
ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン
「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」

「プレ実施」事業概要について

発行日：2021年10月5日

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン事務局

■予約対象期間：県で指定する日（後日発表）～令和3年12月31日(金)

■宿泊対象期間：県で指定する日（後日発表） ～令和3年12月31日(金) ※宿泊は1月1日ﾁｪｯｸｱｳﾄまで
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宿泊施設向け



事業概要（目的・内容）

【事業目的】
長引くコロナ禍の影響により需要が落ち込んだ県内旅行・宿泊業の回復を支援
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みを
実施する。

【事業内容】
①旅行・宿泊代金の割引支援
②土産物店等で旅行期間中に使用可能なクーポン配付

【プレ実施の目的と内容】
新型コロナウイルス感染状況がステージⅡ相当以下になり次第、「ふるさと応援！
ひょうごを旅しようキャンペーン」（以下「本格実施」という。）を実施することと
していましたが、これに先立ち、ワクチン接種の促進及び感染防止対策等を図りなが
ら経済活動の活性化を図るため、県が独自に設定した実施条件のもと、「プレ実施」
を行います。プレ実施では、本格実施と支援内容は同じですが、ワクチン接種を条件
として宿泊施設直接販売、旅行代理店販売のみを対象とします。
（ＯＴＡによる販売は本格実施からの対象となります。）
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宿泊施設様の事業参画条件
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【事業適用の条件】 ※青字が「プレ実施」の条件

○兵庫県民の県内宿泊・県内旅行が対象

○年齢制限：年齢制限なし

○利用回数：制限なし（最大5連泊まで）

○旅行種別：業務上の長期滞在は対象外（観光目的を含む、ワーケーションは対象）

企業等の研修旅行での宿泊も対象

〇県全体ワクチン接種の普及（接種率60％以上）を前提
・ワクチン２回接種完了者
（接種が困難な方はPCR検査等検査結果通知書で同様の取扱）
・接種未完了者：同居人かつ原則４人以下の少人数旅行に限る

※「参画申込書兼同意書」未提出の宿泊事業者は当事業に参画できません

（同意書提出が期日の9月28日まで送付できていない場合や、ひょうご安心旅の登録が８月１０日までに完了できていない場合は

スタートが遅れる可能性がございます。）



事業開始日について

■予約対象期間

県が指定する日(後日発表）～令和3年12月31日(金)

※事業開始前に申込していた宿泊は対象外

■宿泊対象期間

県が指定する日(後日発表）～令和3年12月31日(金)

※宿泊は令和4年1月1日ﾁｪｯｸｱｳﾄまで
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「プレ実施」の販売ルートについて
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プレ実施は、以下の２つの販売ルートの旅行・宿泊が対象となります。
※OTAによる販売は対象としません。

① 宿泊施設直接販売
宿泊施設直販ルートに参画していただくためには、第三者による確認のため
「ステイナビ」システムへの登録が必要になります。

② 旅行代理店販売
県内の宿泊事業者で旅行会社との契約ができていることが必要です。県からの

委託で兵庫県旅行業協会・ＪＴＢ・東武トップツアーズの共同企業体が旅行代
理店販売の事務局並びに統括事務局を担います。

※ＯＴＡルートのみで販売を予定されている宿泊施設様は、本格実施からスタートとなります。
【対象ＯＴＡ～じゃらん・楽天・るるぶトラベル（JTBHP・ヤフートラベル）】

キャンペーン参画にあたり、OTAルートのみでの販売を予定されていた宿泊施設様が
プレ実施への参画を希望される場合は、宿泊施設直販（ステイナビ）事務局への
登録手続きが必要です。



宿泊施設への申込スキーム（予約・精算の方法）
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「プレ実施」の際の宿泊施設の依頼事項（ワクチン接種の条件）
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区分 確認書類

２回接種完了者
接種済証

※旅行・宿泊当日時点で、２回目接種後２週間経過が必要

接種困難者、

接種を希望しない者

全面利用の場合

（２回接種完了者並み）

PCR検査等検査結果通知書

※宿泊日３日前以内の通知書が必要

※医師の診断書までは不要

限定利用の場合

（同居人かつ原則４人以下）

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等

※県民であることの確認と同一書類

宿泊利用者全員に対して次のような対応（チェクイン時）をお願いします。

（１）宿泊施設への直接予約の場合
●チェックインの際に下記①、②の書面の提示を求め事実を確認。予約時に旅行者がステイナビに入力しているワクチン接種等
の確認要件項目と②書面とで相違がある場合、ステイナビ管理画面にて修正を行い「出力票」に利用者の署名をもらってください。
①県民であることの確認 ～ 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等により確認
②ワクチン２回接種完了等の確認 ※ご家族の場合は同居であることの確認

（２）旅行会社経由の予約の場合
●旅行会社窓口での商品申込時に上記①②の書面の提示を求め事実を確認

※申込時に確認できない場合は、ワクチン接種完了又はPCR検査等の結果判明次第、旅行者が旅行会社に報告。
※旅行会社報告が間に合わない場合は、宿泊施設チェックイン時に施設が確認。

●旅行会社発行の「申請内容確認書兼支援金給付同意書」を受取・保管（5年間）し旅行会社事務局から要請があれば提出。



「プレ実施」の際のワクチン接種の条件（対応例）
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宿泊利用者全員に対して次のような対応（チェクイン時）をお願いします。
※下記Ａ又はBの接種、検査が宿泊条件となります。
【A】ワクチン接種 → 2回接種して２週間経過が必要
【B】ＰＣＲ検査（抗原定量検査を含む）→ 宿泊日の3日前以内の陰性結果通知書が必要

（１）同居家族で宿泊する場合 ※県民が対象

【例】両親（接種済）と子ども（小学生）3人の計５人
→ 両親の接種証明書の提示が必要 ➡ 全員割引適用

【例】両親（未接種）と２名子ども未接種（中学生1人と小学生１人）の計４人
→ 家族４人以内なので未接種でも宿泊可能 ➡ 全員割引適用

【例】祖父母（接種済）、両親（接種済）及び子ども（小学生）２人の計６人
→ 祖父母と両親の接種証明書の提示が必要 ➡ 全員割引適用

（２）友人グループで旅行をする場合 ※県民が対象
・友人グループ全員が『ワクチン接種』または『ＰＣＲ検査』が必要。

（３）社員旅行など団体旅行の場合 ※県民が対象
・社員全員が『ワクチン接種』または『ＰＣＲ検査』が必要。

※（２）～（３）の旅行で、グループ内にに未接種・未検査の人が同行している場合は
グループ全員が割引対象外となります。

※グループの中に兵庫県民以外の参加がある場合は、当人が接種・検査済を条件に宿泊割引無で参加可能です。



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

※日帰り旅行も対象
※専らビジネス目的で複数日連続して滞在する場合は対象外
（観光目的を含むワーケーションは対象）

宿泊代金（１人泊） クーポン金額

15,000円以上 2,000円

10,000円以上15,000円未満 1,000円

※日帰り旅行は対象外
※旅行会社から宿泊施設に配布すべきクーポン券の枚数を伝達
※配布方法：チェックイン時に、宿泊割引適用者であること
を確認し配布。宿泊日順に配布されるため無くなる可能性あり

「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」の割引額
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事業を利用した宿泊代金割引例（一人あたり）

支払額（割引額を引いた残）

15,000円

宿泊代金の総額 20,000円の場合

割引額 上限

5,000円

支払額（割引額を引いた残金）

2,000円

宿泊代金の総額 4,000円の場合

割引額

2,000円

１泊

クーポン額

2,000円+

クーポン額

0円+

支払額（4,000円未満の旅行は割引対象外）

3,999円

割引対象宿泊代金の総額 3,999円の場合

割引額

0円

- 10 -



【注意事項】日帰り旅行の定義

日帰り

支払額（割引額を引いた残）

15,000円

日帰り旅行代金の総額 20,000円の場合

割引額 上限

5,000円
クーポン額

対象外+

旅行会社が販売する「日帰り旅行商品」が対象

※宿泊施設で設定した日帰り昼食プランなどは対象外

※支援額の算出方法は、宿泊を伴う旅行と同じ

※但し、金額に関係なく日帰り旅行の場合は、クーポン券は対象外
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12

【プレ実施】●月●日 ※旅行会社・第三者認証機関（ステイナビ） ※OTAによる販売は対象としません。

【本格実施】●月●日 ※旅行会社・第三者認証機関（ステイナビ）・ＯＴＡ ※ステージ２以下となった時点で県が判断

「参画申込書兼同意書」を統括事務局にＦＡＸ送付（078-599-7774）ください。
※この同意書を送付いただいた時点で正式登録となります。この同意書がなければ割引支援金の交付を受けることができません。

「ひょうご安心旅」は登録済ですか？

当事業の参画を希望しますか？

ひょうご観光本部ＨＰから「ひょうご安心旅」登録
を行ってください。登録できた時点で参画意思確認
とさせていただきます。
※登録完了しましたら統括事務局に連絡ください。

はい

いいえ

ＯＴＡルートのみで販売を予定されていた施設様で「プレ実施」参画希望の施設様は第三者認証機関（ステイナビ）へ登録いただ
く必要がございます。（ＯＴＡルートのみ販売を希望される場合は本格実施のみ参画となります。）

※最終的な事業参画については、原則１０月１２日（火）までにご判断ください。上記登録条件を全て満たす必要がございます。
（このタイミングでの登録はすでに登録作業は進んでいますのでスタートが遅れる可能性がございます。）

事業スタートに向けて

【宿泊施設の事業参画までの流れ】

事業全体の問合せ：統括事務局（078-599-7752）・ ステイナビ登録の問合せ：宿泊施設直接予約事務局（050-3163-8112）

下記のいずれかにの宿泊申込先と契約していますか？
①旅行会社【全旅クーポン、ＪＴＢ、東武トップ等】
②ＯＴＡ【じゃらん・楽天・るるぶトラベル（ＪＴＢＨＰ・ヤフートラベル）】
③第三者認証機関（ステイナビ） ※宿泊施設直接予約

第三書認証機関（ステイナビ）へ
の登録を推奨いたします。
０５０－３１６３－８１１２

いいえ

はい

はい
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【営業許可に関する条件】
（ア）県内に所在する宿泊施設を運営する者で、旅館業法の規定により旅館業の許可を受けた者のうち、同法の規定による「旅館・ホテル営業」

及び「簡易宿所営業」を営む者（下宿営業を除く。）
（イ）県内に所在する宿泊施設を運営する者で、住宅宿泊事業法により住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者

【登録に関する条件】 ※以下の要件を全て満たす必要があります。
（ア）事務局との間に生じる全ての手続きにおいて日本語で対応できること。
（イ）申込事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が兵庫県暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員に

該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会勢力が、申込事業者の経営に
事実上参画していないこと。

（ウ）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
営業していないこと。※ラブホテル営業は登録不可となります。

【事業運営に関する条件】 ※以下の要件を全て満たす必要があります。
①新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、「ひょうご安心旅」に参画できていること。
②旅行会社又はＯＴＡ（指定３社）又はステイナビなど宿泊申込窓口会社との契約ができていること。※プレ実施はＯＴＡは対象外
③チェックイン時に手交するクーポン券の管理、手交を対応できること。
④チェックイン時に「利用確認書」（兵庫県民である確認書）をお客様に記入いただき保管管理と送付ができること。
※宿泊施設への直接予約の場合は、ステイナビシステム入力により対応。
※本格実施時のＯＴＡからの利用者に対して対応。
※旅行会社からの予約申込は旅行会社にてすでに収受しているため不要。

⑤緊急事態宣言発出などにより急な事業中止が発生した場合、キャンセル料の調整（宿泊日前日から起算して３日前までは
取消料免除）が可能であること。

【ひょうご安心旅の登録方法】
ひょうごナビから申込用紙を抽出して、「ひょうご観光本部」へメール又はＦＡＸにて提出して登録完了。
→ https://www.hyogo-tourism.jp/hyogoanshintabi/index.html
※形式上の登録で所定の感染対策ができていない施設様は、当事業の参加取消の場合もございますので、対策実施を実施いただくよう
宜しくお願いいたします。

事業参画の条件について
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参画申込書兼同意書 「利用確認書」※ﾁｪｯｸｲﾝ時に記入

事業参画には必ず
ご提出が必要です

本格実施のＯＴＡ申込時に
チェックインの際に
記入いただきます。
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旅行会社からの予約の場合

旅行会社及び全旅クーポンにて
契約済の宿泊施設様は、当事業に
自動的に参画となっております。

左記「申込内容確認書兼支援金給付
同意書」をチェックイン時に受取い
ただき保管ください。

※県民である確認は旅行会社で済んでいますの
で必要ございません。

※ワクチン接種又はＰＣＲ検査も原則、旅行会
社にて確認済です。（ワクチン、ＰＣＲが宿泊
直前になる場合のみ、チェックイン時に確認い
ただきます。）



注意事項
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当事業（プレ実施・本格実施）は兵庫県独自の規

定により実施するため、ＧＯＴＯトラベル規定条

件とは 異なることを理解のうえ、宿泊事業者様

には参画登録を判断いただきます。



【参考】割引対象にならない宿泊の例

〇「プレ県民割」に関してはワクチン接種条件が満たされていない場合

○事業開始前に申し込みをしていた宿泊

○業務上の長期滞在の宿泊（観光目的を含むワーケーションは対象）

○他府県同行者の宿泊代金（参加者のうち兵庫県民の旅行代金のみ対象）

○チェックイン時に参加者全員の身分証明書をご提示いただけない場合

（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）

○チェクイン時に「利用確認書」に署名いただけない場合
（本格実施時におけるＯＴＡ経由の場合）

○一泊あたりの宿泊代金が4,000円未満の場合

○「ひょうご安心旅」に参画していない宿泊施設での利用
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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」

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン事務局
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【ご質問方法】

当説明会では時間の関係で質問は受け付けません。
一般的な質問はＱ＆Ａ表を後日用意します。
ご質問がある場合は、下記連絡先へお問い合わせください。

①「事業全般する問合せ」→ 統括事務局
TEL:078-599-7752（平日10:00～17:00）

②「ステイナビに関する問合せ」→宿泊施設直接予約事務局

TEL:050-3163-8112（平日10:00～17:00）
E-mail：hotel-hyogo@peerto.jp

「申込書兼同意書 ※ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ有」を送付いただいた宿泊施設様で
再確認希望及び、当説明会に参加できなかった場合は

１０月６日（水）に、当資料格納先ＵＲＬをメールにて配信します。

mailto:hotel-hyogo@peerto.jp

