
地域交流事業の詳しい内容は、中面をご覧ください。

鳥 羽 市
伊勢志摩国立公園

鳥羽市は高校・大学生等の
スポーツ合宿を応援します！

宿泊費補助・地域交流費補助は、1団体1回あたり合わせて200,000円を上限額とします。

鳥羽市では、市内でスポーツ合宿を実施す
る高校・大学等の団体に対して宿泊費の補
助を行います。また、鳥羽市の魅力をより
知っていただくため、地域交流を行う団体
に対しても加算して交付します。

1人 1泊

1,000円

宿泊費補助

1人 1回

500円

地域交流費
補助

補助金制度および
地域交流事業のご案内

鳥羽市スポーツ観光推進事業

補助対象

補助要件

補助金額 補助金額

補助内容

補助要件

◦��市外から鳥羽市を訪れる高等学校以上の学生等で構成する
団体、もしくは一般団体。
◦�１回の合宿における延べ宿泊数（宿泊数×宿泊人数）が15
人泊以上であること。

◦��鳥羽市内に宿泊する合宿であること。
◦��国、県または他の地方公共団体等から合宿補助を受けてい
ないこと。
◦��その他、交付要綱に定めるもの。

※上記範囲内であれば、連泊も補助可能です。
※１団体につき１年度 1回とします。
※�鳥羽市内に宿泊し、市外運動施設を使用した場合も補助の対象
となります。

合宿プランのご相談
　鳥羽市観光協会（担当 / 山本）   ☎ 0599-25-3019
補助金申請について
　鳥羽市　観光課（担当 / 中村）   ☎ 0599-25-1155

〒 517-0022�三重県鳥羽市大明東町 1-7
営業時間：月～金�8:30 ～ 17:00�( 土･日･祝日･年末年始を除く )
TEL：0599-25-3019　　FAX：0599-25-6358
E-MAIL：sports@toba.gr.jp

Q�近隣市町のスポーツ施設も利用できますか？
A � �鳥羽市内に市民体育館や野球場、相撲場、武道館等があり
ますが、近隣市町の施設をご利用いただくことも可能です。

Q�宿泊施設やスポーツ施設の案内や予約はしてもらえますか？
A � �鳥羽市観光協会がご希望に沿った宿泊施設等をご案内さ
せていただきますので、ぜひお問い合わせください。なお、
予約についてはご利用者様各自でお願いします。

Q�申請は電子メールでも大丈夫ですか？
A � �メールでの申請受理はできません。既定の様式にご記
入・押印のうえ郵送してください。

Q�合宿終了後の申請は可能ですか？
A ��必ず合宿実施前の申請が必要となります。

※上記範囲内であれば、滞在期間中に１人２回まで補助可能です。
※１団体につき 1年度 1回とします。
※その他、詳細は申請時に確認を行います。

鳥羽市内に宿泊し、滞在期間中に鳥羽を知る取り組みとして
観光施設の見学や農水産業の体験、地元スポーツ少年団等と
の交流などを行った場合に追加補助を行います。

◦��鳥羽市内に宿泊する合宿期間中に行った活動であること。
◦��国、県または他の地方公共団体等から合宿補助を受けてい
ないこと。

◦��その他、交付要綱に定めるもの。

地域交流費補助宿泊費補助

1人 １泊
１団体あたり上限200,000円（地域交流費補助を含む）

1,000円 1人 １回
１団体あたり上限200,000円（宿泊費補助を含む）

500円

申請から補助金交付までの流れ

よくあるご質問

問い合わせ受付 申請受理 実績報告・内容確認 補助金交付鳥羽市

合宿日時の決定 申請書提出 合宿開催・実績報告 補助金受領

【提出する書類（開催２週間前まで）】
・補助金等交付申請書　・事業計画書
・収支予算書　　　　・参加者名簿
・代表者の身分証明書の写し�（運転免許証、学生証など）

【提出する書類（開催後1カ月以内に提出）】
・補助事業等実績報告書　・事業結果報告書
・収支決算書　　　　　　・合宿アンケート
・補助金等交付請求書（※振込先の通帳の写しを添付）
・地域交流活動成果報告書（※地域交流活動を行った場合）

合宿
団体

お問い合わせ 発 行 一般社団法人 鳥羽市観光協会

※補助金の関係書類は、10年間保存してください。　※補助金の予算がなくなり次第、申請受付は終了となります。



神聖な意味合いを
持った滝や河などの
水に打たれながら、
自身の俗なる穢れや、
神事に従事するために
心身を洗い清める滝行。
鳥羽の自然の力を感じな
がらリフレッシュできます。

場 �白滝大明神　 ¥ �2,000 円／人
営 ��10：00～ 17：00
※お申込み時にご希望の時間をお伝えください。
※営業時間外のご希望については応相談です。

伊勢志摩の自然や文化
を体験できるガイド付
ツアー。夏はシュノー
ケルや海ほたるツアー。
離島に行ったり、鳥羽の
まちを歩きながらつまみ
食いを楽しんだり。季節
の魅力を体感できます。

場 �海島遊民くらぶ　 ¥ �ツアー内容により異なります。
営 ��ツアー内容により異なります。

所要時間
約90分

所要時間
ツアーにより
異なります

座禅体験

滝行体験

エコツアー体験

鎌倉 5代執権�北条時頼が開基と伝えら
れている西明寺で、座禅体験ができます。
座禅で精神統一をした後は、お茶とお菓
子を味わいながら僧侶と人生相談などの
フリートークも楽しめます。

場 �西明寺　 ¥ �500 円／人
営 ��要相談

地元スポーツ少年団や地域住民との交流を対象とした
スポーツ教室・講習会の開催などを対象とします。
下記QRから、市内のスポーツ団体をご確認ください。

場 �鳥羽市近郊スポーツ施設

所要時間
約60分
（要相談）

スポーツ合宿にプラス！

魅力いっぱいの鳥羽で

　　  思い出を作ろう！地域交流事業

掲載した内容以外の地域交流事業につきましても、皆さまのご要望に応じて出来る限り柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

場 �場所　 ¥ �料金　営 ��営業時間

伊勢湾流域の流下ゴミは年間１万トン以上と言われ、その
半数が鳥羽市の海岸に漂着しています。清掃活動を通じて
伊勢湾のゴミ問題の現状を学びながら、安全にスポーツ合
宿での練習が行えるよう、環境美化運動にご参加ください。

場 �鳥羽市内の海岸・海水浴場　　

素足で走れる
海岸をつくろう

スポーツ交流体験
【有料観光施設】
◦対象観光施設のみとします。
◦�公園、飲食店、土産店は対象外となります。
◦�合宿の拠点となるスポーツ施設や会議室などの利
用は対象外となります。

【無料観光施設】
鳥羽市歴史文化ガイドセンターのガイドが案内を行う
場合などは対象となります。

地域交流観光施設について

環境保全
交流

スポーツ交流

地域体験交流

地域体験交流

地域体験交流

鳥羽水族館

日本で唯一飼育されているジュゴンのほか、ラッコ、スナメリ、イロ
ワケイルカなど多くの生きものに出会えます。また、毎日開催のアシ
カやセイウチショー、水族館の裏側を散策できる土日限定「うら側探
検隊」（要予約）も人気。
¥  【個人】大人 2,500 円／人　【団体（25人以上）】大人 2,250 円／人
営 ��9：00 ～ 17：00　※時期により異なります。
URL http://www.aquarium.co.jp

日本一の約1,200種類もの飼育種類数を誇る水族館！
ミキモト真珠島

御木本幸吉が世界で初めて真珠養殖に成功した島です。島内では、真珠の
魅力について詳しく学ぶことができるほか、買い物や食事も楽しめます。
ここでしか見ることができない白い磯着を着た海女の潜水実演は必見！
¥  【個人】大人1,500円／人、【団体（20人以上）】大人 1,200 円／人
　  【学生団体】高校生 700 円／人
営  8：30 ～ 17：00 ※時期により異なります。
URL http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp

鳥羽市立 海の博物館

日本建築学会賞や公共建築百選に選ばれた建物内に、海女や漁、木造
船など海に関する約6万点(内6879点が国指定重要有形民俗文化財)
の民俗資料が所蔵・展示されています。また土日祝日には、貝殻や海
藻を使ったクラフト体験も実施できます。
¥【個人】 大人（18歳以上）800 円／人、大学生以下 400円／人
　  【団体（20～ 99人）】大人（18 歳以上）720 円／人、大学生以下320 円／人
営  9：00 ～ 17：00　 URL http://www.umihaku.com

鳥羽マリンターミナルと真珠島 ･水族館前のりばから出航する遊覧船
で途中イルカ島へ寄港する、約 50分の遊覧コース。イルカ島では、
イルカやアシカのショーを見ることができます。風光明媚な鳥羽湾で
快適なクルーズをお楽しみください。
¥  【個人】大人（中学生以上）1,800 円／人 ※15人以上の場合は団体割引あり。
営  9：00 ～ 16：00　 URL  http://shima-marineleisure.com

鳥羽湾めぐりとイルカ島（志摩マリンレジャー）


