーポン発行明細書を保管しないといけませんか？
A35. いいえ、宿泊施設やお客様が記入する欄を除いたもので構いません。（旅行事業者記入欄のみ記入

されたもの）

Q36. 6名以上の旅行の場合、名簿はどこに記入すればよいですか？
A36. 追加名簿に記入してください。発行明細書１枚＋名簿をご利用ください。

※最新の発行明細書をホームページに格納しています。

Q37. 旅行会社がクーポン発行明細書をお客様へお渡しした後で、クーポン発行枚数変更等あ

ればどうすればよいです か？
A37. 修正を行い、旅行会社の責任の下に再度御客様にお渡しをお願いします。その際は、対面でなく郵

送やメールや FAX等でのお渡しでも構いません。※安易に宿泊施設に修正を依頼するのはご遠慮く

ださい

Q38. 旅行会社が作成をしたクーポン発行明細書が間違っていたとチェックイン時に気が付い

た場合どうすればよいです か？
A38. やむを得ない状況ですので宿泊施設で修正を行っていただき、修正した内容を後日旅行事業者へ共

有してください。

Q39. 旅行事業者が鹿児島県独自の離島ルールの精算をする場合ははどのようにしたらよいで

しょうか？
A39. 離島の場合も統一窓口のシステムへ通常通り申請ください。その際に次の２点を必ず注意ください。

➀離島の上乗せ分は入力せず、独自ルールを除いた金額を入力すること➁入力は離島のみ１円単位
で入力すること
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

６ 更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.1 2022.10.05 新規作成

Ver.2 2022.10.24 以下の項目の文言修正
（軽微な文言修正は記載していません）

P4
※離島商品販売の際には必ず鹿児島県独自ルールを適用い
ただきます。通常の全国ルールのみでの販売は不可です。
という文言追加

P6
平日・休日の定義における「チェックイン日ベース」
という文言を削除

P15
※10/11（火）以前の既存予約の場合、予約日時点に遡っ
て宿泊認証施設登録されていたかどうかを確認する必要は
ありません。
という文言追加

P17、P20
旅行事業者による「本人確認」は任意

P17～18
以前の「宿泊補助申請書 兼 クーポン配布明細書」から補
助計算を削除し、「クーポン配布明細書」とリニューアル
それに伴う記入方の補足説明追加

P28～29
よくある質問追加
※当マニュアルに掲載しているQ&Aの他にも、ホームペー
ジに掲載しているものもありますのでご確認ください。

Ver.3 2022.11.28 実施期間の延長（12月27日まで）

Ver.4 2022.12.06 P12
鹿児島県独自支店（上乗せ分）について事前通知排除
疑義申し立てを追記

Ver.5 2022.12.21 新制度対応（第4弾仕様）

Ver.6 2022.12.27 P18
クーポン発行明細書の同意書部分を削除

Ver.7 2023.1.17 P10
計算例 例③ 手順①
旅行代金総額 100,000円 ⇒ 150,000円
P12
補助金上限額の訂正
・宿泊補助上限額 5,000円 ⇒ 3,000円
・交通付き商品補助上限額 8,000円 ⇒ 5,000円
・ポイント（注意事項）① ４行目（注意）の文末
切り上げ禁止 ⇒ 切り捨て禁止
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

６ 更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.8 2023.2.16 P5
【補助金交付の条件】(1)の７行目
（旅行代金の20％又は宿泊のみ上限額5,000円、交通付
上限額8,000円）

→（旅行代金の20％又は宿泊のみ上限額3,000円、交通付
上限額5,000円）

Ver.9 2023.03.14 実施期間の延長（6月30日まで）
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全国を対象とした観光需要喚起策とは

総
額
の

７ お問い合わせ先

本事業に関するお問い合わせ

鹿児島県地域観光事業支援事務局

コ ー ル セ ン タ ー
受 付 時 間

全日 9:00 ～ 19:00
※年末年始（12/29（木）～1/3（火）は休業）

事 務 局
所 在 地

〒892-0847
鹿児島市西千石町11-25鹿児島フコク生命高見馬場ビル5階
鹿児島県地域観光事業支援事務局

T E L 050-3850-8175

Ｆ Ａ Ｘ 099-239-6090

メ ー ル ア ド レ ス kagoshima_kankou＠jtb.com

ホ ー ム ペ ー ジ https://www.kagoshimakankou.jp/


