
●よくある質問(６月１７日更新) 

【共通】 

No. 質 問 回 答 

1 子供は割引やクーポン付与の対象になりますか？

（未就学児，添い寝等は？） 

大人や子供の区別なく，代金がかかる場合は本事業の対象となります。 

2 割引額の上限はいくらですか？ １人１泊または１回当たりの上限額は 5,000 円です。 

3 ビジネス利用はＯＫか？ 御利用いただけます。 

4 今こそ鹿児島の旅(第２弾)の対象となる旅行商品

の予約・販売期間はいつまでですか？ 

鹿児島県，福岡県，長崎県，佐賀県，熊本県，大分県および宮崎県居住者を対象に本事業に参画す

る旅行会社において，令和４年３月 14日(月)～令和４年７月 14 日(木)までに予約・販売された旅行

商品が対象です。

本事業には「ワクチン・検査パッケージ」が適用されますので，利用される方はワクチン（３回）

接種済証や抗原定性検査，またはＰＣＲ検査等の陰性証明を旅行会社又は宿泊施設等で掲示する必要

があります。

5 泊数の制限はありますか？ ありません。 

6 補助の利用回数に制限はありますか？ ありません。 

7 民泊は対象ですか？ 対象です。 

8 今こそ鹿児島クーポンはいくらの旅行商品から付

与されるのか。 

割引前の代金が 4,000 円以上の旅行商品には 2,000 円分の今こそ鹿児島クーポンが付与されま

す。 

また，宿泊旅行は１人１泊ごとかつ旅行代金 4,000 円ごとに同クーポンを 2,000 円分追加付与し

ます。 

9 今こそ鹿児島クーポンを付与せず，旅行商品割引

のみの適用は可能か。 

今こそ鹿児島クーポンの付与条件に該当する場合は必ず付与しなければなりません。 

10 今こそ鹿児島クーポンの有効期限が 2021 年５月

31 日(月)と記載されているがいつまで利用できる

のか。 

券面は有効期限 2021 年 5月 31 日(金)と記載されていますが，2022 年（令和４年）７月 15 日(金)

まで御利用いただけます。 

11 家族で旅行に行く場合は，代表者のみの居住地確

認でよいか。 

国の示す要件に「旅行者の居住地確認を必ず行うこと」と定められているため，旅行会社窓口ま

たは宿泊施設において全ての旅行者についての居住地確認をしていただく必要があります。 

なお，令和４年５月９日以降の販売分については，参画旅行事業者において以下の要件を必須と

した同意書を利用者に記入いただき，他の証拠書類と合わせて保管いただく必要があります。 

・ 本事業の割引適用者全員が割引対象地域の居住者であること 

・ 代表者の署名をもって同行者全員が同意したとみなされることを承諾したこと 

12 教育旅行(修学旅行)は対象となるか？ 本事業の割引の対象としますが，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う割引停止時の支援金

（キャンセル相当額）の対象にはなりません。 

13 感染拡大の警戒基準がレベル３になった場合，今

こそ鹿児島の旅(第２弾)の割引並びに今こそ鹿児

島クーポンは利用できないのか。 

旅行先又は出発地の県が感染状況の段階「レベル３」となった場合，事業を停止します。 

また，それ以外の場合にも知事の判断で事業を停止することがあります。 

なお，事業停止の時点で既存予約については一定の経過措置を設けた後，割引を停止する場合が

あります。 

14 日帰り旅行は対象となるのか？ 対象です。

15 日帰り旅行の割引額はどうなるのか？ 割引額は旅行商品の 50％(上限 5,000 円)です。 

また，4,000 円以上の旅行商品には 2,000 円分の今こそ鹿児島クーポンが付与されます。 

【今こそ鹿児島クーポン】 

No. 質 問 回 答(案) 

1 旅行商品を販売した際は，今こそ鹿児島クーポンは

窓口でお客様に渡さなければいけませんか？ 

 窓口だけでなく，郵送での対応でも構いません。 

2 今こそ鹿児島クーポンの有効期限はいつまでです

か？ 

今こそ鹿児島クーポンには「有効期限が 2021 年５月 31日(月)」と記載されていますが，2022 年７

月 15 日(金)まで御利用いただけます。 

3 クーポン券は全て宿泊施設でのお渡しに統一でき

ますか？ 

今こそ鹿児島クーポンを宿泊施設でお渡しする場合は Web 販売等の旅行商品を想定しており，今後

も宿泊施設だけでお渡しする方法に統一することは考えておりません。 

【今こそ鹿児島クーポンの計算方法】 

No. 質 問 回 答 

1 大人宿泊料金 4,000 円以上ですが，子供宿泊料金が

4,000円に満たない場合のクーポン券配布はどうな

りますか。 

大人と子供の宿泊料金の合計(旅行代金総額から)を利用人数(寝具・食事が不要な代金がかからな

い幼児を除く)で割り，一人当たりの宿泊代金が 4,000 円に満たない場合はクーポン券の配布はあり

ません。

例１) １泊２日３名 旅行代金 10,000 円(大人２名＠8,000 円/子供１名＠2,000 円)の場合 

１人泊あたりの宿泊代金が約 3,334 円となり，4,000 円に満たしていないため付与するクーポン券は

ありません。 

例２) ３泊４日４名 旅行代金 72,000 円の場合 

１名の旅行代金が 18,000 円(１人泊あたり 6,000 円×３泊)となるため付与するクーポン券は 6,000

円分(2,000 円×３泊)となります。 



例３) ５泊６日２名 旅行代金 63,500 円の場合 

１名の旅行代金が 31,500 円(１人泊あたり 6,300 円×５泊)となるため付与するクーポン券は 10,000

円分(2,000 円×５泊)となります。 

【今こそ鹿児島の旅(第２弾)での九州・沖縄ブロック居住者への割引きの実施について】 

【旅行会社】 

No. 質 問 回 答 

1 事業対象の新規商品の造成を行わないといけない

か？既存商品は対象になるか？ 

新規商品も既存商品も対象となります。 

2 スポーツ合宿等の利用も対象になるか？ 対象です。 

3 教育旅行（修学旅行）も対象になるか？ 対象です。 

4 実績証明書は何を提出したらいいか？ 事務局が提供する様式をお使い下さい。 

5 宿泊証明に指定の様式はあるか？ 事務局が提供する様式または，宿泊が証明できる任意の様式での提出，どちらでも結構ですが，事

務局より，提出を求められる場合があります。 

6 その他事業の割引等を併用する際の順番や計算方

法は？ 

① 本事業と同様の旅行代金割引を併用する場合 

  ⇒ 特に順番，計算方法はありません。 

② 他のクーポンなどと併用する場合 

⇒ 本事業における割引適用後にクーポン等をご活用いただきます。 

7 助成額の最低金額はありますか？ ありません。 

8 交通（飛行機、新幹線、フェリー）+宿泊のパック商

品も対象になるか？ 

対象です。 

9 パック等へのオプション料金は対象になるか？ 旅行代金に含まれる場合，対象です。 

10 航空券，フェリー乗船券等のみの購入は対象か？ 対象外です。 

11 他の割引助成との併用は可能か？（例えば、かごし

ま旅クーポンや奄美等離島などの助成） 

併用を妨げませんが，市町村の助成の中には，割引の併用を認めていないものがあるので，併用を

予定している助成制度の要件についても併せてご確認ください。 

12 大手の端末を使用して販売をメインで実施してい

るが，参加は可能か？ 

県民向けに県内での宿泊を伴う旅行代金を扱っている旅行会社であれば，参加可能です。 

13 販売形態が Web＋雑誌(会員向け）で行っているの

ですが，参加は可能でしょうか？(予約は予約セン

ターにて電話でも実施) 

県民向けに県内での宿泊を伴う旅行会社を扱っている旅行会社であれば，参加可能です。 

ただし，店舗での販売を行っていない場合，旅行者へのクーポン交付を宿泊施設で行う必要があう

ことから，参加申請に当たっては，今回の事業で割引商品を造成可能な宿泊施設のリストを併せて提

出いただく必要があります。 

14 船中泊は対象になりますか？ 本事業の割引助成は，宿泊施設での宿泊を含む旅行商品の場合が対象となります。単に，乗船券を

手数料を支払って購入する場合，船中泊を伴っても対象外です。 

15 チラシの差し込みなどでロゴ，割引額の案内，予算

上限に達し次第終了，県民対象などを案内がされる

ことは良いでしょうか？ 

問題ありません。 

16 実績報告時に提出する書類はどのようなものを指

すのか？ＧｏＴｏの実績リスト的なものでも対応

可能でしょうか？ 

宿泊証明書等任意の様式でお客様の旅行実績が確認できる書類を提出下さい。 

17 自社発行の割引クーポン利用者は，割引併用が可能

か？ 

可能です。 

18 予約販売期間・割引対象期間の延長に伴い，補助金

の変更申請を提出する必要があるか？ 

変更申請が必要です。詳しいことにつきましては，旅行商品事務局にお問合せください。 

19 日帰り旅行商品とは具体的にどのような旅行商品

か。 

本事業に参加している旅行会社が販売する，同日中に発地に戻る鹿児島県内を主たる目的地とした

旅行商品で，有償の運送サービス及び運送・宿泊以外の旅行サービス（各種体験，観光施設等）を含

む日帰り旅行商品（受注型企画旅行，募集型企画旅行，手配旅行）が対象となります。 

20 遠足・修学旅行(日帰り)は対象か。 本事業の割引の対象としますが，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う割引停止時の支援金（キ

ャンセル相当額）の対象にはなりません。 



【ワクチン検査パッケージについて】 

No. 質 問 回 答 

1 「ワクチン・検査パッケージ（以下，「ＶＴＰ」と

いう。）」とは何ですか？ 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においてもワクチン接種歴又は陰性の検査結果のい

ずれかを確認することにより，「不要不急の県を跨ぐ移動」を国の自粛要請の対象から除外する仕組

みです。 

本事業を実施する際には感染の如何に関わらずＶＴＰが適用されます。 

2 「今こそ鹿児島の旅（第２弾）」では誰がＶＴＰを

運用するのですか？ 

本事業におけるＶＴＰの活用は，原則として旅行商品の販売事業者に求められています。 

なお，対応が困難な場合は，販売事業者様と各関係事業者様との間で調整していただき，関係事業

者スタッフによる代行にて対応することでも可能です。 

3  本事業におけるＶＴＰの活用について，県に登録

が必要ですか？ 

本事業に既に参画いただいている旅行会社については，割引支援事業等の実施に係る登録等を行っ

ている事業者として，当該登録をもって、運用ガイドライン上の登録を行っているものとみなします。

なお，宿泊施設・観光施設が参画旅行会社に代行して運用を行う場合，特段の登録は不要です。 

4 ＶＴＰの活用とは，具体的に何を行う必要がありま

すか？ 

以下の対応を行っていただく必要があります。具体の対応については，当該旅行商品を販売する旅

行会社と宿泊事業者において調整が必要です。 

① 旅行商品の造成・販売時に，利用者に予防接種証等又は検査結果通知書による確認を行うことや

参加条件，これを満たさなかった場合の対応等を明示し，同意を得ておくこと。 

② 旅行開始日までに予防接種証等又は検査結果通知書の確認及び本人確認を行う。 

 また，ツアー開始時等当日の本人確認については，以下の方法が考えられます。 

 ・ 添乗員付きツアーの場合は添乗員等 

 ・ 添乗員なしの日帰りツアーの場合は集合場所に係員を配置等 

 ・ 添乗員なしの宿泊ツアーの場合は宿泊施設のフロントスタッフ等 

③ 条件を満たさない者がいた場合，近隣の抗原定性検査実施場所を案内する，予約を取り消す，証

明書等を条件としていない別プランを提案する    など 

5 ＶＴＰではどのようなものを確認する必要があり

ますか？ 

以下のとおりです。いずれを利用するかは，旅行商品購入者が選択できるものとします。 

① ワクチン接種証明等 

ワクチン接種回数が３回であること 

② ＰＣＲ検査結果（陰性）通知書等 

ＰＣＲ検査の有効期限は検体採取日より３日以内 

③ 抗原定性検査の検査結果（陰性）通知書等 

抗原検査の有効期限は検査日より１日以内     

6 ＶＴＰを活用する場合、確認書類のコピー等を県に

提出する必要はありますか。 

県の実績報告で個々の確認書類の提出は求めません。ただし，各旅行会社様において控えを保管い

ただくことを妨げるものではありません。 

7 ＶＴＰの条件を満たさない者がいた場合の扱いは

どうなるのか。グループに１名でも確認できなけ

れば全員対象外か。 

扱いについては，「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」におい

て，旅行商品の販売時に販売条件として提示することとなっており，旅行事業者様において決定いた

だく必要があります。 

8 子どもの取扱いはどうなるのか。 以下のとおりです。 

(1) 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等における取扱い 

   未就学児（概ね６歳未満）は同居の監護者が同伴する場合の検査は不要です。 

なお，６歳から 12歳未満の児童は検査結果の陰性の確認が必要です。 

(2) (1)以外の場合の取扱い 

  12 歳未満の者については，同居する親等の監護者が同伴する場合には検査は不要です。 

9 修学旅行について，ＶＴＰを活用する必要はある

か。 

学校等の活動については，「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」等を踏まえた対応を行っていただくことで，ＶＴＰは適用しません。 

10 ＰＣＲ検査付きツアーは補助の対象ですか？ 割引対象の旅行・宿泊商品に含まれる検査費用は対象です。 

旅行・宿泊商品に含まれない検査費用については，補助の対象とはなりません。 


