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「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、兵庫県（以下「県」という。）が実施する「県民向けの県内旅行・宿泊代金

割引及びクーポン券配布事業」（以下「本事業」という。）の実施について、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（目的） 

第２条 新型コロナの影響により需要が落ち込んだ県内旅行・宿泊の回復を通じ、地域観光を支援

するため、感染状況を見極めつつ、新たな観光需要の創出に向けた取組を実施する。 

 

（事務の取扱い） 

第３条 本事業の事務は、県の指揮統括のもと、「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポ

ン券配布事業」事務局（以下「事務局」という。）で取り扱う。 

 

（事務の内容） 

第４条 本事業では、県内在住の方の県内旅行を対象とした、旅行・宿泊代金割引支援と併せて、

土産物店、飲食店、観光施設等で旅行期間中に使用可能なクーポンの配布を行う。 

 

（対象期間） 

第５条 本事業の対象期間は、次に掲げるとおりとする。 

（１）宿泊旅行の場合は、県が別途指定する日から令和３年12月31日（金）宿泊分（令和４年１月

１日（土）チェックアウト分）までとする。 

（２）日帰り旅行の場合は、県が別途指定する日から令和３年12月31日（金）旅行分までとする。 

（３）対象期間中でも予算に達し次第終了とする。 

（４）対象期間中に、県内の新型コロナウイルス感染症の状況が国の分科会が示すステージⅢ相当

以上と知事が判断した場合は、本事業を休止することとし、直ちにその旨を周知する。 

 

（割引支援金の交付対象者） 

第６条 旅行・宿泊代金割引支援金（以下「割引支援金」という。）の交付対象者は、旅行業法

（昭和27年法律第239号）第３条に基づき登録を受けた旅行事業者（以下、「旅行事業者」とい

う。）、県内に施設を有する旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項により許可を受け

た者及び住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第３条第１項により住宅宿泊事業を営む旨の届

出をした者で、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を営業する者を除く者（以下「宿泊事業

者」という。）であって、事務局に本事業への参画申し込みを行い、登録された者とする。 

２ 前項の参画申し込みを行うにあたっては、次に掲げる書類を事務局に提出し、審査を受けなけ

ればならない。また、宿泊事業者においては、参画する宿泊施設を指定のうえ、申し込みを行わ

なければならない。ただし、参画する宿泊施設は、県・（公社）ひょうご観光本部が推進する感
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染防止対策の取組み「ひょうご安心旅」への参画及び実践状況の報告を行うことを要件とする。 

・参画申込書兼同意書（様式第１号の１又は２） 

・情報登録申請書（様式第２号の１又は２） 

・宿泊施設情報等報告書（様式第３号）※宿泊事業者のみ 

・口座確認書（事業者用）（様式第４号） 

・口座番号を確認できる書類 

・兵庫県在住者であることの確認の取り扱いにかかる同意書（様式第10号）※旅行事業者のみ 

３ 事務局は、前項により提出のあった書類や記載内容が要件を満たしていることを審査した後、

参画旅行事業者又は参画宿泊事業者として登録し、その旨を通知する。また、要件を満たしてい

なかった場合においても、その旨を通知する。 

 

（割引支援金の交付対象経費） 

第７条 割引支援金の交付対象経費は、参画旅行事業者が販売する宿泊を伴う旅行商品又は日帰り

旅行商品（以下「旅行商品」という。）及び参画宿泊事業者が販売する宿泊サービス（以下「宿

泊サービス」という。）（以下「商品」という。）のうち、県内旅行を行うものであって、次に

掲げる条件を満たす商品（以下、「対象商品」という。）の代金の割引額とする。 

（１）県内のみで旅行が完結するもの。 

（２）本事業適用前の旅行者一人泊当たり（日帰り旅行商品の場合は、一人当たり）の代金が

4,000円以上であること。 

（３）旅行商品においては、募集型企画旅行、受注型企画旅行及び手配旅行であること。 

（４）日帰り旅行商品においては、同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービス並びに

旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送及び宿泊以外の旅行サービス等

を含むこと。 

（５）県内在住の方を対象とするもの。ただし、兵庫県内に所在する学校が実施する修学旅行等

（修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験活動などの校外で行う活動を含む。）につ

いては、その学校の所在地を参加する児童及び生徒の居住地として取り扱うこととする。 

２ 次に掲げるものは割引支援金の交付対象外とする。 

（１）旅行者一人泊当たり（日帰り旅行商品の場合は、一人当たり）の代金が4,000円未満の商品 

（２）換金性が高い金券類、ルームサービス、別途宿泊施設で注文する飲食等のほか、事務局が適

切でないと認めるものを含む商品 

（３）宿泊サービスにおいて、宿泊施設が宿泊代金として位置づけていない幼児施設使用料及び幼

児の食事のみの利用料 

（４）業務上の長期滞在に係る旅行・宿泊代金 

（５）国が実施するGoToトラベル事業により割り引いたもの 

（６）商品の予約をキャンセルした際に発生するキャンセル料 

（７）その他、県及び事務局が適当でないと認めるもの 

 

（割引支援金の交付対象者の責務等） 

第８条 割引支援金の交付対象者は次に掲げる条件を遵守しなければならない。 

（１）本要領の規定に従うこと。 
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（２）県が指定する宿泊台帳又は指定する内容により宿泊実績等を管理すること。 

（３）商品の販売に際しては、本事業が国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、割引後の価格（本事業の割引適用後の価格）を明示し、その差額に対し

助成があることを消費者が明確に認知できるようにすること。 

（４）県・（公社）ひょうご観光本部が推進する感染防止対策の取組み「ひょうご安心旅」に参画

すること。 

（５）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。 

（６）本事業を積極的に広報すること。 

（７）宿泊事業者にあっては、一人泊当たり旅行・宿泊代金が15,000円以上の場合は2,000円分、

10,000円以上15,000円未満の場合は1,000円分のクーポン券を配布（日帰り旅行商品の場合は

対象外）すること。また、配布にあたっては、旅行者に受領確認を行う等、正確にクーポンを

配布のうえ、適切に管理すること。 

（８）旅行事業者にあっては、予約した宿泊客がクーポン券の配布対象となる場合、１人泊あたり

の旅行・宿泊代金をもとに当該宿泊客に配布すべきクーポン券の額を算出し、クーポン券事務

局へ伝達すること。 

（９）旅行者が対象商品を利用するに際しては、本人確認書類により旅行者の居住地確認を必ず行

うこと。 

（10）対象商品の販売に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁止すること。 

(11) 観光支援という目的から支援金を自己または自社の利益とするような行為をしないこと。 

（12）対象商品の販売終了後、対象商品の内容及び数量並びにその販売時期及び利用可能時期を事

務局に報告すること。 

（13）事務局が求める販売計画及び実績等の報告を行うこと。 

（14）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、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

（15）本事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、交付を受けた年度の翌年度から５年間保管する

こと。 

(16) 国・県が本事業に関する実施状況、経理の状況について調査を実施する場合、誠実に対応す

ること。 

(17) 感染状況により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。 

２ 自己又は自社の役員等が、次のいずれかにも該当する者であってはならない。 

（１）暴力団（兵庫県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員等（兵庫県暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５）暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
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３ 前項第２号から第７号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体

又は個人であってはならない。 

 

（割引支援金の交付額） 

第９条 割引支援金に係る交付額は、旅行・宿泊代金の1/2を基本とし、下表の区分に応じた定額

支援とする。 

旅行・宿泊代金（１人泊） 支援金額 

10,000 円 以上 5,000 円 

8,000 円 以上 10,000 円 未満 4,000 円 

6,000 円 以上  8,000 円 未満 3,000 円 

4,000 円 以上  6,000 円 未満 2,000 円 

 

（割引支援金の執行管理） 

第10条 事務局は、参画旅行事業者及び参画宿泊事業者の割引支援金の執行状況を管理し、執行額

が県から事務局への割引支援金に係る配分額を超過しないようにするとともに、適宜県に執行状

況を報告すること。 

 

（割引支援金の交付申請） 

第11条 参画旅行事業者が交付を申請する場合には、事務局が別途指定する日までに次に掲げる書

類等を事務局に提出しなければならない。 

・交付申請書兼請求書（様式第５号の１） 

・申請内容確認書兼支援金給付同意書（様式第９号） 

・実績入力台帳（別記様式） 

・行程が分かるパンフレットや書類等 

・その他必要と認める書類 

２ 参画宿泊事業者が交付を申請する場合には、事務局が別途指定する日までに次に掲げる書類等

を事務局に提出しなければならない。 

・交付申請書兼請求書（様式第５号の２） 

・利用確認書（様式第８号） 

・実績入力台帳（別記様式） 

・その他必要と認める書類 

 

（割引支援金の交付） 

第12条 事務局は、前条の提出書類や記載内容が要件を満たしていることを確認した後に受理する

こととし、受理後速やかに申請者に交付するものとする。 

 

（クーポン取扱店舗） 

第13条 クーポン取扱店舗（以下「取扱店舗」という。）は、下記のいずれかに該当する施設であ

って、事務局に本事業への参加申し込みを行い、登録された者とする。 

（１）兵庫五国の名湯に泊まろうキャンペーン・温泉地おみやげ購入券利用施設 
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（２）Go To トラベル地域共通クーポン取扱施設のうち参加希望施設（ただし、別表１に掲げる施

設を除く） 

２ 取扱店舗の例示は別表２による。 

３ 別表１及び２における観光協会とは、別表３に掲げる団体とする。 

４ 第１項の参加申し込みを行うにあたっては、次に掲げる書類を事務局に提出し、審査を受けな

ければならない。 

・参加申込書兼同意書（様式第６号） 

・情報登録申請書兼口座確認書（様式第７号） 

５ 事務局は、前項により提出のあった書類や記載内容が要件を満たしていることを審査した後、

クーポン取扱店舗として登録し、その旨を通知することとする。 

 

（取扱店舗の責務等） 

第14条 取扱店舗は次に掲げる条件を遵守しなければならない。 

（１）本要領に従うこと。 

（２）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。飲食

店については、兵庫県新型コロナ対策店の認証を受けること。 

（３）行政からの要請（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号））の規定に

基づく営業自粛要請、時短営業要請等に従うこと。 

（４）事務局が提供する取扱店舗用マニュアルに基づき、クーポンと引換えに商品等の提供を行う

こと。また、取扱いに関する事務局の指示を遵守すること。 

（５）本事業を積極的に広報すること。 

（６）取扱店舗であることが明確になるよう、事務局が提供する認知ツール（ポスター、ステッカ

ー等）を旅行者から見えやすい場所に掲示すること。 

（７）クーポンを用いた取引を行う場合は、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって

必ず確認すること。 

・クーポンの有効期間 

・クーポンの偽造、変更及び模造の有無 

（８）有効期間を経過したクーポン及び有効期間の記載の無いクーポンは、受け取りを拒否するこ

と。 

（９）デザインや色合いが明らかに違うこと等により偽造されたクーポンと判別できる場合等は、

その受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに事務局に報告すること。 

（10）クーポンを現金と交換しないこと。 

（11）クーポンの券面額以下の金額の利用の場合、クーポンを受け取らないこと。 

（12）クーポンを利用して購入した商品等の返品の際に返金をしないこと。 

（13）取扱店舗で独自にクーポンの利用対象外となる商品等を定める場合は、あらかじめ旅行者が

認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨を明示すること。 

（14）他の割引企画との併用を不可とする場合、ポイント加算対象外とする場合又はクーポンの使

用上限額を定める場合は、あらかじめ旅行者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨を

明示すること。 

（15）有効なクーポンを提示した旅行者に対し、クーポンの受け取りを拒否する、手数料を上乗せ
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して請求する、現金で支払う場合と異なる代金を請求する等クーポン利用者に不利となる差別

的取扱いを行わないこと。ただし、本条第13号及び前号の場合を除く。 

（16）有効なクーポンを利用しようとする旅行者からクーポンの利用に関し苦情又は相談を受けた

場合、取扱店舗とクーポン利用者との間において紛議が生じた場合又は法令に違反する取引の

指摘若しくは指導を受けた場合等には、取扱店舗の費用と責任をもって対処し、解決にあたる

こと。 

（17）偽造、変造、模造等されたクーポンによる換金請求がされ、事務局がクーポンの利用状況等

の調査の協力を求めた場合には、これに協力すること。また、取扱店舗は、事務局から指示が

あった場合又は取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署に被害届

を提出すること。 

 

（クーポンの取扱い） 

第15条 クーポンの取扱いは、次に掲げるとおりとする。 

（１）取扱店舗での商品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能とする。 

（２）有効期間は、対象宿泊施設でのチェックイン日を含めて３日間とする。 

（３）クーポンによる支払で不足する分は現金等で収受する。 

（４）クーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金は不可とする。 

（５）クーポンの盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等に対して、県及び事務局は責を負わな

い。 

（６）クーポンの払い戻しや交換、再発行はできない。 

（７）第三者への売買、譲渡、現金との交換は禁止する。 

（８）宿泊事業者は、旅行者へクーポンを配布する際にクーポンの所定の位置に有効期限及び施設

名を記入するとともに、旅行者に署名を促す。 

（９）新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、直ちにクーポンの利用を停止するこ

とがある。 

 

（クーポンの精算） 

第16条 取扱店舗が商品の販売又はサービスの提供などの取引において、利用されたクーポンを換

金しようとする場合は、当月中に回収したクーポンの半券と換金伝票を翌月１週目までに事務局

へ送付する。 

２ 事務局等は、前項のクーポンの半券を計数し、翌月末までに計数結果による金額を様式第７号

に記載の取扱店舗の銀行口座に入金する。 

３ 取扱店舗は、前項の計数結果に異議がある場合は２週間以内に事務局へ申し立てをすることが

できる。 

 

（状況報告及び調査）  

第17条 県及び事務局は、必要に応じて対象事業者から状況報告を求めることができ、またその報

告に対して調査することができる。  

 

（支援金・クーポン券精算代金の支払停止）  
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第18条 県及び事務局は、対象事業者・取扱店舗がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な登録

申請、請求を行った場合、支援金・クーポン券精算代金の全部又は一部の支払を停止することが

できる。  

 

（支援金・クーポン精算代金の返還）  

第19条 県及び事務局は、対象事業者・取扱店舗がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な登録

申請、請求を行った場合、支払済みの支援金・クーポン券精算代金についてその返還を命じるも

のとする。  

２ 前項の命令を受けた対象事業者・取扱店舗は、県が指定する期日までに、遅滞なく支援金・ク

ーポン券精算代金を返還しなければならない。 

 

（不正利用の防止）  

第20条 事務局及び対象事業者は、不正利用の防止措置を講じなければならない。  

 

（雑則）  

第21条 県は、対象事業者又は対象施設の利用者に生じる損失又は損害については、その補償又は

賠償に係る一切の責任を負わないものとする。 

２ 本要領にて指定する各種様式について、必要要件を満たしていると県が認める場合において

は、事務局ごとの実情に応じた独自様式等の運用を認める。 

３ この要領に定めのない事項が発生した場合、県と事務局で協議の上、決定する。  

 

附則 

この要領は、令和３年６月14日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年６月25日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年７月６日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和３年７月30日から施行する。 
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別表１（第13条第１項関係） 

・「１ 飲食店（酒類提供なし）」「２ 飲食店（酒類提供あり）」「３ 小売（お土産等）」

「18 劇場、観覧場、映画館、演劇場」のうち、地域の観光協会会員以外の施設 

・「４ コンビニ・スーパー」 

 ・「11 物流（宅配等）」 

 ・「15 フィットネス（スポーツジム等）」 

 ・「20 遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等）」 

 ・「21 その他」のうち、業種備考が宿泊施設、レンタサイクル、スキー・スノボレンタル、ガ

ソリンスタンド、観光案内所以外の施設（家電量販店、ドラッグストア、薬局、ホームセン

ター、スポーツ用品店、衣料品店等） 

 

別表２（第13条第２項関係） 

 

取扱店舗の例 

業 種 例 示 

１ 飲食店（酒類提供なし） 

※観光協会会員のみ 
喫茶店、洋菓子店、ファーストフード店、パン屋等 

２ 飲食店（酒類提供あり） 

 ※観光協会会員のみ 
居酒屋、焼肉店、牛丼店、回転寿司店等 

３ 小売（お土産等） 

 ※観光協会会員のみ 
道の駅、サービスエリア売店、土産物店、弁当屋等 

５ 鉄道 鉄道駅等 

８ 海上輸送 観光船、フェリー等 

10 その他輸送サービス ロープウェイ、ゴンドラ、ケーブルカー、リフト、有料道路等 

12 レンタカー レンタカー等 

13 観光施設（遊園地、動物園、 

温泉施設、観光農園等） 

遊園地（テーマパーク）、温泉施設、動物園、水族館、観光農

園、バーベキュー等 

14 体験型アクティビティ アスレティック、パラグライダー体験、陶芸体験、乗馬、 

釣り堀等 

16 スポーツ ゴルフ場、スキー場等 

18 劇場、観覧場、映画館、演劇場 

 ※観光協会会員のみ 
劇場、映画館、伝統芸能公演等 

19 文化施設（美術館､博物館等） 美術館、博物館等 

21 その他 

 ※一部施設のみ 

宿泊施設、キャンプ場、レンタサイクル、スキー・スノボレン

タル、ガソリンスタンド、観光案内所等 

99 バス・タクシー・ハイヤー バス、タクシー等 
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別表３（第13条第３項関係） 

 

神戸観光局 但東シルクロード観光協会 

（一社）有馬温泉観光協会 やぶ市観光協会 

（一社）あまがさき観光局 朝来市観光協会 

西宮観光協会 香美町香住観光協会 

芦屋観光協会 香美町村岡観光協会 

伊丹市観光物産協会 香美町小代観光協会 

宝塚市国際観光協会 浜坂観光協会 

川西市観光協会 湯村温泉観光協会 

三田市観光協会 （一社）丹波市観光協会 

猪名川町観光協会 丹波篠山観光協会 

（一社）明石観光協会 （一社）淡路島観光協会 

加古川観光協会 （公社）ひょうご観光本部 

（一社）高砂市観光交流ビューロー （公社）兵庫県物産協会 

西脇市観光協会 

（一社）三木市観光協会 

小野市観光協会 

加西市観光まちづくり協会 

（一社）加東市観光協会 

多可町観光交流協会 

（公社）姫路観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 

（一社）神河町観光協会 

市川町観光協会 

福崎町観光協会 

相生市観光協会 

たつの市観光協会 

（一社）赤穂観光協会 

（公財）しそう森林王国観光協会 

太子町観光協会 

上郡町観光協会 

佐用町観光協会 

豊岡観光協会 

城崎温泉観光協会 

たけの観光協会 

日高神鍋観光協会 

特定非営利活動法人但馬國出石観光協会 

 

 


