
1  対 象 団 体
以下のいずれにも該当する団体

（1）

（2）

（3）
（4）

2  対 象 合 宿
（1）

（2）

3  対   象   者
（1）

（2） 指導者（部長、監督、コーチ等）については3人まで

4  対 象 経 費
（1） 宿泊費（宿泊単価が、1人1泊４,０００円以上のもの）
（2）

5  補助金の額

　宿泊単価が、1人1泊４,０００円未満の場合でも、施設使用料は補助対象となります。

　（※）宿泊は、旅館業法第3条第1項の許可を受けた市内の宿泊施設又は国立青少年教育振興機構が運営する青少年のための研修施設に限る。

6  申請書の様式

栗原市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。http://www.kuriharacity.jp/

（ホーム ▶ くらしの情報 ▶ 子育て・教育・スポーツ ▶栗原市スポーツ・文化合宿支援事業補助金）

　〇申請から補助金受領までの流れ

▶ ▶ ▶ ▶ ▶

※人数変更や中止の場合は、変更等承認申請を提出願います。

ガンバレ！栗原市スポーツ・文化合宿支援事業補助金

市内の社会体育施設並びに社会教育施設を利用し、かつ市内の宿泊施設に連続して２泊以上宿泊する場合。

補助項目

宿泊費

施設使用料（裏面の対象施設の使用料に限る）

当該年度の３月３１日までに終了するもの。

　栗原市では、スポーツ活動や文化活動の振興、地域の活性化を図ることを目的に、市内の宿泊施設に宿泊
してスポーツ・文化活動の合宿を行う市外の団体に、宿泊数に応じた宿泊費等の補助金を交付します。

　　（大会やイベント参加に係る宿泊及びその前日泊を除く）

市外に所在する団体

政治的活動、宗教的活動、営利を目的とする活動を行う団体ではない。
他の公共的団体から同合宿に対する助成を受けていない。

スポーツ活動又は文化活動を行う団体
（ア）小・中学校、高等学校、特別支援学校及び大学等の児童・生徒又は学生で構成された団体
（イ ）学校や公共的団体により登録・認可等を受けている団体

児童・生徒及び学生

施設使用料

裏面の対象施設を
参照ください（※）

備    考

申請書類提出 実績報告書提出 審査・額決定審査・交付決定 合 宿 実 施

補助金額

2,000円／1人／1泊

２分の１
（千円未満切捨て）

限度額（１回あたり）

合算して
20万円まで

14日以内　

TEL：0228-42-3514　FAX：0228-42-3518　E-mail：shakaikyoiku@kuriharacity.jp

栗原市教育部社会教育課　〒989-5171　宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地

14日前まで

 補助金受領
（口座振込）



№ 収容（人）

1 栗原市築館薬師４丁目８－１７ 0228-22-3269 20

2 栗原市築館薬師４丁目１１－２１ 0228-22-8888 29

3 栗原市築館字下宮野町下１８ 0228-22-4155 35

4 栗原市築館宮野中央１丁目３－４ 0228-22-6111 33

5 栗原市築館伊豆２丁目５－３９ 0228-22-2053 23

6 栗原市若柳有賀字峯６ 0228-32-5857 12

7 栗原市若柳字川南南町４１ 0228-35-3080 25

8 栗原市若柳字川南南町４０ 0228-32-2303 9

9 栗原市若柳字川南南大通１４－１５ 0228-32-3342 20

10 栗原市若柳字川南堤通２４－３ 0228-32-7411 35

11 栗原市若柳字上畑岡鵜経沢６１－１ 0228-33-2831 47

12 栗原市栗駒中野沼尻前４６－２ 0228-45-1273 8

13 栗原市栗駒沼倉耕英南３６－３ 0228-46-2280 14

14 栗原市栗駒沼倉耕英東９５－２ 0228-46-2036 30

15 栗原市栗駒沼倉耕英東５０－１ 0228-43-4100 136

16 栗原市栗駒沼倉耕英中５７－１ 0228-46-2626 5

17 栗原市栗駒岩ケ崎六日町３５ 0228-45-2035 17

18 栗原市栗駒岩ケ崎茂庭町３１ 0228-45-1137 10

19 栗原市栗駒岩ケ崎町後３－１ 0228-45-1138 16

20 栗原市高清水蟹沢尻１２－１３ 0228-58-2511 20

21 栗原市一迫字川口中町２６ 0228-54-2825 20

22 栗原市瀬峰下田９７－５ 0228-38-2013 10

23 栗原市鶯沢南郷北沢向４ 0228-55-2003 15

24 栗原市金成有壁上原前２－８ 0228-44-2007 15

25 栗原市金成上冨田８ 0228-42-2194 5

26 栗原市金成小迫高見山７－１ 0228-42-2201 10

27 栗原市志波姫新熊谷２７９－２ 0228-23-8866 56

28 栗原市花山字本沢沼山６１－１ 0228-56-2311 400

29 栗原市花山字本沢岳山１－１１ 090-8925-0204 35

30 栗原市花山字本沢温湯８－１ 0228-56-2040 84

31 栗原市花山字本沢温湯１５－１ 0228-56-2040 100

32 栗原市花山字本沢稲干場２－１ 0228-56-2101 48

● 体育館等 ● 陸上競技場 ● 多目的グラウンド
若柳総合体育館 （トレーニングルーム含む） 築館陸上競技場 築館多目的競技場
栗駒総合体育館 （トレーニングルーム含む） サン・スポーツランド栗駒 瀬峰総合運動場
築館B＆G海洋センター体育館 金成多目的広場
築館体育センター ● 野球場等 一迫多目的広場コート
高清水体育センター 築館野球場 一迫多目的広場グラウンド
瀬峰トレーニングセンター 栗駒野球場 一迫多目的広場研修棟
金成体育センター 若柳野球場
鶯沢体育館 高清水野球場 ● プール
細倉体育館 一迫野球場 築館B＆G海洋センタープール
志波姫体育センター 金成野球場（多目的広場含む） 栗駒総合体育館プール

● テニスコート ● 武道館等 ● ゲートボール場
築館テニスコート 高清水武道館 一迫ふれあい交流館（屋内）
一迫テニスコート 栗駒武道館 築館多目的競技場
有賀運動公園テニスコート 瀬峰柔剣道場
瀬峰総合運動場テニスコート 若柳総合体育館弓道場 ● パークゴルフ場
高清水体育センター 瀬峰総合運動場相撲場 小田ダム湖畔パークゴルフ場
栗駒野球場テニスコート
伊豆沼交流センターテニスコート

● 文化施設 ● 公民館 ● 研修施設
栗原文化会館（築館公民館） 若柳公民館 細倉公民館 伊豆沼交流センター（宿泊可）
若柳総合文化センター 有賀公民館 金成公民館 一迫多目的広場研修棟
一迫ふれあいホール 畑岡公民館 萩野公民館
けやき会館 大岡公民館 津久毛公民館

一迫公民館 志波姫公民館
● 生涯学習センター 瀬峰公民館 花山公民館

高清水生涯学習館（高清水公民館） 鶯沢公民館
金成生涯学習センター（沢辺公民館） 北郷公民館

栗原市花山青少年旅行村

佐藤旅舘

ファームインかわせみ

グループホーム新まりやの家

ホテルエポカ

国立花山青少年自然の家

湯浜温泉三浦旅館

宿泊施設名（順不同） 所在地 電話番号

温湯温泉佐藤旅館

花山温泉温湯山荘

岡本旅館

旅館いづみ荘

氏家旅館

佐竹旅館

くりこま森の宿風乃彩

新湯温泉くりこま荘

ハイルザーム栗駒・コテージぶなの森

くりこま高原自然学校

アートインすがわら

市内宿泊施設（令和３年４月２２日現在）

市内社会体育施設・社会教育施設（令和３年４月２２日現在）

伊豆沼交流センター（伊豆沼ウエットランド交流館）

すずはる旅館

ビジネスホテル築館

ホテルグランドプラザ浦島

シティホテルくりはら

ビジネスホテル志ばたや

農家民宿有賀の里たかまった

ビジネスホテル＆パンション若柳

阿部旅館

中田旅館

アネックスホテルアベ

旅荘　栗原

山口旅館

常盤屋旅館


