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吉賀町で合宿しましょう！
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吉賀町スポーツ文化
　　交流促進事業補助金

Let's lodge together in Yoshika-town



　　吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金2

吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金の説明

町内施設 を利用して ５人以上 の団体で

合宿 ・学習 ・大会 をぜひ 吉賀町 でしてみませんか

助成手続きの流れ

申請団体 吉賀町役場企画課 手続きの概要

宿泊施設へ申込み
スポーツ・
　　文化施設へ申込み

交付申請

事業についての
　　お問い合わせ受付

スポーツ文化交流目的・場所・内容・
宿泊先・利用施設の相談を受けた承
ります。
※宿泊先・利用施設は直接予約をお願いします。

補助金交付申請書（様式第 1号）
の受理及び事前確認

補助金交付決定通知書（様式第
2号）発行

スポーツ文化交流事業　実施

実績報告

●宿泊先に宿泊料金の支払い
●宿泊証明を記入してもらう

実績報告書（様式第 5号）の受
理及び事前確認

補助金確定通知書（様式第 6号）
発行

支払請求 請求書（様式第 7号）受理

補助金の交付補助金受理・確認

スポーツ文化交流開始日の１０日前
までに申請書を提出してください。

交付決定通知書は大切に保管を

必要に応じて事業変更（中止）承認
申請書（様式第 4号）を提出してく
ださい。
※変更の場合とは宿泊人数・宿泊経費が全体の

２０％の増減がある場合のみです。

事業の内容が確認できる写真を数枚
添付してください。

確定通知書受領後、請求書を提出し
てください。

補助金の支払は指定口座（請求書記
載口座）へ入金します。

対象とする場合

〇合宿

　（スポーツ活動・文化活動（講習会・学習会含む））

　を行う場合。

　※長期合宿の場合、練習の休暇も含みます。

〇大会参加

　町内施設（スポーツ・文化施設）を利用した大会に

　参加し、町内宿泊施設に宿泊する場合。

　※大会への参加は前後泊も対象する。

〇体験旅行

　学校が行う修学旅行、課外授業等をする場合。

〇引率・指導者も対象とする。

◎団体内で別々の宿泊施設を利用した場合もＯＫ。

対象としない場合

〇町内を合宿・研修等の会場としない場合。

〇観光・イベント参加・まちあるき・ウォーキング等

　の場合。

〇５人未満となる場合。

〇要綱第３条１項４～８号に該当する場合。

〇予算範囲を超えた宿泊（予算の打切含む）。

〇年度を越える申請の場合。

〇事後申請の場合。

１人１泊あたり最大で

2,000円補助

１人１泊あたり最大で2,000円補助です。4,000

円を下回る宿泊費は半額助成になります。

注意点

☎0856-77-1437
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島根県吉賀町

　吉賀町は島根県の西南端に位置し緑豊かな自然溢れる町です。一級河川高津川の水源

を有し、町内を南北に貫流しています。中国自動車道・六日市ＩＣや山陰と山陽を結ぶ

国道１８７号線を利用しての交通アクセスが良く、島根県の西の玄関口となっています。

　高津川は「水質日本一」、水源地の「一本杉の湧水」は「平成の名水百選」にも選ば

れています。

吉賀町
よし か ちょう

Yoshika Town

バスでお越しの場合

山陽新幹線広島駅から石見交通バスで約 90 分

車でお越しの場合

益田市内より約 60 分　　松江市・出雲市より約 150 分

山口市内より約 60 分　　岩国市より約 60 分

広島市内より約 90 分　　北九州より約 150 分　　

アクセス・交通機関

紅そば花見会

ポケットパーク
正国公園

真田グラウンド
よしかみらい

蔵木グラウンド
ゴルフ場吉賀町

スポーツ公園

カタクリ祭り

シャクナゲ祭り

ひがん花祭り

道の駅むいかいち温泉
むいかいち温泉ゆらら

コウヤマキギャラリー
旧道面家住宅

彫刻の道

岡崎屋

町民六日市体育館
夢花マラソン

水源祭り
水源会館

椛谷渓谷

深谷大橋

長瀬峡

大野原運動公園

町民柿木体育館

ふるさと夏祭り

きん祭みん祭農業文化祭
道の駅かきのきむら

平栃の滝

大井谷の棚田

亀田の水穴
木部谷温泉
松乃湯

はらだや旅館
高尻川リバーサイド
ログハウス村

ゴギの郷ログハウス村

はとの湯荘

安蔵寺山

仙人の掌

みろく公園

愛宕神社の社叢
なつめの里交流館

掲載ページ
イベント・祭り　４　ページ
道の駅・温泉　　４　ページ
自然・観光　　　５　ページ
歴史・文化　　　５　ページ
スポーツ施設　６～７ページ
宿泊施設　　　８～９ページ　

至　益田

至　津和野

至　山口

至　広島

至　岩国

至　周南

中国自動車道 国道１８７号線

一級河川
高津川

IC

きん祭みん祭農業文化祭
陰陽選抜神楽大会

ホテルのぶくに
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カタクリ祭り

３
地域住民が手入れを続け少

しずつ広がっていた群生地

です。３月下旬には祭りも

行われます。

イベント ・ 祭り

日本で一番近くから見られ

る花火大会。ステージで神

楽上演、河川敷でヤマメの

つかみ取りを行われます。８
ふるさと夏祭り

よしか・夢・
　　花・マラソン

４
２・５・10 ㎞、ハーフとコー

スを選べるマラソン大会で

す。毎年 1,500 人を超える

参加者が集まります。

５
シャクナゲ祭り

蓼野という山の奥深い地域

で見事なシャクナゲが見れ

ます。

水源祭り

６
雨乞いのために藁で作った

巨大な大蛇を担ぎ大蛇ヶ池

へ飛び込む伝統神事です。

９
ひがん花祭り

栗園に広がるひがん花はま

さに赤い絨毯のようで神楽

や音楽ステージで会場は盛

り上がっています。

８
島根県と広島県から選りす

ぐりの団体が技を競う夏の

恒例イベントです。

陰陽選抜
　　神楽競演大会

10
紅そばは可愛らしいピンク

の花が咲き、田園一帯に咲

き広がります。

さじき紅そば
　　　　　花見会

11
地元の野菜や加工品、物産

など吉賀町の味覚が勢ぞろ

いするイベントです。２会

場で行われます。

きん祭みん祭
　　　農業文化祭

農家直送の旬の野菜や加工品を取り扱

う、道の駅です。オリジナル商品のみ

りんや梅酒が人気です。

道の駅
　むいかいち温泉

島根県鹿足郡吉賀町有飯 225-2　℡ 0856-77-3040
営業時間 8：30 ～ 17：30　定休日 毎月第 2水曜日

安心・安全をモットーに独自の栽培基

準で育てた野菜や米を販売をしていま

す。食事処も併設しています。

道の駅
　　かきのきむら

島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木 500-1　℡ 0856-79-8024
営業時間 9：00 ～ 18：00

道の駅 ・温泉

鉄分の含有量が多く、茶褐色のお湯が

特徴の源泉かけ流し温泉です。食堂も

併設し湯上りに食事も楽しめます。

かきのき温泉
　　　はとの湯荘

島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木 81　℡ 0856-79-2150
営業時間 10：00 ～ 21：00　定休日 毎週水曜日

♨

四季折々の花を常設する花屋さん。併

設して吉賀町の産品直売所もありま

す。手芸品や工芸品が充実しています。

仙人の掌

島根県鹿足郡吉賀町七日市 498　℡ 0856-78-1187
営業時間 8：30 ～ 17：30

吉賀野外音楽
　フェスティバル

８
地域の若者が立ち上げた新

しいイベントです。音楽を

通じて帰省者が集える場を

つくっています。
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長瀬峡
川床の大岩を流れる天然の滑

り台があります。山奥から流

れるため夏場でも体が震える

ほど冷たい水温です。

安蔵寺山
吉賀町、津和野町、益田市に

わたって雄大な山容をくりひ

ろげる標高 1,263m の島根県

第一の高峰です。

平栃の滝
５つの滝を結ぶ遊歩道を中心とした森林

公園。のんびりと森林浴が満喫できマイ

ナスイオンを感じる事ができます。

水源会館
　　水源公園
高津川の源で樹齢 1,000 年以

上といわれる一本杉があり、

水源会館は地域の歴史的な解

説や民俗資料があります。

深谷大橋
深谷渓谷にかかるアーチ橋で

延長 99.5m、水面からの高さ

約 80m あり、足がすくむほど

の高さがあります。

コウヤマキ
　ギャラリー
休憩コーナーや展示室、研修

室があり、付近の山にはコウ

ヤマキの自生林があります。

観察会も行っています。

大井谷棚田

椛谷渓谷
春は新緑、秋は色鮮やかな紅

葉、冬は雪化粧と四季を通じ

て自然の色彩を感じられる

ビュースポットです。

自然 ・観光

澄川喜一記念公園
　　　　彫刻の道
吉賀町出身で芸術家の澄川喜一氏

と親交の深い宇部市と連携し、彫

刻ロードを整備。多彩な作品から

お気に入りを見つけてみては。

吉賀町文化財
　旧道面家住宅
石見地方の農家の特徴を残し

た建物で、国の重要文化財に

指定されている。

吉賀町文化財
　　亀田の水穴
水田に必要な水をひくため、

手掘りでくり貫かれた灌漑用

の用水トンネル。

歴史 ・文化

施設詳細：トイレ・案内板

みろく公園
大きさ、姿や花の美しさで近隣に聞こ

えた名木で樹齢 300 年のしだれ桜。町

指定天然記念物に指定しています。

吉賀町文化財
愛宕神社の社叢
樹齢千年といわれる大杉や、

島根県名樹百選に選ばれてい

るケンポ梨と大栃の大樹が生

い茂っています。

施設詳細：トイレ・自動販売機・案内板

ポケットパーク
　　　　正国公園
国道 187 号線沿いにある、休憩所です。

広場に遊具施設、春には桜満開の公園

があります。トイレ併設しています。

室町時代～江戸時代にかけて作

れらた棚田が今も健在。オー

ナー制度やトラスト制度を行い

都市交流を行っています。



　　吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金6

施設概要：島根県鹿足郡吉賀町真田 1121 番地 2

　　　　　真田グラウンドよしかみらい

　　　　　　ロングパイル人工芝（111.0m × 74.0m）

　　　　　　クラブハウス（トイレ・シャワールーム）

　　　　　　管理　吉賀町教育委員会（0856-77-1285）

　　　　　交流研修センター

　　　　　　研修室、料理室、研修宿泊室

　　　　　　管理　吉賀町企画課（0856-77-1437）

施設使用料：グラウンド　全面 2,000 円 /1 時間

　　　　　　　　　　　　半面 1,000 円 /1 時間

　　　　　　　　　　　　1/4 面 500 円 /1 時間

　　　　　　ミーティングルーム　200 円 /1 時間

　　　　　　交流センター　研修室 4時間内 4,770 円

　　　　　　4～ 8時間 9,530 円 8 時間以上 14,290 円　

　　　　　　調理室 4時間内 960 円

　　　　　　（超過 1時間ごと加算 240 円）

　　　　　　研修宿泊室 1,910 円（日額 /人泊）

真田グラウンドよしかみらい
交流研修センター

スポーツ施設

施設概要：島根県鹿足郡吉賀町立戸 154

　　　　　野球場

　　　　　グラウンドゴルフ

　　　　　パットゴルフ

　　　　　テニスコート（６面）

　　　　　トレーニングルーム

　　　　　管理棟（0856-77-1333）

　　　　　

施設使用料：野球場　2,000 円 /2 時間まで

　　　　　　（超過 1時間ごと加算 1,050 円）

　　　　　　グラウンドゴルフ 290 円 /1 人半日

　　　　　　テニスコート　１面 670 円 /1 時間

　　　　　　トレーニングルーム 200 円 /1 人 1 時間

　　　　　　夜間照明　野球場　2,860 円 /30 分

　　　　　　　　　　　テニス　290 円 /1 面 1 時間

吉賀町スポーツ公園

施設概要：島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原 969

　　　　　ゲートボール場

　　　　　テニスコート

　　　　　多目的運動広場

　　　　　芝広場・森林公園・親水公園

　　　　　ゴルフ場（打ちっぱなし）

　　　　　管理棟

施設使用料：ゲートボール場 480 円 /1 面 1 時間

　　　　　　テニスコート 480 円 /1 面 1 時間

　　　　　　多目的運動広場 990 円 /2 時間まで

　　　　　　（超過 1時間ごと加算 290 円）

　　　　　　ゴルフ場 5円 /1 球

大野原運動交流広場

掲載している使用料に別途消費税等かかります。詳しくはお問い合わせください。
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施設概要：島根県鹿足郡吉賀町蔵木 60-2

　　　　　公益社団法人日本グラウンドゴルフ協会

　　　　　認定コース

　　　　　８ホール×２コース　天然芝

　　　　　管理棟（0856-77-0633）

　　　　　トイレ

施設使用料：一般 400 円 / 日　8,000 円 / 年

　　　　　　高校以下 100 円 / 日　1,000 円 / 年

　　　　　　用具貸出 100 円 /1 人 1 回

施設概要：島根県鹿足郡吉賀町六日市 648

　　　　　アリーナ

　　　　　舞台

　　　　　会議室

　　　　　トイレ

　　　　　管理　吉賀町教育委員会（0856-77-1285）

施設使用料：アリーナ全面 1,150 円　半面 580 円

　　　　　　舞台 290 円　音響・調光装置 960 円

　　　　　　会議室 290 円

　　　　　　冷暖房（アリーナ 1,290 円）（その他 200 円）

　　　　　　照明設備（全面 480 円）（半面 240 円）

　　　　　　（半面以下 120 円）（舞台 200 円）

　　　　　　（その他 200 円）（全灯 960 円）

　　　　　　※料金は 1時間当たりの使用料です。

吉賀町民六日市体育館

施設概要：島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木 682-1

　　　　　アリーナ

　　　　　舞台

　　　　　会議室

　　　　　トイレ

　　　　　管理　吉賀町教育委員会（0856-77-1285）

施設使用料：アリーナ全面 1,150 円　半面 580 円

　　　　　　舞台 290 円　音響・調光装置 960 円

　　　　　　会議室 290 円

　　　　　　冷暖房（アリーナ 2,060 円）（その他 200 円）

　　　　　　照明設備（舞台 200 円）

　　　　　　（スイッチ 1個 100 円）（全灯 960 円）

　　　　　　※料金は 1時間当たりの使用料です。

吉賀町民柿木体育館

蔵木グラウンドゴルフ場
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宿泊施設

ホテルのぶくに 住所：島根県鹿足郡吉賀町六日市 786-1

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約３分

最大受入人数：２０名

部屋：シングル１０室（１０名）

　　　ツイン３室（６名）

　　　ダブル２室（４名）

館内設備：駐車場普通車７台※バス２台

　　　　　※ホテルより離れています。

☎０８５６－７７－３０２７
お問い合わせはこちらから

山に囲まれた空気のきれいな所で個室にてゆっくりお休み頂

けます。ビジネスホテルならではの個室を御準備してお待ち

しています。

民宿　岡崎屋 住所：島根県鹿足郡吉賀町六日市 673

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約５分

最大受入人数：１５名※要相談

部屋：和室８畳２室

　　　和室７．５畳１室

館内設備：家族風呂　無線インターネット完備

　　　　　駐車場普通車６台バス１台

☎０８５６－７７－００９２
お問い合わせはこちらから

みろく公園の付近にある民宿岡崎屋。家庭的な雰囲気で、田

舎の親戚の家に来たような気分でリラックスした気持ちで過

ごせます。

むいかいち温泉ゆらら 住所：島根県鹿足郡吉賀町有飯 238-2

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約３分

ホームページ：http://yurara2000.com

最大受入人数：５６名

部屋：和室９畳（４名）８室

　　　洋室ツイン（３名）８室

館内設備：露天風呂 天然温泉 大浴場 宴会場　

　　　　　室内プール　クレジットカード対応 

　　　　　駐車場普通車１２０台バス５台

☎０８５６－７７－３００１
お問い合わせはこちらから

♨
山陰の豊かな自然に育まれた旬な食材や地元野菜を使った料

理の数々をご堪能ください。豊富な湧き出し量の温泉は大浴

場、露天風呂、屋内プールにも使用しています。温泉と一年

中楽しめる温泉プールで心と体をリフレッシュしてくださ

い。

はらだや旅館 住所：島根県鹿足郡 1吉賀町柿木村柿木 292

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約２５分

最大受入人数：３０名※要相談

部屋：和室６畳５室

　　　和室８畳１室

　　　和室３畳１室

館内設備：家族風呂　宴会場

　　　　　無線インターネット完備

　　　　　駐車場普通車６台バス２台

☎０８５６－７９－２００５
お問い合わせはこちらから

清流高津川河畔にある宿で安全な場所での川遊びが楽しめま

す。ぬれたままで食事をしてもらえる【縁側かふぇ】があり

ます。夏休みお子様と日帰りでもお泊りでもお越しください。

すぐ近くにはとの湯温泉があります。
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☎０８５６－７７－１４９４
お問い合わせはこちらから

　高尻川がすぐ目の前にあり、川のせせらぎを

感じられるログハウスです。家族や仲間とＢＢ

Ｑや花火を楽しんではいかがですか。

住所：島根県鹿足郡吉賀町下高尻

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約２０分

最大受入人数：２５名※要相談

部屋：ケビン２棟、管理棟１棟

館内設備：シャワー　駐車場普通車１０台

　自然の中でのびのび生活できる宿泊施設です。ロ

グハウスで自炊をしていただき、家族、友人と人間

関係を深めてください。

　それぞれの特色ある施設を満喫してみてくださ

い。

高尻川リバーサイド
　　　　　　　ログハウス村

　安蔵寺山の麓にひっそりと佇むログハウスが

あります。夏場も清々しい風が通り避暑地とし

て好評です。冬場は閉館しています。

住所：島根県鹿足郡吉賀町上高尻

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約２５分

最大受入人数：２０名※要相談

部屋：ケビン５棟

館内設備：シャワー　駐車場普通車１０台

安蔵寺山麓
　　　ゴギの郷ログハウス村

木部谷温泉　松乃湯 住所：島根県鹿足郡吉賀町柿木村木部谷 529

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約２０分

最大受入人数：３０名※要相談

部屋：和室８畳４室

　　　和室６畳２室

館内設備：天然温泉　大浴場　宴会場

　　　　　駐車場普通車１０台バス２台

☎０８５６－７９－２６１７
お問い合わせはこちらから

♨

利用に際して

●３施設とも㈱サンエムが管理をしています。

　予約、お問い合わせは下記連絡先へお願いします。

●食事は自炊となっています。（要相談）

　各自で食材調達をお願いします。

●３施設とも、宿泊費用が 4,000 円を下回るため、

　補助金は半額助成となります。

　（補助金は宿泊費に係る部分のみ対応です。）

源泉は数少ない間歇泉であり炭酸ガスの圧力でふきあげま

す。吹き出た泉水は無色透明で空気にふれたり熱を加えると

茶褐色になります。食事は地元産野菜をふんだんに使いすべ

て手作り料理です。お客様にも大変喜ばれています。

なつめの里交流館
　旧校舎を宿泊施設へリニューアルした交流施

設です。体育館など校舎だった頃の面影もあり

昔懐かしい佇まいで利用者を歓迎します。

住所：島根県鹿足郡吉賀町蓼野

アクセス：六日市ＩＣを降りて車で約２５分

最大受入人数：１５名※要相談

部屋：和室６畳１室　８畳１室

館内設備：風呂　炊事場　

　　　　　駐車場普通車６台
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六日市病院

松浦内科胃腸科

小笠原医院

栗栖医院

おがさわら歯科

こうの歯科

益田赤十字病院

吉賀町六日市 368-4

吉賀町六日市 795

吉賀町柿木村柿木 640-13

吉賀町柿木村柿木 312-1

吉賀町六日市 411-3

吉賀町七日市 478-1

益田市乙吉町イ 103-1

０８５６-７７-１５８１

０８５６-７７-０１１１

０８５６-７９-２０１２

０８５６-７９-２００６

０８５６-７７-３０５２

０８５６-７８-２０３３

０８５６-２２-１４８０

※休日診療所は別に定めています。詳しくは吉賀町役場へお問い合わせください。

医療機関

吉賀町教育委員会 吉賀町六日市 750 ０８５６-７７-００４０

スポーツ施設に関するお問い合わせ

吉賀町観光協会 吉賀町広石 562 ０８５６-７７-１２５５

観光に関するお問い合わせ

吉賀町企画課 吉賀町六日市 750 ０８５６-７７-１４３７

吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金に関するお問い合わせ

掲載している内容は平成28年4月1日現在の情報です。詳しくは各施設へお問い合わせください。

インフォメーション

吉賀町
よし か ちょう

Yoshika Town

〒６９９－５５１３　島根県鹿足郡吉賀町六日市７５０番地

Ｔｅｌ　０８５６－７７－１１１１

Ｆａｘ　０８５６－７７－１８９１

ホームページアドレス　http://www.town.yoshika.lg.jp

吉賀町 検索


