
1 喜多方市
喜多方市グリーン・ツーリズム教育
旅行誘致促進事業

・喜多方市で農業体験または農家民泊体験を行う学校の引率者
巡回のためのタクシー経費を助成します。
・ただし、喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンターが手配し
たタクシー経費であること。
・１校あたり
　農業体験のみの場合：27,000円を上限
　農泊を伴う場合：36,000円を上限

平成30年4月1日
平成31年3月31日

（予算額に達し次第終
了）

福島県内外を問わない。
・小学校
・中学校
・高等学校
その他、学校法人が行う
教育旅行であること。

学校単位
喜多方市
観光交流課

0241-24-5243 http://www.city.kitakata.fukushima.jp

2 檜枝岐村
尾瀬檜枝岐温泉環境学習推進事
業

・尾瀬での環境学習を行い、尾瀬檜枝岐温泉観光協会加盟施設
にご宿泊いただいた場合の宿泊費を助成。（旅館・民宿・山小屋利
用する場合、１人１泊2,000円、キャンプ場利用する場合１人１泊
200円助成します。また、最大３泊までとする）

平成30年4月1日

平成31年3月31日
（事業の対象期間は尾
瀬に入山できる期間）
（予算額に達し次第終

了）

福島県内外を問わない。
・小学校
・中学校
・高等学校
・市町村

10人以上
檜枝岐村役場
観光課

0241-75-2503 http://www.kankou@vill.hinoemata.lg.jp

3 只見町
只見町教育旅行推進事業
(教育旅行に関する補助)

・只見町内移動に関するレンタカー代、貸切バス、タクシー代の一
部を助成

平成30年4月1日
平成31年3月31日

（予算額に達し次第終
了）

只見町外の
・小学生
・中学生
・高校生
・教職員等引率者

学校単位

只見町子ども農家体
験協議会
(事務局　一般社団
法人只見町観光まち
づくり協会)

0241-82-5250 http://www.tadami-net.com/

4

下郷町
南会津町
檜枝岐村
只見町

「おいでよ！南会津。」教育旅
行誘致促進事業

・南会津地域において、教育課程に位置づけられた自然環境
学習等の活動を行い、かつ南会津地域の宿泊施設で１泊以上
宿泊する学校に自然環境学習等の活動にかかる経費の一部に
ついて助成します。
・本助成制度と「ふくしま子ども自然環境学習推進事業」
「尾瀬檜枝岐環境学習推進事業」「只見町教育旅行推進事業
補助金」の併用は不可。

・助成対象経費は、宿泊費、交通費（バス借上料を除く）、
ガイド料、環境学習活動費とし、延べ宿泊者数によって助成
額が異なります（教員及び引率者は人数に含まない）。
【助成上限額】
 15～50人      10万円
 51～100人     20万円
 101～250人    40万円
 251～500人    60万円
 501人以上     100万円
　
・交通費（バス借上料）
県内校　バス1台当たり上限７万円
県外の小・中・高等学校等においては、バス借上料を補助す
る「福島県教育旅行復興事業」を併せて活用ください。
バス１台当たり上限14万円（本事業と県教育旅行復興事業を
あわせて）

平成30年4月1日 平成30年11月30日

福島県内外を問わな
い。（平成30年時点で
応募申請を行ない、選
考結果通知があった学
校）

・小学校
（原則4～6年生対象）
・中学校
・高等学校
・特別支援学校

延べ宿泊者数
15人泊以上（生

徒のみ）

南会津着地型観光
推進協議会

【助成手続き
業務委託先】
みなみやま観
光株式会社
0241-62-2251

http://www.minamiaizu.co.jp/
factory/info_18680.html

5 北塩原村
北塩原村教育旅行回復バス助成金
事業

学校行事の一環として、北塩原村内で宿泊を伴う教育旅行を実施
する県内外の小学校、中学校、高等学校に対し、貸切バス１台当
たり県内の学校に３万円（上限6万円／2台）、県外の学校に５万円
（上限10万円／2台）を助成します。

平成30年5月1日
平成31年3月10日

（予算額に達し次第終
了）

福島県内外を問わない。
・小学校
・中学校
・高等学校

バス2台まで（助
成額に上限あり）

北塩原村
商工観光課

0241-32-2511 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

平成３０年度　福島県への誘客助成等事業一覧表

教育旅行

問合せ先名称
問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
対象人数等№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容 事業開始月日
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問合せ先名称
問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
対象人数等№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容 事業開始月日

6 猪苗代町 猪苗代町教育旅行支援事業

猪苗代町内で宿泊体験を実施する県外の小中高等学校に対し、
バス1台当たり５万円を上限に交通費を助成します。また、学校の
旅行を取り扱う旅行会社に対し、学校１校（１件）の申請につき助
成金２万円を交付します。（その他、交付要件あり）

平成30年4月2日

平成31年3月10日
（平成30年5月1日予算
に達したため受付終

了）

福島県外の
・小学校
・中学校
・高等学校
・取扱い旅行会社

バス１台以上
一般社団法人
猪苗代観光協会

0242-62-2048 http://www.bandaisan.or.jp/

7 矢祭町
矢祭町
教育旅行等誘客推進事業

矢祭町外の学校や子供会、サークル等の団体が「リフレッシュふる
さとランド」又は「友情の森バンガロー」に宿泊する場合、宿泊料を
半額とします。

平成30年5月1日 平成31年3月31日

矢祭町外の
・小学生
・中学生
・高校生
・大学生

8人以上 矢祭町役場事業課 0247-46-4576

8 県 福島県教育旅行復興事業

学校行事の一環として、県内で宿泊を伴う教育旅行を実施する、
福島県外の小学校、中学校、高等学校に対し、その移動に係るバ
ス１台当たり経費の2分の１又は地域ごとの補助上限額を助成しま
す。１校当たり台数の上限なし。

※１台当たりの補助額　東北30,000円、関東・中部50,000円、北海
道・関西・中国・四国100,000円、九州・沖縄150,000円
但し、参加人数が10名未満の場合は補助上限額は半額となりま
す。
※福島県内の市町村で行なっている助成事業との併用も可能。但
し、本補助金とそれ以外の助成金との合計額がバス経費の総額を
超えない範囲での交付となります。

平成30年4月1日
平成31年3月31日

（予算額に達し次第終
了）

福島県外の
・小学校
・中学校
・高等学校

１校当たり台数の
上限なし

福島県
観光交流局
観光交流課

024-521-7398
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
sec/32031a/kyoiku-02.html

9 県 国際教育旅行交流受入支援事業
海外からの交流事業参加生徒１人につき、1,500円を上限とし、１
交流事業において１校あたり30人を上限に助成する。（最大上限
額45,000円）

平成30年4月2日
平成31年3月22日

（予算額に達し次第終
了）

国際教育旅行による来県
の際、学校交流事業を受
け入れる県内の学校

来県生徒１人以上

公益財団法人
福島県
観光物産交流協会
観光部
海外誘客推進課

024-525-4024

10 東京都
東京都
被災地応援ツアー・福島県教育旅
行復興支援事業

・「福島県教育旅行復興事業」の補助を受けて、福島県に教育旅
行を実施する都内学校を対象に、その移動に係るバス１台当たり
経費の2分の1又は補助上限額5万円（1校当たり台数の上限なし）
を助成します。但し、参加人数が10名未満の場合は2万5千円が上
限となります。

平成30年4月1日
平成31年3月31日

（予算額に達し次第終
了）

「福島県教育旅行復興事
業」の補助を受けて、福
島県に教育旅行を実施す
る都内学校

１校当たり台数の
上限なし

公益財団法人
東京観光財団

03‐5579‐2682
https://www.tcvb.or.jp/jp/
news/news_18041301.html

※この一覧表は、平成３０年５月17日までに公益財団法人福島県観光物産交流協会に回答を頂いた内容を基に作成しました。
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1 いわき市 いわき市合宿開催補助金

・いわき市外に住所を有する、スポーツ又は文化活動を行う団体
がいわき市で合宿を行う際に１名１泊につき1,000円を補助しま
す。
・上限は１団体当たり10万円。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

いわき市外に所属する
・スポーツ少年団
・中学、高校、大学等の
運動部、文学部、ゼミ
ナール
・企業の運動部、文化部
（実業団等）

延べ宿泊者数
20人泊以上

いわき市
観光交流課
観光企画係

0246-22-1292
http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/contents/1450328247479/index.html

2 下郷町 下郷町合宿誘致事業

下郷町で合宿を行う団体に、下記のとおり助成します。
①交付対象
・合宿として下郷町内の宿泊施設に宿泊し、延べ宿泊者数が10人
泊以上であること。
・下郷町内の文化施設またはスポーツ施設を利用すること。
・大会、会議等への参加を目的とするものでないこと。
・政治的活動、宗教活動もしくは営利を目的とするものでないこと。
・公序良俗に反しないものであること。
②宿泊助成日数
・連続して３泊を限度とする。
③助成金額及び限度額
・宿泊者数に１泊当たり2,000円を乗じた額。
・１団体１回当たり15万円を限度とする。
・同一年度内において、同一団体の助成は１回限りとする。
④その他
・ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業補助金との併用は不
可。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

福島県内外を問わない。
・小学校
・中学校
・高等学校
・専門学校
・大学
（部活、サークル、ゼミ
ナール、スポーツ少年団
など）

延べべ宿泊者数
が

10人泊以上

下郷町観光公社
（下郷町役場産業課
商工観光係内）

0241-69-1144

3 只見町
只見町教育旅行推進事業
(合宿に関する補助)

・只見町内の宿泊施設等を利用し、延べ宿泊者数が20人泊以上
の合宿を実施する町外の小学生、中学生、高校生、大学生、専門
学校生及びその引率者で構成される学校部活動、スポーツ少年
団、大学サークル、ゼミ等の団体を対象に、2,000円に延宿泊者数
を乗じた金額（最大15万円/団体）を助成
・助成金交付は、１団体につき年度中２回までとする。（夏・冬等）
・他の町補助金との併用は不可。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

只見町外の
・小学生
・中学生
・高校生
・大学生
・専門学校生
・引率者
・保護者(最大2名)

団体単位
(延べ宿泊者数20

人泊以上)

只見町子ども農家体
験協議会
(事務局　一般社団
法人只見町観光まち
づくり協会)

0241-82-5250 http://www.tadami-net.com/

4 南会津町
南会津町
合宿誘致促進事業
（県外の学生の場合）

・南会津町で宿泊を伴う合宿または教育旅行を実施する15人
以上の団体を対象とします。

・延べ宿泊者数により、下記の金額を助成します。
 15～ 50人泊で        5万円
 51～100人泊で        10万円
 101～250人泊で       20万円
 251人泊以上          30万円

平成30年5月1日 平成31年3月15日

福島県外の
・中学生
・高校生
・大学生

延べ宿泊者数
15人泊以上

南会津農村生活
体験推進協議会

【合宿助成取
扱事務局】
会津高原リ
ゾート株式会
社
0241-78-2241
または
みなみやま観
光株式会社
0241-62-2251

会津高原リゾート株式会社
http://aizu-kougen.jp/
または
みなみやま観光株式会社
http://www.minamiaizu.co.jp/

5 北塩原村 北塩原村合宿助成金事業
北塩原村内で延べ宿泊数30人泊以上の合宿を行った場合、１団
体につき30,000円もしくは50,000円を助成します。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

福島県内外を問わない。
・中学生
・高校生
・大学生
・社会人

延べ宿泊者数
30人泊以上

北塩原村
商工観光課

0241-32-2511 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

合宿

問合せ先名称
問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ事業開始月日 事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
対象人数等

平成３０年度　福島県への誘客助成等事業一覧表

№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容
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問合せ先名称
問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ事業開始月日 事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
対象人数等№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容

6
西郷村
白河市

白河甲子高原合宿誘致推進事業

・福島県外の中学校・高等学校・大学の部・サークル等の構成員
が白河市及び西郷村のスポーツ施設等を利用し合宿をすること。

（1）宿泊助成金
延べ宿泊者数1人/1泊当たり2,000円助成（上限10万円）
（2）温泉助成金
延べ人数1人あたり500円助成

平成30年7月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

福島県外の
・中学校
・高等学校
・大学

2泊以上かつ延べ
宿泊者数30人泊

以上

白河甲子高原観光
開発協議会

0248-25-2910

7 鮫川村 鮫川村合宿受入推進助成事業
鮫川村に合宿等で宿泊する個人または団体に対し、1名あたり500
円を助成します。また、昼食の利用者には、1食当たり100円を助
成します。福島県の合宿助成金事業との併用も可。

平成30年4月20日 平成31年3月31日

福島県内外を問わない
・小学生
・中学生
・高等学校

1人以上
鮫川村役場
農林商工課

0247-49-3113
http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/
page/page001535.html

8 県
福島県合宿誘致・交流促進事業助
成金

・福島県外の大学、高等学校、中学校等の部・サークル等の皆さ
んが、県内の文化施設又はスポーツ施設等を利用し、福島県内の
宿泊施設に連続して2泊以上宿泊し、かつ、延べ宿泊者数が100
人泊以上であること。但し、平成30年12月1日以降に開始する合宿
については、30人泊以上であること。また、本県の合宿の魅力に
ついて短い動画を製作し、インターネットを通じて配信する団体に
対し、上限30万円までを助成します。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

福島県外の
・中学生
・高校生
・大学生

・延べ宿泊者数
100人泊以上

・平成30年12月1
日以降に開始す
る合宿について
は、延べ宿泊者数
30人泊以上

公益財団法人
福島県
観光物産交流協会

024-525-4024
http://www.tif.ne.jp/
kyoiku/info/disp.html?id=490

※この一覧表は、平成３０年５月17日までに公益財団法人福島県観光物産交流協会に回答を頂いた内容を基に作成しました。
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1 会津若松市
会津若松市コンベンション開催助成
金制度

会津若松市内でコンベンション等を開催する主団体に対し開催等
の助成金を事業者へ交付します。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

東北大会相当規模の大
会・会合等で会津若松市
内に宿泊を伴う団体

延べ宿泊数
50人以上

・一般財団法人会津
若松観光ビューロー
・会津若松市観光課

0242-23-8000
0242-39-1251

https://www.aizukanko.com/kk/agent/

2 郡山市 郡山コンベンション開催支援事業

①国内コンベンション
　郡山市内で東北大会規模以上かつ連続2日以上の会期で実施
するコンベンションを開催する場合宿泊者数に応じて上限100万円
の助成金を交付します。

②国際コンベンション
　上記条件を満たし、かつ日本を含む3か国以上が参加する場合
　①に係る助成金＋国外参加者数×5,000円(1泊2日まで)2泊目以
降は1泊ごとに+2,500円(※上限10,000円)

③上記コンベンション期間中にエクスカーション(郡山市内を含む
地域において行われるバスツアー、視察等)実施時に参加人数に
応じた助成金を交付します。
　参加人数×500円（1日）※同伴者含む

平成30年4月1日 平成31年3月31日
郡山市外の
コンベンション実施主催
者

延べ宿泊者数
50人以上

公益財団法人
郡山コンベンション
ビューロー

024-991-1811 http://www.kcb.or.jp

3 郡山市
郡山スポーツコンベンション開催支
援事業

郡山市内で東北大会規模以上のスポーツ競技大会(※種目制限
あり)を連続2日以上の日程で開催する場合、県外からの参加者数
に応じた助成金を交付します。
①東北大会　県外参加者数×500円（※上限30万円)
②全国大会　県外参加者数×1,000円(※上限60万円)
③国際大会
　上記条件を満たし、かつ日本を含む3か国以上が参加するス
ポーツ競技大会を開催する場合
　国外参加者数×5,000円＋②に係る助成金(※上限200万円)

平成30年4月1日 平成31年3月31日
郡山市外の
スポーツ競技大会実施主
催者

県外参加者数
50人以上

公益財団法人
郡山コンベンション
ビューロー

024-991-1811 http://www.kcb.or.jp

4 いわき市 いわき市コンベンション開催補助金
いわき市外からの来客が見込まれる東北大会相当規模以上で、
50人以上の会議等の大規模コンベンションを２日以上の会期で開
催した際に最大100万円を補助します。

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

いわき市外の
コンベンション実施主催
者

50人以上
いわき市
観光交流課
観光企画係

0246-22-1292 http://kankou-iwaki.or.jp/

【国内コンベンション】
平成30年4月1日から平成31年3月31日の期間中、福島県外から
の来客が見込まれる国内コンベンション及びエクスカーションに
200万円を上限に補助します。
・延べ宿泊者数が100人泊以上の東北規模以上の大規模コンベン
ションで、連続して2日以上の会期で開催されること。会期が１日の
みでも、宿泊を伴い、その前後日にエクスカーションが開催される
コンベンションは補助対象。
・本県の産業の振興または、学術、芸術、文化向上に寄与するコ
ンベンションであること。

【国際コンベンション】
・上記の要件満たし、かつ、参加国が日本を含む3カ国以上が参
加する国際コンベンション及びエクスカ―ションに500万円を上限
に補助します。

※この一覧表は、平成３０年５月17日までに公益財団法人福島県観光物産交流協会に回答を頂いた内容を基に作成しました。

024-525-4024
http://www.tif.ne.jp/
houjin/news/disp.html?id=35

コンベンション

平成30年4月2日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

コンベンション実施主催
者

延べ宿泊者数
100人以上

公益財団法人
福島県
観光物産交流協会
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県
福島県コンベンション開催支援事業
補助金

平成３０年度　福島県への誘客助成等事業一覧表

№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容 事業開始月日
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平成３０年度　福島県への誘客助成等事業一覧表

1 喜多方市
喜多方市
訪日団体旅行誘客促進事業

・喜多方市内の宿泊施設に宿泊する訪日旅行商品の催行に伴う、
団体貸切バス借上げ経費の一部を助成します。
・助成額
⑴１台当たり10万円

※次の事項全てに該当すること。
⑴国際定期便またはチャーター便を利用した訪日旅行
⑵喜多方市内の宿泊施設に１泊以上、宿泊する旅行
⑶１旅行の催行人数が10名以上
⑷旅行の日程が、当該年度の6/1～3/31に属するもの

平成30年6月1日 平成31年3月31日

・旅行業法に基づき、第１
種と第２種の登録を受け
ているもの
・道路交通法に規程する
一般貸切旅客自動車運
送事業を経営する事業者

１旅行の催行人数
が10人以上

喜多方市
観光交流課

0241-24-5249 http://www.city.kitakata.fukushima.jp

2 南相馬市
南相馬市
復興支援ツアー誘致事業

南相馬市の観光を目的とするツアーを企画・実施する旅行事業
者に対し、ツアー料金の助成として１名につき2,000円を補助しま
す。
※但し相馬野馬追開催期間中の3日間（平成30年7月28日～30
日）は対象外となります

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

旅行業法の規定に基づき
登録を行っている旅行業
者及び旅行代理業者

10人以上
一般社団法人
南相馬観光協会

0244‐22‐2114
http://www.city.minamisoma.lg.jp/
index.cfm/7,4101,101,html

3 下郷町
下郷町観光協会風評被害対策事
業

湯野上温泉の宿泊施設（旅館6軒、民宿7軒）に宿泊される方へ（1
人当たり）
・宿泊費2,000円助成
・1,000円分のお買物券、1,000円分の体験補助券を進呈

平成30年5月10日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

東武トップツアーズの個
人商品「湯野上温泉」をご
利用の方

1人以上
下郷町観光協会
（下郷町役場産業課
商工観光係内）

0241-69-1144 http://shimogo.jp

4 北塩原村 裏磐梯ハッピートラベルチケット
北塩原村内事業参加宿泊施設に宿泊する場合、5,000円分の宿
泊補助券を、全国のコンビニエンスストアで2,500円で購入すること
ができます。

利用期間
2018/7/2

利用期間
2018/12/28

どなたでも可 １人１枚
北塩原村
商工観光課

0241-32-2511 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

5 猪苗代町
猪苗代町観光商品券
（いなチケ）

猪苗代町内の観光施設や宿泊施設で使用できるプレミアム商品
券を発行します。１セット１万円で12,000円利用可能です。利用期
間は平成３０年１２月上旬から平成３１年３月中旬まで。

平成30年12月上旬
平成31年3月中旬
（予算額に達し次第

終了）
・猪苗代町外在住者 １人以上

一般社団法人
猪苗代観光協会

0242-62-2048 http://www.bandaisan.or.jp/

6 猪苗代町
猪苗代町クーポン券
（ゆきいち）

猪苗代町内の宿泊施設に宿泊した小学生以上の方に2,000円の
クーポン券を発行。クーポン券は町内の加盟施設で利用可能。利
用期間は平成31年1月中旬から平成31年3月中旬まで。

平成31年1月中旬
平成31年3月中旬
（予算額に達し次第

終了）

・福島県外在住者
・小学生以上
・宿泊料金が1人6，000円
以上の利用者・学校団体
は対象外

1人以上
一般社団法人
猪苗代観光協会

0242-62-2048 http://www.bandaisan.or.jp/

7 猪苗代町
プレミアム付旅行券
「猪苗代町ハッピートラベルチケッ
ト」

猪苗代町内の対象宿泊施設で使用できるプレミアム付旅行券を
5,000枚（第1期3,000枚、第2期2,000枚）発行します。5,000円分の
宿泊補助券を全国のコンビニエンスストアにおいて2,500円で購入
できます。
第1期の販売開始は平成30年5月１5日で、利用期間は平成30年6
月1日から9月30日まで(第1期分は5/16付けで完売）。
第2期の販売開始は平成30年10月１5日で、利用期間は平成30年
11月1日から翌年1月31日まで。

第1期
平成30年6月1日

第2期
平成30年11月1日

第1期
平成30年9月30日

第2期
平成31年1月31日

・猪苗代町外在住者
・宿泊料金が1人5，000
以上の利用者

1人以上
一般社団法人
猪苗代観光協会

0242-62-2048 http://www.bandaisan.or.jp/

8 猪苗代町
猪苗代町観光誘客支援金交付事
業

猪苗代町内の宿泊施設で宿泊を伴う旅行商品を販売した旅行業
者に対し、有料宿泊実績１名につき週末期500円、平日期1,000円
の支援金を交付します。

平成30年6月1日 平成31年3月20日

・旅行業登録を受けた事
業者で参加申込みをした
者
・交付対象は小学生以上

5月16日までに参
加申込みをされた

事業者

猪苗代町
商工観光課

0242-62-2117
https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/
cb/hpc/Article-25-9832.html

その他
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問合せ先名称
問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
対象人数等№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容 事業開始月日

9 猪苗代町
猪苗代町外国人誘客支援金交付
事業

猪苗代町内の宿泊施設に外国人10名以上の団体送客をした旅行
会社等に対し、外国人1名１泊1,000円、取扱手数料20,000円の支
援金を旅行業者等に交付します。

平成30年5月1日 平成31年3月20日

・旅行業登録を受けた事
業者等
・交付対象は外国人10名
以上の団体

参加申込事業者
一般社団法人
猪苗代観光協会

0242-62-2048 http://www.bandaisan.or.jp/

10 昭和村
昭和村
レンタカー利用宿泊助成事業

レンタカーを利用し、昭和村内指定の宿泊施設で宿泊した方に、レ
ンタカー契約者2,000円、同乗者1,000宿泊助成します。但し、ビジ
ネス目的外での利用に限ります。また、助成を受けるにはレンタ
カー貸渡契約書の写しを持参ください。
・連泊のお客様については、2泊目以降の宿泊料についても同額
割引。
・その他の宿泊助成制度との併用は不可。

平成30年4月1日 平成31年3月31日
福島県内外を問わない
・レンタカー利用者

１人以上
昭和村産業建設課
観光交流係

0241-57-2124
http://www.vill.showa.fukushima.jp/
category-kanko.stm

11 金山町 金山町宿泊者動向調査事業

・レンタカーを利用して金山町内宿泊施設に宿泊された方にレンタ
カー契約者2000円、同伴者1000円の割引を行います。
・アンケートへの回答が必須であり料金は1名1泊分の割引です。
連泊された場合は同額割引を行います。

平成30年4月28日
平成31年3月31日
（但し予算内での実

施）

・レンタカーを利用して宿
泊しアンケートへ回答さ
れた方。（ビジネス利用を
除く）

1人以上
金山町
復興観光課

0241-54-5327

12 東京都
東京都
被災地応援ツアー

・東京都に在住、在勤、在学の方を対象に、都内旅行事業者が企
画する福島県への「被災地応援ツアー」に申し込みをされた旅行
者に対し、次のとおり旅行代金を割引します。
・宿泊は、１名１泊あたり3,000円（2泊まで。3泊以上不可）
・日帰りは、１名1,500円

平成30年4月1日
平成31年3月31日
（予算額に達し次第

終了）

・本被災地応援ツアー取
扱旅行業者が販売する福
島県を目的地とする旅行
であること（個人で宿泊等
を手配した旅行は対象
外）

1人以上
公益財団法人
東京観光財団

03‐5579‐2682 http://www.tcvb.or.jp/ja/fukushima/

※この一覧表は、平成３０年５月17日までに公益財団法人福島県観光物産交流協会に回答を頂いた内容を基に作成しました。
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