
※その他、施設使用料の減額や特産品の贈呈を行っている市町村もあります。また、合宿期間中に観光施設や観光体験の利用補助を行っている市町村もあります。　※上記の助成制度については、令和4年3月時点の内容であり、変更等がある場合もありますので、詳細は県・市町村にお問い合わせください。

合宿助成制度の紹介 （令和3年度末現在）

団体数実人数（人）延べ人数（人）

令和２年度
令和元年度

383
2,168

7,257
37,047

45,945
160,572

団体数実人数（人）延べ人数（人）

令和3年春（1～3月）
令和2年春（1～3月）

223
302

4,609
5,964

32,344
44,196

かごしまのスポーツキャンプ・合宿情報アラカルト
鹿児島県では、スポーツキャンプ・合宿等について誘致から歓迎まで一体となった取組を行っています。
鹿児島県でスポーツキャンプ・合宿等を検討される際は、気軽にご連絡ください。
希望する条件に合った合宿地を提案させていただきます。

鹿児島県のスポーツキャンプ・
合宿受入体制の紹介

③施設の提案
検索結果について回答いたします。
※現地視察が必要な場合のお手伝いもしています。

スポーツキャンプ対策
●県連絡会事務局　●地域連絡会事務局 ●各市町村担当窓口へ

④合宿の予約
検索結果から希望する合宿
施設をご予約いただきます。

①合宿の照会
●競技名 ●合宿希望時期
●人数 ●施設に求める条件など
スポーツキャンプ対策
●県連絡会事務局

②県内全域で検索
地域連絡会事務局を通じ、
県下全域で検索します。
スポーツキャンプ対策
●地域連絡会事務局

スポーツキャンプ対策県連絡会

地域連絡会事務局
（各地域振興局・支庁）

事務局（県スポーツ振興課）

 

＜各市町村や既存組織と連携しています＞

大隅地域連絡会

●鹿屋市・志布志市・大崎町・錦江町・
　南大隅町・肝付町／合宿助成制度あり

（大隅エリア）

 （TEL.0993-53-2111 観光交流課内)

南薩地域連絡会
●南さつま市／スポーツ観光推進協議会

●指宿市／スポーツコミッションいぶすき（SCI） 
 （TEL.0993-23-1014 国体・スポーツコンベンション推進室内)

（南薩摩エリア）

 
 

●奄美市／奄美スポーツアイランド協会
 （TEL.0997-52-1111　スポーツ推進課内)
●徳之島町／徳之島スポーツアイランド推進協会
 （TEL.0997-82-2904　社会教育課内）

大島地域連絡会（奄美群島エリア）

姶良・伊佐地域連絡会

●霧島市／霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会
 （TEL.0995-64-0895 観光PR課内）

（霧島・姶良エリア）

 
●
 

●薩摩川内市／合宿助成制度あり
さつま町／コンベンションタウンさつま推進協議会
（TEL.0996-53-1111 商工観光PR課内）

北薩地域連絡会（北薩摩エリア）

　

熊毛地域連絡会

●西之表市／合宿助成制度あり
（種子屋久エリア）（公財）鹿児島県スポーツ協会

（一社）鹿児島県サッカー協会
鹿児島県野球連盟
鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合
（公社）鹿児島県バス協会
鹿児島県旅客船協会
（公財）鹿児島観光コンベンション協会
（公社）鹿児島県観光連盟
教育庁保健体育課

•
•
•
•
•
•
•
•
•

鹿児島地域連絡会

●鹿児島市・いちき串木野市／合宿助成制度あり
●日置市／日置市施設利用促進協会

（中薩摩・三島十島エリア）

助成の内容 (1人1泊当たり）県・市町村 助成制度 条件 限度額 お問い合わせ先

奄美市

宇検村

奄美大島本島内

肝付町

南大隅町

錦江町

大崎町

志布志市

志布志市

鹿屋市

霧島市

出水市

阿久根市

薩摩川内市

指宿市

南さつま市

日置市

鹿児島市

1,000円

宿泊数に応じて設定
鹿児島空港からの
バス・レンタカーの追加加算

1,000円 ･ 500円

１，０００円
20,000円

１，０００円

１，０００円

１，０００円

１，０００円

１，０００円

１，０００円

１，０００円

20万円

30万円

20万円

20万円

20万円

10万円

 

20万円・10万円

20万円

2万円

20万円

20万円

20万円

20万円

20万円

20万円

50万円

20万円

10万円

学生スポーツ・ゼミ合宿助成金

合宿等誘致推進補助金

文化・スポーツ合宿誘致補助金

宇検村合宿等誘致補助

合宿等誘致推進補助金

大崎町スポーツ合宿等奨励金

スポーツ合宿等誘致奨励金

さんふらわあ助成金

スポーツ合宿等誘致推進奨励金

スポーツ合宿奨励金制度

合宿等誘致推進補助金

合宿等誘致推進補助金

スポーツ合宿報奨金

スポーツ合宿奨励金

合宿等誘致促進補助金

合宿及び大会誘致推進補助金
中薩

南薩

北薩

姶良
伊佐

大隅

大島

県全域

熊毛

※バス借り上げ料助成（条件あり）

（ （

大学生

大学生
以上

1団体あたり

宿泊数に応じて設定

（ただし公共宿泊施設利用の場合は500円）

※交通費補助及び体験型活動助成有り

（但し公共宿泊施設の場合は500円）

高校生以下

1,000円 ･ 500円
往復利用で 片道利用で

大学生 高校生以下

延べ宿泊数が50泊以上
（連続2日間以上宿泊）
5人以上の合宿を対象
（連続2日間以上宿泊）
延べ宿泊数が20泊以上
（連続2日間以上宿泊）
２泊以上かつ連続する延べ宿泊数３０泊以上
市内の宿泊所を利用する市外の団体又は個人

●合宿が町内の施設
●宿泊延べ人数が
　20人を超える。
●対象は中学生以上
●対象は県内外スポーツ団体（プロ含む）
●延べ宿泊数10泊以上 ●県内のスポーツ・宿泊施設を利用
●スポーツ大会への参加目的は除く など

●助成を受ける場合は
　事前申請が必要
●宿泊料等が無料の
　場合を除く

延べ宿泊数が50泊以上

延べ宿泊数が20泊以上

延べ宿泊数が30泊以上
（連続2日間以上宿泊）

学生チームを対象とする延べ宿泊数が
20泊以上（連続２日間以上宿泊）

延べ宿泊数が10泊以上

延べ宿泊数が20泊以上

延べ宿泊人数20人以上

延べ宿泊人数20人以上

大会を伴う合宿は不可

生徒または学生にて構成される運動部及び
文化部で奨励金対象宿泊施設へ宿泊すること。
大学：3連泊 (30泊 ) 以上
中高：2連泊 (20泊 ) 以上
※（フェリーさんふらわあ利用で条件変更有）
※交通費助成有

町内の宿泊施設に連続２日以上で，
かつ，延べ宿泊数20泊以上　他

さんふらわあ（志布志・大阪航路）に
乗船する10人以上の団体

延べ宿泊数が30泊以上
（連続2日間以上宿泊）

高校及び大学の団体。または宿泊日数
が連続2日間以上でかつ延べ宿泊数が
20泊以上もしくは宿泊日数が1日間の
みで宿泊人数が30人以上

あまみ大島観光物産連盟

あまみ大島観光物産連盟

産業創出課

観光課

観光交流課

企画調整課

志布志市スポーツ団体誘致推進協会

市民スポーツ課

観光 PR課

商工振興課

スポーツ推進課

スポーツ課

国体・スポーツコンベンション推進室

観光交流課

商工観光課

スポーツ課

☎0997-53-3240
宇検村企画観光課
☎0997-67-2211

鹿児島県スポーツ振興課
☎099-286-3010

☎0997-53-3240

社会体育係
☎0997-24-2226

☎0994-67-2116

☎0994-24-3115

☎0994-25-2511

☎099-476-1111

☎099-472-8028

さんふらわあ志布志航路利用促進協議会
☎99-472-1111

☎0994-31-1139

☎0995-64-0895

☎0996-63-4777

☎0996-73-4649

☎0996-23-5111

☎0993-23-1014

☎0993-53-2111

☎099-248-9409

☎099-808-7504

1,000円

１，０００円／1人

人数は
問わない

1,000円 高校生
以下 700円

公共宿泊施設：　５００円
民間宿泊施設：　２，０００円

２０人泊で１０万円
２０人泊以上は１人泊ごとに×１，０００円

有料施設：　１，０００円
公共施設：　 ５００円

２０名まで　５，０００円
２１名から　１，０００円

２人以上の団体で町内の
宿泊施設に連続３泊以上の宿泊

1団体当たり
6万円を上限

公共宿泊施設：10万円
民間宿泊施設：50万円

小学生～大学生 社会人
（高等専門学校，専修学校含む）

奄美満喫ツアー助成事業
（対象：学生スポーツ・ゼミ合宿）

スポーツ・文化合宿誘
致助成事業

スポーツ合宿inかごしま促進事業

中種子町

徳之島町

鹿児島県

スポーツ・芸術文化合宿
奨励金等支給事業

スポーツ合宿等誘致推進事業補助金

☎0997-82-2904
徳之島スポーツアイランド推進協会（社会教育課内）

20万円 4万円

鹿児島県スポーツ振興課スポーツツーリズム係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1　TEL.099-286-3010
［メールアドレス］ t-sports@pref.kagoshima.lg.jp

お問い合わせ

鹿児島県の
スポーツキャンプ・合宿実績の紹介

●鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会
鹿児島市真砂町71-８
☎０９９-２５９-６８９５　FAX ０９９-２５９-６８９５

●公益社団法人　日本パークゴルフ協会
北海道中川郡幕別町宝町53-1
☎ 0155-54-2260　FAX 0155-54-2204

☎0993-22-2111
指宿市東方8978

11

☎0996-38-0170
薩摩川内市樋脇町市比野2233

22

☎0993-23-4111
指宿市十二町4320

33

☎0994-42-3222
鹿屋市田崎町450

44

☎0997-58-3166
大島郡大和村名音字深山塔1476

55

☎0997-63-1111
奄美市笠利町大字須野682

66

☎0996-73-3777
阿久根市西目6812-439

77

☎0997-63-2515
奄美市笠利町用安字ナン田650

88

☎0997-24-3611
西之表市西之表1884-1

99

☎0996-37-3877
薩摩川内市樋脇町塔之原8658-3

1010

☎0986-76-8337
曽於市末吉町二之方2340

1111

☎0996-32-8118
いちき串木野市生福9871-92

☎0997-97-4350
大島郡与論町麦屋字風花1315-2

☎0995-26-4709
伊佐市菱刈川北2331

☎0995-56-3786
霧島市福山町福山6268-52

☎099-238-4650
鹿児島市犬迫町825

11

22

33

44

55

※1コースは8ホールです。

（（公社）日本グラウンド・ゴルフ協会認定コース）
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アスレティックトレーナー（AT）をスポーツ合宿に派遣します！
アスレティック
リハビリテーション

ケガの応急処置
病院受診

トレーニング後の
ケア

鹿児島県でスポーツ合宿を行う、スポーツ団体に対し、
鹿児島県アスレティックトレーナー協議会が要望や実情に応じ、トレーナーをご紹介します！

スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもとに、競技選手の健康管理、障害予防、
スポーツ外傷・障害の救急処置、リハビリテーション及びトレーニング、コンディショニングなどを担当します。

テーピング指導
コンディショニング指導

トレーナー派遣の流れ

派 遣

合宿終了後、費用の請求
※担当トレーナー等対応

鹿児島県スポーツ協会へ相談
℡.099-255-0146

※派遣に係る費用（報酬含）についても調整

競技、日程、場所等により
派遣するトレーナーを決定

※申請団体と詳細確認

鹿児島県スポーツ協会から
鹿児島県アスレティックトレーナー
協議会事務局へ連絡

鹿児島県内の
アスレティック
トレーナー ※それぞれが専門競技を有しており、日常的に競技団体との連携や団体への帯同を行なっています。

※理学療法士や柔道整復師、鍼灸師など、ダブルライセンスのATも所属しています。

●日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー…22名
うち鹿児島県アスレティックトレーナー協議会会員…12名

■アスレティックトレーナーの役割

派遣費用、報酬等については場所や時間帯によってことなりますので、個別にご相談ください。

（令和3年10月時点）
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