
都道府県別　旅行商品等補助事業の取り組みについて（2021年7月7日時点・日本観光振興協会調べ）

都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

北海道
（釧路市）

ステイクシロキャンペーン 北海道居住者 宿泊施設 -
～令和3年8月31日
まで延長

宿泊施設から3,000円
相当のサービスを提
供

https://ja.kus
hiro-
lakeakan.com
/staykushiro/

7月7日

北海道
（富良野市）

ふらの割 北海道居住者 宿泊施設 - ～令和3年8月31日 １泊最大5,000円割引

https://www.f
uranotourism.
com/summer
/

7月7日

北海道
（北見市）

北見市宿泊需要喚起支援事業
「北見で羽のばしキャンペーン2021」

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」および「ま
ん延防止等重点措置」が発令され
ている対象都道府県または対象の
措置区域市町村の居住者を除く

宿泊施設 - ～令和3年9月30日 １泊最大5,000円割引
https://kitaha
ne.net/

7月7日

北海道
（岩見沢市）

岩見沢市内宿泊等割引事業支援金
「ザワ割」

北海道居住者
※札幌市居住者は対象外

宿泊施設 - ～令和4年3月31日

１泊最大3,000円キャッ
シュバック+アクティビ
ティ体験等の半額助
成

https://iwami
zawa-
kankou.jp/info
rmation-
list/%e3%82%b
6%e3%83%af%e

7月7日

北海道
（美瑛町）

びえい割

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象都道府県の居住者を
除く

宿泊施設 - ～令和4年2月28日 １泊3,000円補助

https://www.
biei-
hokkaido.jp/ja
/bieiwari/

7月7日

岩手県 いわて旅応援プロジェクト 岩手県居住者 県内登録施設 -
令和3年8月22日ま
で延長

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.i
wate-
tabipro.jp/

7月7日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

岩手県
（盛岡市）

盛岡の宿応援割事業 岩手県居住者 市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日 1泊最大3,000円割引

http://www.ci
ty.morioka.iwa
te.jp/kankou/
kankouinfo/1
032874.html

7月7日

岩手県
（八幡平市）

八幡平SlowStay宿泊助成キャン
ペーン第３弾

東北6県在住者
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象地域の居住者を除く

市内宿泊施設 - ～令和3年9月30日 1泊最大3,000円割引

https://www.
hachimantai.o
r.jp/travel3_2
/index.html

7月7日

岩手県
（宮古市）

みやこ宿泊割　第4弾
東北6県・新潟県在住者
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象地域の居住者を除く

市内宿泊施設 - ～令和3年9月30日

1泊3,000円補助＋宮
古市利用券1,000円分
＋岩手県利用券2,000
円分

http://www.k
ankou385.jp/i
nfo/miyakowa
ri-r3-
2/img/miyako
wari.pdf

7月7日

岩手県
（一関市）

いちのせき宿泊応援割　第3弾 東北6県在住者 市内宿泊施設 - ～令和3年9月30日 1泊最大3,000円割引

https://www.i
chitabi.jp/ima
gem/topics/fi
le/162304294
8_01.pdf

7月7日

岩手県
（久慈市）

観光宿泊施設緊急対策事業補助金 岩手県在住者 市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日 1泊最大3,000円割引

https://www.
city.kuji.iwate.
jp/assets/sa
ngyo/chirashi
_8.pdf

7月7日

3 宮城県
みやぎ宿泊割キャンペーン宿泊前
売券プラン

宮城県在住者 県内宿泊施設 -

令和3年10月1日～
令和4年3月31日
※販売期間：令和3
年7月31日まで

1枚2,500円（5,000円分
の宿泊券として利用可
能）

https://miyag
i-
syukuhakuwar
i.com/

7月7日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

秋田県プレミアム宿泊券 秋田県在住者 県内宿泊施設 -
令和3年8月31日ま
で延長

1枚2,500円（5,000円分
の宿泊券として利用可
能）

https://akita-
premium.com
/inn/

7月7日

旅して応援！あきた県民割キャン
ペーン

秋田県在住者
県内宿泊施設、飲食施設
等

-
令和3年12月31日ま
で延長

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://aki-
wari.com

7月7日

秋田県
（男鹿市）

男鹿市緊急宿泊支援事業補助金
第5弾

秋田県在住者 市内宿泊施設 -
令和3年7月1日～9
月30日

1人あたり最大5,000円
割引

https://ogana
vi.com/eas/

7月7日

新・県民泊まって応援キャンペーン 山形県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

1万円以上の宿泊プラ
ンで5,000円割引

https://yama
gata-
ouen.com/ne
w.html

7月7日

県民泊まって元気キャンペーン 山形県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

1人最大5,000円割引
https://yama
gata-
genki.net/

7月7日

県民泊まってお出かけキャンペーン
事業「やまがた夏旅」

山形県民
県内宿泊施設、観光立ち寄
り施設等

-
令和3年12月31日ま
で延長

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://yama
gata-
harutabi.com/

7月7日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

福島県 令和3年度の県民割事業 福島県民 県内宿泊施設 - 現在準備中 -

https://www.t
if.ne.jp/jp/top
ics/topics_dis
p.php?id=2354

7月7日

福島県
（喜多方市）

「もっと泊まってみんべぇ」宿泊キャ
ンペーン

福島県民 市内宿泊施設、飲食店等 -
令和3年7月16日～
令和4年1月31日

1泊最大7,000円割引
＋1,000円分の地域利
用券

https://www.
city.kitakata.f
ukushima.jp/s
oshiki/kanko/
31527.html

7月7日

7 茨城県 いば旅あんしん割事業 茨城県民 県内旅行業者・宿泊事業者 - ～令和3年12月31日

※旅行日1週間以内に
検査（抗原定量検査ま
たはPCR検査）を受診
した県民限定1人1泊
で最大1万円割引＋
2,000円分の地域利用
券

https://www.
knt-
kt.co.jp/ec/2
021/ibatabi/g
eneral.html

7月7日

8 栃木県 三密回避旅行商品造成促進事業 栃木県内観光事業者
県内旅行業者・宿泊事業者
等

募集中 ～令和3年9月30日
１申請につき、最大
2,000,000円支援

https://tochi
gi-
sanmitsukaihi.
com/

7月7日

9 群馬県
 愛郷ぐんまプロジェクト第2弾
「泊まって！応援キャンペーン」

群馬県民 県内登録宿泊施設 - ※停止中
1人1泊6,600円以上の
宿泊で5,000円割引ま
たはキャッシュバック

https://gunm
a-
dc.net/featur
ecat/aikyoug
unma/

7月7日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

新潟県
使っ得！にいがた県民割キャン
ペーン

新潟県在住者 県内宿泊施設、飲食店等 募集中 ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.t
ukatoku-
niigata.com/#

7月7日

新潟県
（新発田市）

今・得キャンペーン2021 新潟県在住者 市内宿泊施設 - ～令和3年7月31日 1泊最大8,000円割引

https://www.
city.shibata.lg.
jp/kanko/100
7318/101550
4.html

7月7日

山梨県 やまなしグリーンゾーン宿泊割り 山梨県民
県内旅行業者・宿泊事業者
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://yama
nashi-
syukuhakuwar
i.com/

7月7日

山梨県
（富士河口湖
町）

コロナワクチン接種キャンペーン
コロナワクチンを2回接種し、接種証
明書を持つ者

市内宿泊施設、飲食店等 -
令和4年7月末まで
延長

コロナワクチンを２回
接種し接種証明書提
示で、各施設一律
10％割引

https://fujisa
n.ne.jp/pages
/450/

7月7日

山梨県
（笛吹市）

笛吹市宿泊料金割引事業
宿泊割りの旅

全国向け 市内宿泊施設 - 調整中 1人1泊最大10,000円

http://fuefuki
-
syukuhakuwar
i.com/

7月7日

富山県
地元で遊ぼう！県内日帰りツアー
県民割引キャンペーン

富山県民 県内観光事業者 -
令和3年12月31日ま
で延長

日帰り最大5,000円割
引＋最大2,000円分の
地域利用券

https://toya
ma.visit-
town.com/loc
al_campaign

7月7日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期間 利用期間 補助内容 URL 確認日

富山県
地元で泊まろう！県民割引キャン
ペーン

富山県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

宿泊券額面2,000円を
半額販売＋最大2,000
円分の地域利用券、
※7.8月限定→宿泊券
3万円以上購入で
5,000円（送料込）の特
産品プレゼント

https://toya
ma-kanko.jp/

7月7日

石川県
五感にごちそう
金沢宿泊キャンペーン第2弾

北信越5県（新潟県、富山県、石川
県、福井県、長野県）居住者

金沢市内宿泊施設 -
令和3年8月31日ま
で延長

対象プラン利用で、1
人最大1万円割引

https://www.
kanazawa-
kankoukyouka
i.or.jp/article/
detail_134.htm
l

7月7日

石川県
（加賀市）

加賀温泉郷 応援リフレッシュ割 第5
弾

加賀市民 市内宿泊施設 - ～令和3年9月30日
1人最大1万円割引＋
最大5,000円分の地域
利用券

https://www.
city.kaga.ishik
awa.jp/kanko_
bunka/kanko
/kanko_news/
4538.html

7月7日

福井県 ふくいdeお得キャンペーン宿泊割引 福井県民 県内宿泊施設 -
～令和3年12月31日
まで延長（但し8月6
日～15日は除外）

1泊最大5,000円割引

https://www.f
uku-
e.com/otokuc
ampaign/#Inf
oBlock

7月7日

福井県
夏季限定！割引額UPキャンペーン
ふくいdeお得キャンペーン宿泊割引

福井県民 県内宿泊施設 -
～令和3年8月31日
（但し8月6日～15日
は除外）

1泊最大1万円割引

https://www.f
uku-
e.com/otokuc
ampaign/#Inf
oBlock

7月7日

12
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ディスカバー信州
小さなお宿応援割

長野県民

客室数10室未満で、旅行
会社・OTAを通じた予約を
受け付けていない宿泊施
設

- ※停止中

10,000円以上の宿泊：
5,000円割引、
5,000円以上10,000円
未満の宿泊：3,000円
割引

https://chiisa
naoyado-
nagano.com/

7月7日

県民支えあい 信州割SPECIAL 長野県居住者 県内宿泊施設 随時受付 ～令和3年12月28日
1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000
円分

https://tabi-
susume.com/
sws/

7月7日

岐阜県
（下呂市）

下呂であそぼうキャンペーン 全国向け 市内体験施設 - ～令和3年9月30日
体験料金最大半額＋
300円金券

https://gero-
mirairo.com/
mirairo-map/

7月7日

岐阜県
（飛騨市）

飛騨高山　教育旅行クーポン 高山市内での宿泊を伴う教育旅行 市内宿泊の教育旅行 -
令和3年8月1日～令
和4年2月28日

1人1セット1,000円分を
配布

https://www.
city.takayama
.lg.jp/shisei/1
000067/1014
794/1015457.
html

7月7日

17
静岡県
（浜松市）

浜松でテレワーク＆宿泊応援キャン
ペーン

全国向け 市内宿泊施設等 -
～令和4年3月31日
（※停止中）

1人1泊上限3,000円
（利用料金の2分の1以
内）

https://www.
city.hamamat
su.shizuoka.jp
/kanko/telew
ork_stay_cam
paign.html

7月7日

長野県15
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18 三重県
令和3年度
県内教育旅行促進支援事業

三重県内の学校から依頼を受けて
教育旅行を企画、実施する旅行業
者等

県内学校から依頼を受けて
教育旅行を企画、実施する
旅行業者等

- ～令和4年1月11日

教育旅行に参加した
児童・生徒数×1,000
円から2,000円（※宿
泊を伴う場合3,000円
加算）

https://www.
pref.mie.lg.jp/
TOPICS/m00
32300109.htm

7月7日

19 滋賀県 今こそ滋賀を旅しよう　第4弾 滋賀県民 県内対象施設 -
令和3年7月9日～8
月31日

宿泊補助券1,000円を
コンビニ購入し、対象
プラン利用で最大
6,000円補助＋しが周
遊クーポン5,000円分

https://www.
biwako-
visitors.jp/fea
ture/detail/i
makoso/

7月7日

京都府 もうひとつの京都 周遊パス 全国向け - - ～令和3年9月30日
一日乗車券4,100円相
当を2,200円で販売等

http://www.p
ref.kyoto.jp/k
tr/news/2020
0801.html

7月7日

京都府
（京丹後市）

京丹後ふるさと旅行券キャンペーン
～冬旅～

全国向け 対象宿泊施設 -
令和3年8月31日ま
で延長

旅行券額面5,000円を
2,500円で販売

https://www.
kyotango.gr.jp
/furusato-
winter/

7月7日

兵庫県 ひょうごツーリズムバス事業4期 全国向け（交通事業者） 交通事業者
令和3年8月20日～
9月3日受付

令和3年10月・11月
実施分

乗車人数20人以上の
宿泊あり1台につき
30,000円、日帰り
15,000円を補助等

https://www.
hyogo-
tourism.jp/as
sistance/bus
/hyogoR3/

7月7日

兵庫県
（豊岡市）

但馬地域居住者による市内宿泊促
進事業「STAY (ステイ)豊岡 with 但
馬」

但馬地域居住者 市内宿泊施設 -
令和3年7月31日ま
で延長

1人1泊最大5,000円割
引

https://www.
city.toyooka.l
g.jp/kanko/10
04747/with_t
ajima.html

7月7日

22 和歌山県 わかやまリフレッシュプラン2nd 和歌山県在住者 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日
1人1泊最大 1万円割
引＋地域利用券
2,000円分

https://waka
yama-
refresh.com/

7月7日
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23 鳥取県
「#WeLove山陰キャンペーン」推進
事業補助金

鳥取県民・島根県民

ホテル・旅館等の宿泊施
設、観光施設、観光事業
者、旅行会社等（新型コロ
ナウイルス感染予防対策
協賛店の登録が必要）

-
令和3年8月31日ま
で延長

宿泊施設利用で半額
割引（上限5,000円）、
観光施設利用で半額
割引（上限3,000円）

https://www.
pref.tottori.lg.j
p/294744.htm

7月7日

24 島根県 はまだ飲食・宿泊応援チケット第3弾 全国向け 市内宿泊施設、飲食店等 - ～令和3年10月14日
額面6,000円（5,000円
で販売）

http://www.k
ankou-
hamada.org/p
remium

7月7日

岡山県 おかやま旅応援割（宿泊旅行） 岡山県在住者 県内宿泊施設 随時受付 ～令和4年1月1日
1人1泊最大 5,000 円
割引

https://www.
okayama-
event.com/lo
dging.html

7月7日

岡山県
（倉敷市）

ぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」第3
弾

全国向け
市内宿泊施設、観光施設
等

-
～令和4年3月31日
※販売期間：令和3
年9月30日まで

宿泊価格最大40%割引
プラン

https://www.
kurashiki-
tabi.jp/campai
gn/miraitabi/

7月7日

26
広島県
（廿日市市）

テレワーク応援デイユースプラン 廿日市市民および廿日市市在勤者 市内宿泊施設 -
※令和3年7月11日
まで受付停止中

3,000円割引プラン
https://www.
hatsumimi.jp/

7月7日

山口県
第2弾後期 行こうよ。やまぐちプレミ
アム宿泊券

全国向け 県内宿泊施設 -
～令和4年1月13日
（8/13～8/16、
12/19～1/3を除く）

額面5,000円を2,500円
で販売

https://www.i
kouyo-
yamaguchi.jp/

7月7日

山口県
（萩市）

がんばろう萩！地域経済活性化支
援対策「萩市民限定」特別宿泊プラ
ン

萩市民 市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日
1人1泊最大 5,000円
割引

https://www.
hagishi.com/p
ost-7089/

7月7日
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28 徳島県 みんなで！とくしま応援割 徳島県在住者 県内宿泊施設 - ～令和3年7月31日
1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000
円分

https://www.
awanavi.jp/to
pics/minna-
ouen.html

7月7日

29 香川県 うどん県 泊まってかがわ割 香川県居住者 県内宿泊施設 - ～令和3年7月20日
1人1泊最大7,000円割
引 （※旅行会社か
OTAでの予約限定）

https://www.
kagawa-
wari.com/

7月7日

30 愛媛県 県内宿泊割引キャンペーン 愛媛県民 県内宿泊施設 - ～令和3年8月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋地域利用券最大
2,000円分

https://www.
pref.ehime.jp/
h14500/kank
ou/ehime.htm
l

7月7日

高知観光トク割キャンペーン 高知県在住者
県内宿泊施設、観光施設
等

- ※停止中
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://kochi
-
tokuwari.com
/

7月7日

「高知観光リカバリーキャンペーン」
交通費用助成事業

高知県・鳥取県・島根県在住者 県内宿泊施設 - ※停止中

県内宿泊を伴う旅行
代金のうち、交通費用
に対し一旅行あたり1
人（台）上限5,000円助
成（交通費用5,000円
未満の場合、実費）

https://kochi
-
experience.jp
/recovery/

7月7日

32 佐賀県 佐賀支え愛宿泊キャンペーン第3弾 佐賀県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
asobo-
saga.jp/sagas
asaeai3/

7月7日

33 長崎県
第2弾　ふるさとで“心呼吸”の旅
キャンペーン

長崎県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ※停止中
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
nagasaki-
tabinet.com/f
eature/furusa
to-sinkokyu

7月7日
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熊本県 くまもと再発見の旅 熊本県在住者 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日 1泊最大5,000円割引

https://kuma
moto.guide/k
umamoto-
cpn2021/stay
.html

7月7日

熊本県
（熊本市）

LOOKUP Kumamotoキャンペーン 熊本県在住者 市内宿泊施設 ～令和4年2月28日 1人最大3,000円割引

https://looku
p-
kumamoto.co
m/

7月7日

大分県 新しいおおいた誘客促進事業 大分県在住者
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://goto-
travel-
oita.com/

7月7日

大分県
（日田市）

日田の恩返しキャンペーン！ 全国向け 市内対象施設 -

第3弾：令和3年9月
30日まで
第4弾：令和3年10月
以降(予定)

専用アプリに3,000円
チャージで宿泊券
5,000円+地域利用券
900円

https://www.
cpn2.oidehita.
com/

7月7日

宮崎県 ジモ・ミヤ・タビ キャンペーン 宮崎県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://www.
kanko-
miyazaki.jp/c
ampaigns/202
1/jimomiyata
bi.html

7月7日

宮崎県
(宮崎市)

宮崎市に泊まってお得”泊得”キャ
ンペーン

宮崎県居住者 市内対象施設 - ～令和4年1月31日

対象プランの宿泊1名
1滞在につき3,000円分
クーポン（4万人）＋宮
崎牛プレゼント（先着1
万人）

https://www.
miyazaki-
city.tourism.o
r.jp/feature/
miyazaki_haku
toku_cp21

7月7日

35

34

36

https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
https://goto-travel-oita.com/
https://goto-travel-oita.com/
https://goto-travel-oita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/miyazaki_hakutoku_cp21
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今こそ鹿児島の旅 第2弾 鹿児島県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://www.i
makago.com/

7月7日

かごしま旅クーポン事業（プレミアム
付宿泊券）

鹿児島県民 県内宿泊施設 - ～令和3年12月26日

額面5,000円分の旅行
券を1,500円～2,500円
で販売（4セット購入で
1,500円）

https://mitabi
.net/premium
_syukuhakuke
n/

7月7日

38
沖縄県
（那覇市）

那覇とまーるクーポン事業 那覇市民
市内宿泊施設、観光施設
等

～令和3年7月30日
令和3年7月21日～9
月30日

宿泊1名にクーポン券
4,000円分（土産・観光
体験に利用可）

https://www.
city.naha.okin
awa.jp/kanko
u/kankou/na
hatabi.html

7月7日

鹿児島県37
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