※太線の枠内のみ、記入してください。

様式第１号（第５条関係）

高原町お試し滞在宿泊施設利用助成券交付申請書
申請日：

年

月

日

※利用日の２週間前に申請してください。

高原町お試し滞在宿泊施設利用助成券の交付を受けたいので、高原町お試し滞在宿泊施
設利用助成券交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請をします。
申請者（利用代表者）
ふ り が な

氏

名

同行者氏名
※同行者１名まで
助成対象となります。
〒

－

住所及び連絡先電話番号
連絡先電話番号

利用日

年

月

レンタカー

（

日（

）～

年

月

日（

）

利用する

）
※（

泊

日）

利用しない

（燃料費はご負担下さい）

※いずれかに○をつけてください。

利用助成の目的

宿泊施設

助成対象活動
（対象となる活動に
○をつけてください。）

（希望施設に○印）

住居を探す活動

皇子原公園コテージ

仕事を探す活動

農家民泊

※活動終了の際には、活動報告書（様式
第３号）の提出ください。

各施設等の情報を収集する活動

※観光目的・農業体験目的のみの利用
は助成対象とはなりません。

その他、高原町への移住定住
を前提としての活動

(名称

)

※農家民泊の名称は、別紙一
覧

利用助成申請金額
皇
子
原
コ
テ
ー
ジ

・１人の場合

８，６００円＋６５０円－２，０００円

×

泊＝

円

※最大５泊までです。

・同行者がいる場合 ８，６００円＋（６５０円×２人）－４，０００円

×

※)同行者１名まで補助対象となります。
※)同行者が小学生未満の場合は６５０円→３２０円。

農

・１人の場合

○○

泊＝

円

※最大５泊までです。

円 － ３，０００円

×

家

泊＝

円

※最大２泊までです。

民

・同行者がいる場合 （

泊

※)同行者１名まで補助対象となります。
※)同行者が小学生未満の場合は利用料半額。

［備考］

○○

円×

課長

名）－６，０００円

×

泊＝
※最大２泊までです。

補佐

係長

担当

※収受印

円

高原町お試し滞在宿泊施設利用助成事業の概要
１． 事業対象期間
２． 利用負担額

各年度 ４月１日 ～ ３月３１日
施設名

皇子原コテージ

農家民泊

1人の場合 １泊あたり ２，０００円 （最大５泊） １泊あたり ３，０００円 （最大２泊）
２人の場合 １泊あたり ４，０００円 （最大５泊） １泊あたり ６，０００円 （最大２泊）
※１ レンタカーの利用も可（ただし、燃料費は自己負担）
※２ 高原町までの交通費は自己負担となります。
※３ お試し滞在の助成金は、最大2名様までとなります。3名様からは助成の対象
外となり、実費負担となります。
３． 利用助成対象者

本町へ移住定住を目的として、居住又は仕事を探す活動等を行う者で、宿泊施設
の利用が必要と認められる者
※ 観光目的・農業体験目的のみのご利用は対象外となります。

４． 対象宿泊施設

観 光 関 連 施 設
※

皇子原公園 コテージ施設（A棟）

自炊となりますが、町内外各所で買い物・食事等していただけます。

農家民泊対象施設
別紙一覧をご覧ください。
※ 原則として、１泊２食付で、チェックインは午後４時・チェックアウトは午前１０時です。
※ 食事は民泊農家での共同調理となり、農家さんと一緒に食事します。
なお、アルコールの持ち込みを希望される場合は事前にご相談ください。
※ 入浴は民泊農家のお風呂をご利用になれます。また、温泉施設のご案内も可能です。

５． 利用助成の流れ
内容

備考

① 利用者からの申請書提出（１４日前）
② 申請書受付簿へ必要事項記入
③

・様式第１号

書類審査
※施設の宿泊状況により調整が必要な場合あり
・利用者へ助成券交付

④

・課内決裁
送付書類

（決定後５日以内）
・申請書受付簿へ送付日記入

・様式第２号
・助成券かがみ
・パンフレット、地図、
ヒアリングシート等
・様式第３号

⑤ 利用者は助成券を宿泊施設受付に提出
⑥ 利用者は活動終了後、活動報告書を１４日以内に提出

・様式第３号

⑦ 月締めで、宿泊施設は利用料支払請求書を提出

・様式第４号

６． 問い合せ先
〒８８９－４４９２
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地
高原町役場 まちづくり推進課 地域創生戦略室 （担当：中別府・今塩屋）
TEL
E‐ｍａｉｌ

０９８４－４２－２１２８ FAX
machi@town.takaharu.lg.jp

０９８４－４２－４６２３

宿泊施設のご紹介
【観光施設】皇子原公園コテージ
山の麓にほど近い、大自然の中にある皇子原公園内の
宿泊施設です。敷地内にはバーベキューコーナーもあり
ますので、食材を買って楽しむこともできます。

【民泊】霧島展望の宿
霧島連山が一望できる広い敷地が特
徴です。霧島連山を望む田園では、小
清水米を栽培しています。敷地内には
畜舎もあり、牛の世話や子牛と直接ふ
れあえる楽しみもあります。

【民泊】Stone Hill Farm
（ｽﾄｰﾝ ﾋﾙ ﾌｧｰﾑ）
ゆったりとした空間の中に朝夕の搾乳
作業・農繁期の慌ただしい緊張感がコラ
ボします。言葉の壁など気にせず何でも
話しちゃう、ちょっと風変わりな家族で
す。搾りたての牛乳もお楽しみいただけ
ます。

【民泊】ねむの花咲く宿
野山を散策するのが大好きで、
小さな菜園畑で色々な野菜を作っ
ております。自然の中で育った野
菜をふんだんに使った料理が、我
が家のメニューです。

【民泊】つばきの里
つばきと櫓（やぐら）のシンボ
ルがあり、温泉施設が近くにあり
ます。
周囲は畑なので、星が綺麗に見
えます。その時期のとれたて野菜
や料理を楽しんでみませんか。

【民泊】ゆめや
高原から見る高千穂峰に魅せられて、大阪から移住し
てきました。家の部屋の窓からも、高千穂峰がきれいに
見えます。初めての農業ですが、地域の方々に助けても
らいながら楽しく日々を過ごしています。まだまだ農業
の経験は少ないですが、高千穂峰を望みながら高原の生
活を一緒に楽しみましょう。

高原町お試し滞在宿泊施設一覧
高原町お試し滞在宿泊施設利用助成券は以下の宿泊施設で利用できます。農業体験のみでのご利用は助成対象
外です。
宿泊施設のうち、農家民泊は普通の宿泊施設とは異なり、農家のお宅に泊まるというものです。時期によっては忙し
くて宿泊予約を受けられない場合もあります。 また、宿泊前にアレルギーの有無などを確認する「ヒアリングシート」を
ご提出いただく必要があります。 利用を希望する場合は、事前に下記問い合せ先までご相談ください。
『①皇子原公園コテージ』
観光施設プロフィール
高原町の狭野地区にあるキャンプ場公園です。高台にあるため眺めも良く、春は桜、秋 定員
は彼岸花が訪れた方の目を楽しませてくれます。コテージ内にはキッチンやバスも完備
されています。食事は自炊となりますが、管理事務所に簡易食堂（昼のみ営業）や売店
ペット
があります。

なし
なし

『②霧島展望の宿（きりしまてんぼうのやど）』
農家民泊プロフィール
この宿は霧島連山が一望できる場所にあり、広い敷地内に２棟の宿と牛の畜舎があり
ます。霧島山を望める田園では、ＢＭ小清水米を栽培しています。子牛と直接触れあう
のも楽しみです。

定員

１日１組 ４名

ペット

なし

『③ねむの花咲く宿（ねむのはなさくやど）』
農家民泊プロフィール
田畑の広がる静かなところにある宿です。野山を散策するのが大好きな私たちは、小さ 定員
な菜園畑で色々な野菜を作っています。自然で育った野菜たっぷりの野菜団子やジャー
ペット
マンポテト、地元産鶏肉のバーベキューが、我が家の食事メニューです。

１日１組 ６名
ネコ・ウグイス・鯉

『④つばきの里（つばきのさと）』
農家民泊プロフィール
庭先にはつばきと櫓（やぐら）のシンボルがあり、温泉にもほど近い宿です。霧島連山
のふもとにあり、周囲は畑なので夜はキレイな星が楽しめます。その時期の取れたて野
菜を味わう生活はいかがでしょうか？チキン南蛮、焼き鳥、ジャーマンポテトも自慢の一
品です。

定員

１日１組 ４名

ペット

なし

定員

１日１組 ４名

ペット

犬・猫

定員

１日１組 ４名

ペット

なし

『⑤Ｓｔｏｎｅ Ｈｉｌｌ Ｆａｒｍ（ストーンヒルファーム）』
農家民泊プロフィール
畑からお隣の小林市が見えるくらいの高地で酪農業を営んでいます。ゆったりとした空
間の中に朝夕の搾乳作業・農繁期の慌ただしい緊張感がコラボします。言葉の壁もへっ
ちゃらで何でもお話しちゃう、ちょっと風変わりな家族です。我が家で搾った牛乳もお楽し
みいただけます。
『⑥ゆめや』
農家民泊プロフィール
高原から見る高千穂峰に魅せられて、大阪から移住してきました。家の部屋の窓から
も、高千穂峰がきれいに見えます。初めての農業ですが、地域の方々に助けてもらいな
がら楽しく日々を過ごしています。まだまだ農業の経験は少ないですが、高千穂峰を望
みながら高原の生活を一緒に楽しみましょう。
問い合せ先 （なるべくお早めにご相談ください。）
〒８８９－４４９２
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地
高原町役場 総合政策課 地域政策係

TEL ０９８４－４２－２１２８

FAX ０９８４－４２－４６２３

E‐ｍａｉｌ sougou@town.takaharu.lg.jp

