
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校当たり
　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

2019/4/1
2020/3/31

（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 〇

特定非営利活動法
人喜多方市グリー
ン・ツーリズムサポー
トセンター

0241-24-4488 http://www.kitakata-gt.jp/

2 檜枝岐村 尾瀬檜枝岐温泉環境学習推進事業

尾瀬檜枝岐温泉観光協会加盟施設に宿泊した場合の宿泊費を助
成します。（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。また、最大３泊までと
する）

2019/4/1

2020/3/31
（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）

尾瀬での環境学習を行う
全国の小・中・高等学校及
び市町村

10人以上 ×
檜枝岐村役場
観光課

0241-75-2503 ―

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
を助成します。

2019/4/1 2020/3/31

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 〇

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 https://www.tadami-net.com/

4

下郷町
南会津町
檜枝岐村
只見町
福島県

「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係る経費の一部につ
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」、
「尾瀬檜枝岐温泉環境学習推進事業」、「只見町教育旅行推
進事業」との併用は不可。

・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）。
【助成額】
　15～50人　　　8万円
　51～100人　　16万円
　101～250人 　32万円
　251～500人　 48万円
　501人以上　  80万円

・交通費（バス借上料）
【助成額】
　県内校の場合は、バス1台当たり上限6万円
　県外校の場合は、「福島県教育旅行復興事業」を併用を前
提に、バス1台当たり上限12万円（本事業と福島県教育旅行復
興事業を合わせて）

2019/4/1 2019/11/30

福島県内外を問わない。
（平成30年度中に応募申
請を行い、選考結果の通
知を受けた学校）

・小学校
・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）

〇
【業務委託先】
みなみやま観光株
式会社

0241-62-2250 http://www.minamiaizu.co.jp/

5 北塩原村
北塩原村教育旅行回復バス助成事
業

学校行事の一環として、村内に宿泊を伴う教育旅行（修学旅行や
スキー教室等）を実施する県内外の小学校・中学校・高等学校に
対し、その移動に係るバス経費の一部を補助します。

2019/4/1
2020/3/8

（但し先着順。予算終了次
第終了）

県内外の
・小学校
・中学校
・高等学校

県内
1台当たり3万円
（上限2台6万円）

県外
1台当たり5万円

（上限2台10万円）

○
北塩原村
商工観光課

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

事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
問合せ先名称

問い合せ先
電話番号
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事業終了月日
助成対象

（県外在住対象など）
問合せ先名称

問い合せ先
電話番号

市区町村 事業内容 対象人数等 詳細ホームページ県助成との併用№ 事業開始月日誘客事業名称

6 猪苗代町
猪苗代町猪苗代町教育旅行支援事
業

猪苗代町内で宿泊を伴う体験学習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１万円を交付します。（その他、交付要件あり）

2019/4/2

2020/3/10
（但し先着順。予算終了次

第終了）

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 〇
一般社団法人
猪苗代観光協会

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

7 柳津町 赤べコ発祥の地PR事業

・会津柳津福満虚空藏菩薩圓藏寺にて十三講詣りの御祈祷を受
けた方に対し、赤べこ絵付け無料体験を実施します。
・１回の最大可能人数40人（回数を分ける等で実施）。
・１回の所要時間60分。

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）

県内外を問わない。
・小学６年生
※上記対象者以外も実施
中（有料）

１人以上 ○
柳津町
地域振興課
観光商工班

0241-42-2114
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
docs/2019060600011/

8 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ども会、サークル等の団体が、リフレッシュふ
るさとランドまたは友情の森バンガローに宿泊する場合、宿泊料を
半額にします。

2019/4/1 2020/3/31

矢祭町外の
・小学校
・中学校
・高等学校

8人以上 〇
矢祭町
事業課
産業グループ

0247-46-4576 ―

9 福島県 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3万円、関東・中部5万円、北海道・関
西・中国・四国10万円、九州・沖縄15万円。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。

2019/4/1 2020/3/31

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

10 福島県 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円を助成します。
ただし、１校当たり原則30名（4万5,000円）を上限とし、30名を超え
る外国人生徒を受け入れる場合は、予算の範囲内で調整します。

2019/4/19 2020/3/22
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
http://www.tif.ne.jp/kyoiku/
info/disp.html?id=555

11 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、福島県で教育旅行
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又は上限5万円（1学校当たり上限なし）を助成します。
但し、参加人数が10名未満の場合は2万5,000円が上限となりま
す。

2019/4/1
2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
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校当たりの台数
の上限なし

〇
公益財団法人
東京観光財団

03‐5579‐2682
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/
2019/0409_3141/

※この一覧表は、令和元年７月26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、「文化活動」を行う団体がいわき市で
合宿を行う際に１人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。

2019/4/1 2020/3/31

いわき市外に所在する中
学、高等学校、大学等の部
活、ゼミ合宿、企業や団体
等が行うスポーツ活動以外
の合宿

延べ宿泊者数
20人泊以上

〇 いわき市観光交流課 0246-22-1292
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/
1450328247479/index.html

2 いわき市
いわき市トップスポーツ等合宿誘致
推進事業補助金

いわき市でスポーツ合宿を行う団体に下記のとおり補助します。
・延べ宿泊者数×1,000円（上限5万円）

2019/4/1 2020/3/31

・スポーツ少年団
・中学校、高等学校、大学
の学生等で構成されるス
ポーツ団体
・企業の社員等で構成され
るスポーツ団体

延べ宿泊数
20人泊以上

○
いわき市スポーツ振
興課

0246-22-7607
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/
1467000067030/index.html

3 いわき市 IWAKIふるさと留学プログラム

震災復興や地域活性化に取り組む地域団体と、首都圏等の大学
生が連携して課題解決を図る実践的な取り組みに対し助成。
<研究活動枠>
1人＠1万円×延べ宿泊者数（上限10万円）
<ボランティア活動枠>
1人＠5,000円×延べ宿泊者数（上限5万円）

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）
首都圏等の大学ゼミ・サー
クルなど

1人以上 〇 いわき商工会議所 0246-25-9151 https://i-furusatoyuchi.com/

4 天栄村 天栄村合宿誘致助成事業

天栄村内の宿泊施設へ宿泊の団体に人数に応じて助成します。
・村内・福島県内外の団体　10人泊以上　3万円
・福島県内外の団体　　　　　20人泊以上　4万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 30人泊以上　5万円

2019/4/1 2020/3/31

福島県内外を問わない。
・保育園・幼稚園児
・小学生
・中学生
・高校生
・大学生
・社会人
・サークル

延べ宿泊者数
10人泊以上

〇 天栄村観光協会 0248-82-2117 http://www.ten-ei.net

5 下郷町 下郷町合宿誘致事業

下郷町で合宿を行う団体に、下記の通り助成します。
①交付対象
・合宿として下郷町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人当たり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
・ふくしまっこ自然体験・交流活動支援事業補助金との併用は不
可。

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）

福島県内外問わない。
・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）

下郷町観光公社 ○ 下郷町観光公社 0241-67-2416 http://welcome-town-shimogo.or.jp

問合せ先名称

２０１９（令和元年度）　福島県への観光誘客助成等事業一覧表
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助成対象
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合宿
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問合せ先名称№ 市区町村 誘客事業名称 事業内容 事業開始月日
助成対象

（県外在住対象など）
県助成との併用対象人数等 詳細ホームページ事業終了月日

問い合せ先
電話番号

6 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、延べ宿泊数が20泊以上の合宿
を実施する町外の小学生、中学生、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、2000円に延宿泊者数を乗じた金額（最
大15万円/団体）を助成します。
・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。

2019/4/1 2020/3/31

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 https://www.tadami-net.com/

7 南会津町
南会津町
合宿誘致促進事業

・南会津町で宿泊を伴う合宿を実施する団体に対して、経費
の一部を助成します。

・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）。
【助成額】
　県内校の場合
　　15～100人　　　5万円
　　101人～250人　10万円
　　251人以上　　 20万円

　県外校の場合
　　15～50人　　　 5万円
　　51～100人　　 10万円
　　101～250人　　20万円
　　251人以上　　 30万円

2019/5/1 2020/3/20

福島県内外を問わない。

【対象者】
・中学生
・高校生
・大学生

【対象活動】
・部活動
・サークル
・ゼミ
・学習塾　など

延べ宿泊者数
15人泊以上

（生徒のみ）
〇

【取扱事務局】
会津高原リゾート
株式会社

0241-78-2241 http://aizu-kougen.jp/

8 北塩原村 福島県教育旅行復興事業 村内に宿泊を伴った合宿を行う団体に対して助成金を交付します。 2019/4/1
2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
第終了）

県内外の
・中学校
・高等学校
・大学
・社会人（団体）

30人泊～　3万円
50人泊～　5万円

○
北塩原村
商工観光課

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

9
西郷村
白河市

白河甲子高原合宿誘致推進事業

・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）
・温泉助成金
延べ人数1人当たり500円助成

2019/7/1
2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
第終了）

福島県県南地域以外の大
学・高校・中学等の部・
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。

2泊以上の宿泊か
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

0248-25-1116 ―

10 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人あたり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。

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）

福島県内外を問わない。
・小学生
・中学生
・高等学校

1名以上 ○
鮫川村役場
農林商工課

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

11 福島県
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・サークル等の団体
が、県内の文化施設又はスポーツ施設等を利用して合宿を行い、
県内に2泊以上宿泊し、かつ述べ宿泊数が70人泊以上であること。
但し、12/1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制作し、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。

2019/4/1
2020/3/31

（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
70人泊以上

・12/1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=543

※この一覧表は、令和元年７月26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。

2019/4/1
　2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
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

〇
・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

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のコンベンションを連続2日以上
の会期で開催する場合、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1万円)

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)を実施する場合、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

④上記コンベンション期間中の市内移動のために借り上げたバス
費用の一部を助成します。
　バス借上げ運行費用の50％(※上限10万円)

2019/4/1
　2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
第終了）

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

〇
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)

2019/4/1
　2020/3/31

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

〇
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。

2019/4/1
2020/3/31

（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 〇
いわき観光まちづくり
ビューロー

0246-44-6545 https://kankou-iwaki.or.jp/

【国内コンベンション】
2019/4/1から2020/3/31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。ただし、浜通り開催の場合30人泊以上
で申請可能。
・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、令和元年７月26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。

県助成との併用事業終了月日市区町村 誘客事業名称 事業内容 問合せ先名称

コンベンション実施主催者

延べ宿泊者数
100人泊以上

（浜通り開催の場
合30人泊以上）

コンベンション

事業開始月日
助成対象

（県外在住対象など）

２０１９（令和元年度）　福島県への観光誘客助成等事業一覧表

対象人数等№

5 024-525-4024
http://www.tif.ne.jp/houjin/news/
disp.html?id=45&keyword=&start=0

問い合せ先
電話番号

詳細ホームページ

県
福島県コンベンション開催支援事業
補助金 2019/4/1

2020/3/31
（予算額に達し次第終了）

公益財団法人
福島県
観光物産交流協会
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1 いわき市 いわき市移住応援プラン

下記の条件に当てはまる方を対象に宿泊費用を助成します。
宿泊者負担：平日＠1,000円（税込）、休前日＠2,000円（税込）
①いわき市へ移住を検討中
②本センター移住希望者リストへ登録可能（登録無料）
③観光・ビジネスではない方

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）
福島県内外問わない。条
件に合えば利用可能。

1人以上 〇 いわき商工会議所 0246-25-9151 https://i-furusatoyuchi.com/

2 いわき市 いわき市貸切バス借上助成

旅行会社を対象として、福島県外からいわき市へのバスツアーに
係る貸切バスの借上げ費用の一部を助成します。ただし、ツアー
は、2020/2/29まで催行完了すること。
・宿泊、日帰り、参加人数に応じた補助額（最大5万円）

2019/4/1
2020/1月末

（予算に達し次第終了）
いわき市へのバスツアーを
実施する旅行会社

日帰り：20人以上
宿泊：10人以上

×
いわき観光まちづくり
ビューロー

0246-44-6545 https://kankou-iwaki.or.jp/news/59

3 須賀川市 須賀川市旅行商品企画助成金
須賀川市の地域資源を活用した旅行商品の企画及び実施する者
に対して、募集に係る経費及び旅行代金の一部を助成します。

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）

旅行業法（昭和27年法律
第239号）第3条による登録
を受けている旅行業者又
は旅行業者代理業者

参加人数
10人以上

○
須賀川市
観光交流課

0248-88-9145
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/
12711.htm

4 喜多方市 喜多方泊訪日旅行誘客促進事業

・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１台当たり10万円
※次の事項全てに該当すること。
①国際定期便またはチャーター便を利用した訪日旅行
②喜多方市内の宿泊施設に１泊以上
③１旅行の催行人数が10人以上
④旅行の日程が、当該年度の4/1～3/31に属するもの

2019/4/1
2020/3/31

（予算額に達し次第終了）

・旅行業法施行規則に規
定する第一種または第二
種旅行業務の登録を受け
ている事業者
・道路運送法に規定する一
般貸切旅客自動車運送事
業を経営する事業者
・喜多方市内の旅行業者ま
たは旅行業者代理業者

１旅行の催行人数
10人以上

〇
喜多方市
観光交流課

0241-24-5249
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
soshiki/kanko/20092.html

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
12月上旬から2020年3月中旬まで（予定）

2019/12月中旬
2020/3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 〇

一般社団法人
猪苗代観光協会

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

事業内容№ 市区町村 県助成との併用

２０１９（令和元年度）　福島県への観光誘客助成等事業一覧表

詳細ホームページ

その他

対象人数等事業開始月日
助成対象

（県外在住対象など）
事業終了月日誘客事業名称 問合せ先名称

問い合せ先
電話番号

6

https://i-furusatoyuchi.com/
https://kankou-iwaki.or.jp/news/59
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/12711.htm
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/12711.htm
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kanko/20092.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kanko/20092.html
http://www.bandaisan.or.jp/


事業内容№ 市区町村 県助成との併用 詳細ホームページ対象人数等事業開始月日
助成対象

（県外在住対象など）
事業終了月日誘客事業名称 問合せ先名称

問い合せ先
電話番号

6 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3,000円で購入す
ることができます。
第1期の販売開始は5/15で、利用期間は6/1から9/30まで。
第2期の販売開始は10/15で、利用期間は11/1から2020/1/31ま
で。

2019/5/15 2020/1/31
・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 〇
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 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。

2019/6/1 2020/3/20
・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

5/16までに
参加申込みをした

事業者
〇

猪苗代町
商工観光課

0242-62-2117
https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

8 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人以上の団体送客した旅行会
社等に対し、外国人1人1泊1,000円、取扱手数料2万円の支援金を
旅行業者等に交付します。

2019/5/1 2020/3/20

・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

10人以上 〇
一般社団法人
猪苗代観光協会

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

9 昭和村
昭和村レンタカー利用者宿泊助成
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。

2019/4/1 2020/3/1
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/

10 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回あたり1,500円

2019/4/1
2020/3/31

（但し先着順。予算終了次
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 https://www.tcvb.or.jp/jp/fukushima/

※この一覧表は、令和元年７月26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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