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北海道 赤井川村 住宅新築 赤井川村移住・定住支援

赤井川村に１０年以上居住する方へ３００万円の住宅建設資金を支援します。 

 

〇支援対象 

　村内に建築基準法その他関係法令に適合した住宅を新築し、その住宅に住所を有し、１０年以上居住する方 

 

〇対象住宅 

　ア専用住宅　自らが居住する２ＬＤＫ又は３ＤＫ以上の新築住宅（風呂・トイレ付） 

　イ併用住宅　店舗・事務所兼用の場合にあっても、居住部は２ＬＤＫ又は３ＤＫ以上の新築住宅（風呂・トイレ付） 

　ウ共同住宅　１棟６戸以上のもので、１戸の居住部が１ＬＤＫ以上の新築住宅（各室 風呂・トイレ付） 

 

〇優遇措置 

　新築住宅建設後、３年間は固定資産税半額

建設課　建築係 0135-34-6211 http://www.akaigawa.com/kurashi/kensetu/post_35.html

北海道 芦別市 起業・就業,農業,林業,住宅設備,住宅賃貸
芦別市企業振興事業補助金交付

制度

芦別市では、地域産業の活性化に意欲のある企業・個人を対象に、さまざまな助成制度を設けています。 

市内で事業を営む法人又は個人事業主の皆さんが行う、新製品開発、販路拡大、人材育成、新分野への進出、空き地又は空き店舗の活

用、既存店舗の改装、デジタル技術の導入や新たに事業を始めようとする方などを多彩な補助メニューで応援します。ぜひご活用くだ

さい！ 

 

補助制度の例 

◇新たに起業するために必要な施設の建築事業を行った場合、対象経費（工事請負費・備品購入費）の1/2以内(上限200万円）を補助 

◇空き地又は空き店舗を活用するため、100万円以上の空き店舗の改修事業を行った場合、対象経費（工事請負費）の1/2以内（上限100

万円）を補助 

◇空き地又は空き店舗を活用するため、当該土地・建物を賃借した場合、対象経費（賃借料）の1/2以内を補助（月額5万円、12カ月限

度）　など

商工観光課商工振興係 0124-27-7376 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/4898.html

北海道 芦別市 結婚,子育て,出産,健康・医療 妊産婦安心出産支援事業
芦別市では、妊産婦の方を対象として市外の産科医療機関へ《妊婦一般健康診査の受診》及び《出産》時の通院に係る交通費を補助

し、安心して子どもを産むことができる環境づくりの推進を目的とした『芦別市妊産婦安心出産支援事業』を実施しています。
健康推進課健康推進係 0124-27-7365 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/7940.html

北海道 芦別市 結婚,子育て,出産,健康・医療 特定不妊治療費助成事業

芦別市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化

対策の充実のため、北海道の助成に上乗せして治療費の一部を助成しています。 

 

◇　特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき30万円を限度とします。ただし、採卵

を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき10万円を限度とします。 

◇　特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき30万円を限度とします。 

◇　道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として

助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に

至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。

健康推進課健康推進係 0124-27-7365 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/5127.html

北海道 芦別市 子育て,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備 住宅リフォーム助成事業

市民の皆さんの快適な住環境の整備、市内建設業の振興及び雇用の安定に加え、定住促進を図ることを目的に、住宅リフォーム助成事

業を実施しています。 

 

□住宅改修工事（一般リフォーム工事）：改修工事費用（消費税抜き50万円以上）の1/10（1万円未満の端数は切り捨て）の額を補助

（上限30万円） 

□高齢者等住宅改修工事（バリアフリー工事）：改修工事費用（消費税抜き5万円以上）の1/5（1万円未満の端数は切り捨て）の額を補

助（上限18万円） 

□耐震改修工事：改修工事費用（消費税抜き100万円以上）の1/5（1万円未満の端数は切り捨て）の額を補助（上限30万円）

都市建設課住宅係 0124-27-7835 https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/12269.html

北海道 芦別市 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
芦別市空き家・空き地情報バン

ク
芦別市内の空き家、空き地の情報を公開しています。 都市建設課住宅係 0124-27-7381 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/4822.html

北海道 芦別市 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入 芦別市持ち家取得奨励事業

移住定住促進策として住宅を取得した方に奨励金を交付します。 

 

□ 新築住宅の場合 

１戸につき５０万円とします。ただし、特定空家等が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに住宅を建築した場

合は３００万円とします。 

上記に加えて、次のいずれかに該当する場合は、次に掲げる額をそれぞれ加算します。 

? 移住者の場合　１００万円 

? 市内建設業者に依頼し、建築した場合　５０万円 

? 子育て世帯の場合　２０万円 

  

□ 中古住宅の場合 

１戸につき土地及び建物の取得に要した費用の２分の１以内の額（１万円未満の端数切捨て）とし、１００万円を上限とします。ただ

し、移住者の場合は２００万円を上限とします。 

上記に加えて、子育て世帯に該当する場合は２０万円を加算します。

都市建設課住宅係 0124-27-7381 https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/17984.html

北海道 芦別市 子育て,健康・医療 乳幼児等医療費助成事業 高校生までの医療費（保険診療分）が無料（所得制限あり）になります。 健康推進課医療助成係 0124-22-2422 https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/5019.html

北海道 芦別市 結婚,子育て,出産 出産祝い品贈呈事業

芦別市では、市民の皆様が将来にわたって本市に住み続けたいと思えるよう、市として「出産」を祝福するため、市内で使用できる商

品券をお祝品として贈呈する事業を行っています。 

（該当条件：芦別市民であること、市税の滞納がないこと） 

 

○出産：１子につき１０万円分の市内限定商品券

市民課市民年金係 0124-27-7357 https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/4939.html



北海道 芦別市
移住者限定支援,結婚,子育て,引っ越し,住宅賃

貸
芦別市賃貸住宅家賃助成事業

芦別市では、定住人口の増加を図るため、自らの意志により本市に定住するために転入し、市内の賃貸住宅にお住まいの方を対象に家

賃の一部を助成しています。対象になる方はぜひこの制度をご利用ください。 

 

【助成金額】 

　家賃の月額(共益費、駐車場料金除く)から、住宅に関する手当額を除いた額 

　上限は3万円、千円未満切り捨て 

【助成期間】 

　60か月を限度とします

まちづくり推進係 0124-27-7061 https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/17744.html

北海道 足寄町 子育て,教育,就学,通勤・通学 足寄高校魅力化事業

足寄高校の生徒を対象とした公設民営の無料塾開設、下宿開設（月額４万円以内補助）、公共交通機関の定期代を全額補助（自家用車

の場合は月額２千円）、入学一時金として７万円・見学旅行一時金として３万円、海外（カナダ）研修派遣、各種講習、検定、模試費

用、e-Learning費用、介護初任者研修費用助成。

教育委員会教育総務室教育支援担当 0156-25-3188 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kyoiku-iinkai/kyoiku-tetuzuki/6_1.html

北海道 足寄町 子育て,教育 学校給食費無償化事業 小学校、中学校、足寄高校の児童生徒の学校給食費相当額を全額補助。 教育委員会給食センター 0156-25-2573 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/citypromotion/kyouiku_c/kyouiku_cs.html

北海道 足寄町 子育て 学童保育料無償化事業 学童保育所の保護者負担金を無償化する。 福祉課子どもセンター総務担当 0156-25-2574 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kosodate/kosodate-ouen/folder_3/ksien,html

北海道 足寄町 子育て,健康・医療 乳幼児及び児童医療費助成制度 中学生以下の子どもの医療費全額無料。（所得制限なし） 住民課住民室保険担当 0156-28-3857 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/page_61.html

北海道 足寄町 子育て 保育料無償化事業 保育利用料（家庭的保育を含む）を全額補助。 福祉課子どもセンター総務担当 0156-25-2574 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kosodate/kosodate-ouen/folder_3/ksien,html

北海道 足寄町 結婚,子育て,出産 子育て応援出産祝い金贈呈事業
子どもが出生した世帯に、第１子及び第２子は１０万円、第３子以上は２０万円を贈呈する。（町内に１年以上居住している方が対

象）
福祉課保健福祉室保健推進担当 0156-25-2571 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kosodate/kosodate-ouen/folder_3/ksien,html

北海道 足寄町 起業・就業 産業振興事業補助金

起業等支援事業～これまで事業活動（農林水産業、商工業事業）を行っていない者が、事業を開始する場合又は町外から移転して町内

で事業を開始する場合もしくは現に事業活動を行っている事業者が経営基盤強化のため町内で新たな分野での事業を開始する場合に、

経費の１/２以内を補助（上限３００万円）

経済課商工観光振興室 0156-28-3863

北海道 足寄町 就学,起業・就業 医師等就学資金貸付制度
将来医師又は看護師として足寄町に勤務志望する方に対し、医師は月額２０万円以内、看護師は月額１０万円以内を貸付する。貸付期

間に相当する期間に足寄町で医師又は看護師として在職した場合は償還金全額免除）
福祉課保健福祉室保健推進担当 0156-25-2571

北海道 足寄町 農業 新規就農者経営開始奨励金
農業経営開始に必要な出資金等、その他の営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額２００万円を上限に交付す

る。（経営開始から３年間）
経済課農業振興室畜産担当 0156-28-3861 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/business/nougyou/page_172.html

北海道 足寄町 農業 新規就農志向者営農実習奨励金
足寄町において農業経営によって自立しようとする意欲と能力を有する者が実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方

法等の習得に対する奨励金として、月額１５万円（２年以内）を交付する。
経済課農業振興室畜産担当 0156-28-3861 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/business/nougyou/page_172.html

北海道 足寄町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備 住環境・店舗等整備補助金
町内の建設業者により施工される住宅及び店舗・事務所等の新築、増改築、中古住宅の購入に対して、上限を１５０万円として補助。

カラマツ材を構造部に使用する場合について補助額を加算して補助、住宅の外構舗装工事、賃貸住宅についても対象として補助。
建設課建設室建築担当 0156-28-3867 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojokin/hojo_ijyukan.html

北海道 足寄町 住宅設備
木質ペレット燃焼機器導入補助

金

足寄町内にお住まいの方で住宅に木質ペレット燃焼器（ペレットストーブなど）を設置する場合、購入経費の３/４の額、３０万円を上

限に補助。
経済課商工観光振興室 0156-28-3863 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojokin/hojo_peret.html

北海道 厚岸町 高齢者支援
宮園公園パークゴルフ場コース

使用料の助成
シーズン年度の４月１日現在において、70歳以上の方のパークゴルフ場使用料を３割助成（6,600円→4,620円）。 教育委員会　スポーツ課　スポーツ係 0153-52-7785 https://www.akkeshi-town.jp/shisetsu/supotsusisetu/miyazono_p/

北海道 厚岸町 交通機関利用,高齢者支援
自動車運転免許証の自主返納の

支援

70歳以上で自動車運転免許証を自らの申請により返納した人に対し、公共交通機関等の乗車に利用できる福祉交通回数券または町内の

登録店で利用できる商品券（どちらかまたは両方あわせて２万円分）を交付。
町民課　自治振興係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/traffic/menkyohennou/

北海道 厚岸町 高齢者支援 定期予防接種の助成 肺炎球菌及びインフルエンザの予防接種の助成。 保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 配食サービス事業

自宅へお弁当を配達するとともに、訪問時に安否確認を行う。 

【対象者】65歳以上の１人暮らしの方や夫婦世帯など身体状況等の理由に 

　　　　　より食事の調理ができない方 

【利用料】１食500円

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/dayservice/

北海道 厚岸町 高齢者支援 元気いきいき高齢者応援事業 介護認定を受けていない満88歳、満95歳の高齢者に対し、厚岸町商工会が発行する商品券（３万円分）を贈呈。 保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 交通機関利用,高齢者支援
車いす等利用者通院等交通費助

成事業

車いすで介護タクシーを利用して医療機関を受診または入退院した際に、乗車料金を助成。 

【対象者】車いすを使用する高齢者など 

【利用料】乗車料金の２分の１

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援,介護 介護用品給付事業

要介護者を介護している家族に対し、紙おむつなどの介護用品購入時に使用できる給付券（７万５千円分）を交付。 

【対象者】在宅で高齢者を介護している家族 

　　　　　 （要介護４または５の認定を受け、非課税世帯の人）

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 除雪サービス

除雪が困難な人に、玄関から道路までの除雪を実施。 

【対象者】除雪が困難なおおむね65歳以上の高齢者世帯、基準の障害者手帳を所持する人のいる世帯 

【利用料】無料

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 長寿祝金

敬老の日に満80歳、88歳、99歳の節目年齢と100歳以上の人に長寿祝金を贈呈。 

【贈呈内容】 

　満80歳：２万円、満88歳：３万円、満99歳：10万円、満100歳以上：２万円

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 交通機関利用,高齢者支援 福祉交通回数券助成事業
くしろバス、さくらハイヤー、デマンドバスやＪＲ花咲線などを利用する際の乗車券（7,000円分）を交付。 

【対象者】毎年４月１日現在で70歳以上の高齢者、基準の障害者手帳を所持する人など
保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 日常生活用具給付事業

電磁調理器、火災報知器、自動消火器の給付。 

【対象者】一人暮らしの高齢者など 

【利用料】無料

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 福祉電話貸与事業

電話のない人に、電話加入権を含めた電話の貸与を実施。 

【対象者】自宅に固定電話がない高齢者など 

【利用料】無料

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援,介護 福祉用具貸与事業 介護保険における福祉用具貸与の利用ができない場合に、一時的に必要となる電動介護用ベッドや車いすなどの貸出しを実施。 保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援 緊急通報システム事業
急病などによる緊急時に対応できるよう、モバイル式の緊急通報機器の貸与。 

【対象者】一人暮らしの高齢者など
保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/

北海道 厚岸町 高齢者支援,介護 生活管理指導員派遣事業

介護を必要とする状態には至らないでも、日常生活に支障が生じている人にホームヘルパーが家事などのサービスを実施。 

【対象者】一人暮らしの高齢者など 

【利用料】１時間330円

保健福祉課　地域支援係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/koreisha/



北海道 厚岸町 交通機関利用,健康・医療,障がい者支援 障害児通所交通費助成 障害児通所支援を行う施設に通所する障害児の保護者に対し、通所に要する交通費の一部を助成します。 保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 健康・医療,障がい者支援
障害児通所支援利用者負担軽減

事業

心身の発達に遅れや障がいのある児童に対して、障害児通所支援の利用に係る費用の半額を助成（児童発達支援の利用者のうち、満３

歳に達する日以後の最初の３月31日までの児童は全額を助成）。 

【対象者】 

　町内事業所に通所している障がい児を持つ保護者（課税世帯）

保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 交通機関利用,健康・医療,障がい者支援 精神障害者通所交通費助成 在宅の精神障害者が釧路管内（厚岸町内を除く）の社会復帰訓練等を行う施設等に通所するために要する交通費を一部助成します。 保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 交通機関利用,健康・医療,障がい者支援 難病患者等援護旅費助成事業

北海道内の医療機関（町内除く）で治療を受ける場合、通院手段・回数に応じて交通費・宿泊費の一部を助成。 

【対象者】 

　指定難病及び特定疾患の治療を必要とする人

保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/shogai_s/tsuinryohi/

北海道 厚岸町 健康・医療,障がい者支援
じん臓機能障害者通院交通費助

成規

人工透析療法を受けるため、北海道内の医療取扱機関への通院に要する交通費の一部を助成します。 

【対象者】 

　じん臓の機能に障害を有する者及びその保護者

保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 健康・医療,障がい者支援 診断書等取得費用の助成
障害者手帳等の申請・更新等に診断書が必要な場合、その取得費用を助成します。 

※認定された場合に限り助成します。
保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 健康・医療,障がい者支援
軽度･中等度難聴者補聴器購入費

等助成

身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴者に対しての補聴器購入費を助成します。 

【対象者】 

　両耳の平均聴力レベルが30デジベル以上で身体障害者手帳交付の対象とならない人

保健福祉課　障がい福祉係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 教育 修学旅行費助成 修学旅行に参加する児童生徒の保護者で、町内在住の者を対象に修学旅行経費の1/2を助成。 教育委員会　管理課　学校教育係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 教育 給食費の無償化（小中学校） 厚岸町立小中学校に在籍し、かつ、町内に住所がある児童生徒を対象に給食費を無償化。 教育委員会　管理課　学校教育係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 教育,就学,通勤・通学
遠距離児童生徒通学費補助金の

交付

町内在住の小中学生で遠距離通学している児童及び生徒の保護者に対して補助金を交付。 

【対象者】 

〇小学校～通学距離が自宅から小学校まで４㎞以上の児童 

　（低学年：年額１万円以内、高学年：年額１万２千円以内） 

〇中学校～通学距離が自宅から中学校まで６㎞以上の生徒 

　（年額１万２千円以内）

教育委員会　管理課　学校教育係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 交通機関利用,教育,就学,通勤・通学 高校通学バス定期券購入助成
町内の高校へ通学するためのバス定期券購入費用の一部を助成。 

助成金額は、定期券の種類及び月数によって異なる。
教育委員会　管理課　総務係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 子育て
ベビーシート・チャイルドシー

トの貸出

帰省等で臨時的にチャイルドシートを必要とする家庭に対して、無料で貸出。 

●貸出期間／２週間以内
町民課　自治振興係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/traffic/childseat/

北海道 厚岸町 まちづくり活動 特産品等開発支援制度

町の地域資源を活用して新たな特産品の開発及び商品化に取り組む場合、補助金を交付。 

【補助金額】 

　上限100万円（※対象経費の２／３を補助）

観光商工課　商工雇用係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/work/yuushi/kaihatsu/

北海道 厚岸町 移住体験 移住体験住宅

厚岸町への移住を考えている方へ、移住体験住宅を貸付。 

戸建て2LK、各種備品、インターネット環境完備 

 

【貸付期間】2週間～2ヶ月 

【貸付料金】夏期(5月～9月)：1,500円/泊、冬期(10月～4月)：2,000円/泊

総合政策課　政策調整係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/chottokkurashi/

北海道 厚岸町 住宅設備 無料簡易耐震診断
木造一戸建て住宅の無料簡易耐震診断を実施。 

（対象住宅の要件あり）
建設課　建築係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/house/free_taishin/

北海道 厚岸町 住宅設備
既存住宅の耐震改修及び解体に

対する補助金

現在居住している既存住宅（昭和56年５月31日以前に着工されたものに限る）が、専門機関の耐震診断の結果、現行の耐震性能を満た

さないとされた場合、耐震改修工事及び解体工事の工事費の一部に対し補助金を交付。 

【補助金額】 

　耐震改修：上限30万円 ／ 解体：上限20万円

建設課　建築係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/akkeshityounosumai/

北海道 厚岸町 結婚 結婚新生活支援事業

令和３年１月１日～令和４年３月31日に入籍した新婚世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用、リフォーム

費用を補助する。 

【補助金額】 

　○夫婦ともに39歳以下で世帯所得が400万円未満の場合：上限30万円 

　○上記以外の場合：上限15万円

総合政策課　政策調整係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/shinkon/

北海道 厚岸町 移住者限定支援,住宅賃貸 民間賃貸住宅の家賃支援

町内に移住・定住しようとする者（補助対象要件あり）に対して、民間賃貸住宅への家賃を一部補助する。 

【補助率】 

（家賃－住宅手当等）×１／２ 

【補助金額】 

　上限２万円／ヶ月（※最長３年間）

総合政策課　政策調整係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/hikkoshi_yachin/

北海道 厚岸町 移住者限定支援,引っ越し 引越費用の支援

町内に移住・定住しようとする者（補助対象要件あり）に対して、引越費用を一部補助する。 

【補助率】 

　補助対象経費×１／２ 

　（※高校生以下と同居の場合、５万円ずつ加算） 

【補助金額】 

　上限10万円（最大20万円）

総合政策課　政策調整係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/hikkoshi_yachin/

北海道 厚岸町 移住者限定支援,起業・就業 移住支援金

東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）から厚岸町に移住して、新規に就業（北海道マッチングサイト掲載求人に限る）、テレ

ワークまたは起業した者（その他補助対象要件あり）に対して、移住支援金を交付する。 

【支援金額】 

　○単身世帯：60万円 

　○2人以上の世帯：100万円 

　（18歳未満の人がいる場合、1人につき30万円を加算）

総合政策課　政策調整係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/izyuu/shienkin/



北海道 厚岸町 結婚
厚岸町ハッピーブライダル奨励

事業

婚姻届を提出した人またはその予定がある人が、町内で結婚披露宴等を行う場合、地元業者を利用した経費の20％を助成。（上限30万

円） 

町内に住所がある方は20万円を加算。【合計 上限50万円】

観光商工課　商工雇用係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/oshirase/2181/

北海道 厚岸町 子育て ブックスタート事業 4ヶ月児の「赤ちゃん相談」に参加する親子を対象に、絵本2冊と図書館の利用案内、貸出申込書などを配布。 教育委員会　生涯学習課　情報館 0153-52-2246

北海道 厚岸町 子育て 保育所・幼稚園の給食費無償化
・保育所の給食が無料。 

・幼稚園、へき地保育所等は給食費相当額を助成。
保健福祉課　子育て施策推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/kids/youjikyouiku/

北海道 厚岸町 子育て 保育料の無償化 0歳から5歳まで（就学前まで）の保育料の無償化。 保健福祉課　子育て施策推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/kids/youjikyouiku/

北海道 厚岸町 子育て,健康・医療
子どもインフルエンザワクチン

予防接種助成

生後6ヶ月～18歳（高校3年生相当）の方が予防接種を受けた場合、予防接種に要した費用から、1回につき1,100円を差し引いた額を助

成。
保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/kids/health_k/

北海道 厚岸町 交通機関利用,子育て
子どもとお出かけハイヤー券の

交付
1歳未満の子どもの保護者に対し、子ども1人あたり5,000円分のハイヤー券を交付。 保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/kodomo_zyosei/

北海道 厚岸町 子育て,出産
養育支援訪問事業（育児・家事

援助）

妊婦や育児をされている保護者に対し、家事や育児をサポートするホームヘルパーを派遣する。 

・利用料～無料 

・回数～上限20回が目安

保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/youiku/

北海道 厚岸町 子育て 産後ケア事業
出産後のお母さんが安心して子育てに臨めるよう、助産院で産後の心身の休息をとりながら、具体的な育児方法を学ぶことができる事

業。宿泊型・日帰り型の2種類。
保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/birth/

北海道 厚岸町 子育て,出産 妊産婦ケア体験チケット 町の「産後ケア」及び「妊産婦子育て専門相談」を実施する施設の見学ができるチケットを配付。 保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/ticket/

北海道 厚岸町 子育て,出産 妊産婦子育て専門相談
妊娠期にある方や、乳幼児の子育てをしている方及びその家族の方が安心して子育てできるよう、24時間年中無休で活用できる専門相

談窓口を設置。（助産師及び看護師による相談が無料）
保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/soudan/

北海道 厚岸町 子育て,出産 出産祝金 第1子から、子の出生につき10万円を支給。 保健福祉課　子育て施策推進係 0153-53-3333

北海道 厚岸町 子育て,出産,健康・医療 健康診査の助成
妊婦一般健康診査及び産婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児一般健康診査の費用を助成。 

（基準額を超える場合、自己負担あり）
保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/pregnant/

北海道 厚岸町 出産,健康・医療 妊娠あんしんサポート119 事前登録をすることで、体調の変化が起きた場合に、妊婦さんをスムーズに救急車で出産予定医療機関に搬送する。 保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/pregnant/

北海道 厚岸町 出産,健康・医療 妊婦健康診査通院費の助成 妊婦健診通院交通費として、妊娠の届出1件につき2万円を助成。 保健福祉課　健康推進係 0153-53-3333 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/mother/pregnant/

北海道 厚岸町 起業・就業,農業 きのこ生産の新規着業支援
新規着業者に対し、事業用地と専用住宅を賃貸。 

きのこ菌床センターが製造するきのこ菌床を無料供給（30,000菌床以内）
水産農政課　きのこ菌床センター（農政係） 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/work/shien/shien_kinoko/

北海道 厚岸町 起業・就業,農業 新規就農者（酪農）への支援

【奨励金】 

新たに酪農業に就農する場合、5年間奨励金を支給。 

（①5年間に係る賃貸料の1/2を支給、②5年間固定資産税相当額を支給） 

【利子補給】 

農用地取得などのための借入金に係る利子に対し、5年間、2％を超える分の利子を補給。 

（限度額：個人5,000万円／共同8,000万円） 

【就農準備金】 

新規就農のための準備に要する費用として、新規就農準備金を支給。 

（1経営体あたり200万円）

水産農政課　農政係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 起業・就業
町内企業の求人情報提供、職業

紹介事業

町内企業の求人情報をホームページなどで情報提供、さらには町内で仕事を探している人に向けて、希望条件に合う求人情報を提供。

（事前に要申込）
観光商工課　商工雇用係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/work/job/

北海道 厚岸町 住宅設備 合併処理浄化槽設置費補助金

合併処理浄化槽を設置する場合、補助金を交付。 

・5人槽：上限90万円 

・5人槽を超えるもの：上限110万円（7人槽、10人槽）

環境林務課　廃棄物対策係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 住宅設備
住宅用太陽発電システム設置奨

励金

住宅用太陽光発電システムを設置する場合、奨励金を交付。上限15万円。 

【1KWあたり3万円×太陽電池の最大出力値＝奨励金の額】
観光商工課　商工雇用係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/house/taiyoukou/

北海道 厚岸町 住宅賃貸 きのこ生産者住宅の賃貸

きのこ生産者住宅に空きがある場合、きのこ生産者以外の希望者に賃貸。 

・入居期間～1年以内（※生産者の入居希望がない場合は、1年以内で更新可） 

・家賃～月額40,000円（敷金は家賃2ヶ月分）

建設課　管理維持係 0153-52-3131 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/work/shien/shien_kinoko/

北海道 厚岸町 住宅改修 住宅改修に対する助成

【リフォーム】 

町内業者を利用し、工事費が10万円以上のリフォームをする場合、助成金として対象工事費の10％（65歳以上または中学生以下の子ど

もがいる場合は15％）を交付。上限20万円。 

 

【エコリフォーム】 

町内業者を利用し、工事費が50万円以上のエコリフォームをする場合、助成金として対象工事費の10％（65歳以上または中学生以下の

子どもがいる場合は15％）を交付。上限50万円。

建設課　建築係 0153-52-3131

北海道 厚岸町 住宅新築 住宅新築に対する助成

・町内業者を利用し、新築（床面積が50㎡以上の住宅で外構工事、敷地造成工事を除く工事費が1,000万円以上）する場合、助成金とし

て50万円を交付。（子育て世帯加算、扶養親族加算で最大70万円） 

 

・・町内業者を利用し、新築（床面積が50㎡以上の住宅で外構工事、敷地造成工事を除く工事費が1,000万円以上）し、金融機関等から

住宅資金を借り受けた場合、助成金として利子相当額（上限30万円）を交付。

建設課　建築係 0153-52-3131



北海道 池田町 教育,就学,通勤・通学 池田高校入学生への支援

特色ある学校づくりを応援するため、池田高校へ進学する生徒に対して支援を行っております。 

 

１．入学報奨金 

　高校入学時にかかる必要経費への支援として、５万円を助成します。 

 

２．就学奨励金 

　高校２年時に見学旅行等にかかる費用の支援として、５万円を助成します。 

 

３．下宿等助成金 

　町内の下宿等に入居、または賃貸住宅に在学中の生徒のみで入居している場合、月額１万円を助成します。 

 

４．学力向上、進路実現 

　朝学習用教材、基礎力診断テスト、漢字検定費用のほか、国立大学オープンキャンパス参加旅費を池田町の補助を受けて池田高等学

校教育振興会が全額負担します。 

進路実現に向けた資格試験・検定試験・模擬試験にかかる費用の４分の３を池田町の補助を受けて池田高等学校教育振興会が負担しま

す。 

 

５．部活動支援 

　全道大会等への遠征費用の一部と部活動で使用する用具等の購入費用を池田町の補助を受けて池田高等学校教育振興会が負担しま

す。 

 

６．学校給食の提供 

池田町教育委員会　教育課　学校教育係 155725222 http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kikan/kyoiku/ikekou-shien/

北海道 石狩市
結婚,起業・就業,引っ越し,住宅新築,住宅購

入,住宅賃貸
石狩市結婚新生活支援事業

石狩市では、婚姻に伴う新規の家賃などの住宅賃貸費用や住宅取得費用、引越し費用を最大60万円助成しております。対象となる世帯

は、次の要件をすべて満たす世帯です。 

①2022年1月1日から2023年3月31日までに婚姻届を提出し、石狩市に住民票がある世帯であること。 

②婚姻日において、39歳以下であること。 

③夫婦の2021年分の所得合計額が400万円未満であること 

※予算額に達した時点で受付を終了します。 

その場合、本市ホームページ上でお知らせします。

企画課 0133-72-3161 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/30917.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費の助成

石狩市では、18歳未満（親の扶養下にある場合は20歳未満）の児童を養育するひとり親家庭等の父または母と児童及び父母のいない児

童の医療費を一部助成しております。（所得制限あり） 

なお、児童は入院・入院外とも、父または母は入院のみが助成対象です。 

また、小学６年生までの医療費自己負担は初診時一部負担金のみであり、中学生以上は一部助成となっております。

子ども家庭課 0133-72-3128 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/k-katei/3386.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,出産,健康・医療 子ども医療費助成
石狩市では、医療費自己負担は小学６年生までは初診時一部負担金のみ、中学生は入院医療費の一部を助成しております。（所得制限

なし）
子ども家庭課 0133-72-3128 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/k-katei/3395.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,健康・医療 保育料の減免

石狩市では、国の基準である「同一世帯から２人以上の子供が幼稚園または認定こども園に入園している場合に、保育料が２人目は半

額、３人目は無償」に加え独自の軽減措置を行っております。 

また、年収約640万円未満の世帯を対象に第２子の保育料の無償化も行っております。 

詳しくは、本市のホームページをご覧ください。

子ども家庭課 0133-72-3197 https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/k-katei/29773.html

北海道 石狩市 まちづくり活動,結婚,子育て,出産
乳幼児がいる世帯への指定ごみ

袋無償交付

石狩市では、家庭ごみ減量のため、有料戸別収集を行っており、家庭から排出されるごみは指定ごみ袋で出す必要があります。そこ

で、ごみの減量が困難な紙おむつを日常的に使用する３歳未満の乳幼児がいる世帯に対して、ごみ処理手数料の負担軽減のため指定ご

み袋を一定枚数無償交付しております。 

 

３歳（36か月）分までとして 

新生児の場合は10?ごみ袋240枚＋20?ごみ袋120枚を、 

転入の際には既定の枚数を、一括して交付します。

ごみ・リサイクル課 0133-72-3126 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/gomi/33.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,出産,健康・医療
石狩市産後ケア事業（宿泊型･訪

問型）

産後ケア事業：産後に家族等から十分な支援が得られない母子を対象に、自宅（訪問）又は市内産婦人科（宿泊〉にて産後のケアを実

施。（対象：訪問型は生後1年未満、宿泊型は生後4か月未満） 

詳しくは本市のホームページをご覧ください。

保健推進課 0133-72-3124 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hokens/33240.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,出産,健康・医療 石狩市不育症治療費助成事業
石狩市では、不育症治療を受けられるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症の療費・検査費の一部助成を行っております。 

（対象：北海道不育症治療費助成事業の決定を受けている方）
保健推進課 0133-72-3124 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hokens/26327.html

北海道 石狩市 結婚,子育て,出産,健康・医療 石狩市特定不妊治療費助成事業
石狩市では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費、男性不妊治療費の一部助成を行っております。 

（対象：北海道特定不妊治療費助成事業の決定を受けている方）
保健推進課 0133-72-3124 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hokens/24726.html

北海道 石狩市 起業・就業,農業,住宅賃貸 石狩市新規就農者支援助成

石狩市では、満50歳までに経営を開始した新規就農者に対して以下のとおり、助成を行っております。 

①家賃に対する助成 

市内において借家に住む場合、就業後３年間を限度に、家賃の２分の１で、月額２万円を限度に助成する。（敷金、礼金、保証金等の

賃貸借契約に要する経費及び管理費、光熱水費を除く。） 

②農地賃借料に対する助成 

就農に必要な市内の農地（現況地目が田又は畑）を賃借（賃貸借の設定期間が５年以上）した場合、就農後３か年度を限度に、賃借料

の２分の１を助成する。（賃貸借の設定日が１月から３月までの間にある場合は、翌年度に助成） 

③就農応援金　１００万円（市の就農研修を修了した新規参入者へ就農時に支給） 

詳しくは担当部署までお問合せください。

石狩市農業総合支援センター 0133-66-3345 https://ishikari-asc.jp/assistance/



北海道 石狩市
まちづくり活動,コミュニティ団体支援,起

業・就業,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸

石狩市新生活様式スタート支援

事業

石狩市では、市内の住宅をリフォームする方または市内の空家等を購入し居住する方（法人等は対象外）を対象に、「新しい生活様

式」に対応した居住環境の整備や個人消費が落ち込み低迷した地域経済の活性化を図り地元企業の雇用維持を目的として、住宅のリ

フォーム工事費または空家等の購入費用の一部を補助しています。 

リフォーム工事費または空家等の購入費の１０％、上限２０万円で、 

今年度は抽選方式とし、第３期まで募集を行います。 

 

詳しくは、本市のホームページをご覧ください。

建築住宅課 0133-72-3141 https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/54145.html

北海道 石狩市 住宅改修,住宅設備
石狩市木造住宅耐震改修費等補

助事業

石狩市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律の基準による改修工事にかかった対象経費の23％以内（上限50万円）を補助してお

ります。 

※予算額に達した時点で受付を終了します。

建築住宅課 0133-72-3141 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/2943.html

北海道 歌志内市 住宅新築,住宅購入 定住促進助成事業

居住の用に供し個人が所有する居住面積５０㎡以上の住宅で、新築または建売住宅を購入された方に、最大５００万円（市が指定する

住宅用地に新築した場合）、中古住宅を購入された方に、１５０万円（転入者の場合）又は１００万円（市内居住の場合）の奨励金を

交付。

企画財政課 0125-42-3214 https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001531.html

北海道 江別市 子育て,出産 子育て世代サポートえべつ
保健センター内と市子育て支援室に「子育て世代サポートえべつ」を設置し、妊娠・出産・子育てを支援していきます。 

産婦健診費用の助成、産後ケア、地域あそびのひろばで親子健康相談など。
保健センター・子育て支援室 011-385-8137

北海道 江別市 子育て 「えべつ」子育てアプリ
子育てサービスの情報やイベント案内が届くほか、母子健康手帳を補完するアプリとして、お子さんの成長日記や写真、健診データな

どを記録できます。
子育て支援課 011-381-1408

北海道 江別市 子育て
こんにちは赤ちゃん事業・親と

子の絵本事業
生後４か月までの赤ちゃんがいるすべての家庭を、主任児童委員などが訪問し、絵本２冊などを配布します。 子育て支援課 011-381-1408

北海道 江別市 子育て 指定ごみ袋の無償交付 ２歳未満（１歳か１１月まで）の乳幼児を対象に、無償で指定ごみ袋（２０リットル）を交付しています。 廃棄物対策課 011-383-4217

北海道 長万部町 住宅設備 合併処理浄化槽設置補助

合併処理浄化槽を設置する場合、補助金を交付。 

５人槽　４０万円以内 

７人槽以上　５０万円以内

町民課生活環境係 01377-2-2453 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/6/543.html

北海道 長万部町 移住者限定支援,起業・就業 移住支援金交付事業
東京圏から長万部町に移住し、北海道の運営するマッチングサイトに登録されている企業に就職した方、もしくは起業した方（条件あ

り）に移住支援金を支給します。
新幹線推進課 01377-2-2450

北海道 長万部町 子育て チャイルドシート購入費補助 チャイルドシートを新規に購入する際の購入費の一部を補助します。 総務課防災交通係 01377-2-2451 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/2/393.html

北海道 長万部町 子育て,出産,健康・医療 妊産婦安心出産支援事業 町外の産科に通院する際の通院費の一部（定額）を助成します。 保健福祉課健康推進係 01377-2-2454 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/7/616.html

北海道 長万部町 子育て,教育 保育料の助成 町内保育所・幼稚園の入所児童世帯で第2子以降の保育料無償化（条件により特別措置あり） 保健福祉課福祉係 01377-2-2454

北海道 長万部町 子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費給付 ひとり親家庭等の保険診療に係る医療費を一部助成しています。（所得制限あり） 町民課戸籍医療年金係 01377-2-2453 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/6/513.html

北海道 長万部町 子育て,健康・医療 乳幼児等に対する医療費給付 18歳年度末までの子どもを対象に、保険診療に係る医療費を全額助成しています。（所得制限あり） 町民課戸籍医療年金係 01377-2-2453 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/6/546.html

北海道 長万部町 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 おしゃまんべ家さがしweb 長万部町内の空き家、空き地の情報を提供しています。 新幹線推進課 01377-2-2450 https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/4/326.html

北海道 上川町 住宅新築,住宅賃貸
上川町民間賃貸共同住宅建設促

進事業補助金

町民の住環境の向上と定住人口の増加を図ることを目的に、町内に賃貸共同住宅（アパート等）を建設する方へ、建設費用の一部を助

成する補助金を交付いたします。
産業経済課移住定住グループ 01658-7-7667 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/chintaizyoutaku_hogyo.html

北海道 上川町 移住者限定支援,引っ越し
上川町移住支援引越費用助成事

業補助金

上川町への移住・定住を促進し定住人口の増加を図ることを目的に、自発的な意志をもって上川町へ転入し定住する方へ、引越しに要

した費用の一部を助成する補助金を交付いたします。
産業経済課移住定住グループ 01658-7-7667 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/hikkoshi_hogyo.html

北海道 上川町 移住者限定支援,住宅賃貸
上川町民間賃貸住宅家賃助成事

業補助金

上川町への移住・定住を促進し定住人口の増加を図ることを目的に、町外に居住する満40歳未満の方若しく高校生以下の子と同居する

方が、町内の事業所に勤務し町内の民間賃貸住宅を借りて転入される場合、家賃の一部を助成する補助金を交付いたします。
産業経済課移住定住グループ 01658-7-7667 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/yachin_hogyo.html

北海道 上川町 住宅改修
上川町空き家改修支援事業補助

金

空き家の有効活用と移住・定住を促進することを目的に、上川町空き家・空き地バンクに登録される空き家を改修される方へ最大80万

円補助金を交付いたします。
産業経済課移住定住グループ 01658-7-7667 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/akiya_hogyo.html

北海道 上川町 住宅新築
上川町住宅建築促進支援事業補

助金

安全・安心で快適な住環境の確保と子育て世帯を中心とした移住・定住を促進することを目的に、町内において住宅を新築した方へ最

大250万円補助金を交付いたします。
産業経済課移住定住グループ 01658-7-7667 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/jyutaku_hogyo.html

北海道 上砂川町 移住体験,子育て,出産,住宅新築,住宅購入 移住者支援事業

移住定住奨励金を整備しており、住宅を新築した場合、最大で250万円・中古住宅購入した場合、最大で100万円支給されます。 

　また、子育て世代の応援として子育てに関する支援制度が充実しています。町内には生後3か月から受け入れが可能な保育園があり待

機児童0です。 

さらに平成31年4月には新しく認定こども園が開設。さらに子育て世代に優しい町となります。 

支援制度の一例を紹介します。 

　　・妊婦健診の超音波検査（14回）助成 

　　・育児用品購入券10万円分贈呈 

　　・高校生以下医療費全額無料（病院での医療費はもちろん薬店での個人負担額も助成され　　　ます。） 

　　・保育料の独自軽減＆保育園主食代無料 

　　・小中学校給食費半額助成 

 

　平成29年2月に上砂川シェアハウスがオープンし、移住体験ができるようになりました。家具家電完備、完全個室制なのに1泊なんと

1,100円から宿泊できます。北海道の田舎暮らしをぜひ体験してみてください。 

 

お問い合わせ　上砂川町役場企画課地域振興係　TEL　0125-62-2223 

 

※また、精度の有効期限ない旨申し添えます。

企画課地域振興係 0125-62-2223 https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/

北海道 釧路町 住宅設備 地域住宅計画推進事業 性能向上を伴う省エネ・バリアフリー改修を行った住宅所有者に助成金を交付。 都市建設課建築係 0154-62-2195

北海道 釧路町 住宅設備 住宅・建設耐震化促進事業 旧耐震化基準の住宅の耐震改修、建替えを行った住宅所有者に助成金を交付。 都市建設課建築係 0154-62-2195

北海道 釧路町 住宅設備
住宅用太陽光発電システム導入

補助事業
住宅に太陽光発電システムを設置又は購入する場合、費用の一部を助成。（1kwあたり5万円、1件あたり20万円を上限） 住民課環境対策係 0154-62-2119

北海道 釧路町 教育,起業・就業 工業技術継承促進事業 地元高校生を対象にした事業所への見学体験の実施。 産業経済課商工観光係 0154-62-2193

北海道 釧路町 教育 若者就労体験事業 地元高校生のインターンシップ受入れ支援。 産業経済課商工観光係 0154-62-2193

北海道 釧路町 起業・就業 企業誘致支援事業 新規・増設事業者への補助。 産業経済課商工観光係 0154-62-2193

北海道 釧路町 農業 新規就農相談事業 農業を始めたい人への相談や農業者の紹介。 釧路町農業委員会 0154-62-2192

北海道 釧路町 農業 農業次世代人材投資事業 新しく農業経営する場合。最長5年間補助。 産業経済課農林係 0154-62-2192



北海道 釧路町 子育て ブックスタート事業
「絵本」と「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」をプレゼント。 

7カ月育児相談の際にブックスタートパックとして、「おすすめの絵本2冊」、「コットンバック」などをお渡ししています。
公民館業務係 0154-62-2137 http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/52500/00007/195109310413.html

北海道 釧路町 子育て 福祉灯油購入助成事業 低所得のひとり親家庭に対して、灯油購入費を一部助成（灯油90?相当額） こども健康課こども家庭係 0154-40-5213

北海道 釧路町 子育て 漁村後継者の子育て支援事業 漁村地域に入所する児童を持つ家庭の保育所利用者負担額について、支払額の1/4を助成。 こども健康課こども家庭係 0154-40-5213

北海道 釧路町 子育て 釧路町乳幼児医療費助成事業 北海道医療給付事業の対象外医療費について助成（初診時一部負担金、課税世帯一割負担分、所得制限超過世帯の制度対象化） こども健康課こども家庭係 0154-40-5213 http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30801/00007/150409370311.html

北海道 釧路町 出産 特定不妊治療費助成事業
北海道の実施する特定不妊治療助成の決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成して

います。
こども健康課母子保健 0154-40-5213 http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30802/00007/204403400414.html

北海道 釧路町 子育て すこやか出産祝い事業
赤ちゃんには釧路地域の木材で作られた「釧路町オリジナルの積み木」を、お母さんにはアロマケア等の母体ケアや沐浴などの乳児ケ

アが受けられる「無料クーポン券」をプレゼント。
こども健康課母子保健係 0154-40-5213

北海道 釧路町 子育て,出産 釧路町版「ネウボラ事業」
妊娠期から就学前までの子どもの健やかな成長・発達の支援を行う制度です。 

産前・産後ケア事業、子育てヘルパー派遣事業の利用やこどもショートステイ事業があり、利用の一部を助成しています。
こども健康課母子保健係 0154-40-5213 http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30802/00007/154117421216.html

北海道 釧路町 子育て 乳児への紙おむつ用ゴミ袋交付 1歳児未満の乳児に対して、紙おむつ専用のゴミ袋を最大120枚交付。 住民課環境対策係 0154-62-2119

北海道 栗山町 移住者限定支援,起業・就業 UIJターン移住支援金交付事業

東京圏から栗山町に移住し、北海道が開設するマッチングサイトを通じて就業した方、もしくは起業した方に移住支援金を支給しま

す。 

・世帯で移住の場合：100万円 

・単身で移住の場合：60万円

若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/12257.html

北海道 栗山町 教育,奨学金,起業・就業 UIターン等促進奨学金返済助成 栗山町内の企業等に正規雇用された方、または起業した方の奨学金返済額の一部を助成します。 若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/810.html

北海道 栗山町 子育て,教育 ブックスタート事業 ７～８ヶ月健康診断時に絵本を２冊進呈し、心の触れ合いとなるきっかけづくりを行ないます。 栗山町図書館 0123-72-6055 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 起業・就業,農業 農業への就業支援・担い手支援 研修先農家とのマッチング、就農研修中の住居・施設の提供、新規就農者研修会の開催などを行なっています。 一般財団法人　栗山町農業振興公社 0123-73-2500 http://kuri-agri.org/syunou/support/

北海道 栗山町 子育て
ファミリーサポートセンター事

業
地域の中で助け合いながら子育てを支援するファミリーサポート事業を実施。登録時に無料お試し券を支給しています。 栗山町子育て支援センター「スキップ」 0123-72-1280 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 子育て,出産 子育て応援券事業
毎年４月１日現在において栗山町に住民登録している児童のうち、前年度の４月１日から３月３１日までに生まれた子どもの保護者を

対象に、栗山町提携事業所にて育児用品等と交換できる「子育て応援券」を支給しています（額面１，０００円×６０枚）。
福祉課福祉・子育てグループ 0123-73-2222 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 子育て,出産 赤ちゃん誕生記念品贈呈 栗山町に住民登録された赤ちゃんに出産記念品を贈呈しています（４種類のうち１つを選択）。 福祉課福祉・子育てグループ 0123-73-2222 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 子育て,健康・医療 子どもの医療費助成 高校３年生までの通院・入院にかかった医療費を助成します（一部対象外。）。 住民保健課国保グループ 0123-73-7508 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 子育て 保育料の無償化・負担軽減

1号は満3歳になった月から保育料が無料。2・3号は、3歳児クラス以上の全ての子ども、0～2歳クラスで非課税世帯の子どもの保育料が

無料。 

また、多子世帯の保育料負担を軽減します。 

なお、保育料については、国の基準以上に所得に応じた算定とするために、町独自に区分を細分化しています。

福祉課福祉・子育てグループ 0123-73-2222 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/1818.html

北海道 栗山町 起業・就業
栗山町空き地空き店舗活用支援

事業

指定する区域の空き地の取得、既存建物の解体、空き店舗等の改修、備品購入、駐車場整備など、開業までに要した経費の2分の1以内

を助成します（最大220万円）。
ブランド推進課観光・賑わい推進グループ 0123-76-7787 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/53/108.html

北海道 栗山町
引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅賃

貸
栗山町空き家バンク 栗山町内の空き家・空き地を紹介しています。 若者定住推進課 0123-73-7521 http://www.kuriyama-iju.com/akiya/

北海道 栗山町 住宅新築 エコビレッジ湯地の丘宅地分譲 栗山町の景色を一望できる豊かな環境にある宅地を分譲しています（99～220坪、22,148円／坪～）。 ブランド推進課商工・労働グループ 0123-73-7516 http://www.kuriyama-iju.com/jutakudanchi/housing_eco.html

北海道 栗山町 住宅新築
朝日４住宅団地（第４期）宅地

分譲
便利で快適な街なか環境の宅地を分譲しています（100～113坪）。 ブランド推進課商工・労働グループ 0123-73-7516 http://www.kuriyama-iju.com/jutakudanchi/housing_asahi02.html

北海道 栗山町 住宅改修,住宅設備
人にやさしい住宅助成事業（耐

震改修工事）
耐震改修工事をする場合、50万円以上の工事費で2割以内（上限50万円）を助成します。 建設課技術グループ 0123-73-7513 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/48/653.html

北海道 栗山町 住宅改修,住宅設備
人にやさしい住宅助成事業（バ

リアフリー工事）
住宅のバリアフリー改修工事をする場合、10万円以上の工事費3割以内（上限30万円）を助成します。 建設課技術グループ 0123-73-7513 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/48/653.html

北海道 栗山町 住宅設備
栗山町住宅用太陽光発電システ

ム設置費補助金
住宅用太陽光発電システムを設置する場合、1kwあたり4.8万円（上限21万円）を助成します。 環境政策課環境政策グループ 0123-73-7511 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/site/-/197.html

北海道 栗山町 住宅賃貸 民間賃貸住宅家賃助成制度
町内事業所に正規雇用で勤務、または町内で起業した40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内の民間住宅を借りて

転入した場合、家賃の一部を最高36ヶ月間助成します。
若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/10007.html

北海道 栗山町 住宅改修 中古住宅リフォーム助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を取得して移住し、その中古住宅をリフォームした場合、工事

費の30％以内（最大30万円）を助成します。
若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/10007.html

北海道 栗山町 住宅購入 中古住宅取得費用助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を購入し移住した場合、取得費用の10％以内（最大30万円）を

助成します。
若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/10007.html

北海道 栗山町 住宅新築 新築住宅取得費用助成制度 40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に住宅を建築、または購入し移住した場合、最大120万円を助成します。 若者定住推進課 0123-73-7521 https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/10007.html

北海道 訓子府町 子育て,出産,健康・医療 子ども医療費助成事業

以下の要件を満たせば０歳から１５歳（中学校修了まで）のお子さんの医療費が無料になります。（初診時一部負担金あり） 

 

1.訓子府町の住民である。 

2.医療保険に加入している。 

3.生活保護を受けていない。 

4.重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けていない。 

 

詳しくはホームページをご確認ください。

福祉保健課　医療給付係 0157-47-5555 https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/hukusihoken/iryokyuho/nyuuyoujiiryou.html

北海道 訓子府町 起業・就業 店舗出店等支援事業補助金
訓子府町内で店舗の新築、空き店舗の活用等により新たに営業を開始する取り組みを行う事業者に対して、各種要件を満たせば補助対

象経費の2/3に相当する額を、限度額300万円として助成します。
元気なまちづくり推進室　商店街振興係 0157-33-5008 https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/genkinamatidukuri/tenposyuttensien.html

北海道 訓子府町 住宅購入,住宅改修,住宅設備 空き家活用定住対策補助金

訓子府町空き家バンクを通して空き家を活用する方に、各種要件を満たせばその住宅の取得・改修などの費用の一部を助成します。 

 

【移住者で補助対象物件に住民登録をした方：限度額200万円】 

【移住者で補助対象物件に住民登録をし、中学生以下の子どもの同居家族がいる方：限度額300万円】

元気なまちづくり推進室　地域振興係 0157-33-5008 https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/genkinamatidukuri/akiyahojokin.html



北海道 更別村 移住体験,移住者限定支援,引っ越し オンライン移住相談

更別村では、移住相談を随時、オンラインで受け付けています！ 

zoomを利用の個別ご相談会ですので、お気軽にお申込みください。 

 

 

申込先 

TEL　0155-52-2114　または　E-Mail　kikaku@sarabetsu.jp 

 

 

相談会までの流れ 

１）メール・電話等でのお申込み 

 

２）日程調整後、URL等をご連絡 

 

３）オンライン相談

企画政策課 0155-52-2114 http://www.sarabetsu.jp/ijyuu/onestop/

北海道 標茶町 移住体験 お試し暮らし住宅事業
移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた物件を2物件用意（物件利

用は有料）
企画財政課 015-485-2111 https://town.shibecha.hokkaido.jp/gyousei/ijuu_kouryuu/otameshi.html

北海道 標津町 まちづくり活動,農業,水産業
特産品の町内全世帯への無料配

布（年3回！）

日本一 気風のいい町・標津町では、より多くの人に地元のおいしい鮭やホタテを味わってもらうことを目的に、なんと！町内の全世帯

へ特産品の無料配布を行っています。 

 

◯鮭（雄）1本無料配布！（9月） 

同時期に鮭の捌き方教室が開催されますので移住者でも安心です。 

 

◯ホタテ 2kg 無料配布！（8月と12月） 

さらに、乳製品のPRと消費拡大の一環として、12月はホタテと一緒にバター2箱も配布されます！

住民生活課 0153-85-7243 https://www.shibetsutown.jp/shokai/about/syokai/

北海道 標津町 教育,就学 標津高校　学びの支援

学習内容の充実や部活動等への支援に加え、様々な支援策を拡充しています。 

教科書・制服代相当５万円支給／町内外バス通学費全額助成／国公立大学入学金相当30万円支給／医療費無料（町外通学者対象）／修

学旅行費の支援／学校給食無料 ほか

標津町教育委員会 管理課 0153-82-3110 https://www.shibetsutown.jp/education/highschool/kyoikushinkou/

北海道 標津町 子育て,教育 小中学生　学習教材費助成

資料や実験材料等に係る保護者負担を軽減するとともに教育機会の均等を図っています。 

・小学生　5,800円/年 

・中学生　11,200円/年

標津町教育委員会 管理課 0153-82-3110

北海道 標津町 子育て,教育
認定こども園　無料化＋負担軽

減

こども園の支援充実と保護者の負担軽減を行い、子育てを応援します！ 

・満3歳以上（1号・2号認定児） → 無料！ 

・満3歳未満（3号認定児）→ 国基準の1/4に減額

標津町教育委員会 管理課 0153-82-3110

北海道 標津町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度
町内の18歳までの子どもに対して、医療機関で支払う金額の全額助成！ 

※入院時の食事療養費、保険外負担（健康診断、予防接種、室料差額、病衣代、文書料など）は助成対象外です。
標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/umaretara/iryohi/

北海道 標津町 子育て 児童手当

中学校修了までの児童を養育している方に手当が支給されます。 

 

◯支給額 

・0歳～2歳 　　 1.5万円/月 

・3歳～小学生  1万円（第3子以降1.5万円/月） 

・中学生 　　    1万円/月

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/umaretara/jido_teate/

北海道 標津町 子育て,出産 出産祝金の給付

新たに標津町民となった新生児の誕生をお祝いします！ 

 

◯出産祝金の額 

第１子　　 ： 5万円 

第２子　　 ：10万円 

第３子以降 ：50万円

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/umaretara/syussanniwai/

北海道 標津町 子育て,出産,健康・医療 産後ケア事業

出産後の体調や子育てについて不安や悩みがあり、家族等から家事や育児の協力が得られない、産後5ヶ月未満の方を対象に、産後の心

身の休息を図りながら授乳指導や育児相談等のケアが受けられます。 

 

◯町立中標津病院に宿泊または通所となります。 

※医療が必要な方は対象外 

 

① 宿泊型：1泊2日の日程でケアが受けられます。 

・利用料 5,000円/回（利用上限は7日間） 

・2泊3日等連泊する場合は、2,000円/日追加 

② 日帰り型：日帰りでケアが受けられます。 

・利用料 3,000円/回（利用上限10回まで）

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515

北海道 標津町 出産,健康・医療 標津町あんしん出産支援事業

妊婦やご家族の方が安心して出産できる環境づくりを支援します。 

 

・緊急出産時の緊急搬送体制整備（要事前登録） 

・荒天時の通行止め等の情報提供（要事前登録） 

・妊婦健康診査等にかかる交通費/宿泊費の助成

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/ninshinshitara/anshinsyussan/



北海道 標津町 出産,健康・医療 妊婦健康診査費の助成

妊婦の健康管理の充実、及び、経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産が出来るよう支援します。 

 

・妊婦一般健康診査受診票（14回分） 

・超音波検査受診票（11回分） 

・新生児聴覚検査受診票 

・産婦健康診査受診票（2回分）

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/ninshinshitara/kenkosodan_josei/

北海道 標津町 出産,健康・医療 不妊治療費助成事業

標津町では、一組でも多く不妊治療を受けられるよう、経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成いたします。 

 

◯特定不妊治療 

治療に要した費用の自己負担額から道助成金を控除した額を助成しています。 

・年間10万円、通算5年まで 

 

◯その他の不妊治療 

・年間5万円、通算5年まで

標津町保健福祉センター 子育て支援室 0153-82-1515 https://www.shibetsutown.jp/kosodate/ninshinsurumade/huninjosei/

北海道 標津町 結婚 出会いサポート

町内に在住の男性と町内・道内などから参加いただく女性との出会い応援プロジェクトです。 

男性・女性ともに事前登録や参加申込みいただいた方に、イベント交流会・街コンのご案内、参加費や会食費補助、 お出かけパーティ

交通費、再会旅費補助、活動サポートなど行っています。 

 

※新型コロナウイルスまん延防止の観点から、状況を見ながら可能な事業を進めて参りますので、御理解をお願いします。

農林課 0153-85-7244 http://www.kirari.ne.jp/konkatsu/index.html

北海道 標津町 奨学金 保育教諭奨学金返還支援制度

奨学金返還中の町内認定こども園の保育教諭に対し、一定期間返還金の一部を支援します。 

 

◯支援額 

最大20万円/年 

※30歳未満の年度まで

標津町教育委員会 管理課 0153-82-3110

北海道 標津町 起業・就業 保育教諭就職準備金

町内認定子ども園の保育教諭として新規採用された職員に対し、就職準備金60万円を支援します。 

 

※採用から３年未満で退職された場合は全額返還となります。

標津町教育委員会 管理課 0153-82-3110

北海道 標津町 起業・就業,農業 就農支援

標津町内で新たに就農を希望する方への支援を行っています。 

 

〇就農研修員に対する助成 

・住宅料の1/2（上限1.5万円/月）を助成 

・傷害共済加入料を上限2万円/年を助成 

 

〇新規就農者への施設整備に対する助成（3年間）  

・施設整備費用の助成　上限500万円/年 

・研修/里帰り目的の酪農ヘルパー利用料の50％助成、上限20日/年 

・固定資産税相当額を100％助成 

 

〇公社営農場リース事業施設整備費の補助残分借入資金利子の負担 

・借入利子0.1％分を5年間助成

農林課 0153-85-7244 https://www.shibetsutown.jp/file/contents/1224/10675/ninaite_pamph2018.pdf

北海道 標津町 起業・就業 標津町起業等支援事業補助金

地域資源を活かした特色ある起業や新分野進出などを目指す方に、開業に要する経費の50％（上限300万円）を支援します。 

さらに、 

・空き家・空き店舗活用 ＋50万円！ 

・移住者　＋50万円！ 

→最大支援額400万円！ 

 

※中古住宅取得補助および住宅取得補助の移住者加算とは併用できません。

企画政策課 0153-85-7240 http://shibetsutown-iju.com/kigyoushien.html

北海道 標津町 移住者限定支援,起業・就業
UIJターン新規就業支援事業 移

住支援金

北海道へのUIターン就職を促進するため、東京23区(在住者または通勤者)から北海道へ移住し、マッチングサイトに掲載されている移住

支援金対象法人への就業や起業した方に、 国・道・市町村が共同で移住支援金を支給します。 

※北海道の予算の範囲内での支給となるため、年度途中で事業を停止する場合がございます。予めご了承ください。 

 

◯「移住支援金対象者の要件」を満たす申請者に、以下の金額が支給されます。 

・単身　60万円 

・世帯　100万円 

・18歳未満の帯同で、一人につき＋30万円

企画政策課 0153-85-7240 http://shibetsutown-iju.com/iju-shien.html

北海道 標津町 高齢者支援
高齢者福祉施設　利用者負担の

助成

町では、高齢者向け住宅整備の支援を行なってきましたが、入所などの経済的負担の大きさが課題となっていました。このことから、

家賃等の利用者負担に対する助成を行なっています。 

 

◯各種負担軽減額 

※( )は助成後の1ヶ月あたり本人負担額の目安 

・高齢者下宿：4.8千円(8.0万円) 

・グループホーム：3.9万円(8.8万円) 

・サービス付き高齢者向け住宅：1.3万円(9.8万円)

標津町保健福祉センター 介護保険・高齢者福祉担当 0153-82-1515



北海道 標津町
高齢者支援,介護,障がい者支援,住宅改修,住宅

設備
住宅リフォーム補助

町では、町内経済の活性化と町民の住民環境の向上を目指して、平成26年度から住宅リフォーム工事に対する支援事業を実施していま

す。 

自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工される方に、リフォーム工事費の一部を「支援金」として補助します。 

 

◯対象となる工事 

自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする者です。 

※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上（ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。）で

リフォームした場合が対象です。 

  

①耐震性向上（昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修工事） 

②省エネルギー性能向上（窓の改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事） 

③バリアフリー性能向上（浴室改修工事、便所改修工事、段差解消工事） 

④耐久性能向上（外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等） 

⑤その他工事（内装材の交換・貼替工事、住宅設備機器の更新等） 

 

◯支援額 

リフォーム費用の20％相当額（上限50万円）を支援。 

※支援額の20％は標津町商工会の商品券で支給。 

→最大支援額は、現金40万円 商品券10万円の合計50万円！

建設水道課 0153-85-7247 https://www.shibetsutown.jp/kurashi/sumai/house/kenchiku_reform/hojo/reform/

北海道 標津町 住宅購入 中古住宅取得補助

町では、標津町の定住人口の確保と増加を図ることを目的として、平成26年度から「住宅を取得される方」を対象とした支援事業を実

施しています。 

町内の中古住宅を取得される方に、住宅取得費の一部を「支援金」として補助します。 

 

◯対象物件 

昭和56年以降に建設された中古住宅が対象。 

 

◯支援額 

固定資産税評価額の2倍の10％相当額（上限50万円）を支援。 

・新規移住者は＋50万円！ 

→最大支援額100万円！

建設水道課 0153-85-7247 https://www.shibetsutown.jp/kurashi/sumai/house/kenchiku_reform/hojo/shutoku/

北海道 標津町 住宅新築 住宅新築補助

町では、標津町の定住人口の確保と増加を図ることを目的として、平成26年「住宅を取得される方」を対象とした支援事業を実施して

います。 

新たに住宅を新築される方に、住宅取得費の一部を「支援金」として補助します。 

 

◯対象物件 

80平米以上の住宅を新築される方 

 

◯支援額 

建築工事費の10％相当額（上限200万円）を支援。 

さらに、 

・新規移住者は　＋50万円！ 

・町内業者施行の場合は　＋50万円！ 

→最大支援額300万円！

建設水道課 0153-85-7247 https://www.shibetsutown.jp/kurashi/sumai/house/kenchiku_reform/hojo/shutoku/

北海道 標津町 住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 空き家・空き地バンク

「標津町空き家・空き地バンク」とは、町内にある空き家・空き地を有効活用することで、移住・定住の促進と地域活性化を図ること

を目的としています。 

町内の物件を無料でご紹介し、所有者と利用希望者のマッチングを行っています。

企画政策課 0153-85-7240 http://shibetsutown-iju.com/about_akiyabank.html

北海道 標津町 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し オンライン移住相談
標津町や北海道に興味を持っている方や地方に移住を考えている方へ、オンライン移住相談窓口を開設いたしました！ 

zoomを利用した個別相談となります。地元出身者＆移住者の職員が対応しますので、お気軽にご相談ください！
企画政策課 0153-85-7240 http://shibetsutown-iju.com/iju_soudan.html



北海道 白老町 移住者限定支援,起業・就業,農業,林業,水産業
白老町UIJ ターン新規就業者移

住支援事業

白老町では、国のわくわく地方生活実現パッケージに基づく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施して

います。 

対象要件を満たす方が、白老町に移住し、北海道マッチングサイトに掲載された企業等に就業、もしくは、起業した場合に移住支援金

を受給することができます。 

 

〇移住支援金について〇 

　支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。 

　 

　単身での移住の場合：60万円 

 

　世帯での移住の場合：100万円 

※なお、令和４年４月１日以降に白老町へ転入し、１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は１８歳未満の者一人につき３０万円

を加算します。 

 

〇対象要件〇 

 

１．次のいずれにも該当する方 

・住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上東京２３区に在住又は東京圏※１（条件不利地域※２を除く）に在住し、東京２

３区内に通勤※３していた方 

・住民票を移す直前に連続して１年以上、東京２３区に在住又は東京圏（条件不利地域を除く）に在住し、東京２３区内に通勤してい

た方（東京２３区内の大学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間となります。） 

 

政策推進課 0144-82-8213 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/202140800021/

北海道 白老町 移住者限定支援,住宅賃貸
白老町移住者向け家賃サポート

制度のご案内

白老町では、移住定住促進、定住人口増加を目的とした事業の一環として、町外から町内民間賃貸住宅に転入された方を対象に、家賃

の一部を補助いたします！ 

　 

 

〇補助金額〇 

基本補助金額：（月額家賃-住宅手当）×1/2（最長24ヵ月） 

　　　　　　　　※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て 

 

若年世帯　→　算出した金額が1万円を超える場合は上限1万円となります。 

 

子育て世帯　→算出した金額が1.5万円を超える場合は1.5万円となります。 

 

〇対象者〇 

・１年以上他自治体に住んでいて、白老町に転入し、町内の民間賃貸住宅に転居された方 

・申請時に世帯主が40歳未満の若年世帯であるか、若しくは、15歳以下の子を扶養し、同居している子育て世帯に該当する方 

・2年以上継続して居住の意思がある方 

・世帯全員に町税などの滞納がないこと 

・世帯員が生活保護を受けていないこと 

・世帯構成員に公務員がいないこと 

・他の公的住宅扶助を受けていないこと　 

・過去にこの補助金を受けていないこと　　等 

 

政策推進課 0144-82-8213 http://hokkaido-shiraoi.jp

北海道 砂川市 子育て
多子世帯等の学童保育料減免制

度

子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、多子世帯（第２子1/2、第３子2/3）、ひとり親世帯又は在宅障害児（者）がいる

世帯で市町村民税非課税の世帯（第１子1/2、第２子3/4、第３子5/6）、生活保護世帯（10/10）の学童保育料を減免しています。
社会福祉課　子どもの保育係 0125-74-8368 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/gakudouhoikusyogennmenn.html

北海道 砂川市 起業・就業 創業支援事業
市、商工会議所、農協、金融機関等の各団体が連携して、窓口相談や創業セミナーの実施、助成や融資等により創業希望者の支援を

行っています。
商工労働観光課　商工振興係 0125-54-2121 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/files/akitenpohojotirashi.pdf

北海道 砂川市 起業・就業
商店街店舗整備事業に対する助

成

空き建築物を購入または賃貸借等をして小売業等を新規開業した場合、設置費用や内装・正面外壁改装費用、賃借料（12ヶ月間）に対

して補助金を交付しています。
商工労働観光課　商工振興係 0125-54-2121 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/files/akitenpo_page-0001.jpg

北海道 砂川市 農業 新規就農者支援事業
新規就農者に対して各種支援事業を実施しています。農地の年間賃借料の補助（２分の１以内、限度額５万円を５年分）や、農業用機

械・施設・資材の購入経費の補助（10分の３以内、限度額90万円）を実施。
農政課　農政係 0125-54-2121 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/nougyou/files/3.10.27.pdf

北海道 砂川市 子育て 一時保育事業
市内在住で一時的に子どもを保育することが困難となった場合、保育園に入園していない１歳から就学前までの子どもを対象に４時間

単位で一時保育が利用できます。（市内のひまわり保育園でのみ実施）
ひまわり保育園 0125-54-4555 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/hoikuen_hoikusho/ichijihoiku.html

北海道 砂川市 子育て ファミリー・サポート事業
１歳から小学６年生までの子どもの保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての援助を行っていま

す。会員登録は無料、平日７時から19時までは１時間500円（土曜・日曜・祝日・年末年始は600円）で利用が可能です。
社会福祉課　子育て支援係 0125-74-8369 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/family_support.html

北海道 砂川市 子育て 子育て支援指定ごみ袋配布事業 市内在住の０歳～３歳未満の子どものいる世帯に対し、指定ごみ袋を子ども一人当たり１ヵ月10枚を配布しています。 市民生活課　環境衛生係 0125-74-4769 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/gomi/kosodatesiennsiteigomibukuro.html

北海道 砂川市 子育て 病児・病後児保育事業

病中、または病気の回復期にあるお子さんを、就労などのため家庭で保育できない保護者にかわり、一時的に保育する病児・病後児保

育事業を実施しています。お子さんをお預かりする「病児・病後児保育施設」は、保育士２名を配置するほか、砂川市立病院の医師、

看護師と連携して病状の変化に対応できる体制が整っています。

社会福祉課　子ども保育係 0125-74-8368 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/byojibyogojihoikujigyo.html

北海道 砂川市 子育て
多子世帯の利用者負担額（保育

料）・副食費負担軽減制度

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、利用者負担額や副食費の軽減を行っています。 

利用者負担額は、すべての階層で現行の利用者負担額から１０％引き下げ、国や北海道の制度による減額のほか、第６階層以上（市町

村民税所得割課税額169,000円以上）で生計を一にする子や孫（別居監護を含む）がいる場合、第１子の年齢制限を撤廃し、第２子目の

保育料は半額、第３子目以降は無料になります。 

副食費は、現行の国が示す金額から１０％引き下げ、第４階層以上（市町村民税所得割課税額57,701円以上）で生計を一にする子や孫

（別居監護を含む）がいる場合、第１子の年齢制限を撤廃し、第２子目の副食費は半額、第３子目以降は無料になります。

社会福祉課　子ども保育係 0125-74-8368 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/hoikuryoutasikeigen.html



北海道 砂川市 子育て
ふしぎの森利用料無料クーポン

券支給事業

親子で一緒に過ごす機会を増やし、豊かな感性と情緒を育む子育てを支援することを目的に、北海道子どもの国にある「ふしぎの森」

の大人利用料500円（10月１日以降は300円）が無料になるクーポン券を支給しています。
社会福祉課　子育て支援係 0125-74-8369 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/hushiginomoririyouryo-muryo-ku-pon.html

北海道 砂川市 子育て 乳児おむつクーポン券支給事業
砂川市では、子育て世代の経済的負担軽減を目的に、０歳児のお子さんの保護者に、市内の指定取扱店で対象品目の購入に使用でき

る、乳児おむつ無料クーポン券を支給しています。
社会福祉課　子育て支援係 0125-74-8369 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/jidoufukushi/nyu-jiomutumuryo-ku-pon.html

北海道 砂川市 出産 妊婦健診費用助成

北海道の協定により助成対象外とされている時期に行われる超音波検査および基準の14回を超えた場合の妊婦一般健康診査において、

超音波検査の費用を最大８回分、また、妊婦一般健康診査（超音波検査を含む）は出産までの期間に必要な全ての回数分助成していま

す。砂川市立病院で健診、超音波検査を受けると全額無料となります。 

その他に、歯科検診を１回無料で受けることもできます。

ふれあいセンター　保健予防係 0125-52-2000 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kenkou_fukushi/hoken_iryou/ninsin_syussan.html

北海道 砂川市 出産 特定不妊治療費助成

令和４年４月以降に治療を開始した場合、保険適用分の自己負担額を通算６回分（40歳以上43歳未満の場合は通算３回）まで助成しま

す。男性不妊治療も助成対象としています。また、特定不妊治療の助成を受けて子どもをもうけたご夫婦が、第２子以降の特定不妊治

療を行う場合についても、第２子以降の治療の対象となる子ども毎に、最大６回まで助成します。

ふれあいセンター　保健予防係 0125-52-2000 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kenkou_fukushi/hoken_iryou/tokutei_hunin_tiryou.html

北海道 砂川市 出産 陣痛タクシー
事前登録していただくと、利用料無料で365日24時間対応、研修を受けた市内タクシー会社のドライバーが、バスタオルや防水シートを

準備しお迎えにあがる、いざというときの安心のサービスです。
ふれあいセンター　保健予防係 0125-52-2000 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/shisei/kikaku_keikaku/ijuu/files/tirasi.pdf

北海道 砂川市 住宅購入 空き家・空き地情報 市内にある空き家および空き地の物件情報を所有者等の申請を受けて、登録・公開しています。 建築住宅課　住生活支援係 0125-74-8758 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/akiya-akichi.html

北海道 砂川市 住宅改修
永く住まいる（住宅改修）補助

金
住宅改修工事にかかる費用について、最大20％（上限額40万円）を補助します。（各種条件あり） 建築住宅課 0125-74-8760 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/heartful-smile2018.html#renovation

北海道 砂川市 住宅新築,住宅購入 移住促進補助金
住宅を建設・購入した方で、砂川市外から市内に転入し交付申請日において住民基本台帳に記録された方を対象に、20万円を交付しま

す。
建築住宅課 0125-74-8758 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/sumai-hozyo.html

北海道 砂川市 住宅新築,住宅購入 同居近居促進補助金

住宅を建設・購入した方で、交付申請日において親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同居・近居した方を対象に、下記のとおり補助

金を交付します。 

 

同居：親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の住宅に居住、新築住宅購入の場合は30万円、中古住宅購入の場合は20万円を交付。 

 

近居：親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の小学校区または市内の直線２キロメートル以内に居住、新築住宅購入の場合は10万

円、中古住宅購入の場合は５万円を交付。

建築住宅課 0125-74-8758 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/sumai-hozyo.html

北海道 砂川市 子育て,住宅新築,住宅購入 子育て支援補助金

住宅を建設・購入した方で、満18歳以下の方を扶養する世帯または子どものいない満40歳以下の夫婦を対象に、下記の金額を補助しま

す。 

 

子育て世帯（申請する年度に満18歳以下の方を扶養する世帯） 

補助額：子ども1人あたり10万円（第2子以降10万円ずつ加算） 

 

若年夫婦世帯（申請する年度に満40歳以下の夫婦で、子どもがいない世帯） 

補助額：世帯で10万円

建築住宅課 0125-74-8758 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/sumai-hozyo.html

北海道 砂川市 住宅新築,住宅購入 まちなか住まいる等補助金
新築、建売住宅購入の場合は最大120万円（購入費用の５％）、中古住宅購入の場合は最大70万円（購入費用の５％）を補助します。

（各種条件あり）
建築住宅課 0125-74-8758 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/sumai-hozyo.html

北海道 秩父別町 子育て,出産 秩父別町出産祝金交付事業

出産から１年を経過し、出生児を養育している世帯に対し祝金を交付します。 

 

交付額： 

第1子　10万円 

第2子　20万円 

第3子以降　30万円 

※祝金の約3割は、町内事業所で使用できる商品券

住民課社会福祉係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=welfare&content=190

北海道 秩父別町 子育て
秩父別町子育て支援水道基本料

金全額助成金交付事業
高校生以下のお子さんを養育している世帯に対し、毎月の上水道利用基本料金を助成。 住民課社会福祉係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=welfare&content=190

北海道 秩父別町 子育て,健康・医療 乳幼児等医療助成 町内在住の18才までのお子さんの医療費を全額助成しています。 住民課医療係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=welfare&content=47

北海道 秩父別町 起業・就業 介護従事者定住促進事業補助金

町内介護事業所に介護職員等として就業し、就業を機に本町に転入された方に対し、介護事業所の助成を条件に町からも助成を行いま

す。 

 

補助金額： 

１０万円を上限として、介護事業所からの助成と同額とします。

住民課介護保険係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=264

北海道 秩父別町 住宅賃貸 新婚世帯・子育て世帯家賃助成

新婚世帯・子育て世帯を対象に家賃の助成を行います。 

 

助成額： 

家賃の自己負担額（家賃－住宅手当）が25,000円を超えるとき、25,000円を超えた額を助成（上限25,000円）

建設課住宅係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=64

北海道 秩父別町 住宅設備 町営住宅の設備を充実

新婚世帯、子育て世帯、並びに町内の民間事業所に就業する方が新規に町営住宅等に入居する場合に、給湯器、ストーブ、ガスレンジ

等を町が設置します。 

 

※これらを設置するとその分家賃が高くなりますが、「新婚世帯・子育て支援家賃助成事業」、「町内就業者定住促進家賃助成事業」

により家賃の自己負担額は低く抑えられます。

建設課住宅係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=130



北海道 秩父別町 住宅新築 新築住宅取得補助金交付事業

秩父別町に定住することを目的として、町内に住宅を新築した方に新築住宅取得補助金を交付いたします。 

 

補助金額： 

100万円（新婚・子育て世帯加算） 

・新婚世帯又は子育て世帯（扶養１名）の場合　50万円加算 

・子育て世帯（扶養2名）の場合　100万円加算 

・子育て世帯（扶養3名以上）の場合　150万円加算 

※子育て世帯は高校生以下の者を扶養している世帯

企画課企画・まちづくり係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=227

北海道 秩父別町 住宅新築,住宅購入 住宅用地取得補助金交付事業

秩父別町に定住することを目的として、町内に住宅を新築または中古住宅を購入した方を対象に住宅用地取得費用の一部を交付いたし

ます。 

 

補助金額：土地購入価格の３分の２（上限１００万円）※㎡当たり単価上限有

企画課企画・まちづくり係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=228

北海道 秩父別町 住宅改修 住宅リフォーム補助金

住宅リフォーム費用の負担を軽減し、生活環境の整備づくりを応援します。 

 

補助金額： 

・現在住んでいる住宅を改修する場合…対象経費の３分の１（上限３０万円） 

・町内の空き家を改修する場合…対象経費の２分の１（上限１００万円）

建設課住宅係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=212

北海道 秩父別町 住宅賃貸 町内就業者定住促進家賃助成

町内の民間事業所に就業している方を対象に家賃の助成を行います。 

 

交付額： 

世帯の所得により家賃の自己負担額（家賃－住宅手当）が10,000円、又は12,000円になるように差額を助成。（上限25，000円）

建設課住宅係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=work&content=67

北海道 秩父別町 引っ越し
新婚・子育て世帯引越し費用助

成

町外から転入する新婚世帯・子育て世帯に対し、引っ越し費用の助成を行います。 

 

交付額： 

○新婚世帯　　定額20万円 

○子育て世帯　定額20万円（高校生以下のお子さんが3人以上の場合は定額30万円） 

ただし、勤務先から移転料が支給される場合は、移転料を控除した額を助成します。 

※3年未満で転出した場合は、助成金を返還していただきます。

建設課住宅係 164332111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=66

北海道 秩父別町 結婚 結婚祝金事業

町内在住者が結婚したときに「結婚祝金」を交付します。 

 

交付額：夫婦一組に対して20万円

企画課企画・まちづくり係 0164-33-2111 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=226

北海道 月形町 子育て 子育てサロンまんまるひろば 町内在住の0～2歳のお子さんと保護者を対象に月1回親子遊びなど町内の親子が集まれるサロンの提供 保健福祉課地域福祉係 126533155 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4038.htm

北海道 月形町 住宅設備 生活飲用水設備修繕

上水道給水区域外で住宅用の地下水（飲用水）供給設備を設置または修繕、滅菌装置の設置をする場合、その費用を助成（設置：費用

の3分の1の額（千円切り捨て、50万円を限度）、修繕：費用の2分の1以内の額（千円切り捨て、15万円を限度）、滅菌装置設置：設置

に要した費用（千円切り捨て、8万円を限度））

住民課生活環境係 126532323 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/5797.htm

北海道 月形町 子育て,教育 高校教育支援事業助成金制度 町外の高校に在籍する生徒が検定試験や進学模擬試験、就職模擬試験を受験した場合、受験費用の２分の１を助成 教育委員会　学務係 126533443 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/7156.htm

北海道 月形町 子育て,教育 特別保育事業 就労や通院などにより、保育できない未就学児をもつ家庭は一時的に保育サービスを受けることができる。 保健福祉課地域福祉係 126533155 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4350.htm

北海道 月形町 出産,健康・医療 妊産婦健康診査通院等支援 妊産婦が健康診査、出産の際の産科医療機関への交通費として1,000円×回数分の助成（最大妊婦健診14回、出産1回、産後2回） 保健福祉課保健係 126533155 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4615.htm

北海道 月形町 子育て,健康・医療
乳幼児等医療機関通院交通費助

成

中学生までの町外医療機関（歯科・調剤を除く）の受診に係る通院交通費を1日につき1,000円助成 

中学３年生までの法定予防接種に係る通院交通費を１日1,000円助成
住民課戸籍保険係 126532323 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/7256.htm

北海道 月形町 起業・就業 起業者等支援事業

・起業する個人、団体の事業設立までの事業プランの策定に係る費用の３分の１（限度額20万円）と開設に係る費用の２分の1（限度額

100万円）を助成 

・店舗等の新築に係る経費の２分の１以内（限度額２００万円）を補助

企画振興課商工観光係 126532325 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/5661.htm

北海道 月形町 起業・就業 ものづくり支援事業
・商品化事業で専門家謝礼、旅費など経費２分の1以内（限度額30万円）を助成 

・新製品・新技術開発に係る人材育成、試作研究に要する費用の３分の１以内（限度額20万円）を助成
企画振興課商工観光係 126532325 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/5661.htm

北海道 月形町 子育て,健康・医療 予防接種通院交通費接種 中学３年生までの法定予防接種に係る通院交通費を１日1,000円助成します。 保健福祉課保健係 126533155 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4020.htm

北海道 月形町 子育て,健康・医療 中学生までの通院交通費助成 中学生までの町外医療機関（歯科・調剤を除く）の受診に係る通院交通費を1日につき1,000円助 住民課戸籍保険係 126532323

北海道 月形町 子育て,健康・医療
インフルエンザワクチン接種費

用の助成
高校生までのインフルエンザワクチン接種費用の全額助成します。 保健福祉課保健係 126533155

北海道 月形町 子育て 保育料の無償化 町内に住民登録があり、認定こども園に通園する全ての子どもについて、保育料・給食費を全額無償とします。 保健福祉課地域福祉係 126533155



北海道 月形町 起業・就業,住宅賃貸 若者就業促進家賃補助事業

若者の就業支援と定住促進また、地域経済の活性化を図るため、３０歳未満で新たに月形町に居住する方を対象に賃貸住宅に係る家賃

を補助します。 

 

◇補助対象者 

 　次のすべてを満たす方 

 　（１）月形町内の事業所に就労する30歳未満の単身者または、30歳未満の就労者を 

　　　世帯主とする世帯 

 　（２）平成３０年３月１日以降に、新たに町内の賃貸住宅に居住している方 

 　（３）町税を滞納していない方 

 　（４）対象者及びその世帯員全員が町内に他の住宅を所有又は借用していない方 

 　（５）月額３万円以上の賃貸住宅に入居している方 

 　（６）対象者又は世帯員が公務員でない方 

 　（７）生活保護法による保護を受けていない方 

 

◇補助金額 

 　月額５千円とし、月形商工会が発行する商品券で交付します。 

 

◇補助金の対象期間 

 　交付申請のあった翌月から３６か月 

 

◇補助金の申請方法 

 　関係書類を添えて、転入した日から３か月以内にご提出ください。

企画振興課商工観光係 0126-53-2325 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/5665.htm

北海道 月形町 住宅改修,住宅設備 あんしん住宅補助事業

住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図る工事にかかる費用の一部を補助しています。　 

◇補助金額  

　工事に要した費用の３０％に相当する額とし、６０万円を限度に補助します。  

※下水道及び合併浄化槽に新たに接続する工事を含む場合は、補助率を５０％とします。  

※上限額まで何度でも利用できます。  

 

◇対象になる条件  

　○工事に要する費用（消費税抜き）が３０万円以上であること  

　○建築後５年が経過している住宅等であること 

  （太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅を対象） 

　○町内業者（町内に本社を有する法人または個人事業主）による工事であること

農林建設課住宅建築係 0126-53-2322 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4071.htm

北海道 月形町 住宅新築,住宅購入
快適な住まいづくり住宅補助事

業

お住まいになる住宅を新築または中古住宅を購入された方に、その費用の一部を補助します。 

（１）町内業者による新築の場合150万円助成 

（２）町外業者による新築の場合５０万円助成、分譲宅地の場合（１）、（２）に50万円上乗せ、（１）、（２）の場合中学生以下１

名あたり10万円の商品券を発行 

（３）自らが建築した場合50万円助成 

（４）中古住宅の購入の場合50万円助成

農林建設課住宅建築係 0126-53-2322 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4069.htm

北海道 月形町 起業・就業,農業 月形町就農支援事業
町外から転入して新たに農業経営を開始しようとする就農希望者と町内に住所および経営地を有する農家の子弟を支援します。新規就

農を開始しようとする者に農業用機械の賃借料、購入経費の補助、住宅の支援、研修費用の助成、農地賃借料の補助など。
農林建設課農政係 0126-53-2322 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4479.htm

北海道 津別町 交通機関利用,高齢者支援 タクシー利用助成券交付事業 ７５歳以上の町民の方で、一定条件を満たした方にタクシー利用助成券を交付します。 建設課　道路河川係 0152-77-8391

北海道 津別町 交通機関利用
コミュニティバス市街地巡回線

運行事業

買い物や通院など皆さんの日常生活に必要な交通手段として、コミュニティバス市街地巡回線を運行しています。 

運賃は一律２００円です。
建設課　道路河川係 0152-77-8391

北海道 津別町 交通機関利用,高齢者支援,障がい者支援 移送サービス事業

傷病等により通常の交通手段での移動に制約がある高齢者および障がい者を支援します。 

・介護保険法に定める要介護者及び要支援者、総合事業対象者 

・１級及び２級障害者手帳所持者 

・内部障がい、精神障がい、知的障がいにより公共交通機関を利用することが困難な者 

 

利用料金は２Kmまで２６０円です。以降、１Km毎に１２０円が加算されます。通院や買い物などで利用できます。」

津別町社会福祉協議会 0152-76-1161

北海道 津別町 起業・就業
北海道津別町仕事情報発信サイ

ト【ワークINツベツ】

北海道津別町の仕事情報を総合的に発信していくサイトです。 

写真豊富な取材記事で津別町の事業所、仕事の魅力を伝えます。 

ハローワークと自動連動で求人情報も掲載します。

津別町 住民企画課 企画係 0152-77-8374 https://tsubetsu-work.com/

北海道 津別町 交通機関利用 まちバス
町内を運行するまちバスの利用料は無料です。 

一部の路線をのぞき予約制となっています。
津別町役場 建設課 道路河川係 0152-77-8391 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/40kankyo/douro_kasen_kankyou/2015-0804-1356-6.html

北海道 津別町 交通機関利用,障がい者支援,通勤・通学 障がい者等交通費助成事業
津別町に住所を有する障がい者等の社会参画を促進するために交通費の助成を行います。 

バス又は鉄道、福祉有償運送運賃の２分の１の金額。もしくは自家用車による燃料代の一部を助成。
津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/45syogaihukusyi/index.html#jinzoukoutuuhi

北海道 津別町 交通機関利用,障がい者支援
重度障がい者無料タクシー券交

付

重度身体障がい者に対して無料タクシー券を交付します。 

１名あたり月２枚、年24枚。地域により交付枚数が変ります。 

対象となるタクシーは(有)津別ハイヤー

津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/45syogaihukusyi/index.html#sintaibasu

北海道 津別町 高齢者支援,障がい者支援 除雪サービス事業 町内に身内のいない障がい者及び虚弱高齢者に対して、冬期間でも安心して生活できるよう除雪サービスを実施します。 津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/20kouseisha/kourei.html#josetu

北海道 津別町 高齢者支援,障がい者支援 バス無料乗車券交付事業

高齢者及び障がい者に対し、バス無料券を交付します。 

北見バスの美幌津別線、開成津別線で使えます。 

年間36枚(地域により交付枚数が変ります)

津別町役場 保健福祉課　福祉係 0152-77-8381



北海道 津別町 子育て 児童扶養手当

ひとり親家庭や親と一緒に生活していない子どもを養育する家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ります。 

子ども１人の場合、全部支給で月額43160円。一部支給は所得に応じて月額43150円?10180円まで。 

第２子・全部支給10190円加算。一部支給10180円?5100円。 

第３子以降 6110円。一部支給6100円?3060円。

津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/50zidouhukushi/jidou.html

北海道 津別町 交通機関利用,子育て,障がい者支援 心身障がい児交通費支給事業
心身障がい児の訓練等のための交通費を支給します。 

津別町に住所があり、心身障がい児の判定や診断、訓練のため町内を除く北海道内を旅行した保護者と子どもの交通費を支給します。
津別町役場  保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/50zidouhukushi/jidou.html

北海道 津別町 出産,健康・医療 新生児聴覚検査助成事業 出生後、入院中の赤ちゃんに行われる新生児聴覚検査の費用を全額助成します。妊産婦健康診査受診票と共にお渡しします。 津別町役場 保健福祉課 健康推進係 0152-77-8380

北海道 津別町 子育て,出産 産後ケア

指定の事業所の助産師等の専門職から、産婦さんの心身ケアや子育てに関する支援をい自宅や事業所で受けられるサービスです。サー

ビスの利用時間によってショート型、ロング型、宿泊型に分かられます。また自宅に来てもらうことを訪問型と言います。 

９回を上限に利用できます（宿泊型の場合は上限７回（７泊）です）。 

自己負担：訪問型とショート型は１回６００円、ロング型は１回1000円、宿泊型は１回（１泊）2500円です。（自宅に来てもらう場合

は、別途交通費がかかります）

津別町役場 保健福祉課 健康推進係 0152-77-8380

北海道 津別町 文化・芸術・スポーツ
文化・スポーツ競技大会派遣費

補助

文化・スポーツ競技大会の全道・全国大会に出場選手の参加経費の一部を助成します。 

津別町の在住者及び津別高等学校在学者が対象です。
中央公民館 生涯学習課 社会教育係 0152-76-2713

北海道 津別町 まちづくり活動 特産品販路拡大支援事業
町外への販路拡大のために見本市等に出展する町内企業を支援します。 

出展小間料、出展小間装飾料、出展物輸送費の２分の１以内(限度額20万円)
津別町役場 産業振興課 商工観光係 0152-77-8388 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2016-0801-1459-7.html

北海道 津別町 起業・就業 猟銃免許等取得支援補助

猟銃免許及び猟銃所持許可の新規の取得を支援します。 

町内に住所を有し、北海道猟友会津別支部に加入しており、有害鳥獣捕獲に３年以上従事できる方が対象です。 

猟銃免許及び猟銃所持許可の取得に要した手数料等の経費の２分の１以内を支援します。

津別町役場 産業振興課 林政課 0152-77-8386 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2021-0407-0951-7.html

北海道 津別町 住宅購入,住宅賃貸 空家等情報登録制度
町内にある空家等(空家、空き地、空き店舗、空き事業所)の有効利用を支援します。 

空家・空き地等の情報を「北海道津別町空き家バンク」に掲載しています。
津別町役場 住民企画課 企画係 0152-77-8374 https://tsubetsu-estate.com/

北海道 津別町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度 0歳から18歳の年度末まで子どもの医療費を助成します。 津別町役場　保健福祉課 国保係 0152-77-8379 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/15zyosei/2007-1026-0841-2.html

北海道 津別町 子育て,教育 子育て支援センター
０歳から小学校就学前のお子さんと保護者の方に無料でご利用いただけます。 

親子で自由に遊べる場です。育児相談や子育て講座なども受けられます。
こどもの杜　子育て支援センター 0152-77-3337 https://www.ans.co.jp/n/kodomonomori/kosodate.html

北海道 津別町 交通機関利用,出産,健康・医療 妊産婦通院交通費助成事業
妊産婦健康診断に伴う通院交通費を助成します。 

対象の通院に対し、片道715円を助成します。
津別町役場　保健福祉課 健康推進係 0152-77-8380 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/30kenkou/files/koutuuhi.pdf

北海道 津別町 出産,健康・医療 妊産婦健康診査支援事業

妊娠中の健診と産後の健診に必要な料金の一部を助成します。 

妊婦一般健康診査受信票の交付（14回）　超音波検査受診票の交付(6回) 

産婦一般健康診査受診票の交付(2回)

津別町　保健福祉課 健康推進係 0152-77-8380 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/30kenkou/2007-1114-1550-5.html#ninshin

北海道 津別町 まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ
人づくり・まちづくり活動支援

事業

町の産業、福祉、スポーツ等各分野において、まちづくりのリーダー育成および団体の自主的なまちづくり活動を支援します。 

申請時期・期限については広報や町HPで周知します。 

・人づくり活動支援事業：町民が国内外の各種研究機関や関連団体等に研修する事業（補助対象経費の２分の１　国内８万円上限　国

外２０万円上限） 

・まちづくり活動支援事業：団体が行う、新規または既存の活動の拡充となる自主的なまちづくり活動（上限100万円  下限５万円）

津別町役場 住民企画課　企画係 0152-77-8374

北海道 津別町 高齢者支援 長寿記念品支給事業 高齢者の長寿に祝意を表すため、記念品を贈呈します。 津別町役場 保健福祉課　福祉係 0152-77-8381

北海道 津別町 コミュニティ団体支援,高齢者支援 ふれあい・いきいきサロン事業
高齢者が住み慣れた地域で仲間づくりや世代間の交流を深め、健康でいきいきした生活が送れるよう、「集う場（地域サロン）」の開

設や運営の支援を行います。
津別町社会福祉協議会 0152-76-1161 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/25kaigo/tiikisienzigyou.html

北海道 津別町 高齢者支援 生活支援サポートセンター
高齢者の方の日常生活における、ちょっとした困りごとに対して、研修を受けたサポーターが訪問し、お手伝いします。利用者の方は

30分100円かかります。サポーターは活動時間に応じてポイントがたまり、商品券に交換できます。
保健福祉課　高齢者相談係 0152-77-8383

北海道 津別町 高齢者支援 地域包括支援センター
高齢者の方を支えていく拠点として、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーが中心となって、介護予防に関するマネジメントを

はじめとする高齢者への総合的支援を行います。
地域包括支援センター 0152-76-2158 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/25kaigo/tiikihoukatu.html

北海道 津別町 健康・医療 予防接種の助成 赤ちゃん、お子さん、65歳以上の方を対象に予防接種を行っています。 津別町役場 保健福祉課　健康推進係 0152-77-8380 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/30kenkou/2007-1114-1550-5.html#yoboo

北海道 津別町 出産,健康・医療 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けたご夫婦を対象に、その治療に要する費用の一部を助成します。（最大15万円） 津別町役場 保健福祉課　健康推進係 0152-77-8380 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/30kenkou/2007-1114-1550-5.html

北海道 津別町 健康・医療 インフルエンザ予防接種

インフルエンザの予防接種の料金を一部助成します。 

65歳以上の高齢者の方／60歳以上で心臓、肺、じん臓疾患で身体障がい手帳１級の方／１歳から中学３年生までの方 

一人一回、自己負担1000円

津別町役場 保健福祉課　健康推進係 0152-77-8380 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/30kenkou/2007-1119-0909-5.html

北海道 津別町 出産 新生児誕生祝品
赤ちゃんが誕生したご家庭に、お子さんの健やかな成長を祈念し、津別町内縫製工場で生産された新生児服を同じく津別町内の木工場

が製作した経木箱に入れて贈呈いたします。
津別町役場 保健福祉課　福祉係 0152-77-8381 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/55kosodate/2011-0816-1343-5.html

北海道 津別町 教育 津別公設民営塾 津別高校生、津別在住の高校生は授業料・教材費等無料で津別公設民営塾を利用できます。 生涯学習課 学校教育係 0152-77-6002 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/50manabi/2017-0613-1753-4.html

北海道 津別町 交通機関利用,教育,通勤・通学 津別高校通学費等補助制度 津別高校に在校する生徒、保護者に対し、通学費をはじめ、教科書・参考書購入費、校納金、制服の購入等補助します。 津別町役場 津別町教育委員会 学校教育係 0152-77-6002 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/50manabi/2017-0127-1607-4.html

北海道 津別町 住宅設備
木質ペレットストーブ購入費補

助事業

地球温暖化防止や津別町の森林地産地消を目指し、木質ペレットストーブを購入する方に対して、購入費の一部を補助します。(希望さ

れる方は購入前に手続きを行ってください) 

ペレットストーブ本体(1台25万円上限)の税抜き価格３分の２以内を補助します。 

津別町内に住所があり、住宅や事業所、自治会などの活動拠点施設にペレットストーブを設置する方が対象です。

津別町役場 産業振興課　再エネ推進係 0152-77-8387 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-0902-7.html

北海道 津別町 住宅設備
太陽光発電システム導入支援事

業

太陽光発電システムを設置する方に対し、補助金を交付します。（最大12万円） 

津別町に住所があり、町内に自ら居住する住宅等に新たに発電システムを設置する方、又は発電システム付の新築住宅を購入する方が

対象です。工事着手前の事前申請が必要です。

津別町役場 産業振興課　再エネ推進係 0152-77-8387 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0703-1359-7.html

北海道 津別町 住宅新築 住宅新築の奨励金

津別町内に住宅を新築される方に奨励金を交付します。（最大250万円） 

町内に住所がある方、まらは今後町内に転入する方で、自らが住む住宅を新築し、10年以上の定住を確約される方が対象です。 

基本要件100万円＋様々な要件で加算されます。

津別町役場 建設課　住宅係 0152-77-8390 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/30iju/2010-0401-1431-4.html



北海道 津別町 住宅賃貸 空家活用促進事業

利用されていない空家を賃貸の目的で活用するため、空家を改修する方に費用の一部を助成します。 

（最大50万円） 

所有者・管理者の方が賃貸の目的で行う改修工事、空家を賃借される方が所有者の許可を受けて自身の居住を目的で行う改修工事が対

象です。 

津別町空家等情報登録制度に基づき登録済みの空家を改修する工事で津別町内の建設業者か申請者が行う改修工事が対象です。着工前

の申請が必要になります。工事金額の２分の１以内、50万円が上限です。

津別町役場 建設課　住宅係 0152-77-8390

北海道 津別町 住宅改修 住宅改修奨励事業

住宅を改修される方に奨励金を交付します。（最大50万円） 

改修費用の20%を奨励金として交付します。（内10%は津別町商工会が発行する商品券） 

建築後10年以上経過した住宅の所有者が行う改修工事で、改修後10年以上の定住を確約される方が対象です。 

町内事業者が請け負い、改修に要する費用が50万円以上の工事が対象となります。 

着工前の申請が必要です。

津別町役場 建設課　住宅係 0152-77-8390 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/30iju/2010-0401-1431-4.html

北海道 津別町 住宅購入 中古住宅購入の奨励金

中古住宅を購入される方に奨励金を交付します。（最大30万円） 

建物の固定資産税課税標準額150万円以上：30万円 

建物の固定資産税課税標準額150万円以下：20万円 

奨励金の10%は津別町商工会発行の商品券で交付。 

建物の固定資産税課税標準額100万円以上の中古住宅を購入される方で10年以上定住される方が対象です。

津別町役場 建設課　住宅係 0152-77-8390 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/30iju/2010-0401-1431-4.html

北海道 津別町 起業・就業,農業 農業新規参入者誘致事業 津別町区域内において、新たに農業を営む方(新規参入者)に援助します。 津別町役場 産業振興課 農政係 0152-77-8384 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/20syunou/2007-1026-1304-2.html

北海道 津別町 起業・就業 介護保険施設従事者就業支援

津別町内の介護保険施設において、新たに常勤雇用として就職する施設従事者を対象に、就業支援補助金及び住宅準備補助金を交付し

ます（最大92万円） 

就業支援補助金として、就業後1年経過ごとに24万円を、３年を上限に交付します。住宅準備補助金として、20万円を上限に交付しま

す。

津別町役場 保健福祉課 介護保険係 0152-77-8382

北海道 津別町 起業・就業 奨学金返還事業 津別町内に新規に就職し、居住する方が奨学金を返還することに対し助成します。（最大120万円） 津別町役場 住民企画課企画係 0152-77-8374 https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/50manabi/2017-0124-1535-10.html

北海道 津別町 移住者限定支援,起業・就業 UIJ新規就業支援事業
東京圏から津別町に移住し、北海道就職マッチングサイトに登録されている企業に就業、又は北海道が実施する企業支援事業により起

業された方に移住支援金を支給します。単身での移住:60万円　世帯での移住:100万円
津別町役場 産業振興課 商工観光係 0152-77-8388 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/01news/10oshirase/2019-0913-1040-7.html

北海道 津別町 起業・就業,林業 林業従事者就業支援事業
新たに就職する林業従事者を対象に、就業支援補助金・住宅準備補助金を交付します。 

就業支援補助金・最大39万円　住宅準備補助金・町外から町内の居住にかかる転居費用等実費相当に対し最大20万円を補助。
津別町役場 産業振興課 林政係 0152-77-8386

北海道 津別町 子育て 乳幼児養育手当
０歳から１歳の誕生日を迎えるまでは毎月１万円を支給し、１歳から３歳の誕生日を迎えるまでは毎月5000円支給します。（総額24万

円／人）
津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/50zidouhukushi/jidou.html#nyuujiyouiku

北海道 津別町 子育て 児童手当制度

中学校修了前の子どもを養育する方に手当を支給します。(総額200万円前後) 

助成額（１人／月） 

0?3歳 15000円　３歳?小学生 10000円(第３子以降15000円)　中学生 10000円

津別町役場 保健福祉課 福祉係 0152-77-8381 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/10hukushi/50zidouhukushi/jidou.html#jite

北海道 鶴居村 起業・就業
つるい未来へつなぐ商工観光経

済活性化支援事業補助金

村内の商工観光経済の活性化を目的に、村内で起業を予定又は事業を営んでいる方などを対象に、開業・事業継続等に係る費用の一部

を補助支援します。
産業振興課商工観光係 0154-64-2114 https://www.vill.tsurui.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/shokokankogakari/2/shokogyo/644.html

北海道 鶴居村 住宅設備 木質系燃料ストーブ購入助成 一般家庭用木質系燃料ストーブ購入に対し、購入費の1/2を助成（上限15万円） 産業振興課林政係 0154-64-2114 https://www.vill.tsurui.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rinseikakari/1/ringyo/657.html

北海道 鶴居村 住宅設備 合併処理浄化槽設置助成

合併処理浄化槽を設置する場合、 

5人槽以下は90万円 

5人槽を超えるものは110万円 

を上限に助成

住民生活課生活環境係 0154-64-2113 https://www.vill.tsurui.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsuka/jogesuidogakari/1/614.html

北海道 鶴居村 住宅設備
住宅用太陽光発電システム導入

事業費補助金

環境への負荷の少ない新エネルギーの普及促進に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電システム導入に対する助成を行ってい

ます。 

〇発電システム 

・日本工業規格（JIS）に基づく試験により認証を受けているもの、または同等以上の性能、　品質が確認されている太陽電池モジュー

ルを使用したもの 

・未使用品であるもの 

・低圧配電線と逆潮流有りで連係し、電力会社と電力受給契約を締結するもの 

・太陽光発電システムの総発電量等を計測・記録できる機器が設置されているもの 

〇蓄電池 

・常時、発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン電　池で、自家消費を優先した運用ができ

るもの 

・日本工業規格（JIS)に基づく試験により認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品　質が確認されているもの 

・蓄電容量の合計が1キロワット時以上あるもの 

・未使用品であるもの 

・メーカー指定の環境条件に設置すること 

〇補助金額 

・設置する太陽光電池の出力 1キロワットあたり60,000円（上限300,000円） 

・設置する蓄電池の蓄電容量 1キロワットあたり40,000円（上限200,000円）

企画財政課企画調整係 0154-64-2112 https://www.vill.tsurui.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/kikakuchoseigakari/5/559.html

北海道 鶴居村 住宅新築,住宅購入 輝く住ま居る支援金

鶴居村内において住宅を新築等するなど住まいの確保に要する費用に対し支援金を交付 

 

(1)一戸建て住宅新築の場合　上限額100万円 

(2)中古住宅購入の場合　　　購入費用の3/10（上限額80万円） 

 

※申請者の年齢が45歳以下の場合、次の金額を加算 

(1)一戸建て住宅新築の場合　50万円 

(2)中古住宅購入の場合　　　30万円

鶴居村役場企画財政課企画調整係 0154-64-2112 https://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/jyutaku/tsuruinisumu/kagayakusumairu.html

北海道 当別町 住宅購入,住宅改修 当別町新築住宅購入支援金

町外からの移住による人口増加や、町民の定住促進を図るため、令和４年１月１日以降に新築住宅を購入した方が対象です。 

建築場所と世帯構成により、最大１００万円を交付します。 

詳細は電話・メールにてお問合せください。

企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係 0133-23-3042 https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/iju/32687.html



北海道 中富良野町 住宅新築 新定住応援促進事業補助金

【新築住宅を建てる方へ100万円：新定住応援促進事業補助金】 

 

・中富良野町へ新しく家を建てる場合100万円（うち70万円を現金、30万円を町商工会商品券） 

 

※町民または住宅建築後３年以内に町民となる方 

※５年以上の居住を確約できる方 

※延床面積が75㎡以上　など

企画課定住促進係 0167-44-2133 http://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/files/00001400/00001408/20181204172353.pdf

北海道 名寄市 引っ越し ごみの収集
市指定のごみ袋等により、ごみの収集を行っています。分別の詳細やごみ出しのルール、注意事項など詳しい内容はごみ分別ガイド

ブックをご覧ください。
環境生活課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kankyou/vdh2d10000002gg1.html

北海道 名寄市 健康・医療 特定健診・特定保健指導等
名寄市国保では、40歳から74歳のかたを対象に「特定健診・特定保健指導」を無料で行っています。すべての検診は必ず事前に必ず事

前に申し込みが必要です。
保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/shimin/vdh2d10000002fq8.html

北海道 名寄市 引っ越し 名寄市暮らしのガイド 暮らしに役立つ各種情報は「名寄市暮らしのガイド（2020保存版）」をご覧ください。 秘書広報課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/hisyokoho/prkeql0000024tjn.html

北海道 名寄市 子育て おはなしポケット（風連分室） 毎月最終火曜日、子育て支援センターこぐまで3歳未満児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを行っています。 市立名寄図書館 01654-2-4751 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/library/vdh2d10000000mhq.html

北海道 名寄市 子育て ペンギンクラブ（名寄本館） 毎月第１・３木曜日、図書館本館で3歳未満児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを行っています。 市立名寄図書館 01654-2-4751 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/library/vdh2d10000000ma4.html

北海道 名寄市 子育て あかちゃん絵本ペンギンセット
絵本を選ぼうと思った時「どんな絵本を選んだらよいの?」「絵本を選ぶ時間が…」などお悩みのとき、「ペンギンセット」をおすすめ

します。
市立名寄図書館 01654-2-4751 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/library/vdh2d10000000m6y.html

北海道 名寄市 子育て,教育 学童保育所

放課後など家に帰っても、保護者が仕事で家にいないお子さん(小学生)を対象に、お迎えの時間までお預かりします。 

指導員が常駐しており、各種年中行事やレクリエーション・遊びを通して、年齢のちがう子どもたちとも楽しく、安心して過ごせる場

所です。

児童センター 01654-3-3465 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/jidou/vdh2d1000000ah3m.html

北海道 名寄市 子育て,教育
名寄市児童センター「ほっと２

１」

「ほっと２１」は放課後などの児童の自由来館施設の他、各種センターを設置しています。 

　青少年センターでは、児童の健全育成をめさし、日常的な巡視や啓発活動を通じて、青少年の非行防止や犯罪に巻き込まれない活動

を展開しています。 

　教育相談センターでは、子どもに関するいじめ、登校できない子どもの個別カウンセリングや、適応指導教室では、児童・生徒の在

籍校と連携しつつ、集団活動・指導、教科指導を行っています。

児童センター 01654-3-3465 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/jidou/vdh2d1000000ahcv.html

北海道 名寄市 子育て 特別保育 延長保育や一時保育、病後児保育事業を行っています。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d100000045yf.html

北海道 名寄市 子育て 保育・認定こども園等 名寄市では公立認可保育所のほか、多種多様なニーズにお応えするために、各種保育サービスを用意しています。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d100000044zd.html

北海道 名寄市 子育て,教育
すくらむ（育ちと学びの応援

ファイル）

「すくらむ」とは、子どもの成長を見つめ、保健、医療、福祉、教育などの関係機関による連携した支援を受けることができるための

ファイルを作成しサポートをします。
名寄市保健センター 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kyouiku/vdh2d1000000a7s7.html

北海道 名寄市 子育て
名寄市こども発達支援センター

「こどもらんど」
お子様のこんなことで心配がありましたらお気軽にご相談下さい。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d10000003yqu.html

北海道 名寄市 子育て 家庭児童相談室

家庭児童相談室では、子どもの成長(ことば、運動、精神面)のほか、障害のある子どものこと、いじめ、非行、長期欠席、不登校、ひき

こもり、しつけの悩みなど、専門機関と連携して、18歳未満の子どものあらゆる悩みについて応じています。 

詳しくは、家庭児童相談室へお問い合わせください。

こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d1000000476f.html

北海道 名寄市 子育て,健康・医療
子育て世代包括支援センター事

業

妊娠期から子育て期にかけて、お子さんやお母さんのこと、子育てに関することなどの様々な相談にお応えする総合相談窓口です。 

名寄市では保健センター内で事業実施しています。
保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/hoken/prkeql0000026rtx.html

北海道 名寄市 子育て,健康・医療 こんにちは赤ちゃん訪問 保健師等が訪問し、健診等のご案内や、子育て情報の紹介・相談を行います。 保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/hoken/vdh2d10000005eop.html

北海道 名寄市 子育て,健康・医療 乳幼児健診 健診の対象となるかたに個別にご案内します。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/hoken/prkeql0000028064.html

北海道 名寄市 子育て 特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童に対して、児童の福祉の増進を図るための制度です。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d10000000lwf.html

北海道 名寄市 子育て 児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自

立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d100000046hw.html

北海道 名寄市 子育て 児童手当 次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するために、中学校修了前の子どもを養育しているかたに支給されます。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d1000000469p.html

北海道 名寄市 子育て,出産 どさんこ・子育て特典制度

妊娠中のかたもしくは小学生までの子どもがいる世帯を応援するために特典カードを配布します。 

子どもと同伴でそのカードを買い物や施設を利用する際に提示していただくと、道内外の協賛店舗から様々なサービスを受けることが

できる制度です。 

妊娠中の方は保健センター（01654-2-1486）、お子さんがいらっしゃる転入者の方はこども未来課（01654-3-2111）までお願いいたし

ます。

こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql000000r6zf.html

北海道 名寄市 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 住まい探しのサポートをします

名寄市移住促進協議会の会員である以下の不動産会社がお部屋探しのサポートをします。 

◇有限会社トータルメンテナンス 

◇有限会社リプラン 

◇有限会社ひのき

秘書広報課 01654-3-2111 https://nayoroiju.com/group/

北海道 名寄市 健康・医療 開業医誘致助成 名寄市内に新たに診療所（内科）を開設する医師又は医療法人に対し、診療所開設に要する経費の一部を助成します。 名寄市保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/hoken/prkeql000001e0ln.html

北海道 名寄市 高齢者支援 除雪サービス等助成
世帯の全員が70歳以上、又は各種障害手帳の所定の級を有する方などに該当し、昨年の世帯の総収入が基準額以下の世帯に対し、道路

除雪後の門口除雪や屋根の雪おろしを指定業者と契約する場合の費用の一部を助成しています。
高齢者支援課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/hisyokoho/public/prkeql000002cy43-att/prkeql000002cygq.pdf

北海道 名寄市 介護,起業・就業

介護職員初任者研修受講費及び

介護職員実務者研修受講費の助

成

市内の介護保険事業所へ介護職員として就労している名寄市民（以下市民）、内定（学生の場合は確約）している市民が「介護職員初

任者研修」を受講される場合、同研修の受講費を助成します。また、市内の介護保険事業所へ介護職員として就労している市民が「介

護職員実務者研修」を受講される場合、同研修の受講費を助成します。※１人どちらか１回限り

高齢者支援課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/kourei/prkeql0000013ztq.html

北海道 名寄市 起業・就業 名寄市保育士等就職支援給付金
保育士・保育教諭・幼稚園教諭（以下「保育士等」とする。）の資格を有し、新たに名寄市内の保育施設等に就職するかたに対し、就

職の促進を目的に10～20万円交付します。
こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql000001fc64.html

北海道 名寄市 健康・医療 市内医療機関 救命救急センターを有する「名寄市立総合病院」をはじめ、名寄市は医療体制が整っています。 総務課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/soumu/prkeql000000845j.html

北海道 名寄市 子育て 子育て支援センター
就学前のこどもを持つ親子に子育ての不安、親子同士の交流を目的に、子育て支援センター「ひまわりらんど」を開放しています。

又、子育てコンシェルジュを配置し子育て支援の情報提供をおこなっています。
こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d1000000459m.html



北海道 名寄市 まちづくり活動,子育て
名寄市ファミリー・サポート・

センター

ファミリー・サポート・センターは、子育てを応援してほしいかた（利用会員）と、応援したいかた（提供会員）が支えあっておこな

う活動です。子どもの一時預かりや送り迎えなどを支援します。 

担当のアドバイザーが利用会員と提供会員の要望に応じて、サポートの調整（マッチング）をおこないます。 

※この活動は、名寄市から名寄市社会福祉協議会へ委託して実施しています。 

会員登録を希望される場合は、下記の「名寄市社会福祉協議会」か「ここほっと」へお越しください。

こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql0000015cgt.html

北海道 名寄市 子育て 親子お出かけバスツアー

就学前の親子を対象に、市内公共施設を活用したバスツアーを実施します。 

集団で遊んだり、多世代交流をしたり、バス遠足の気分も味わえます。 

※参加希望をされる場合は事前に申し込みが必要です。また、当日はお弁当をご持参ください。

こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql000000dj67.html

北海道 名寄市 子育て,通勤・通学 遠距離通園（所）費助成

片道3km以上離れた幼稚園、保育所（認可）へ保護者の送迎により通園をする場合、距離に応じた補助金を交付。3km以上4km未満で年

間補助金1万円、以後1kmごと1万円上乗せします。（20km上限） 

　【問い合わせ先】健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係　01654-3-2111

こども未来課 01654-3-2111

北海道 名寄市 交通機関利用,子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成

離婚・死別等によるひとり親家庭等（母子または父子家庭等）の親と18歳未満の児童及び両親の死亡等により、他の家庭において扶養

されている18歳未満の児童。助成の範囲（健康保険適用分）は母又は父は入院のみ、児童は入院・通院・歯科・調剤・柔整。 

※学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳まで適用。

こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d100000047pm.html

北海道 名寄市 子育て,出産
乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事

業
2歳までの乳幼児の紙おむつ処理に要するごみ袋を無償で支給します。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql000000q0ri.html

北海道 名寄市 子育て お祝い用誕生もち助成事業
満1歳の誕生日を迎えるお子さまへ誕生もちを贈呈します。もち米生産日本一の名寄産もち米を原料に作られた一升もち。 

すくすくと成長されますようにと願いを込めて贈ります。
こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/prkeql000000vn1o.html

北海道 名寄市 子育て,健康・医療 乳幼児等医療費助成 ０歳から小学生（12歳到達後、最初の3月31日までの間にある。）の医療費（健康保険適用分）自己負担が無料。 こども未来課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kodomo/vdh2d100000047mp.html

北海道 名寄市 出産,健康・医療
妊産婦健康診査等の費用の一部

助成
お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守ることを目的として妊産婦健康診査受診票を交付しています。 名寄市保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/hoken/vdh2d100000000yr.html

北海道 名寄市 出産,健康・医療 名寄市特定不妊治療費助成事業 北海道特定不妊治療費助成事業に加えて、特定不妊治療を受けているかたの経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成します。 名寄市保健センター 01654-2-1486 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/hoken/prkeql0000016eqt.html

北海道 名寄市 起業・就業,農業 新規就農支援
名寄市では新規就農者の育成と確保を積極的に取り組んでいます。健康で意欲のある方を心からお待ちしております。お気軽にご相談

ください。
農務課 01655-3-2511 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/noumu/vdh2d10000000joz.html

北海道 名寄市 起業・就業 名寄市で起業したい 名寄市で新たにチャレンジしてみませんか？名寄市では、補助金や融資などで起業・事業を考えている方をサポートしております。 産業振興課 01654-3-2111 http://cci.nayoro.biz/hp/file/1484290247218876.pdf

北海道 名寄市 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備 名寄市ずっと住まいる応援事業

名寄市外から名寄市内に転入し、住宅を購入・改修し居住される方で、改修工事費用が消費税を除いて50万円以上～100万円未満の改修

工事は補助金額10万円、改修工事費用が消費税を除いて100万円以上の改修工事は補助金額20万円。なお、申請者が移住者の場合や空き

家を改修する場合、居住誘導区域において改修工事等を行った場合には加算があります。

産業振興課 01654-3-2111 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/eigyou/prkeql000001vfax.html

北海道 美瑛町 結婚 美瑛町結婚新生活支援事業

美瑛町では婚姻に伴う新生活を応援するため、結婚新生活に係る住宅費・引っ越し費用を補助します。※対象要件にすべて当てはまる

世帯が対象になります。 

補助額：１世帯あたり最大３０万円

保健福祉課 0166-92-4245 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 奨学金
美瑛町奨学金返還支援事業補助

金

美瑛町では若い方たちの町内定住及び町内事業所等への就業の促進を図るため、町内定住者の奨学金返還に対する一部補助を令和４年

度から開始しました。
まちづくり推進課 0166-92-4330 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 起業・就業 起業支援事業補助金

町内商工業の振興と活性化を図るため、新たに創業する事業者に必要な費用の一部を補助します。 

・補助率：補助対象経費の3分の1 

・補助金の限度額：100万円

商工観光交流課 0166-92-4321

北海道 美瑛町 移住者限定支援,住宅賃貸
移住定住促進民間賃貸住宅家賃

助成制度

美瑛町では転入され、町内の対象賃貸住宅に入居された方へ家賃の一部助成により、移住者および定住者を迎え入れ、人口増加による

まちの活性化を図ることを目的として民間賃貸住宅家賃助成を行っています。
美瑛町役場 まちづくり推進課 移住定住推進室 0166-74-6171 https://town.biei.hokkaido.jp/move/house/yachinjyosei.html

北海道 美瑛町 文化・芸術・スポーツ 町民スキーリフト助成事業
北海道内のスキー場リフト券を購入し利用した場合、リフト券購入費用の一部を助成します。 

・助成額：１回につき１，０００円（１人４回まで）、シーズン券４，０００円
文化スポーツ課 0166-92-4141 http://www.town.biei.hokkkaido.jp

北海道 美瑛町 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 ボランティアポイント事業
ボランティア活動に対してポイントを付与します。 

・ポイント：１時間につき２５０ポイント＝円
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 地域振興奨励補助等事業
地域の交流、産業の開発、文化活動等を通じて、地域振興に寄与する個人及び団体が行う事業に対して補助を行います。 

・補助率：２／３以内
まちづくり推進課 0166-92-4330 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療 歯科保健事業
特定年齢の方に対し、町内歯科医院にて受診する歯周病検診費用の全額を助成します。 

・対象年齢：満４０、５０、６０、７０歳
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療 がん検診推進事業
特定年齢の方に対し、子宮がん及び乳がん検診に要する費用の全額を助成します。 

・対象年齢：子宮がん（満２０、２５、３０、３５、４０歳）、乳がん（満４０、４５、５０、５５、６０歳）
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療 健康推進事業 健康づくりを目的とした自主的な活動に対してマイルを付与し、貯まったマイル数に応じて特典を贈呈します。 保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 交通機関利用,障がい者支援
障害者等療育施設訓練所交通費

助成事業

心身障害者（児）等の通所に要する交通費の一部を助成します。 

・助成額：各施設への公共交通機関の運賃
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 交通機関利用,健康・医療 人工透析患者交通費助成事業
人工透析のため町外の医療機関に通院する際の交通費の一部を助成します。 

・助成額：1回につき８４０円×２（往復）
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 交通機関利用,健康・医療 特定疾患患者交通費助成事業
特定疾患認定患者が、治療及びリハビリのため町外の医療機関に通院する際の交通費の一部を助成します。 

・助成額：１回につき８４０円×２（往復）
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 高齢者支援,介護
訪問看護ステーション利用料軽

減助成事業

訪問看護事業の利用者に対し、訪問看護に要する利用料の一部を助成します。 

・対象利用料：超過料金、休日加算、夜間・早朝料金、交通費の一部
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 高齢者支援,介護 くらし援助サービス事業 軽度の生活の手伝いにより在宅生活が可能な方に対し、訪問による生活支援を提供します。 保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 高齢者支援 除排雪サービス事業 独居又は高齢者世帯等における冬期間の屋根の雪下ろし及び排雪作業費用の一部を助成します。 保健福祉課 0166-92-4245 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 高齢者支援 移送サービス事業
一般車両の利用が困難な在宅寝たきり高齢者が、車いす用リフト付き特殊車両にて医療機関へ通院する際の送迎費用の一部を助成しま

す。
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 交通機関利用,高齢者支援,障がい者支援 白金線老人交通費助成事業 ７０歳以上の高齢者及び障がい者に対し道北バス白金線の無料乗車券を交付します。 保健福祉課 0166-92-4245 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 介護
介護サービス利用料軽減助成事

業

町民税非課税世帯の介護認定者に対し、訪問通所系サービス利用料の一部を助成します。 

・助成額：利用者負担額の1/2
保健福祉課 0166-92-4338 http://www.town.biei.hokkaido.jp



北海道 美瑛町 交通機関利用,高齢者支援 福祉ハイヤー借上事業
７０歳以上の高齢者及び１～３級の障がい者で自家用車等交通手段を持たない交通弱者に対し、ハイヤー利用助成券を交付します。 

・助成額：高齢者　１５，０００円～２０，０００円、重度障害者　１８，０００～２５，０００円
保健福祉課 0166-92-4245 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,健康・医療 育児力育成指導事業
３歳までの子ども一人一人に「子どもノート」を配布するとともに、子どもの成長記録や予防接種の接種歴及びスケジュール管理等に

活用できる「母子手帳・子育て支援アプリ」を導入し、子育て世代を支援します。
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,健康・医療 先天性股関節脱臼検診事業 乳幼児先天性股関節脱臼検診の費用の全額を助成します。 保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療,高齢者支援 健診事業 各種がん検診、肝炎ウイルス検診、町民特定健診の費用の一部を助成します。 保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療 緊急風しん予防対策事業 特定年代の男性に対し風しん抗体検査を実施し、結果に応じ実施した予防接種費用の全額を助成します。 保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 健康・医療 感染症予防等管理事業 町が実施するエキノコックス症検診及び結核検診費用の全額を助成します。 保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,健康・医療 予防接種事業
予防接種法に基づく定期接種費用の全額を助成します。また、任意接種費用の一部を助成します。 

・助成対象：風しん（１９～５０歳未満の女性他）、インフルエンザ（０歳～高校生、妊婦）
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,出産,健康・医療 産後母子ケア費用助成事業

新生児聴覚検査など生後１か月までの健診費用等の全額を助成します。また、産後１年未満の産婦に対する健診、相談、ケアに要する

費用の一部を助成します。 

・助成額：産婦健診　１回につき上限５千円、産後・母乳ケア　１割程度自己負担

保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,出産,健康・医療
妊産婦健診・出産交通費助成事

業

妊産婦健診及び出産時に医療機関へ行く場合の交通費を助成します。 

・助成額：１回につき８４０円（片道）
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,出産,健康・医療 妊婦健診事業
妊産婦・胎児の健康保持増進に係る健診費用の全額を助成します。また、不妊治療費の一部を助成します。 

・助成限度額：一般不妊治療費　５万円、特定不妊治療費１５万円
保健福祉課 0166-92-7000 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育
要保護及び準要保護児童援助事

業
経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費、郊外活動費など、必要な就学援助を行います。 教育委員会管理課 0166-92-4342 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育 小中学校特別支援教育推進事業 特別支援学級在籍児童・生徒の就学に必要な学用品等の経費の一部を助成します。 教育委員会管理課 0166-92-4342 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育,就学
美瑛高等学校教育環境振興補助

事業

美瑛高校での模擬試験受講料や資格試験受講料などの教育活動費用、入学準備補助、通学補助など、生徒の就学経費の一部を助成しま

す。
まちづくり推進課 0166-92-4330 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 文化・芸術・スポーツ,子育て,教育 ブックスタート事業 生後６か月に達した乳幼児を対象として読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせ体験を行い、絵本２冊を贈呈します。 図書館 0166-92-1251 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て こども緊急さぽねっと事業
利用会員の病児・病後児の預かり、保育所等への送迎や一時預かり等に要する利用料金の一部を助成します。 

・助成額：１時間当たり５００円
保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て 施設等利用給付費事業
認定こども園の一時預かり保育利用料の一部を助成します。 

・助成額：１日当たり４５０円
保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て
一時預かり利用者負担軽減助成

事業

保護者の都合により一時的に町内ＮＰＯ法人に子どもを預ける場合に要する利用料金の一部を助成します。 

・助成額：１時間当たり５００円
保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育 乳児教育・保育副食費補助事業 町内公立保育所・幼保連携型認定こども園の在園児の副食費のうち、国の基準額の半額を補助します。 保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育,健康・医療 乳幼児等医療給付事業 １８歳到達年度末までの子に対する入通院に係る医療費の全額を助成します。 保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育 学校給食管理運営事業 町内小中学校の給食費の全額を助成します。 教育委員会管理課 0166-92-4342 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育
丘のまちびえいすくすくサポー

ト事業

出生時、小学校・中学校入学時に祝福の意を込めた祝品を贈呈します。 

・出生時：写真フレーム、美瑛産米、写真撮影券 

・小学校入学時：学用品一式 

・中学校入学式：指定制服及びジャージ一式

保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 子育て,教育,通勤・通学 高校生就学支援事業
町内の高校生が町外の高校に通学する際の入学準備金を助成します。 

・助成額：入学準備金　３万円
保健福祉課 0166-92-4262 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 住宅改修 既存住宅耐震改修補助金
既存住宅における耐震改修工事を町内業者の施工により行う方に対し、耐震工事費の一部を補助します。 

・補助限度額：３０万円
建設水道課 0166-92-4460 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 住宅改修,住宅設備 住環境整備費助成事業
既存住宅における段差解消等の住環境整備を町内業者の施工により行う方に対し、整備工事費の一部を助成します。 

・助成限度額：３４万円
建設水道課 0166-92-4460 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 住宅新築,住宅改修,住宅設備 合併処理浄化槽設置整備事業

専用住宅及び店舗併用住宅に設置する合併処理浄化槽に対し、費用の一部を補助します。 

・補助額：５人槽３５２，０００円、７人槽４４１，０００円、１０人槽５８８，０００円 

・改修加算：２００，０００円

建設水道課 0166-92-4460 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 住宅新築,住宅購入 定住住宅取得助成事業

町内に新たに住宅を取得した方に対して、取得費用等の一部を助成します。 

・助成額：新築５０万円、中古３０万円 

・加算：転入者２０万円、子育て１０万円、町内業者５０万円 

・地域材使用加算：購入費の１０％（上限額３０万円） 

　※認証材を使用した場合は上限１００万円

まちづくり推進課移住定住推進室 0166-74-6171 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 移住体験 セカンドホームツーリズム事業

町内にセカンドホームを持ちたい方や移住を希望している方に、二地域居住体験住宅によるおためし暮らしを体験することができま

す。 

・ログハウス６戸（２～４人用） 

・使用料：月額４２，０００円～６３，０００円 

　※補償金（基本補償金額・清掃費・灯油給油費・洗濯費）が別途発生します。 

　※インターネット使用料・光熱水費が別途発生します。

まちづくり推進課移住定住推進室 0166-74-6171 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 住宅賃貸 定住促進住宅事業

将来、美瑛町への定住を考えている方に、定住しながら空き家や土地等の物件を探すことができるよう、定住促進住宅を用意していま

す。 

・１５戸（３ＬＤＫ～６ＬＤＫ） 

・家賃：月額２０，０００円～４０，０００円 

・敷金：月額家賃の３か月分

まちづくり推進課移住定住推進室 0166-74-6171 http://www.town.biei.hokkaido.jp



北海道 美瑛町 起業・就業 企業振興促進事業

町内に事業所を新設または増設する場合に助成をします。 

・事業場設置に対する固定資産税等の不均一課税：事業場新設又は増設により取得した固定資産に対し、固定資産税額を優遇（５年

間） 

・土地取得助成：土地取得価格の２５％を助成 

・雇用助成：新たな雇用者1人につき上限１０万円を助成 

・緑化助成：緑地の設置費用の２５％を助成

商工観光交流課 0166-92-4321 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 起業・就業 中小企業町特別融資貸付金

中心市街地の商業地域内において空き店舗等の活用に取り組む創業者に対し、金融機関にて設備資金を対象に低金利融資を行います。 

・融資期間：７年以内（据置期間６か月） 

・融資内容：利率１．１％、限度額７００万円

商工観光交流課 0166-92-4321 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 起業・就業 商店街活性化事業

中心市街地の商業地域内における空き店舗等の活用に取り組む創業者に対し、開業に必要な費用の一部を助成します。 

・補助率：店舗等の購入費や改修費の４０％以内 

・助成限度額：３００万円

商工観光交流課 0166-92-4321 http://www.town.biei.hokkaido.jp

北海道 美瑛町 農業 新規就農支援事業

新規参入者が就農に要する農業技術の指導、経営等に関する知識の習得、就農資金等に係る支援を行っています。また、新規就農を目

指す研修生に住まいと実践農場を用意しています。　 

・新規就農者等就農支援事業 

　研修期間を終了した新規就農者に対し、独立就農200万円、法人就農50万円を助成し、500万円を限度に貸し付けを行っています。 

・長期農業研修生実践研修支援事業 

　長期研修生に対し、基本支援として月額30千円、実績支援として年額最大450千円を支援します。 

・農業次世代人材投資事業 

　長期研修期間の2年間と就農後5年間に最大年額150万円を交付します。

一般財団法人美瑛町農業振興機構 0166-92-2855 http://www.biei-agri-kikou.or.jp

北海道 美唄市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸

美唄市移住・定住促進助成金(結

婚新生活支援事業

新婚世帯を対象に、婚姻を伴う経済的負担の軽減を図り、少子化対策を推進するため、住居費及び引越費用及びリフォーム費用の一部

補助を1世帯あたり最大30万円を上限に行います。
美唄市美唄デザイン課 0126-62-3137 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/2/8475.html

北海道 美唄市 移住者限定支援,通勤・通学,住宅賃貸
美唄市移住・定住促進助成金(若

者定着移住促進助成)

市外から市内の民間賃貸住宅に移り住む市内就業者の方に、家賃の助成を行います。 

単身世帯最大20,000円／月・複数世帯最大30,000円／月を、最大12か月、市内で使用できる商品券で助成します。
美唄市美唄デザイン課 0126-62-3137 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/site/ijuu/6775.html

北海道 美唄市 住宅新築
美唄市移住・定住促進助成金(市

所有分譲地購入費助成)

美唄市では市内2か所の市所有分譲地(14区画)を購入し、購入後3年以内に住宅を建設し、3年以上居住する場合、分譲価格の7割を助成

します。 

例：849.84㎡484万円の土地を購入した場合、338万円を助成

総務部美唄デザイン課 0126-62-3137 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/site/ijuu/6776.html

北海道 美唄市 交通機関利用,移住者限定支援,通勤・通学
美唄市移住・定住促進助成金(通

勤費助成)

美唄市ではJR美唄駅-JR札幌駅間の特急通勤定期券を利用し、札幌市へ通勤する方へ、転入日から最大3年間月額2万円を市内で利用でき

る商品券で助成します。
総務部美唄デザイン課 0126-62-3137 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/site/ijuu/6778.html

北海道 美唄市
移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入,住

宅改修

美唄市移住・定住促進助成金(住

宅助成)

美唄市では新築住宅の建設及び分譲住宅を購入した方に対し、最大130万円＋αを助成 

中古住宅を購入し、市外からの転入されたに対し、最大50万円＋αを助成します。
総務部美唄デザイン課 0126-62-3137 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2018052100010/

北海道 深川市 移住者限定支援,引っ越し 移住促進引っ越し費用助成事業

深川市では、北海道外から移住された方を対象に、引っ越しに要した費用の一部を助成します。  

 

北海道外からの移住者（世帯）の方に対し、移住前の居住地により定額で助成金を交付します。  

・東日本地域からの移住者　⇒　1世帯につき50,000円 

・西日本地域からの移住者　⇒　1世帯につき70,000円

深川市移住定住サポートセンター 0164-26-2627 https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/chiikis/sv1itj0000000fpi.html

北海道 深川市 住宅改修 住宅リフォーム助成制度
住宅のリフォーム工事をする方に費用の一部を助成。助成額20万円以内、対象工事費の１／５を限度とする。まちなか居住推進エリア

内は30万円以内、対象工事費の１／３を限度とする。
建築住宅課 0164-26-2323

北海道 別海町 起業・就業,農業 新規就農者リース料支援事業
就農開始時の各種リース料等合計額の1/3を最大３年間助成する。 

上限金額：１００万円／年
産業振興部農政課 0153-75-2111 https://betsukai.jp

北海道 別海町 起業・就業,農業
新規就農者定着支援事業（中山

間地域等直接支払交付金事業）

農用地等の環境整備及び改修の一部を助成します。 

上限金額：１００万円／戸
別海町集落（別海町農業農村振興事務組合） 0153-75-2111

北海道 別海町 起業・就業,農業

新規就農時の牛の導入費用への

助成（中山間地域等直接支払交

付金事業）

牛の購入にかかる経費の一部を助成します。 

上限金額：１５０万円／戸
別海町集落（別海町農業農村振興事務組合） 0153-75-2111

北海道 別海町 起業・就業,農業 新規就農者負担軽減支援事業
営農に必要な土地等にかかる固定資産税相当額を３年間助成します。 

上限金額：２５万円／年
産業振興部農政課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 起業・就業,農業 新規就農者等対策事業
町内で新たに農業を開始する者に対し助成します。 

金額：３００万円／戸
産業振興部農政課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 起業・就業 起業家支援事業 新規開業や新分野への進出、経営拡大等に取り組まれる起業家の方に対し、費用の一部を助成します。 産業振興部商工観光課 0153-75-2111 http://betsukai/jp

北海道 別海町 子育て,教育 多子家庭の保育料軽減
保育料の多子家庭の軽減対象を町独自で拡大しており、子どもの年齢関係なく、生計を一にしていれば第２子半額、第３子無料となっ

ています。
福祉部福祉課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの子どもの医療費を全額助成します。（所得制限はありません。） 福祉部町民課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 子育て,出産 出産祝金贈呈事業
子どもの誕生を祝福して、健やかな健康を願い出産祝い金を贈呈します。 

第１子：３万円　第２子：５万円　第３子：７万円　第４子以降：１０万円（半額は商品券でのお支払いです。）
福祉部町民課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 交通機関利用,高齢者支援,障がい者支援

高齢者及び障がい者（児）バ

ス・ハイヤー共通利用券交付事

業

高齢者及び障がい者（児）の社会参加と福祉の増進および利便性の向上を図るため、バス・ハイヤー共通利用券の交付をしています。

（交付金額２万円）
福祉部福祉課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 別海町 子育て,健康・医療 福祉牛乳給付事業
酪農大国ならではの、オリジナル政策。別海町に住所を有し居住している高齢者や妊産婦、障がいのある方などに対し、健康増進のた

め、毎週ひとり５個の福祉牛乳を配布しています。
福祉部福祉課 0153-75-2111 http://betsukai.jp

北海道 北斗市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 北斗市移住就業支援交付金 北斗市内の認定事業者に正規雇用として新規採用された移住者へ、引っ越し等に要する費用として10万円を交付します。 総務部企画課 0138-73-3111 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/4554.html



北海道 北斗市 奨学金
北斗市UIJターン奨学金償還支援

事業補助金

市では、大学等での修学にあたり奨学金の貸与を受けた方が、北斗市に居住し、市内または近隣市町の事業所に正規雇用（期間の定め

がない常用雇用）として就職した場合、奨学金の償還の一部を補助します。 

 

〇交付対象者 

　下記のいずれかに該当し、かつ補助要件をすべて満たしている方が対象です。 

　・市内または近隣市町の事業所等に正規雇用として勤務し、令和３年４月１日以降に北斗市に転入された方 

　・令和３年４月１日以前から北斗市に居住しており、令和２年度以降に大学等を卒業または退学し、その翌年度内に市内または近隣

市町の事業所等に正規雇用として勤務する方。 

 

〇補助要件 

　・大学、短期大学、高等専門学校、専修学校または大学院を在学中に日本学生支援機構（第１種、第２種）、他の地方公共団体の奨

学金、その他市長が認める奨学金の貸与を受け、償還が完了していないこと 

　・転入日または就業時における年齢が４０歳未満であること 

　・奨学金の償還に対するほかの助成制度の適用を受けていないこと　など 

 

〇補助期間及び補助上限額 

　最大で５会計年度、１２０万円

総務部企画課 0138-73-3111 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/9084.html

北海道 北斗市 住宅購入,住宅賃貸
北斗市空き家バンク利活用事業

補助金

北斗市空き家バンクに登録された物件を居住目的で購入または賃借された方に対し、空き家の購入費や改修費などを最大100万円補助し

ます。 

 

〇空き家の購入 

　・購入費、改修工事費、解体工事費：上限50万円 

〇空き家の賃借 

　・改修工事費：上限30万円 

◎加算条件 

　・中学校卒業前の子どもがいる子育て世帯：30万円 

　・市内の親世帯と同居または近居：10万円 

　・茂辺地地区・石別地区への居住：10万円 

 

※詳細な条件については、北斗市ホームページをご覧ください。

北斗市役所総務部企画課 0138-73-3111 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2105.html

北海道 幌加内町 住宅賃貸
民間賃貸住宅家賃助成事業（定

住促進）

町内への移住・定住を促進するため、民間賃貸住宅に入居する一定の要件を満たす入居者に対し、家賃の一部を助成し、経済的負担の

軽減を図り、優良な住環境で生活をしていただくことを目的としています。 

　 

　助成対象者は、以下のすべての要件を満たす方となります。 

(1)　町が指定する民間賃貸住宅に同一世帯全員で生活の本拠地として、定住を目的に居住し、住民基本台帳に登録されていること。 

(2)　同一世帯全員が、町税、使用料及び手数料等を滞納していないこと。 

(3)　同一世帯全員が、生活保護による住宅扶助や類する公的制度による家賃助成等を受けていないこと。 

(4)　同一世帯全員が、暴力団員や関係者ではないこと。 

(5)　禁固以上の刑に処せられたことがある者は、申請時に執行終了又は、執行を受けることが無くなったこと。 

(6)　住宅の使用目的が、宗教活動及び政治活動ではないこと。 

(7)　住宅の賃貸借契約者の年齢が、60歳未満であること。（支給対象期間は、60歳未満の期間に限る。） 

(8)　同一世帯全員の前年の課税所得合計額が、年1,896千円以下であること。 

(9)　家賃（管理費、共益費、除雪費などを除く。純粋な家賃）から職場から支給される住宅手当を差し引いた金額が、月額３万円以上

であること。 

 

　 

【種 別】	　　　　　【　計　算　式】	　　　　　　　　【助成月額】 

【区分1】	家賃－住宅手当＝30,000円以上35,000円未満　　 5,000円 

【区分2】	家賃－住宅手当＝35,000円以上40,000円未満　　10,000円 

【区分3】	家賃－住宅手当＝40,000円以上50,000円未満　　15,000円 

【区分4】	家賃－住宅手当＝50,000円以　　　　　　　　　 　　　　20,000円

住民課 0165-35-2124

北海道 幌加内町 住宅購入 住宅・土地取得に対する助成等

①持ち家建設促進奨励金 

 　住宅に係る課税標準額の100分の20以内の額とし、200万円を上限としたものに下記の表に定める加算額を合算した額。 

 

【加算項目：要件：加算額】  

 

〇【新築住宅建設加算：住宅を新築した者 ：一律200万円】 

〇【中古住宅購入加算：中古住宅を購入した者：200万円に経年減点補正率を乗じた額】 

〇【特別住宅建設加算：北海道が定める北方型住宅2020であることを住宅ラベリングシート等により確認できる住宅：一律100万円】  

〇【特別住宅建設加算：長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）の規定に基づき認定を受けた住宅：一律50万

円】

建設課 0165-35-2123

北海道 幕別町 教育 就学支援資金制度 高等学校の就学資金を要件により支援する制度です。 幕別町教育委員会学校教育課 0155-54-2006 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kyouiku/gakkyou/koukou/shougakushikin.html

北海道 幕別町 子育て
ファミリーサポートセンター事

業
子どもの送迎や預かりなどの育児の援助をしてほしい人に地域の登録会員を紹介する制度※有料 住民福祉部こども課 0155-54-6621 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/famisapo.html

北海道 幕別町 健康・医療，障がい者支援 重度心身障害者医療費助成制度 心身に重度の障害を持つ方に対して、医療費（保険診療の範囲内）の一部を助成します。 住民福祉部住民生活課 0155-54-6602 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/iryo/iryouhijosei/juudosinnsinnsyougaisyairyoujosei.html



北海道 幕別町 障がい者支援 自動車運転免許取得費助成制度 重度の身体障害者が普通自動車免許を取得する場合、その自動車免許の取得に要する経費の一部を助成します。 住民福祉部福祉課 0155-54-6612 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/fukushi/syougaisyahukusi/syogai-sonotajyosei.html

北海道 幕別町 障がい者支援 自動車改造費助成制度 重度の身体障害者が就労等のために自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。 住民福祉部福祉課 0155-54-6612 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/fukushi/syougaisyahukusi/syogai-sonotajyosei.html

北海道 幕別町 移住体験 幕別町おためし暮らし 移住を検討されている方に、宿泊ロッジで滞在し幕別町での生活体験をしていただくことができます。 住民福祉部住民生活課 0155-54-6602 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/jutaku_kensetsu/teijyuijyujyoho/otameshikurashi/index.html

北海道 幕別町 子育て 幕別町子育て短期支援事業
保護者の疾病や育児疲れ、冠婚葬祭などの理由により、子どもの養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設で子どもを預かる

制度です。
住民福祉部こども課 0155-54-6621 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/2015-0320-1046-47.html

北海道 幕別町 子育て，健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等（母子家庭・父子家庭・その他）にかかる医療費（保険診療の範囲内）の一部を助成します。 住民福祉部住民生活課 0155-54-6602 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/iryo/iryouhijosei/hitorioyakateitouiryouhijosei.html

北海道 幕別町 子育て，健康・医療 子ども医療費助成制度
中学校卒業までの子どもに対して通院および入院における医療費（入院時の食事療養標準負担額を除く保険対象医療費すべて）を助成

します。
住民福祉部住民生活課 0155-54-6602 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/iryo/iryouhijosei/kodomoiryouhijosei.html

北海道 幕別町 出産 妊婦健診料の助成 妊婦健診として受診した分のうち、保険適応外の自費負担分について２万円を上限に払戻しをする制度です。 住民福祉部保健課 0155-54-3811 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/ninpukensinryoujosei.html

北海道 幕別町 子育て 予防接種助成制度 予防接種法に基づき、一類疾病のワクチンの無料接種を助成する制度です。 住民福祉部保健課 0155-54-3811 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/yobousessyu.html

北海道 幕別町 出産 特定不妊治療費助成制度
不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、北海道の特定不妊治療費助成事業に上乗せする方法で不妊治療費を助成し

ます。（１回の治療に要した費用のうち、女性15万円、男性7万5千円を上限）
住民福祉部保健課 0155-54-3811 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/hunintiryou2.html

北海道 幕別町 出産 一般不妊治療費助成制度 不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、助成をします。（一年度　5万円を上限） 住民福祉部保健課 0155-54-3811 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/hunintiryou2.html

北海道 幕別町 教育 私立幼稚園入園料・保育料補助 子どもが私立幼稚園に通園していて、幼稚園就園奨励費補助金の対象外の町内在住の方に対して、入園料、保育料を補助します。 幕別町教育委員会学校教育課 0155-54-2006 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kyouiku/gakkyou/youtien/sirituhojo.html

北海道 幕別町 教育 幼稚園就園奨励費補助金 子どもが私立幼稚園に通園している町内在住の方に対して、要件により入園料、保育料を減免・補助します。 幕別町教育委員会学校教育課 0155-54-2006 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kyouiku/gakkyou/youtien/shuuenshoureihi.html

北海道 幕別町 起業・就業 特産品研究開発事業補助金 特産品の開発、販売の取組みに対して、補助金を交付します。 経済部商工観光課 0155-54-6606 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kanko_sangyo/syokogyoshien/tokusanhinkenkyu.html

北海道 幕別町 起業・就業 創業等支援事業
町内で開業する方または開業してから１年未満の方が、対象となる融資を借り受けた場合に、その融資の利息および信用保証料の負担

を軽減するための補給金を交付します。
経済部商工観光課 0155-54-6606 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kanko_sangyo/syokogyoshien/20130201-sougyoutoushienjigyou.html

北海道 幕別町 起業・就業 空き店舗対策事業
指定区域内で空き店舗を賃借して出店する個人、法人または商店街団体等を対象に、空き店舗等の改修と看板等の設置に要する経費建

物と来客者用駐車場の賃借料を補助します。
経済部商工観光課 0155-54-6606 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kanko_sangyo/syokogyoshien/20130201-akitennpotaisaku.html

北海道 幕別町 住宅新築，住宅改修，住宅設備 住宅新築リフォーム奨励金制度
町内業者の施工により住宅を新築（購入）した方に10万円相当の商品券（町商工会発行）、リフォームした方に奨励金対象工事費の

５％に相当する額の商品券（限度額5万円）を交付。
経済部商工観光課 0155-54-6606 http://www.town.makubetsu.lg.jp/kanko_sangyo/syokogyoshien/20130201-jyuutakusinntikurifomu.html

北海道 幕別町 住宅新築,住宅購入
幕別町マイホーム応援事業補助

金

本事業は幕別町への移住・定住者の増加を図り、活力あるまちづくりをすすめるための補助事業です。幕別町に新たにマイホームを

持って10年以上定住される方に補助をいたします。 

 

 

補助基準額 

住宅を新築又は購入する場合　30万円 

中古住宅を購入する場合　　　　20万円 

 

加算条件および加算額 

●指定の地域に住宅を新築または購入する場合　　　　　　　　　　　＋80万円 

●町内業者で住宅を建設または購入する場合（中古住宅除く）　＋50万円 

●18歳未満の子どもがいる場合　２人目までは１人あたり　　　　　＋10万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３人目からは１人あたり　　 　　　　＋30万円 

 

対象となる方 

○幕別町に初めてマイホームを持つ方 

○補助金の申請者（その配偶者も含む）が40歳未満の方 

○住宅の所有権について持ち分割合が２分の１以上の方 

○市町村に納めるべき税や使用料等を家族全員が完納している方 

○補助金の交付決定日から１年以内に住宅の登記が完了する方 

○自己資金で住宅を建てる方 

 

住民生活部住民課 0155-54-6602 https://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/jutaku_kensetsu/teijyuijyujyoho/H27H31-2.html

北海道 三笠市
移住者限定支援,子育て,住宅改修,住宅設備,住

宅賃貸
移住定住促進空き家活用事業 市内の空き家を市が借り上げて必要なリフォームを行い、最大10年間転入者に賃貸します。（賃貸物件の入居申込み準備中） 企画調整課定住対策係 01267-2-3182 https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail_sp/00011798.html

北海道 三笠市 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅設備
住宅ローンの借入金利引下げ

（フラット35地域連携型）

市内での住宅取得に対し、借入金利を一定期間引き下げ（「三笠市住宅建設等費用助成

（https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005533.html）とセットで利用可」）
建設課住宅係 01267-2-3998 https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00010092.html

北海道 三笠市 移住者限定支援,起業・就業 UIJターン新規就業支援事業
一定の要件を満たす方が三笠市に移住し、北海道のマッチングサイトに掲載された企業に就業、もしくは起業した場合に最大100万円の

移住支援金を助成します。
企画調整課定住対策係 01267-2-3182 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00009125.html

北海道 三笠市 子育て,出産,健康・医療
妊婦健診等安心出産サポート事

業

市外の医療機関を利用して妊婦健康診査や出産された時の交通費の一部を「みかさ共通商品券」で助成します。 

【対象者】・母子保健法による母子健康手帳の交付を受けている・市内に住所を有している・市税などの滞納がない 

【助成内容】妊婦一般健康診査14回、出産1回の計15回までを上限とし、1回あたり1,000円分の商品券を支給

保健福祉課健康係 01267-3-2010 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00008857.html

北海道 三笠市 子育て,出産,健康・医療 不妊治療費助成事業

子どもを授かりにくい夫婦の不妊治療に対する助成をしています。 

【対象者】・夫婦ともに三笠市民である・夫婦ともに市税などの滞納がない 

【助成内容】①一般不妊治療（自己負担額の1/2）②特定不妊治療（北海道助成額を控除した自己負担額を助成）

保健福祉課健康係 01267-3-2010 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00008856.html

北海道 三笠市 子育て,健康・医療 子どもの医療費助成事業 子育て世帯の経済的負担を少なくするため、18歳以下の子どもの医療費に対する負担分を「みかさ共通商品券」で交付します。 市民生活課保険医療係 01267-2-3188 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00009126.html

北海道 三笠市 起業・就業
三笠市産業開発促進条例に基づ

く補助金

①工場の建設などへの助成【対象業種】製造業、製造業以外（投資額：5,000万円以上、雇用増：5人以上、助成額：投資額の5％（限度

額3,000万円）※増設1回限り） 

②雇用の増加に対する助成【対象業種】a)製造業（投資額：2,100万円以上、雇用増：5人以上、助成額：20万円×新たに雇用される市

内居住者数（限度額1,500万円））、b)製造業以外（投資額：4,200万円以上、雇用増：5人以上、助成額：20万円×新たに雇用される市

内居住者数（限度額1,500万円） 

③工場用水使用料に対する助成【対象業種】a)製造業（投資額：2,100万円以上・使用料50ｍ/3日以上、雇用増：5人以上、助成額：使

用料金の20％（限度額年間500万円）※3年間、b)製造業以外（投資額：4,200万円以上・使用料50ｍ/3日以上、雇用増：5人以上、助成

額：使用料金の20％（限度額年間500万円）※3年間

商工観光課商工観光係 01267-2-3997 https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00000098.html



北海道 三笠市 通勤・通学
シングルマザー安心サポート事

業

資格取得を目指すシングルマザーが安心して生活できるよう、通学費や家賃などを助成します。【対象者】高等職業訓練促進給付金の

受給者であるシングルマザー【助成内容】①就学準備金：5万円、②通学費：実費相当額を商品券で交付、③引越代：上限5万円（転入

者に限る）、④家賃：実費相当額（市営住宅に入居の場合）

福祉事務所子ども子育て支援係 01267-2-3995 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00007312.html

北海道 三笠市 結婚,引っ越し 三笠市結婚新生活支援事業

夫婦ともに39歳以下の新婚世帯が結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新居に係る費用をサポートします。【対象費用】住宅取得及

びリフォーム、賃借費用、引越費用【助成額】(1)夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯：最大60万円、(2) (1)以外の世帯：最大30

万円

企画調整課定住対策係 01267-2-3182 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00007329.html

北海道 三笠市 高齢者支援 敬老祝い温泉入浴券助成事業 70歳以上の方に市内の温泉を利用できる入浴券又は記念品を交付します。 ふれあい健康センター福祉係 01267-3-2010

北海道 三笠市 交通機関利用,高齢者支援 高齢者バス利用助成事業
70歳以上で、最寄りのバス停から市立病院までのバス代が200円を超える地域に居住する方に、200円を超える額のバス券またはタク

シー券を交付（2週間に1往復分）
ふれあい健康センター福祉係 01267-3-2010

北海道 三笠市 高齢者支援,障がい者支援 ぬくもり除雪サービス

70歳以上又は重度身体障害者世帯に対し、間口除雪等を行います。 

【間口除雪】世帯全員が70歳以上74歳までの世帯は20,000円、世帯全員が75歳以上または、重度身体障害者世帯は10,000円 

【屋根・窓等緊急除雪】除雪費用額の３割（除雪の都度納入）

ふれあい健康センター福祉係 01267-3-2010 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002620.html

北海道 三笠市 子育て,出産,健康・医療
インフルエンザ予防接種費用助

成事業
市内で実施したものに限り、高校生以下のお子様を対象にインフルエンザのワクチン接種費用を助成します。 ふれあい健康センター健康係 01267-2-3998 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005534.html

北海道 三笠市 子育て,教育,出産
保育所使用料・副食費助成/認定

こども園幼稚部副食費助成

保育所や認定こども園に通う児童の保護者に対して、子育てを応援するため、国の幼児教育・保育の無償化対象外の方にも通常納付す

る各負担金額に応じ「みかさ共通商品券」を交付します。
保育所：福祉事務所子ども子育て支援係、幼稚園：学校教育課学校教育係 01267-2-3995 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005529.html

北海道 三笠市 子育て,出産
乳幼児紙おむつ購入費用助成事

業
0歳児を抱える保護者に対して、市が指定する店舗で紙おむつを購入できる「引換券」を月6,500円分交付します。 福祉事務所子ども子育て支援係 01267-2-3995 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005528.html

北海道 三笠市 子育て,教育 小学校給食費の実質無償化 市立小学校に通う児童の給食費について、保護者の負担相当分を「みかさ共通商品券」で助成します。 学校教育課学校教育係 01267-2-2197

北海道 三笠市 文化・芸術・スポーツ,子育て,出産 ブックスタート事業
赤ちゃんに、絵本を開く楽しい体験といっしょに、絵本を手渡す活動です。市内で生まれた赤ちゃんを対象に、4か月健診で実施しま

す。
図書館図書係 01267-2-3514 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005536.html

北海道 三笠市 文化・芸術・スポーツ,子育て,教育
スポーツ環境充実事業／吹奏楽

指導者招致事業

市内小中学生に向けて、北海道日本ハムファイターズや北海道コンサドーレ札幌など、プロの指導者を招致し野球・サッカーの少年団

で指導を実施しています。また、札幌交響楽団所属の演奏者による指導を実施しています。
三笠市教育委員会 01267-2-2197 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005535.html

北海道 三笠市 子育て,教育 学力向上未来塾

市内小学生（5.6年生）・中学生の学習習慣の定着と学力の向上を目指し、個人塾講師や退職教員などが指導する、学びの場を提供して

います。 

【学習内容】小学生：算数（年間24回程度）、中学生：国語（年間23回）・数学（年間37回）・英語（年間53回）・理科、社会（年間

12回） 

【料金】小学生：教材費1,000円、中学生：教材費　1教科1,000円

学校教育課学校教育係 01267-2-2197 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00006623.html

北海道 三笠市 子育て,教育 親子英語教室
親子で楽しく学び、英語力が身に付く英語教室を開催しています。▼幼児コース…未就学児（３歳以上）親子　／　 ▼低学年コース…

小学１～３年生の親子　／　 ▼高学年コース…小学４～６年生の親子
学校教育課学校教育係 01267-2-2197 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00006622.html

北海道 三笠市 起業・就業,通勤・通学 遠距離通勤助成事業
より通勤しやすい環境を創出するため、遠距離通勤している方を対象に通勤費用の一部を月1万円を上限として「みかさ共通商品券」で

助成します。
企画調整課定住対策係 01267-2-3182 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00006502.html

北海道 三笠市 起業・就業
商工業活性化事業やる気応援補

助金（起業化促進助成）

審査委員会において、やる気があり有益な事業と認められ、市長が認定した起業化計画に基づいて行う事業に対し助成します。２分の

１以内、上限250 万円
商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業
商工業活性化事業やる気応援補

助金 （空き地・空き店舗活用）

当市の商業地域における空き地・空き店舗を活用し開業した場合の建物・土地取得費及び工事費、店舗の賃借料に対し助成します。２

分の１以内、上限100 万円※賃借の場合年上限２０万円（３年以内）
商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業
三笠市商工業等元気支援条例に

基づく補助金

市内において事業用施設等を新設又は増設若しくは建替えする方へ助成します。【対象業種】商業、観光業、製造業、住宅賃貸業（投

資額：2,100万円超、助成額：投資額の5％（限度額）300万円）
商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業
三笠市商工業等元気支援条例に

基づく市税の減免
固定資産税の軽減【対象業種】商業、観光業、製造業、住宅賃貸業（投資額：2,100万円超、軽減率(軽減期間)：50％（3年間） 限度 商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業
三笠市産業開発促進条例に基づ

く市税の減免②
固定資産税の軽減【対象業種】製造業以外・投資額：4,200万円超・雇用増：5人以上・軽減率(軽減期間)：100％（3年間） 商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業
三笠市産業開発促進条例に基づ

く市税の減免①
固定資産税の軽減【対象業種】製造業・投資額：2,100万円超 ・雇用増：5人以上・軽減率(軽減期間)：100％（3年間）限度 商工観光課商工観光係 01267-2-3997 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002292.html

北海道 三笠市 起業・就業,農業
三笠市新規就農者等誘致特別対

策事業

三笠市での就農計画の認定を受け、三笠市に居住して農業経営によって自立しようとする原則20歳以上50歳未満の方を対象に研修費用

や農地、家賃・住宅取得費用等を助成します。
農林課農林係 01267-2-3996 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000015.html

北海道 三笠市 住宅新築,住宅購入 住宅建設等費用助成事業
持ち家による市内定住の促進を図るため、住宅の新築または分譲住宅の購入については最大150万円、中古住宅の購入については最大50

万円助成します。
建設課住宅係 01267-2-3998 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005533.html

北海道 三笠市 住宅改修 住まいのリフォーム助成事業
住宅のリフォームを市内の建設業者に依頼して行う場合、工事費用の一部を助成します。（一例）住宅の増築や改修工事、外構工

事・・・・・工事費の10％以内（上限30万円）
建設課住宅係 01267-2-3998 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00006635.html

北海道 三笠市 住宅賃貸 若者移住定住促進家賃助成事業
賃貸住宅の家賃の一部を「みかさ共通商品券」で助成します。若者世帯の場合は、3万円を上限として60か月助成。単身世帯の場合は、

2万円を上限として36か月助成。
建設課住宅係 01267-2-3998 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005532.html

北海道 室蘭市 起業・就業
UIJターン新規就業支援（関係人

口要件・室蘭市独自）

東京圏からのUIJターンのうち、本人または同一世帯の方が北海道内の学校を卒業しているか、本人または同一世帯の方の3親等以内の

親族が北海道内に住んでいる場合、市内で起業する（室蘭市創業支援の対象である）か、市内の専門学校等に入学した方で対象要件を

満たす場合、移住支援金を給付する。（単身は60万円、世帯では100万円（18歳未満の家族がいる場合は1人あたり30万円上乗せ））

企画課 0143-25-2181

北海道 室蘭市

移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健

康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住

宅購入,住宅改修,住宅賃貸

オンライン移住相談（LINE） スマートフォンアプリ「LINE」を活用した移住相談受付 企画課 0143-25-2181 https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/

北海道 室蘭市

移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健

康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住

宅購入,住宅改修,住宅賃貸

オンライン移住相談（オンライ

ンミーティング）
オンライン会議システムを利用した移住相談の受付。また、北海道胆振総合振興局等が主催するオンライン移住相談会に参加 企画課 0143-25-2181 https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/

北海道 室蘭市 子育て 子育て情報の発信
子育て支援を行う企業や団体を「子育て応援団」として登録し、地域全体で子育てを応援するほか、応援団同士のネットワーク会議を

開催し、参加者による子育て情報の発信を促進
子育て支援課 0143-25-2400

北海道 室蘭市 移住体験 シーズンステイ（お試し移住） 家電製品や家具などの生活必需品が一通り揃っている移住体験用のお部屋を用意しています。移住体験をすることができます。 企画課 0143-25-2181 https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/



北海道 室蘭市

移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健

康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住

宅購入,住宅改修,住宅賃貸

室蘭市移住相談（室蘭市移住ワ

ンストップ窓口）

室蘭市のまちの様子、仕事や子育て支援など、移住に関する相談について、移住ワンストップ窓口にご相談いただけます。対面、電

話、メール、LINE移住相談で相談にお答えします。
企画課 0143-25-2181 https://relocation-guide-muroran.hub.arcgis.com/

北海道 室蘭市 起業・就業 UIJターン新規就業支援

東京圏からのUIJターンによる新規就業のうち、北海道が求人情報を掲載するマッチングサイトに登録となった企業等に就業された方で

対象要件を満たす場合、移住支援金を給付する。（単身は60万円、世帯では100万円（18歳未満の家族がいる場合は1人あたり30万円上

乗せ））

企画課 0143-25-2181 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6200/ijyushienkin.html

北海道 室蘭市 子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭で18歳までの児童と親の通院・入院・指定訪問看護費の一部を助成（所得制限あり） 

※親は入院・指定訪問看護費のみ助成対象
保険年金課 0143-25-3026 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org3550/hitori.html

北海道 室蘭市 子育て

乳幼児用のオリジナル食器をプ

レゼント「むろらんの“器”ス

タート事業」

４ヶ月健診時に、室蘭の景色や食材、市のマスコット“くじらん”をデザインした、離乳食の時などに使用できるコップ・深皿・平皿の

セットを贈呈します。
子育て支援課 0143-25-2400

北海道 室蘭市 子育て
2歳児までを対象とする第2子以

降の保育料無料化
2歳児までを対象とする第2子以降の保育料は無料（所得制限あり） 子育て支援課 0143-25-2400 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4510/hoikuryokeigenseido.html

北海道 室蘭市 引っ越し,住宅賃貸 結婚・出産新生活応援助成金
結婚又は出産をきっかけに新生活をスタートする世帯へ、家賃や引越し費用を4カ年で最大84万円助成。結婚、出産世帯共に前年の所得

が400万円未満、結婚世帯は夫婦共に39歳以下の世帯が対象。
都市政策推進課 0143-25-2592 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/kekkonsyusanshinseikatu.html

北海道 室蘭市 起業・就業 奨学金返還支援
市内中小企業の正社員であって、当該企業から奨学金返還支援を受けている者に対し、企業とタイアップして奨学金返還を支援（対象

者1名につき年額6万円を上限とし最大5年間）
産業振興課 0143-22-1109

北海道 室蘭市 起業・就業 求人情報の提供 ハローワークなどの求人情報を提供 産業振興課 0143-22-1109

北海道 室蘭市 子育て,健康・医療 フッ化物洗口の無料実施 保育所等・幼稚園（4歳以上）のフッ化物洗口を無料で実施 子育て支援課 0143-25-2400 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4510.html

北海道 室蘭市 子育て,教育
親子読書ふれあい事業「ブック

スタート」
4か月健診時に絵本等の配付や読み聞かせを行うブックスタートを実施 図書館 0143-22-1658 https://www.kujiran.net/emiran/muroran-library/

北海道 室蘭市 高齢者支援,住宅改修 高齢者住宅改修補助事業

75歳以上の高齢者及び高齢者と同居をしている人または同居を予定している市民が、手すりの取り付け工事や、段差の解消を目的とし

て住宅の改修を行った際に、最大18万円を支給 

※申込状況によって対象年齢を65歳まで引き下げる場合あり

高齢福祉課 0143-25-2872 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org4200/kojukai.html

北海道 室蘭市 子育て,教育
スクール児童館における開設時

間の延長
スクール児童館において、希望者に対し開設時間を30分延長、18時30分までとし、働く保護者をサポート 子育て支援課 0143-22-5095 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org4550/school.html

北海道 室蘭市 子育て,健康・医療 特定不妊治療費助成
特定不妊治療（体外受精・顕微授精）のほか、特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療（精巣内精子回収術等）に係る治療費

に対し、1回5万円を上限に助成金を交付
健康推進課 0143-45-6610 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org4600/huninchiryo.html

北海道 室蘭市 子育て,出産,健康・医療 赤ちゃんの駅マップ 市内各所で乳幼児のおむつ交換や授乳ができる場所が掲載されたマップを作成 子育て支援課 0143-25-2494

北海道 室蘭市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度
就学前の乳幼児の入院と通院、小学生の入院と指定訪問看護費の一部助成（住民税非課税世帯は、小・中学生の入院と通院費の一部助

成）※いずれも所得制限あり
保険年金課 0143-25-3026 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org3550/nyuu.html

北海道 室蘭市 子育て,引っ越し,住宅賃貸
公募補充住宅の抽選回数の優遇

措置
18歳まで（18歳到達後の最初の3月31日まで）の子どもがいる子育て世帯に対し、市営住宅の抽選回数を一つ増やす。 市営住宅課 0143-25-2683 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org7500/chuusenkaisuu.html

北海道 室蘭市 住宅改修 空家リフォーム助成事業
居住誘導区域内にある、おおむね2年以上居住その他の使用がない空家を取得し、リフォームする場合、200万円以上の工事費に対し、

工事費の5分の1、最大100万円を助成。また、本助成金を活用する場合、「フラット35」の金利を当初5年間、年0.25％引下げ可能。
都市政策推進課 0143-25-2592 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7410/akiya-jyosei.html

北海道 室蘭市 住宅購入 空家バンク解体助成事業
居住誘導区域内の室蘭市空家バンクに登録されている空家を購入し解体する場合、工事費の2分の1、最大50万円を助成。また、本助成

金を活用する場合、「フラット35」の金利を当初5年間、年0.25％引下げ可能。
都市政策推進課 0143-25-2592 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7410/akiya-jyosei.html

北海道 室蘭市 起業・就業 創業家賃補助金
市内で事業所等を賃貸借し、対象業種（まちの賑わい創出事業補助金と同じ要件）で開業する事業者等に対して、家賃相当額を補助

（月額家賃の１/2以内で上限５万円、最大１２ヶ月間、加算有り）
産業振興課 0143-22-1109 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6230/sougyoushien.html

北海道 室蘭市 起業・就業 自宅開業備品購入補助金
自宅の一部を利用して新たに店舗を構え、対象業種に係る営業を開始する者に対して備品購入費を補助（対象経費の1/2以内・上限20万

円）
産業振興課 0143-22-1109 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6230/sougyoushien.html

北海道 室蘭市 起業・就業 まちのにぎわい創出事業補助金
空き地・空き店舗を活用し、対象業種で開業する事業者等に対して店舗の新築又は改修工事費を補助（店舗新築工事は対象経費1/2以

内・上限300万円、店舗改修工事は対象経費1/2以内・上限75万円、加算有り）
産業振興課 0143-22-1109 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6230/sougyoushien.html

北海道 八雲町 教育 地域高校就学支援

八雲町では、八雲高校に通学する生徒に対して、通学費や下宿費、模擬試験受験料や各種検定受検料などの助成をおこなっています。 

 

詳細情報はコチラ 

https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/seisaku/koukou.html

政策推進課企画係 0137-62-2300

北海道 八雲町 奨学金 八雲町奨学金償還支援事業

八雲町では、産業の担い手を確保するとともに、人材の町外流出を食い止めるため、高等教育機関を卒業後、令和2年4月1日以降に新た

に八雲町内に就職し地域に定着した方を対象に、在学中に借り入れた奨学金の償還に対して補助します。ただし、補助の対象となった

日から12か月が経過する日までに申請書を提出して下さい。 

 

※対象となる奨学金、対象者、補助金額、手続きなどは八雲町のホームページをご覧下さい。 

https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/syoukou/yakumo-syogakukinshien.html

商工観光労政課 0137-62-2116

北海道 利尻富士町 通勤・通学
利尻富士町通学支援給付金給付

事業
高校進学のための通学費用として年額50,000円支給（通学距離、手段問わず） 福祉課　福祉介護係 0163-82-1113 http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/item/1639.htm#itemid1639

北海道 利尻富士町 子育て,出産
利尻富士町出産子育て安心支援

金
出生児1人につき10万円支給 福祉課　住民係 0163-82-1113

北海道 利尻富士町 健康・医療 子ども医療費の助成制度 18歳（高校生等）以下の医療費が無料（所得制限なし） 福祉課　住民係 0163-82-1113

北海道 利尻富士町 子育て 保育料の助成制度
所得額により保育料免除 

1世帯3人入所の場合、保育料無料
福祉課　福祉介護係 0163-82-1113

北海道 利尻富士町 健康・医療
ひとり親家庭等の医療費の助成

制度
非課税世帯　初診時一部負担金、課税世帯　一部負担 福祉課　住民係 0163-82-1113 http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/item/1739.htm#itemid1739

北海道 利尻富士町 出産,健康・医療
利尻富士町不妊治療費等助成事

業

子どもを希望しながらも恵まれない夫婦に対し、国内における不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精、人工授精に要する治療費及び

通院に要する経費の一部を助成する
総合保健福祉センター 0163-82-2320 http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/item/1644.htm#itemid1644



北海道 利尻富士町 住宅設備 水洗便所改造等補助制度
公共下水道処理区域外における合併処理浄化槽を設置する世帯に対し、5万円（一世帯一基の場合）を補助 

（基数等で交付額が異なる）
建設課　上下水道係 0163-82-2511

北海道 利尻富士町 健康・医療,起業・就業 医療技術者等職員就労奨励金
利尻富士町の医療技術等職員として勤務した者に対し、就労奨励金を交付する制度 

（職業により交付額が異なる）
福祉課　住民係 0163-82-1113 http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/item/1638.htm#itemid1638

北海道 利尻富士町 就学,健康・医療 医療技術者等修学資金貸付制度
将来利尻富士町において、医療技術者等として3年以上従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸付する制度（職業により貸付

の最大額が異なる）
福祉課　住民係 0163-82-1113 http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/item/1637.htm#itemid1637

北海道 利尻富士町 住宅賃貸
利尻富士町漁師担い手支援住宅

管理制度
新たに漁業に就業する者は、漁業者向けの住宅に入居可能。入居期間は5年間。 産業振興課　水産港政係 0163-82-1350

北海道 利尻富士町 起業・就業,水産業 利尻富士町漁業後継者養成事業 新規漁業後継者へ報酬として、磯船一隻または報償金として50万円を支給 産業振興課　水産港政係 0163-82-1350

北海道 利尻富士町 起業・就業,水産業 利尻富士町漁師担い手支援事業

＜研修期間参加報償金＞ 

・漁業研修機関に長期入所する漁業担い手に対し、研修に必要な経費の1/2を支給 

＜免許取得報償金＞ 

・小型船舶操縦士免許を取得する漁業担い手に対し、取得に必要な経費の1/2を支給。（1回限り） 

＜家賃補助金＞ 

・国、道が実施する長期実地研修中のもので、借家等の居住し、かつ月額家賃が1万円以上である場合、1万円を超えた額の1/2を3万円

を上限として補助する 

＜実地研修奨励金＞ 

・国、道が実施する長期実地研修中の漁業担い手に対し、年額25万円を支給。 

　（ただし、前年所得が350万円未満のものに限る）

産業振興課　水産港政係 0163-82-1350

青森県 青森市 移住体験

体験者募集中！青森圏域への移

住をご検討のかた、移住体験・

ワーケーション体験してみませ

んか？

温泉で有名な浅虫地区に泊まりながら、青森県東青圏域5市町村（青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村）の暮らしや住民との交

流を体験してみませんか？移住体験のほか、ワーケーション体験もできますよ！
企画部企画調整課　新しい働き方推進室 017-752-8751 https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/kurashi-guide/sumai/iju-teiju/otamesiijyu.html

青森県 青森市
移住者限定支援,起業・就業,引っ越し,住宅賃

貸
移住支援制度を拡充しました！

市では、コロナ禍におけるリモートワーク等の普及に伴い、地方移住への関心が高まっていることを踏まえ、企業やリモートワーク人

材、新規就農者を誘致するため、各種支援制度を拡充・創設しました。
企画部企画調整課　新しい働き方推進室 017-752-8751 https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/kurashi-guide/sumai/iju-teiju/ijusienkin.html

青森県 つがる市 起業・就業,農業 就農準備資金

【概要】 

青森県営農大学校や青森県が認める先進農家、先進農業法人で研修をうける就農希望者に最長2年間、年間150万円を支援する事業で

す。 

【対象者】 

・就農予定時の年齢が49歳以下であること。 

・独立及び自立就農、雇用就農または親元就農を目指すこと。 

・前年度の世帯全体の所得が600万円以下であること。

農林水産課 0173-42-1109

青森県 つがる市 起業・就業,農業 経営開始資金

【概要】 

新たに農業経営を開始する方に対して最長3年間、年間150万円（夫婦で就農の場合1.5倍）を支援する事業です。 

【対象者】 

・独立及び自立就農時の年齢が49歳以下であること。 

・前年度の世帯全体の所得が600万円以下であること。 

・青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること

農林水産課 0173-42-1109 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/nourin/nogyo/7301.html

青森県 つがる市 起業・就業,農業 経営発展支援事業

【概要】 

新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械、施設の導入等の取組を支援する事業です。 

【補助率等】 

補助率：県支援分の2倍を国が支援　（例）県1/4、国1/2、本人1/4 

補助額：補助対象事業費上限1,000万円（夫婦で就農の場合1.5倍） 

※経営開始資金受給者は上限500万円 

【対象者】 

・49歳以下で令和4年度に新たに農業経営を開始する者。 

・青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること 

・機械等の取得費用の本人負担分について、融資を受けること。

農林水産課 0173-42-1109 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/nourin/nogyo/7299.html

青森県 つがる市 子育て,出産,健康・医療 つがる市産後ケア事業

産後の支援が必要な方を対象に、青森県助産師会の助産師から産後のケアやサポートを受けることができます。 

【ケアの内容】 

〈お母さん〉体調管理や授乳トラブル等の乳房ケア、休息に関することなど 

〈赤ちゃん〉発育、発達、栄養などの相談、スキンケアなど 

〈育児支援〉赤ちゃんのお世話の仕方、沐浴や授乳方法の相談・指導など 

 

【対象者】つがる市民で、出産後1年までのお母さんと赤ちゃんで、以下の項目に当てはまる方 

　①家族等から産後の援助が受けられない 

　②心身の不調または育児不安がある 

【利用回数】　産婦一人につき最大7回まで 

【利用時間】１回につき90分～120分程度 

【利用料】500円（※非課税世帯または生活保護世帯は無料）

子育て健康課 0173-42-2044



青森県 つがる市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 結婚生活スタートアップ事業

この事業は、結婚を機にスタートさせる「新しい生活」を応援するため、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用および

引っ越し費用ならびに生活家電購入費用の一部を補助します。 

★申請期間：令和4年4月1日（金）から令和5年31日（金）まで 

 

■補助対象経費 

ア．新居の購入・新築の費用（建物のみ） 

イ．住宅をリフォームする際に要した費用のうち、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 

　　※倉庫や門等の外構に係る工事費用は対象外 

ウ．新居の家賃（1か月分）、共益費（1か月分）、敷金、礼金、仲介手数料 

※勤務先から住宅手当が支給されている場合、その支給額を除きます。 

エ．引越業者や運送業者に支払った引越し費用 

オ．家事家電、調理家電または季節家電の購入費用（1点あたり3万円以上のものが対象） 

■対象経費の支払期間 

ア～エ：令和4年1月1日～令和5年3月31日までに支払った費用 

オ：令和4年4月1日～令和5年3月31日までに支払った費用 

■補助額 

ア～エの合計：1世帯あたり上限30万円（千円未満の端数は切り捨て） 

オ：1世帯あたり上限10万円（千円未満の端数は切り捨て） 

 

※所得、年齢などの対象要件があります。詳細は市ホームページにてご確認のうえ、申請をお考えの際はご相談ください。

地域創生課 0173-42-2271 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/kekkon/marriagelife.html

青森県 つがる市 結婚 結婚支援事業 結婚を希望する独身者向けの婚活イベントの開催や結婚サポーターズ会員による活動など、出会いの場づくりをしています。 地域創生課 0173-42-2271 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/kekkon/6337.html

青森県 つがる市 子育て,出産 保育所等第2子支援助成支援
保護者等の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを通じて若者世代の定住を促進するため、市内に住所を有

し、かつ子ども・子育て支援法第20条第1項に基づく支給認定を受けた第2子以降の児童に係る利用者負担額について助成しています。
子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/hoikusho/6481.html

青森県 つがる市 子育て,教育,就学 国際化対応力向上事業
オールイングリッシュによる宿泊体験学習を実施し、ALT等の指導によるコミュニケーション活動や他校生徒との交流・共同生活を、す

べて英語を使って体験します。
教育委員会　指導課 0173-42-5532

青森県 つがる市 子育て,教育 放課後児童クラブ
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、放課後に集団生活や適切な遊びを通して、児童の健全育成を図るもので

す。
子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/6495.html

青森県 つがる市 子育て,教育 病後児保育事業

病気やけがの回復期にある子どもを集団や家庭で保育できない時に、医師の指示に基づき、看護師と保育士が連携して一時的に預かる

制度です。 

（育実幼稚園　青空）

子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/hoikusho/6482.html

青森県 つがる市 子育て,教育,出産 地域子育て支援センター事業
子育て中の親子が気軽に遊べる場や子ども同士が自由に交流できる場を提供しています。育児相談、子育て情報の提供、講座や講習会

なども実施しております。
子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/kosodatec/6678.html

青森県 つがる市 子育て,教育,出産 子育てハンドブック
妊娠・出産・育児における切れ目のない支援を目指し、安心して子供を産み育てることができるよう作成した冊子。子育てに役立つ当

市の情報がまとめて掲載されています。（市ホームページに電子書籍版を掲載）
子育て健康課課 0173-42-2044 https://ebooks.wagamachi-apps.com/actibook-file/index/000/001/166/HTML5/pc.html/?memberNum=0&groupNum=1G#/page/1

青森県 つがる市 子育て,教育 延長保育 通常の閉所時間を超えた保育を行います。 子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/hoikusho/6475.html

青森県 つがる市 子育て,出産,起業・就業 一時保育事業

保育所・幼稚園・認定こども園その他の場所において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児

童福祉の向上を図ることを目的としています。 

また、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間、保育所・幼稚園・認定こども園その他

の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

料金は施設によって異なります。

子育て健康課 0173-42-2044

青森県 つがる市 出産 特定不妊治療費助成事業

少子化対策の一環として特定不妊治療を受けている夫婦に対して、治療に対する経済的負担の軽減を図ることを目的に治療費の一部を

助成します。 

また、男性不妊治療の費用も助成の対象になります。 

 

【対象者】 

法律上の婚姻関係にあり、次に掲げるすべての要件に該当する者 

・青森県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方 

・特定不妊治療開始から申請日まで、夫婦の両者がつがる市に継続して住所があり、居住形態がある方 

【助成額その他】 

1回の治療につき、青森県が助成した額を控除した額に対して、上限15万円（または7万5千円）まで助成

子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/childcare_education/4/1818.html

青森県 つがる市 出産 産婦健康診査助成事業

産婦の健康管理や経済的負担の軽減のために、医療機関で行う産後1か月健診の費用を助成します。 

 

【対象者】 

つがる市民で産後50日以内の産婦 

【検査項目】 

一般的な産婦（産じょく）健診

子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/boshi/hahatoko/6589.html

青森県 つがる市 出産 妊婦健康診査及び保健指導事業

委託医療機関において無料で妊婦健康診査が受けられる「妊婦委託健康診査受診票」を14回分交付します。多胎を妊娠された方には追

加交付（妊婦委託健康診査票7回、超音波検査4回）しています。 

 

【主な内容】 

・問診及び内診、診察 

・定期検査 

・尿検査 

・保健指導

子育て推進課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/boshi/hahatoko/6586.html

青森県 つがる市 健康・医療,高齢者支援,介護 高齢者相談窓口
高齢者とそのご家族を、介護や福祉、医療など様々な面から総合的に支援していますので、困ったことや心配事がありましたら、お気

軽にご相談ください。
介護課 0173-42-1113 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kaigo/koureisyasoudan/3502.html



青森県 つがる市 子育て,出産 保育料の軽減 保育料を国の基準額より引き下げています。 子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/jidoufukushi/hoikusho/6480.html

青森県 つがる市 子育て,健康・医療 乳幼児健康診査

赤ちゃんの健康状態の確認や保護者の不安を取り除き、精神的な支えともなることを目的に乳児一般委託健康診査、4か月児健康診査、

10か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査を実施します。 

 

【対象者】 

つがる市民で各健診・検査の対象年齢のお子様

子育て健康課 0173-42-2044 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/boshi/hahatoko/6591.html

青森県 つがる市 健康・医療 予防接種事業

予防接種を受けることにより、感染症の予防をしたり、罹った場合に重症化しにくくするという効果が期待されるので、つがる市では

乳幼児への各種予防接種、大人の風疹の予防接種・抗体検査、高齢者の肺炎球菌の予防接種の接種料を助成しております。 

 

【対象者】 

つがる市民で各予防接種の対象年齢の方 

詳しくはホームページの予防接種の部分をご覧ください。

健康推進課 0173-23-4311 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kenko/yobou/917.html

青森県 つがる市 健康・医療 がん検診事業

がん検診受診にかかる料金が無料になります。 

※集団健診と個別健診で検診内容が異なる場合がありますのでご確認ください。 

 

 

【対象となる検診】 

・胃がん検診（40歳以上の方、胃エックス線検査または胃内視鏡検査） 

・肺がん検診（40歳以上の方、胸部エックス線検査） 

・大腸がん検査（40歳以上の方、便の潜血反応検査） 

・前立腺がん検査（50歳以上の男性、血液検査） 

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性、細胞診検査） 

・乳がん検査（40歳以上の女性、マンモグラフィ） 

 

【対象者】 

つがる市民で検診対象年齢に該当する者 

※子宮頸がん検診、乳がん検診は2年に1回（前年度市の検診を受けていない方）

健康推進課 0173-23-4311 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kenko/seijin/890.html

青森県 つがる市 健康・医療 特定健康診査

生活習慣病の予防や早期発見を目的とし、40～74歳の国民健康保険加入者を対象に各種検査を無料で実施しています。（集団健診・個

別健診） 

 

【検査内容】 

身体測定、内科診察、血圧測定、尿検査、尿中塩分、心電図、眼底検査、貧血検査、血液生化学検査

健康推進課 0173-23-4311 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kenko/seijin/index.html

青森県 つがる市 健康・医療 ピロリ菌検査

胃がんのリスクであるピロリ菌を早い段階で発見し、除菌することで胃がん発生予防と胃がんの死亡率の減少を目的とした事業です。

便中ピロリ菌抗原検査、血液検査による胃がんリスク検査とピロリ菌検査及び陽性者に対する除菌治療を行います。治療費はつがる市

で全額助成いたします。 

 

【対象者】 

希望するつがる市民の方 

・20～39歳対象に便中ピロリ菌抗原検査 

・40～59歳対象に血液検査による胃がんリスク検査とピロリ菌検査及び陽性者に対する除菌治療

健康推進課 0173-23-4311 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kenko/seijin/1234.html

青森県 つがる市 起業・就業
中小企業借入資金信用保証料補

給金

青森県では、事業活動に必要な資金（運転資金、設備資金）の調達を図る中小企業者を対象に、青森県特別保証融資制度を実施してい

ます。 

つがる市は、この制度の利用者で一定の要件を満たしている方に対し、信用保証料の補助を行います。 

次のいずれかの補助をします。 

 

1．信用保証料の10分の4を補助します。 

※青森県経営安定化サポート資金特別保証制度「災害枠（新型コロナ）」を利用した方は全額補助 

2．青森県「選ばれる青森」への未来を変える挑戦資金「県内で中小企業者として創業する事業」のうち創業後5年未満の者について

は、全額補助とします。(ただし､借入金は1,000万円以内かつ借入期間が10年以内（据置期間1年含む）とします。) 

※補助金は「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」に基づき、青森県信用保証協会を通して交付します。

商工労政課 0173-42-2111 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/shokogyo/6602.html

青森県 つがる市 起業・就業 空き店舗対策事業

つがる市内の商店街等にある空き店舗を活用する新規出店者に経営支援を行います。 

 

【補助対象者】 

・つがる市内の空き店舗において開業する者 

・小売業、卸売業、飲食及びサービス業（対象外の業種等有り） 

・新規に12か月以上継続して営業できる者 

・週5日以上、1日のうち午前9時かた午後7時までの間に3時間以上営業できる者 

【補助内容】 

・店舗改装費：経費の3分の2（上限100万円） 

・店舗賃借料 

（1年目）3分の2以内（上限60万円） 

（2年目）2分の1以内（上限30万円） 

（3年目）3分の1以内（上限15万円）

つがる市商工会 0173-42-2449 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/syokou/shoukou/tyuusyoukigyousiennjigyou/507.html



青森県 つがる市 移住者限定支援,起業・就業
つがる市UＩＪターン起業支援

事業

雇用の場を創出するため、UIJターンによりつがる市内で起業する方を対象に、事業活動に必要な資金（事務所費等）の一部を助成しま

す。 

 

【補助内容】下記のいずれかの経費に対して上限月額２万５千円を上限に補助します。 

・機器リース料 

・人件費（代表者、3親等以内の家族及び役員の人件費は除く） 

・賃借料及び共益費

商工労政課 0173-42-2111 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/tyuusyoukigyousiennjigyou/6603.html

青森県 つがる市 結婚,住宅賃貸 新婚生活応援事業

婚姻届を提出してから1年以内の新婚夫婦（夫婦ともに40歳未満）が市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃の一部を助成。 

 

補助額：家賃の2分の1(駐車場代、共益費、住宅手当等を除いた家賃額) 

　　　　上限額　1万5千円 

対象期間：補助開始月から最長60カ月(4月または10月が開始月になります。)

地域創生課 0173-42-2271 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/sumai/shinkon.html

青森県 つがる市 住宅購入,住宅設備,住宅賃貸 空き家バンク

空き家を売りたい・貸したい人（空き家登録者）の物件を、移住するために空き家を購入・賃借したい人（移住希望者など）に紹介す

るための仕組みです。空き家の有効活用などを図り、当市への定住促進や空き家の流動化を図ることを目的としています。 

ホームページにて情報を公開しています。 

 

なお、この事業は五所川原圏域定住自立圏（五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・鶴田町・中泊町）で行っている事業です。

地域創生課 0173-42-2271 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/sumai/akiya_bank/6346.html

青森県 つがる市
移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入,住

宅改修
移住者マイホーム応援事業

つがる市への移住世帯を応援するため、定住する意思を持って市に転入し、マイホームを取得する世帯に対して、その取得費用の一部

を補助します。 

50万円以上の新築または中古住宅を取得する場合、取得費用の10％（上限60万円）を助成します。 

（ただし、子育て・若年夫婦世帯移住応援事業利用世帯の上限は40万円） 

 

【加算項目】 

・義務教育終了前の子供を扶養している世帯　子供1人につき10万円（上限30万円） 

・新築：市内に本店を有する建設業者（個人事業所含む）に施行依頼した場合（ただし、30万円以上の改修をした場合に限る）　10万

円

地域創生課 0173-42-2271 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/sumai/6349.html

青森県 つがる市 起業・就業,農業,住宅賃貸 新規就農者支援事業

つがる市では独自に就農準備資金（国事業）に上乗せで、農業研修や住居費用の支援などを行っております。 

①就農準備支援金：10万円(新規就農時１回限り） 

②研修支援金：月額5万円(定額、補助月数上限24ヶ月） 

③住居費支援金：家賃の1／2以内（上限2万5千円、補助月数上限24ヶ月） 

 

【対象者】 

①国が行う就農準備資金の要件に該当し、給付を受ける者 

②受け入れ農業経営体で研修を受ける者 

③事業終了後、引き継き市内に住所を有し、1年以内に自立就農できる者 

④本市または転入前の市町村に納入すべき市町村税その他の徴収金の滞納がない者 

⑤申請日において転入した日から1年を経過していない者

農林水産課 0173-42-1109 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/nourin/3145.html

青森県 つがる市 移住者限定支援,結婚,子育て,住宅賃貸
子育て・若年夫婦世帯移住応援

事業

つがる市内の民間賃貸住宅に転入及び居住した子育て世帯(義務教育修了前の子がいる世帯)または、若年夫婦世帯(夫婦いずれも満40歳

未満の世帯)を対象に家賃の補助を行っております。 

 

補助額：家賃の2分の1(駐車場代、共益費、住宅手当等を除いた家賃額) 

　　　　上限額　子育て世帯3万円、若年夫婦世帯1万5千円 

 

対象期間：補助開始月から最長60カ月(4月または10月が開始月になります。) 

 

その他要件：転入日前3年以内につがる市に居住したことがない方 

　　　　　　転入日から1年を経過していない方

つがる市地域創課 0173-42-2271

青森県 八戸市
交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業,

引っ越し,住宅賃貸

ほんのり温ったか八戸移住計画

支援事業

ＵＩＪターン就職の促進と各産業分野における人材不足の解消を図るため、ＵＩＪターン就職希望者に対して就職活動等に要する交通

費、移住のための引越費用、住宅費（家賃）、学用品等購入費を助成します。 

 

【交通費等助成金】　上限額は１万５千円／回（２回まで） 

【移住準備助成金】　上限１０万円（1回まで） 

【住宅費助成金】　　　上限３万円（ひとり親世帯は４万円）／月　※最大６ヶ月 

【学用品等購入助成金】　　小・中・高校生１人あたり一律４万円（1回まで）

産業労政課 0178-43-9038 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/sangyoroseika/koyo_rodo/2/1567.html

青森県 平川市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸
平川市結婚新生活支援事業

令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の皆さんの住宅取得や賃貸、リフォームまたは引っ

越しに係る経費（令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に支払った経費）を最大30万円補助します。 

申請には所定の要件を満たした世帯が対象となりますが、まずはお気軽に担当までお問い合わせください。

総務部　政策推進課 0172-44-1111 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/ijuu_teijuu/kekkon/2021-0402-1558-25.html

青森県 平川市 結婚,子育て,住宅新築,住宅購入 平川市すこやか住宅支援補助金
市内に住宅を取得（新築・購入）する移住者や子育て世帯、新婚世帯を対象に住宅取得にかかる費用の一部を補助します。 

申請には所定の要件を満たした住宅、世帯が対象になりますが、まずはお気軽に担当までお問い合わせください。
総務部政策推進課 0172-44-1111 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/ijuu_teijuu/ijuu/ijuukosodatehiyouhojyo.html

青森県 藤崎町 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 藤崎町結婚新生活支援事業

令和４年１月１日から令和５年３月３１日までの間に婚姻届を提出して受理された新婚ご夫婦の新生活にかかる住宅準備費用を最大３

０万円補助します。 

 

申請には所定の要件を満たした世帯が対象となりますが、まずはお気軽に担当までお問い合わせください。

経営戦略課戦略推進係 0172-88-8236 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,14583,74,html

青森県 藤崎町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
ふじさき移住すまいづくり補助

金

藤崎町への移住やその後の定住の促進を目指して、「ふじさき移住すまい作り支援金」により移住者の住宅取得を支援します。 

 

町内に住宅を取得してから転入する世帯や、転入してから住宅を取得し入居する世帯に50万円を助成します。

経営戦略課戦略推進係 0172-88-8236 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,0,72,321,html



青森県 六ヶ所村 教育,就学
人材育成基金（人材育成及び進

学奨励金）事業

【人材育成事業】 

大学院修学、国家資格取得、看護師又は保健師学校修学等8つの対象事業があり、自ら研鑽する個人や団体の取り組みを応援するため助

成金を交付します。 

対象：申請時点で村内に1年以上住所がある方または六ヶ所村に本拠を置く団体 

 

【進学奨励事業】 

令和4年度に大学や短期大学、専門学校、高等学校等に進学された方を対象に、それぞれの教育機関に応じた額の奨励金を交付します。 

対象：申請時点で村内に1年以上住所を有する方の子で、高等学校、専門学校、短期大学、大学、大学院等に進学した方

総務課 0175-72-8013 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,5055,31,121,html

青森県 六ヶ所村 起業・就業 新創業融資利子補給

日本政策金融公庫から新創業融資制度の借り入れを行った際の約定利息36回分を補給します。 

【対象者】 

日本政策金融公庫から新創業融資制度（融資限度額3,000万円（うち運転資金1,500万円））の借り入れを行ったも者であること。

政策推進課 0175-72-8136

青森県 六ヶ所村 移住体験
六ヶ所村お試し移住体験「ちょ

こっとClass」

六ヶ所村の自然と人、食、文化など六ヶ所村の暮らしをまるごと体感できるオーダーメイド型の移住体験プログラムです。 

 

【参加費】無料 

【宿泊施設】村が無料で提供 

【交通費】一部支給あり 

【対象者】満18歳以上で、六ヶ所村外に在住の方

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,10196,1,1,html

青森県 六ヶ所村 移住者限定支援 六ヶ所村移住支援金事業

青森県がマッチング支援の対象とした中小企業等に就職した者又は村内で起業した者に対し、最大100万円（単身の場合60万円）の移住

支援金を交付します。 

 

【対象者】 

東京23区在住者又は23区への通勤者であった者のうち、六ヶ所村へ移住した者

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,10270,31,124,html

青森県 六ヶ所村 移住者限定支援,住宅新築
尾駮レイクタウン北地区住宅建

築助成事業

尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入して住宅を新築された方に、270万円を上限に延床面積1㎡あたり15,000円を助成します。ま

た、建築主又は配偶者が40歳未満の場合は20万円、中学生までの子どもがいる場合は1人当たり20万円、他市町村から転入した世帯の場

合は100万円が加算されます。 

 

詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/14,0,56,183,html

青森県 六ヶ所村 住宅新築,住宅購入,住宅改修
住宅新築・リフォーム支援補助

金

自宅の新築工事を行った方に対象工事費の3％（上限100万円）、リフォーム工事を行った方に対象工事費の50％（上限50万円）を助成

します。なお、新築工事について、建築主または配偶者が40歳未満の場合は20万円加算されます。 

 

詳細は六ヶ所村ホームページをご確認ください。

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,4690,56,html

青森県 六ヶ所村 住宅新築
尾駮レイクタウン北地区宅地購

入助成事業

尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入された方に、宅地面積1㎡あたり6,500円を助成します。 

 

【対象者】 

尾駮レイクタウン北地区内の宅地購入者（購入後5年以内に住宅を建築、完工できる方が対象）

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/14,0,56,183,html

青森県 六ヶ所村 住宅新築,住宅改修,住宅設備
住宅用新エネルギー設備導入支

援事業

自己居住用の住宅に太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー設備を設置する場合において、その事業に要する経費に対

し、予算の範囲内で補助します。 

 

①太陽光発電システム　4万8千円/kW（上限24万円） 

②高効率エネルギー設備　対象経費の3/10（上限10万円） 

③家庭用蓄電池　対象経費の1/10（上限15万円） 

④HEMS　対象経費の1/3（上限5万円） 

⑤次世代自動車充電設備　対象経費の1/3（上限5万円） 

 

詳細は六ヶ所村ホームページをご覧ください。

政策推進課 0175-72-8136 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,html

青森県 六ヶ所村 子育て,教育,就学,通勤・通学
高等学校通学費等補助金交付事

業
六ヶ所高等学校以外の高等学校に通学（下宿等含む）する生徒の保護者に対し、7,000円/月の補助金を交付します。 学務課 0175-72-8172

青森県 六ヶ所村 子育て,就学 学校給食費無償化事業

小・中学校の学校給食費を無償としています。 

 

【対象者】 

村内の小・中学校に就学している児童生徒の保護者で、村に住所がある方

学務課 0175-72-8172

青森県 六ヶ所村 結婚,子育て,出産,健康・医療 特定不妊治療費助成事業

年度を問わず150,000円/回を限度に、通算10回まで、特定不妊治療費の全部または一部を助成します。 

 

【対象者】 

1.戸籍法の規定による婚姻が確認できる夫婦 

2.対象者が青森県特定不妊治療費助成事業に該当する場合は、先に青森県特定不妊治療費助成事業の交付を受けている方 

3.夫婦の双方又はその一方が申請した日において、1年以上前から住所がある方 

4.村税の滞納がない方 

5.医療機関は、青森県が指定した医療機関及び指定したとみなす医療機関

子ども支援課 0175-72-8035

青森県 六ヶ所村 子育て,出産,健康・医療 乳幼児等医療費給付事業

入院・外来で支払う保険診療分の自己負担と食事負担を助成します。 

 

給付対象者：村に住民登録のある保護者（所得制限なし） 

給付対象児童：0歳から中学校就学終期までの乳幼児等

子ども支援課 0175-72-8145 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,374,21,110,html

青森県 六ヶ所村 結婚,出産 妊婦健康診査交通費給付事業

妊婦健診１回につき2,000円を支給します。（14回分を上限。多胎については21回分を限度） 

 

対象者：村に住民登録がある妊婦

子ども支援課 0175-72-8035 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,11172,21,111,html



青森県 六ヶ所村 子育て,出産 保育料無料化事業

村に住所のある０歳児から５歳児全ての保育料を無料とします。 

 

対象者：０歳児から５歳児の支給認定保護者

子ども支援課 0175-72-8145 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,10114,31,197,html

青森県 六ヶ所村 子育て,出産 子宝祝金支給事業

子どもの出産を祝福し、健やかな成長を推進するため、祝金（第１子１０万円、第２子２０万円、第３子以降３０万円）を支給しま

す。 

 

対象者：村に住民登録がある平成３０年４月１日以降に出生した子の保護者

子ども支援課 0175-72-8145 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,372,21,110,html

青森県 六ヶ所村 子育て,教育,就学 小・中学校入学祝金給付事業
村内の小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者に対し、入学祝金５万円支給します。 

対象は児童生徒の保護者で、入学する年の４月１日現在において村内に住所があり、現に居住している方
学務課 0175-72-8172

岩手県 - 移住者限定支援 いわて若者移住支援金

東京圏から岩手県へ移住し就職した方の経済的負担を軽減する「移住支援金（世帯：25万円、単身：15万円）」を支給しています。ま

た、令和4年4月1日からは、東京圏の大学等を卒業して、岩手県内の移住支援金対象法人に新卒で就職した方に、1人15万円の支援金を

支給する新卒者要件を追加しました。

商工労働観光部定住推進・雇用労働室 019-629-5587 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1041052.html

岩手県 - 移住体験,起業・就業
いわてふるさとワーキングホリ

デー

岩手で仕事をしながら暮らし、地域の人たちとの交流や学びを通じてリアルに地域の暮らしを体験できる「ふるさとワーキングホリ

デー」を実施しています。賃金支給、滞在費もサポートします。
いわてふるさとワーキングホリデー事務局 019-621-1171 https://wh-iwate.shigotoba-iwate.com/

岩手県 - 移住者限定支援 岩手県移住支援金

東京圏から岩手県へ移住した方の経済的負担を軽減するため、「移住支援金（世帯：100万円、単身：60万円）」を支給しています。ま

た、令和4年4月1日からは、子育て世代の移住を支援するため、18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり30万

円を加算する「子育て加算」制度を追加しました。

商工労働観光部定住推進・雇用労働室 019-629-5587 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1019670.html

岩手県 軽米町 移住体験,移住者限定支援 移住体験補助金 軽米町への移住を検討している方が、移住に向けた活動を行う際に要する交通費、宿泊費の一部を助成しています。 総務課 0195-46-4738

岩手県 軽米町 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入 空き家バンク事業
空き家バンクを運営しています。空き家バンク登録物件の購入に対する助成、登録物件のリフォームや家財等の処分に対する助成を

行っています。
総務課 0195-46-4738

岩手県 軽米町 子育て,教育 学校給食費無償化事業 小中学校の学校給食を無償で提供しています。 教育委員会事務局 0195-46-4743

岩手県 軽米町 子育て,出産 妊産婦健康診査交通費助成 町外医療機関で妊婦健康診査、産婦健康診査を受診する場合に要する交通費の一部を助成しています。 健康福祉課 0195-46-4111

岩手県 軽米町 子育て,健康・医療,障がい者支援
乳幼児、児童生徒等医療費助成

事業

出生から高校卒業までの医療費（保険適用分）を、医療機関の制限なく全額助成します。また、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障害

者の医療費も全額助成しています。
町民生活課 0195-46-4734

岩手県 軽米町 子育て,出産 すこやかベビー祝金

お子様の誕生を祝福し、健全な育成と児童福祉の増進に寄与することを目的に「すこやかベビー祝金（かるまい共通商品券及び現

金）」を支給しています。 

　第１子：３万円、第２子：５万円、第３子：10万円、第４子以上：20万円

町民生活課 0195-46-4735

岩手県 北上市 子育て,教育,出産 多子世帯応援給付金 第３子以降の子どもを世育する保護者に、７歳までの対象児童１人につき年10万円を支給 子育て支援課 0197-72-8261 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kosodate_kyoiku/kosodate/teate_josei/19301.html

岩手県 北上市
交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業,

引っ越し

女性UIターン定住促進事業補助

金
市内の中小企業へ就職する女性に対して、U・Iターン就職のための採用試験時の交通費や、転居のための引っ越し費用を助成 産業雇用支援課 0197-72-8243 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/1/3/7517.html

岩手県 北上市 農業
新規就農者・担い手確保対策事

業
農業をしたい・農業に興味がある学生に対し、農家や農業法人を紹介する等、農業インンターンシップの受入れを推進 農業振興課 0197-72-8238

岩手県 北上市 起業・就業 就業支援

※雇用対策協議会、ジョブカフェさくらと共同で就業支援を行っている 

・仕事探し相談、就活イベント・セミナーなどを開催し、就職を支援 

・北上市無料職業紹介所での職業あっせん等を実施

産業雇用支援課 0197-72-8243 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/1/2/index.html

岩手県 北上市 健康・医療,障がい者支援 重度心身障害者医療費助成
身体障害者手帳１～２級、特別児童扶養手当１級、障害基礎年金１級、療育手帳Ａ判定等の障がい者（児）に対し、医療費を助成（所

得制限、自己負担あり）
国保年金課 0197-72-8205 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kokuhonenkinka/kohiiryokakari/1/6267.html

岩手県 北上市 子育て,健康・医療 ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の親と子（18歳未満）に対し、医療費を助成（所得制限、自己負担あり） 国保年金課 0197-72-8205 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kokuhonenkinka/kohiiryokakari/1/6268.html

岩手県 北上市 出産,健康・医療 無料妊婦歯科検診 妊娠期間中（出産予定日の１か月前まで）、歯科検診を無料で受けられる 健康づくり課 0197-72-8295 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kenko/boshihokenkakari/3/1_1/5248.html

岩手県 北上市 子育て,出産,健康・医療 妊産婦医療費助成 妊娠５か月以降から出産翌月までの妊産婦の医療費を助成（所得制限、自己負担あり） 国保年金課 0197-72-8205 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kokuhonenkinka/kohiiryokakari/1/6266.html

岩手県 北上市 子育て,教育,奨学金,就学 北上市奨学金制度 経済的理由で、高校、大学等への修学が困難な方へ奨学金を貸与（所得制限あり） 教育部総務課 0197-72-8256 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kyouikuiinkaisomuka/somukakari/1/2/6188.html

岩手県 北上市 子育て,教育 子育てコンシェルジュ 保育施設や地域の保育サービス利用の情報提供や相談対応を行う 子育て支援課 0197-72-8261

岩手県 北上市 子育て,教育 地域子育て支援センター 育児相談、育児講座、園庭解放などを通じて、就業前児童を対象とした子育て支援施設（４カ所あり） 子育て支援課 0197-72-8261 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kosodateshienka/ikujishiengakari/6/7577.html

岩手県 北上市 子育て,出産
きたかみ赤ちゃんの駅「ほっ

ぺ」
赤ちゃんのおむつ交換や授乳のために気軽に立ち寄れる施設（33カ所あり） 子育て支援課 0197-72-8261 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kosodateshienka/ikujishiengakari/1_1/6176.html

岩手県 北上市 子育て,教育
北上市ファミリーサポートセン

ター
子育てを応援してほしい方と子育てを応援できる方をつなぎ、紹介する育児支援ネットワーク 子育て支援課 0197-72-8261 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kosodateshienka/ikujishiengakari/2/5227.html

岩手県 北上市 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
北上市住宅用おひさまパワー活

用設備設置費補助
市民が市内の業者を利用して、住宅に太陽光発電システムや太陽熱利用システムを設置する際に、設置費の一部を補助 環境政策課 0197-72-8283 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/kankyokikakugakari/kankyoenergygakari/1/4582.html

岩手県 北上市 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家対策工事ローン補助事業 空き家の利活用（リフォーム、改修、改築等）や解体工事の際に、金融機関のローンを利用した場合の利子の一部を補助 都市計画課 0197-72-8278 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/jutakuseisakukakari/2/4633.html

岩手県 北上市 住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 北上市空き家バンク 空き家の購入・賃貸に関する情報、地域の魅力や住まいに関する情報はこちらから。空き家バンクへの登録希望者への相談会も実施 都市計画課 0197-72-8278 http://kitakami-akiya.net/

岩手県 北上市 交通機関利用,起業・就業
インターンシップ交通費助成事

業
市内企業のインターンシップに参加する学生に対し、駅等からの交通費を助成 北上雇用対策協議会（産業雇用支援課内） 0197-72-8244 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/1/2/6633.html

岩手県 北上市 交通機関利用,移住者限定支援,就学,引っ越し UIターン定住促進事業補助金 U・Iターン就職のための採用試験時の交通費や、転居のための引っ越し費用を助成 産業雇用支援課 0197-72-8243 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/koyotaisakugakari/1/3/7517.html

岩手県 遠野市 住宅設備 薪ストーブ設置応援事業 新たに薪ストーブを設置する際に係る経費に対し、一部助成。 農林課 0198-62-2111

岩手県 遠野市 住宅購入 若者世代空き家取得奨励金 空き家を取得し居住した若者世代に対し、奨励金30万円を交付。 観光交流課 0198-62-2111

岩手県 遠野市 起業・就業 多胎妊婦健康診査助成 多胎妊婦の妊婦健康診査のうち、14回を超える分の健診費用を助成。（1回5,000円、5回上限） 保健医療課 0198-68-3186

岩手県 遠野市 起業・就業 通信制大学等受講支援 市内事業所に勤務しながら通信制大学を受講する市内在住者に入学金、受講費用を補助。 商工労働課 0198-62-2111

宮城県 石巻市 奨学金 奨学金返還支援事業
市が指定する資格を有する者が、市内に居住及び就労した場合に、その者が借り入れた奨学金の返還金額の一部を最大３年間助成（年

間２０万円、総額６０万円を上限）
健康部包括ケア推進室 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10355000/7777/shogakukinhenkanshien.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,健康・医療 子ども医療費助成事業 中学３年生まで医療費を助成（所得制限なし） 健康部保険年金課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10353000/61/20160304102343.html

宮城県 石巻市 起業・就業,農業,林業,水産業 農業担い手センター事業
農業の新たな担い手確保のため、移住者等を対象に空き家等の未利用の建物を利活用し、中長期的に生活できるシェアハウス機能を

持った「石巻市農業担い手センター」を整備し、担い手育成のための事業運営を行う。
産業部農林課 0225-95-1111

宮城県 石巻市 起業・就業,農業,林業,水産業 新規就農者独立支援事業
市内で就農する認定新規就農者・認定農業者（経営開始後５年以内）の農地の取得又は賃借に要する経費（10a当たり5千円）及び農地

の耕作に要する小型管理機等の導入に要する経費の一部助成（上限25万円）
産業部農林課 0225-95-1111



宮城県 石巻市 起業・就業,農業,林業,水産業 水産業担い手センター事業
水産業の新たな担い手確保のため、移住者等を対象に空き家等の未利用の建物を利活用し、短中期的に生活できるシェアハウス機能を

持った「石巻市水産業担い手センター」を運営し、担い手育成のための事業運営を行う。
産業部水産課 0225-95-1111 http://triton.fishermanjapan.com/

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育
第2子以降の子どもに対する小学

校入学祝金支給
第2子以降の子どもが小学校に入学する保護者に対し３万円を支給。 福祉部子育て支援課 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/20170427152009.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育 病後児保育事業
病気やけがの「回復期」にあって、集団保育が困難で、医師により病後児保育の利用が可能であると判断された児童を専用スペースで

看護師が一時的に保育するもの。
福祉部子育て支援課 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/20170412143631.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,健康・医療 母子・父子家庭医療費助成制度
母子、父子家庭の児童及び児童を扶養する母、父等を対象として、病院等で診察、薬剤の支給を受けた場合に窓口で支払う自己負担額

から1,000円（入院の場合は2,000円）を控除した額を助成。
福祉部子育て支援課 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/146/146.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育 ファミリー・サポート事業 利用会員と協力会員がそれぞれ会員登録をして、利用会員が通院やリフレッシュしたい時などに協力会員がお子さんを預かる制度。 福祉部子育て支援課 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/2504/2504.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育 放課後児童健全育成事業
仕事や病気などの理由により、昼間保護者が不在になる家庭の小学校1年生から6年生までの児童が放課後に過ごす生活の場として、小

学校の余裕教室や校舎外クラブ専用室等において開設しています。
福祉部子ども保育課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405005/153/153.html

宮城県 石巻市 起業・就業 石巻市創業支援補助金
本市創業支援事業計画に位置付けた特定創業支援事業の支援を受け、市の発行する証明書の交付を受けた創業（第二創業を含む）を行

う事業者の方々に、対象経費について200万円を上限に補助。
産業部産業推進課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10451000/8300/20141008185052.html

宮城県 石巻市 住宅購入,住宅改修 危険ブロック塀除却等事業
道路に面する危険度の高いブロック塀等を除却して安全を確保する場合に、費用の一部を助成する。（上限１５万円）除却後に軽量

フェンス等を設置する場合、設置費用の一部を助成する。（上限１０万円）
建設部建築指導課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10504000/1551/1551.html

宮城県 石巻市 住宅購入,住宅改修 木造住宅耐震改修工事助成事業
市の耐震診断を受け耐震改修が必要とされた住宅を耐震改修する場合、工事費用の一部を助成する。（上限１００万円。同時にリ

フォーム工事をする場合は上限１１０万円）
建設部建築指導課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10504000/1553/1553.html

宮城県 石巻市 住宅購入,住宅改修 木造住宅耐震診断助成事業
耐震診断を希望する方に耐震診断士を派遣する。対象は昭和５６年５月３１日以前に建築された戸建て木造住宅（特殊な構造物は除

く）。本年度より規定の診断に係る自己負担は無し。
建設部建築指導課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10504000/1552/1552.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育 父子手帳作成事業
母子健康手帳交付時及び３歳までの子どもがいる市民の方で 

希望する方に「石巻市父子手帖」を配付する。
健康部健康推進課 0225-95-1111 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10351000/1594/20160315141635.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,出産 特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている石巻市に住所を有する夫婦に対し、 

宮城県の助成を受けた特定不妊治療及び男性不妊治療に要する費用の一部を助成する。(1回10万円まで)
健康部健康推進課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10351000/4848/20170309135555.html

宮城県 石巻市 結婚,子育て,教育 就学援助事業
経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費等の就学に必要な経費の一部を援

助しています。
教育委員会教育総務課 0225-95-1111 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101000/683/683.html

宮城県 角田市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 角田市結婚新生活支援事業

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻時における年齢が夫婦とも39歳以下の新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアッ

プに係るコスト（住宅の取得費用、新居の家賃、引越し費用等）を支援します。 

 

【補助対象世帯】 

次の①から⑥の全ての要件を満たす世帯 

①令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出した世帯 

②夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下の世帯 

③市税等の滞納がない世帯 

④3年以上、角田市に定住する意思を確認できる世帯 

⑤夫婦共にこの補助金の交付を受けていないこと 

⑥住宅の取得、賃借及び引越に係る費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと 

 

【対象費用】　　令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った次の経費 

 

住宅取得費用　夫婦のいずれもが住所を置く市内にある住宅の購入、工事請負費 

　　　　　　　※土地代等は対象外 

住宅賃借費用　住宅の賃貸に係る家賃、敷金、礼金、共済費及び仲介手数料 

　　　　　　　※勤務先から住宅手当が支給されている場合は相当額を控除 

　　　　　　　※駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費は対象外 

　　　　　　　※月々の賃料に駐車場代が含まれている場合は対象 

引越し費用　　住宅への引越に要した費用で、引越業者又は運送業者への支払い 

　　　　　　　※不用品の処分費用、レンタカーなどを借りて自ら引越した場合、 

総務部まちづくり政策課 0224-63-2112 https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/4/443.html

宮城県 栗原市 子育て,教育 小学校入学支援事業
子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため、市内に住所を有する第3子以降の子供が小学校に入学する際に必要となる学用品等の

購入費に対し、3万年を上限に助成します。
子育て支援課 022-211-2529 https://www.kuriharacity.jp/

宮城県 栗原市 子育て,教育 小学校入学支援事業
少子化対策の推進および子育て家庭等における児童の小学校入学に係る経済的負担の軽減を図るため、小学校に入学する第3子以降の子

である児童の保護者に対し、学用品等の購入に伴う経費の一部を補助いたします。
子育て支援課 0228-22-2360 https://www.kuriharacity.jp/

宮城県 栗原市 子育て,出産,健康・医療 産後サポート事業

産後うつ病の予防や新生児等への虐待予防のため、産後間もない時期の産婦に対する健康検査を行う「産婦健診」の助成を行います。 

また、家族等から十分に産後の家事や育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安を抱える母とその子に対し、助産師等の専門職

が中心となり、「産後ケア」を行います。

健康推進課保険指導係 0228-22-0370 https://www.kuriharacity.jp/

宮城県 栗原市

まちづくり活動,移住体験,移住者限定支援,結

婚,子育て,教育,出産,奨学金,就学,健康・医療,

高齢者支援,介護,障がい者支援,起業・就業,農

業,林業,水産業,通勤・通学,引っ越し,住宅設

備,住宅賃貸

移住定住支援員・オンライン移

住相談

?ワンストップ窓口として、移住定住支援員を配置し、きめ細やかな相談対応をおこなっています。住まい・仕事・各種支援制度の紹介

や、市内案内などの対応をしています。 

 

?人気！オンラインによる移住相談実施しておりまます。 

市内の景勝地からライブ中継や先輩移住者の生の暮らしぶりや意見交換の場を提供しています。

定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/050/020/PAGE000000000000000377.html



宮城県 栗原市

まちづくり活動,コミュニティ団体支援,移住

体験,移住者限定支援,結婚,子育て,教育,出産,

就学,健康・医療,起業・就業,農業,林業,通

勤・通学,引っ越し,住宅新築,住宅購入

東京・仙台くりはらオフィス開

設

?東京・仙台における栗原独自の移住相談窓口・交流拠点として開設しています。 

 

 

?東京くりはらオフィス 

・場所　H1T（エイチワンティー）有楽町 

・開設日　毎月（平日の２日間程度） 

・時間　11：00～18：00【事前予約制】 

 

?仙台くりはらオフィス 

・場所　仙台フォーラス　TAGE community 

・開設日　毎月（４日程度）

定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/001/040/PAGE000000000000006088.html

宮城県 栗原市
コミュニティ団体支援,移住体験,移住者限定

支援,子育て,起業・就業,農業,林業

くりはら移住定住コンシェル

ジュ・移住者交流会

?新規移住者や移住検討者の相談役として、23組36人のコンシェルジュの皆さんがサポートしています。 

?コンシェルジュの皆さんはじめ、移住検討者や新規移住者のつながりの場として、交流会を定期的に開催しています。
定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/010/PAGE000000000000003733.html

宮城県 栗原市 移住体験,農業,林業,住宅購入 農地取得の面積緩和措置
?「住まいる栗原ホームサーチ事業」の登録物件に付属する農地に限り、取得できる下限面積を0.1aに緩和。空き家と併せて農地の取得

もサポート！
定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 栗原市 子育て,教育,就学
「国際田園都市」づくり英語教

育導入事業

?市内の中学・小学校に外国語指導助手の設置 

?小学3～6年生に対して英語でのコミュニケーション能力向上の取組み
学校教育課 0228-42-3512

宮城県 栗原市
移住体験,移住者限定支援,結婚,子育て,教育,

就学,起業・就業,農業,通勤・通学
栗原市移住生活体験事業

?田舎暮らしを気軽に体験できる移住体験住宅を整備！ 

（１回あたり３～１０日間の利用で、利用料は無料） 

?市の体験住宅のほか、市内の農泊事業者との連携により、リアルな暮らしの体験と、オーダー方式でサポートします。 

?農家民泊でのリアルな農家体験ツアーなど、移住検討者を対象とした移住体験ツアーを開催します。

定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 栗原市 住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸
住まいる栗原空き家リフォーム

助成事業

?「住まいる栗原ホームサーチ事業」を利用して空き家を購入または3年以上借りる方が、当該空き家をリフォームする場合、工事費を

助成。対象経費の1/2、上限40万円。
定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 栗原市
引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設

備,住宅賃貸

住まいる栗原ホームサーチ事業

（空き家バンク制度）

?空き家の売買または賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて登録した空き家情報を、利用登録した居住したい方へ情報提供し、

マッチングを推進。
定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 栗原市 住宅購入,住宅改修 若者定住促進助成事業
?40歳以下の方が市内に転入し、1年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の5％相当額、上限

20万円を3年間助成。
定住戦略室 0228-22-1125 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 栗原市 子育て,教育,出産
すこやか子育て支援金（入学祝

金）

第3子以降の子が小学校に入学する場合、入学する年度の4月1日前6ケ月以上引き続き市内に居住している保護者へ入学祝金10万円を支

給。（入学時に子も市内に住民登録されてること。）
子育て支援課 0228-22-2360 https://www.kuriharacity.jp/

宮城県 栗原市 子育て,教育,出産
すこやか子育て支援金（出生祝

金）

子が生まれた6ケ月以上前から栗原市に保護者の住民登録があり、子も栗原市に住民登録をした場合に祝金を支給。1～2人目で2万円、3

人目で5万円、4人目で10万円、5人目以上で20万円。
子育て支援課 0228-22-2360 https://www.kuriharacity.jp/

宮城県 栗原市 子育て,出産 特定不妊治療費助成事業
少子化対策として、県の制度と連帯し、医療保険が適用されない特定不妊治療及び不育症検査に要する費用の一部を助成することに

よって、経済的負担の軽減を図ります。
子育て支援課 0228-22-2360 https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

宮城県 仙台市 子育て 仙台市産後ケア事業

仙台市では、病院や診療所、助産所において、宿泊またはデイサービス（日帰り）により、母体の回復のための支援や育児指導、生活

の相談等のサービスを行う産後ケア事業を実施しています。 

令和４年、年央から訪問によるケアも開始します。

子供育成部子供家庭保健課 022-214-8189 https://www.city.sendai.jp/kodomo-hoken/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/joho/joho/sangokea.html

宮城県 仙台市 農業 就農支援 認定新規就農者に対し、小規模農業用機械導入費用、パイプハウス設置費用の一部を助成しています。 農林部農業振興課 022-214-7327 http://www.city.sendai.jp/kurashi/shizen/norinsuisan/index.html

宮城県 仙台市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 移住支援金事業
東京23区に在住、または東京圏在住で23区内に通勤する方が仙台市に移住し、対象求人へ就業する等の一定条件を満たす場合に、移住

支援金（単身60万円、世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき30万円加算）を支給します。
産業政策部商業・雇用支援課 022-214-1007 https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/kurashi/machi/kezaikoyo/kyujin/ijuushien/ijuushaboshuu.html

宮城県 仙台市 起業・就業 奨学金返還支援事業 認定を受けた仙台市内の協力企業へ就職した学生等に対し、入社後3年間最大54万円まで奨学金返還を支援します。 産業政策部商業・雇用支援課 022-214-1007 https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/syogakukin/syogakukin_gakusei.html

宮城県 登米市 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入 住まいサポート事業補助金

登米市外からの転入者で、市内に住宅を新築、または購入（中古住宅を含む）した方に、住宅取得費用の一部を助成します（上限50万

円）。 

※市内業者が施工した場合や中学生以下のこどもがいる場合、条件により補助金が加算されます。 

詳細は、制度URLよりご確認ください。

観光シティプロモーション課 0220-23-7331 https://www.city.tome.miyagi.jp/city/shisejoho/ijuteju/jutakushutoku/sumaisupport

宮城県 登米市 起業・就業 ビジネスチャンス支援事業

〇創業支援事業 

農・商・工分野の地域資源を活かした起業・創業を行う方、または、地域社会の課題解決に取り組むソーシャルビジネスにより起業・

創業を行う方に対して、創業時に必要とする設備資金・運転資金へ最大200万円を助成します。 

 

〇産業支援事業 

地域経済の活性化を図るための事業のうち商品開発、販路開拓、人材育成、施設・機械等整備、店舗改修などに要する経費を助成しま

す。各支援メニューによって補助額が異なります。詳細については担当部署までお問い合わせください。 

1.商品開発・商品力向上支援事業 

2.マーケット開拓・人材育成支援事業 

3.地域資源有効活用施設・機械整備支援事業 

4.店舗イメージアップ支援事業 

5.まとまりステップアップ支援事業 

6.地産都商・輸出チャレンジャー支援事業 

※市内に住所または主たる事業所を有し事業を行う法人、団体および個人事業主を対象とします。 

 

〇空き店舗活用事業 

市内の空き店舗を活用し、新規出店される方に対し、店舗改修費を最大50万円を助成します。

産業経済部地域ビジネス支援課 0220-34-2706 https://www.city.tome.miyagi.jp

宮城県 登米市 起業・就業,農業 新規就農者支援事業

新規就農希望者が市内受入農家（農業法人等）で研修する場合、研修終了後、市内で５年以上就農することを条件に、生活費の一部を

助成します。 

独身者：月額30,000円以内　夫婦：月額50,000円以内

産業経済部産業総務課 0220-34-2716 https://www.city.tome.miyagi.jp

宮城県 登米市 子育て 子ども医療費助成事業
出生から18歳に達した後の最初の3月31日までのお子さんに対して、医療機関に支払う保険適用の自己負担分を助成します（所得制限な

し）。
市民生活部国保年金課 0220-58-2166 https://www.city.tome.miyagi.jp



宮城県 登米市 移住体験 移住お試し住宅
移住を検討している方に本市での暮らしを体感していただくため、短期間（２泊３日以上９泊１０日以内）無料で利用可能な移住お試

し住宅を提供しています。
まちづくり推進部観光シティプロモーション課 0220-23-7331

宮城県 登米市 交通機関利用,移住体験 移住体験参加促進事業補助金

宮城県外在住の本市移住お試し住宅利用者及び移住体験ツアー参加者を対象に、交通費および宿泊費の一部（対象経費の50％、上限３

万円）を助成します。 

詳細については、担当課までお問合せください。

観光シティプロモーション課 0220-23-7331 https://www.city.tome.miyagi.jp

宮城県 登米市 住宅改修 空き家改修事業補助金
空き家情報バンクを利用した空き家所有者及び利用者に、居住する空き家改修費の50％、最大50万円を助成します。 

詳細については、担当部署までお問合せください。
観光シティプロモーション課 0220-23-7331 https://www.city.tome.miyagi.jp

宮城県 松島町 健康・医療 母子・父子家庭医療費助成

配偶者のいない母親または父親、及び18歳以下の児童がいる家庭に医療費の自己負担額について、1つの医療機関（総合病院は診療科ご

と）で1ヶ月に支払った保険診療分の自己負担額が基準額（通院の場合は1,000円、入院の場合は2,000円）を超えたときに、越えた分を

助成します。　 

ただし、保険適用外、健診、予防接種、入院時食事代、室料、容器代等は対象となりません。利用には所得制限があります。

町民福祉課福祉班 022-354-5706 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,170,17,120,html

宮城県 松島町 子育て 小学校入学祝金
多子世帯の子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的に、小学校（町内・町外・特別支援学校を含む）に入学した第3子以

降の児童を養育する保護者の方へ、第3子以降の児童1人につき3万円を支給します。
町民福祉課こども支援班 022-354-5798 http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,22129,17,120,html

宮城県 松島町 子育て
ファミリーサポートセンター事

業

「お仕事が忙しくて保育所や児童館へお迎えに行けない」「急な用事ができて子どもを見ていてもらいたい」など、子育てのお手伝い

をしてほしい方（利用会員）と子育てのお手伝いができる方（協力会員）が会員登録し、子育てをサポートする事業です。地域の中で

お子さんを預けたり、預かったりすることで人のつながりを広げ、地域全体での子育て支援を目指しています。

町民福祉課こども支援班 022-354-5798 https://matsushima-kosodate.com/support3/support1-3/

宮城県 松島町 子育て,出産,健康・医療 特定不妊治療助成事業

特定不妊治療（体外受精または顕微授精）を受けられたご夫婦の経済的負担を減らすため、治療費の一部を助成します。 

ご夫婦またはご夫婦のいずれかが町内に住所を有し、“宮城県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業”の承認決定を受けている治療が助

成対象となり、治療1回あたり15万円が上限（一部の治療については7.5万円が上限）となります。

健康長寿課健康づくり班 022-355-0703 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,21978,16,115,html

宮城県 松島町 起業・就業
松島町創業者支援事業補助金制

度

町内産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、新たに創業を目指す方へ、創業を開始するまでの必要な経費の一部を補助金として

交付する制度です。補助対象者は、町内において新たに事業を開始し、5年以上継続してその事業を展開する見込みのある個人又は法人

で、補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額又は100万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付します。

産業観光課産業振興班 022-355-0703 http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,19111,22,130,html

宮城県 松島町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度

松島町では１８歳到達の年度末まで、保険診療分の入・通院費の自己負担分が無料です。 

ただし、保険適用外のもの（健診、予防接種、入院時食事代、室料、容器代等）は対象となりません。利用には所得制限はありませ

ん。

町民福祉課福祉班 022-354-5706 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,10245,17,120,html

宮城県 丸森町 子育て 保育支援

１．子育て支援センター（町内２か所のこども園に併設） 

　　子育て講座やイベント、絵本の貸し出しなどを実施しています。 

 

２．一時保育 

　　認定こども園や保育所を利用していないお子さん（生後６ヶ月から就学前まで）を、町内の認定こども園でお預かりします。 

 

３．放課後児童クラブ 

　　町内には７か所の放課後児童クラブがあります。

子育て定住推進課 0224-72-3013

宮城県 丸森町 教育 就学支援
・町が学習支援塾（学び塾）を解説 

・小学校入学祝金を支給（児童１人につき３万円）
学校教育課 0224-72-3035

宮城県 丸森町 子育て,出産 妊娠・出産祝金 妊娠の届出の際に３万円の商品券、出生届の提出の後に現金１０万円を支給して「丸森っ子」の健やかな成長を応援します。 子育て定住推進課 0224-87-7521

宮城県 丸森町 農業 就農支援 一定の要件を満たした新規就農者に対し、資金面や設備投資等の補助事業があります。 農林課 0224-72-2113 https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=750

宮城県 丸森町 まちづくり活動,起業・就業,農業,林業 地域おこし協力隊

＜隊員のミッション＞ 

（１）移住定住サポートセンターの運営、相談（2名） 

（２）地域資源等を活用し町内で事業を起こす活動（8名） 

（３）町の新たな特産品開発、インバウンド、飲食店運営等（７名） 

　　　地域に根差した交流推進活動（5名） 

（４）農業生産、森林整備、直売所支援（4名）

企画財政課 0224-72-3024 https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=354

宮城県 丸森町 住宅購入,住宅賃貸 空き家情報の提供 町内の空き家情報のデータベースを整備しています。 まるもり移住・定住サポートセンター「じゅーぴたっ」 0224-87-7837 https://ju-pita.com

宮城県 丸森町 結婚,引っ越し,住宅改修,住宅賃貸 結婚新生活支援事業

町で新婚生活を送る夫婦を応援します。詳細はお問い合わせください。 

 

　対象者　　：令和４年４月１日以降に婚姻届を提出し、受理された日における年齢がともに４５歳未満で、住所が町内にある方 

　対象事業　：①リフォーム費用 

　　　　　　　②住宅賃借費用 

　　　　　　　③引越費用 

 

　補助金額　：夫婦の年齢や合計所得によって変わります。（最大６５万円）

子育て定住推進課 0224-51-9905 https://www.town.marumori.miyagi.jp/life/detail.php?content=40

宮城県 丸森町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成

０歳から高校３年生相当まで、通院・入院に係る保険診療の自己負担を助成します。 

所得制限はありません。 

 

助成対象医療費・・・通院・入院（食事療養費含む）に係る保険診療の自己負担額 

　　　　　　　　　　※保険診療外の医療費など、対象外となる医療費があります。 

 

申請にはお子さんの保険証、印鑑、保護者の方の通帳が必要です。

保健福祉課 0224-72-3014



宮城県 丸森町 子育て 第2子以降保育料無料化事業

第２子以降のお子さんの保育料を助成により無料化し、子育て世帯を経済面から応援します。 

 

対象：　以下の項目すべてに該当するお子さん（世帯） 

　　　　①丸森町に住所を有する 

　　　　②１８歳未満のお子さんを２人以上養育している家庭 

　　　　③町内の保育施設を利用している 

内容：　保育料等を一度施設に納めていただきますが、申請により年２回に分けて助成金として交付します。 

 

助成を受けるには申請が必要です。また、町の税金や水道料金などを滞納している方は対象になりません。

子育て定住推進課 0224-72-3013 https://www.town.marumori.miyagi.jp/education/detail.php?content=530

宮城県 丸森町 起業・就業
丸森町空き店舗等活用・承継事

業

町内にある空き店舗等を活用して事業を開業・承継する方に対して開業にかかる経費の一部を支援します。 

　空き店舗を活用して開業する方・・・最大１５０万円を補助
商工観光課 0224-87-7620 https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=750

秋田県 - 子育て,健康・医療
がん患者等妊よう性温存治療費

助成事業

がん等の治療により生殖機能が低下し、又は失うおそれがあると診断された４０歳以下の方を対象に、温存治療に要する医療保険適用

外の費用に係る自己負担分を助成します。
健康福祉部　健康づくり推進課 018-860-1428 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48167

秋田県 - 移住者限定支援,引っ越し はじめての秋田暮らし応援事業 移住定住登録を行った上で、秋田県内に移住した方に、引越費用等を最大１０万円助成します。 あきた未来創造部　移住・定住促進課 018-860-1234 https://www.a-iju.jp/p1566

秋田県 - 移住者限定支援,起業・就業 移住・就業支援事業 東京圏から移住し、秋田県内の企業へ就業された方に、最大２００万円の移住支援金を支給します。 あきた未来創造部　移住・定住促進課 018-860-1234 https://kocchake.com/furusatokyujin

秋田県 - 移住者限定支援,起業・就業
プロフェッショナル人材活用促

進事業

秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じ、民間人材紹介事業者の紹介により、県内への移住が伴う形で県外在住のプロフェッ

ショナル人材を雇用した企業に対し、企業が負担した紹介手数料の１／２以内（上限５０万円／１人）を助成します。
産業労働部　地域産業振興課 018-860-2241 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/64098

秋田県 - 教育 秋田型教育留学推進事業
本県の強みである「豊かな教育資源」を生かして、関係人口の増加や家族ぐるみでの移住・定住促進につなげるため、県外の児童・生

徒が「秋田の探究型授業」や体験活動等を目的に来県する教育留学を推進するモデル事業を実施します。
教育庁 生涯学習課 018-860-5184 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/50434

秋田県 - 子育て すこやか子育て支援事業 一定の所得制限の下、出生順位や利用施設を問わず、保育料及び副食費を助成します。（助成率１／４～全額） あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課 018-860-1553 https://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/kosodate-info/help/subsidy/ko7

秋田県 - 奨学金 奨学金制度
大学・短大・専修学校・高等学校の在学者に対し、奨学金を貸与します。（貸与には学資の支弁が困難と認められること等の条件があ

ります。）
公益財団法人 秋田県育英会 018-860-3552 http://www.akita-ikuei.jp/

秋田県 - 住宅改修 住宅リフォーム推進事業
５０万円以上のリフォーム・増改築工事費用について一部を助成します。実家に戻る場合や中古住宅を購入する場合等により条件や補

助内容が変わりますので御確認ください。工事完了後に県内に転入される方であれば、転入前の利用も可能です。
建設部 建築住宅課 018-860-2561 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/62661

秋田県 - 住宅新築,住宅購入 分譲宅地の優遇制度 県分譲宅地を県外から転入される方が購入する際に、販売価格から２５％を割引します。 建設部 建築住宅課 018-860-2436 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/5939

秋田県 - 起業・就業 本社機能等移転促進事業
県内に本社機能等を移転し、これに伴う増加常用雇用者数２人以上の場合、事務経費、建物・設備及び従業員の転居費用等、移転に要

する対象経費の４０％以内（上限４，０００万円）を補助します。
産業労働部 産業集積課 018-860-2250 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10437

秋田県 - 起業・就業
創業支援資金貸付事業女性・若

者支援枠

秋田県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする女性及び３５歳未満の方を対象に、設備資金・運転資金に充てる資金を貸

し付けします。（２，５００万円以内）
産業労働部 産業政策課 018-860-2215 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/33052

秋田県 - 起業・就業 創業支援資金貸付事業
秋田県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方を対象に、設備資金・運転資金に充てる資金を貸し付けします。（３，

５００万円以内。県外から移住後３年以内の方は、貸付利率を通常利率から０．２％優遇）
産業労働部 産業政策課 018-860-2215 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/575

秋田県 - 起業・就業,農業
ウェルカム秋田！農泊ビジネス

起業応援事業

農家レストランや農家民宿等の農泊ビジネスの起業による移住・定住を応援するための研修及び施設改修等を支援します。（研修：参

加費無料／交通費助成、施設改修支援：上限５０万円）
農林水産部 農山村振興課 018-860-1851 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/60484

秋田県 - 起業・就業,水産業
ウェルカム秋田！移住就業支援

事業

秋田県で漁業経営体に就職を希望する県外在住の方を対象に、就職希望先での１年間のＯＪＴ研修や住居賃貸料への支援を実施しま

す。
農林水産部 水産漁港課 018-860-1885 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23226

秋田県 - 起業・就業,水産業
秋田の漁業担い手確保・育成事

業
秋田県での漁業就業に興味を持つ漁業未経験の方を対象に、本県の水産業を学べる基礎的な研修（年１回２週間程度）を実施します。 農林水産部 水産漁港課 018-860-1885

秋田県 - 起業・就業,林業
ウエルカム秋田！移住就業トラ

イアル研修事業

秋田に移住し、林業に取り組んでみたいと考えている方を対象に、短期（４日程度）・中期（１か月程度）の林業体験研修を実施し、

技術習得から定着段階までの支援を行います。
農林水産部 森林整備課 018-860-1750 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23226

秋田県 - 起業・就業,林業 秋田林業大学校
秋田県内の森林組合や林業会社等に就職希望がある３５歳以下の方を対象に、２年間の研修を実施し、将来の秋田の林業を担う若い林

業技術者を養成します。
農林水産部 森林整備課 018-860-1750 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14049

秋田県 - 起業・就業,林業 森林整備担い手育成事業
秋田県が認定する林業事業体に従事する４５歳未満の方を対象に、専門的知識及び技能を習得させ、将来、地域林業のリーダーとなる

技術者を育成します。
農林水産部 森林整備課 018-860-1750 http://www.maroon.dti.ne.jp/akirinro/jigyouannai.htm

秋田県 - 起業・就業,農業 地域で学べ！農業技術研修
就農前の２年間以内、市町村の農業研修施設等での研修を提供します。国の就農準備資金または県と市町村による研修奨励金が交付さ

れます。
農林水産部 農林政策課 018-860-1726 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7119

秋田県 - 起業・就業,農業
未来農業のフロンティア育成研

修

就農前の２年間、県公設試験場での基礎研修とプロジェクト研修または現地研修を提供します。国の就農準備資金または県と市町村に

よる研修奨励金が交付されます。※令和５年度研修生募集説明会は７月を予定しています。
農林水産部 農林政策課 018-860-1726 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/38622

秋田県 - 起業・就業,農業 農業インターンシップ研修

秋田県で農業法人等への就職や就農を考えている県内外の方を対象に、農業法人等でのインターンシップ研修（５日間以内）を提供し

ます。 

また、研修期間に要する滞在費等の一部を助成します。

農林水産部 農林政策課 018-860-1726 http://www.ak-agri.or.jp/nogyoshinko/try_agriculture/understand/type

秋田県 - 子育て,出産 幸せはこぶコウノトリ事業 医療保険適用となった特定不妊治療に要した経費（自己負担額）の一部を助成します。 健康福祉部 保健・疾病対策課 018-860-1422 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/862

秋田県 - 子育て,健康・医療 福祉医療費等助成事業 市町村が行う乳幼児・小中学生を対象とした医療費の助成に対し、県が補助し、保護者の自己負担分を軽減します。 健康福祉部 長寿社会課 国保・医療指導室 018-860-1351 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/11250

秋田県 - 結婚 出会い・結婚支援事業
秋田での結婚を希望する独身男女の出会いと結婚を「あきた結婚支援センター」が応援します。県外在住で、秋田で結婚の意思がある

方も入会できます。
あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課 018-860-1552 http://www.sukoyaka-akita.com/

秋田県 - 起業・就業 秋田ＧＯ！ＥＮアプリ
県などが主催する各種就職・移住イベント等への参加により獲得したポイントを使い、秋田県での就職後、各種割引などの優遇サービ

スが受けられます。
あきた未来創造部 移住・定住促進課 018-860-3751 https://kocchake.com/pages/recruit-apply

秋田県 - 奨学金,起業・就業
秋田県内就職者向け奨学金返還

助成制度

平成３１年４月１日以降に秋田県内に居住し、県内に事業所がある企業等に雇用された方（転勤族を除く）などを対象に、奨学金の返

還を助成します。
あきた未来創造部 移住・定住促進課 018-860-3751 https://kocchake.com/pages/grant-description

秋田県 - 移住者限定支援,起業・就業 Aターン登録制度
県外在住の方を対象としたＡｋｉｔａへの就職を応援するマッチング制度です。「Ａターン登録」により、秋田県内の事業所による求

人情報をチェックできます。首都圏相談窓口が県内事業所との仲介を担います。
あきた未来創造部 移住・定住促進課 018-860-1234 https://app.furusato-teiju.jp/akita-snavi/guest/UserMailInput

秋田県 - 移住者限定支援 移住定住登録
県外から秋田県への移住を検討される方を対象とした登録制度です。現地情報の提供や支援制度などをご案内し、皆さまの移住を応援

します。
あきた未来創造部 移住・定住促進課 018-860-1234 https://www.a-iju.jp/akitaijuteiju/member/

秋田県 羽後町
移住体験,子育て,教育,就学,起業・就業,農業,

林業

オンライン移住相談・空き家バ

ンク登録物件案内

遠方に住んでいる方などを対象に、ビデオ会議システムZoomを使用したオンラインでの移住相談・空き家バンクの物件内覧を行ってい

ます。（要事前予約） 

相談日時：平日９：００～１７：００　 

相談時間：４０分（最大６０分まで延長可能） 

相談料金：無料（接続に係る通信費は自己負担となります。）

羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/4/detail/50904



秋田県 羽後町 移住体験
オーダーメイド型移住体験ツ

アー

町では、移住を希望される方のご要望に合わせたオーダーメイド型移住体験ツアーを開催しています。 

実際に引越しをする前に、羽後町の暮らしを体験してみませんか？ 

町の案内のほか、子育て環境の見学や、住まい探し、仕事探し、農作業の体験、先輩移住者との交流など、ツアー参加者のご要望に合

わせてスケジュールを作成します。

羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/4/detail/50792

秋田県 羽後町 起業・就業 羽後町ふるさと応援給付金
町内企業に就職した、新規学卒者または県外から移住した方を対象に、給付金５万円を支給します。 

※公務員、農協職員、農林漁業を営む個人事業者、移住支援金対象者等は対象外です。
羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2750&category_id=8

秋田県 羽後町
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸
羽後町結婚新生活支援事業

結婚して羽後町で新生活をスタートさせる新婚世帯に対して、住宅購入費や住宅リフォーム費、賃貸物件の家賃、引っ越し費用の一部

を助成します。（最大３０万円）
羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2746&category_id=237

秋田県 羽後町 移住者限定支援,起業・就業 羽後町移住支援金

東京２３区内に居住していた方または東京圏から東京２３区内に通勤していた方で、羽後町に移住した方のうち、都道府県が設置する

マッチングサイトに掲載された求人に採用された方または羽後町の関係人口に認定された方などに支援金を支給します。 

単身世帯：６０万円 

２人以上の世帯：１００万円（１８歳未満の子一人につき加算３０万円）

羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2745&category_id=175

秋田県 羽後町 起業・就業 羽後町無料職業紹介所
羽後町では無料職業紹介所を設置しています。湯沢雄勝・横手・大仙・由利本荘までを求人エリアとして、重点的に相談や紹介を行っ

ています。
羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=221&category_id=95

秋田県 羽後町 結婚 結婚支援センター登録料助成 結婚支援センターへの登録料１万円を助成しています！ 羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1934&category_id=237

秋田県 羽後町 子育て
うごまち「未来の宝」応援給付

金

第３子以降のお子さん１人につき毎月１万円を６歳の誕生月まで支給。 

さらに、第４子の６歳誕生月に一時金１０万円を、第５子以降の６歳誕生月に一時金２０万円を支給します。
羽後町健康福祉課 0183-62-2111 http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1903&category_id=63

秋田県 羽後町 子育て,健康・医療 福祉医療制度の拡充！
中学校卒業まで、お子さんの医療費を全額町が負担します。 

※令和４年８月から、高校生まで対象を拡大します！
羽後町健康福祉課 0183-62-2111 http://www.town.ugo.lg.jp//life/detail.html?id=978&category_id=200

秋田県 羽後町 住宅新築,住宅購入 フラット３５地域連携型

羽後町住宅取得奨励金の交付対象者が、全期間固定金利住宅ローン「フラット３５」を利用した場合、金利を以下の通り引き下げま

す！ 

◆多子世帯・三世代同居世帯　当初10年間0.25％引き下げ！ 

◆県外転入者（UIJターン）　当初5年間0.25％引き下げ！

羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2113&category_id=174

秋田県 羽後町 住宅改修,住宅設備 羽後町住宅リフォーム促進事業
子育て世代が居住用住宅のリフォーム工事を行った場合に、対象工事に要する経費の２０％（上限２０万円）を助成します！ 

※工事着手前に申請が必要です。
羽後町建設課 0183-62-2111 https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2548&category_id=168

秋田県 羽後町 移住体験,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 羽後町空き家バンク
空き家バンクでは町内の空き家情報を掲載し、空き家を買いたい・借りたいという方に情報提供を行っています。 

利用登録をすると、物件の内覧ができるほか、希望に合った物件が登録された際にいち早くメールでお知らせいたします！
羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2092

秋田県 羽後町 移住体験 羽後町体験住宅

羽後町へ移住を希望する方や、田舎暮らしをしてみたい方を対象に、お試し暮らしができる住宅を整備しています。 

国道３９８号線沿いでアクセス良好！オール電化で年中快適！Wi-Fi完備でワーケーションにもご使用いただけます！ 

利用期間：３泊４日～１３泊１４日 

利用料金：５～１０月　３泊４日　７，５００円（１泊追加ごとに＋２，５００円） 

　　　　　１１～４月　３泊４日　９，０００円（１泊追加ごとに＋３，０００円／暖房費込） 

※布団等備え付けの寝具はございませんので、寝具の利用をご希望の方は申込時にその旨をお伝えください。

羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1313&category_id=69

秋田県 羽後町 住宅新築,住宅購入 羽後町住宅取得奨励金
町外出身者で県外からの転入者が半数以上いる世帯が、住宅を建築・購入した場合、かかった費用の１／２（最大１００万円）を支給

します！！
羽後町みらい産業交流課 0183-62-2111 http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1917&category_id=174

秋田県 男鹿市 まちづくり活動
なまはげの里おがワーケーショ

ン推進事業

県外の企業・団体等が、本市を拠点にワーケーションを実施する際や旅行業者等がワーケーションを組み込んだ企画旅行を実施する際

の経費の一部を助成します。 

対象経費：交通費、滞在費、運搬費、オフィス利用料、その他事業目的達成のため適当と認める経費 

補助率：1/2 (上限5万円/人)

企画政策課 0185-24-9122 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/shigoto_sangyo/workcation/4118.html

秋田県 男鹿市 コミュニティ団体支援,子育て

地域子育て支援センター・子育

て支援サークル(保育園・幼稚

園)

男鹿市子育て支援センターでは、電話や面談による育児相談や子育てサークルへの支援などの様々な特色あるサービスを行っていま

す。それに伴い地域では子育てサークルやサポーターグループが活動しています。
おがっこネウボラ 0185-27-8155 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/kodomowoazukeru/1111.html

秋田県 男鹿市 子育て,教育 男鹿市家庭教育支援
男鹿市家庭教育支援チームは、子育て中の様々な悩みに対して、ご家庭の皆さんの頑張りを共に支え、地域とのつながりや専門機関と

の橋渡しのお手伝いをしています。
教育総務課 生涯学習班 0185-24-9133 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kyoikusomuka/shogaigakushu/1098.html

秋田県 男鹿市 子育て 児童手当について 男鹿市に住所があり、中学校終了前(15才になった最初の年度末)の児童を養育している方に児童手当が支給されます。 子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/kosodateshien/2/1117.html

秋田県 男鹿市 子育て 子育て支援について 男鹿市では保護者の就労形態や様々な保育ニーズに対応するために、様々な事業を実施しています。 子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/kosodateshien/3/1138.html

秋田県 男鹿市 水産業
がんばる男鹿の漁業応援！経営

確率支援事業

平成30年4月1日以降に経営を開始し、漁業スクールを受講済み又は、同等以上の能力を有する60歳未満の独立・自営漁業者へ年150万

円を5年間支給します。
農林水産課 水産林業振興班 0185-24-9139

秋田県 男鹿市 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
結婚トータルサポート事業(結婚

新生活支援事業補助金)

男鹿市では、経済的な理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、当市で新生活をスタートさせる夫婦に、住宅購入費や賃貸物件の

家賃、引っ越し費用などを補助します。 

補助対象経費の全額（限度額30万円）

企画政策課 企画広報班 0185-24-9123 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kikakuseisakuka/shoshikataisaku/1/3267.html

秋田県 男鹿市 結婚
結婚トータルサポート事業(あき

た結婚支援センター登録助成金)

男鹿市では、市民があきた結婚支援センターに登録する際の登録料1万円を全額助成します。登録後、あきた結婚支援センターで2年間

活動することができます。
企画政策課 企画広報班 0185-24-9123 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kikakuseisakuka/deaisupportcenter/3289.html

秋田県 男鹿市 奨学金 奨学金返還支援制度
就学時に対象となる奨学金の貸与を受け、男鹿市内に5年以上定住する意志をもって住所を有し、県内就業後秋田県奨学金返還助成の交

付決定を受けた方を対象に、返還額から秋田県からの助成金を控除した額を助成します。（年返還額の1/3、最長3年間）
企画政策課 0185-24-9122

秋田県 男鹿市 起業・就業,農業,水産業 男鹿市販路拡大支援事業
男鹿市内各事業所、新規起業者及び市内個人事業主のいずれかを対象に、地域産業の発展や経営基盤と雇用の安定を図るため、地域企

業等が販路拡大を目的に行う商品開発や推進事業について、予算の範囲内で費用の一部を助成します。
男鹿まるごと売込課 売込班 0185-24-9142 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/ogamarugotorikomika/shokogyo/525.html

秋田県 男鹿市 子育て
すこやか子育て支援事業(副食費

全額助成）
幼稚園・保育園3歳児クラス以上について、副食費(おかず代)を全額助成します。 子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/kodomowoazukeru/yochien_hoikuen/2232.html

秋田県 男鹿市 住宅設備 ガス料金割引制度

都市ガスの加入促進を図り移住・定住化を促進するため、新築や増改築で都市ガスを使用される方を対象とした割引制度です。「家庭

用サポート割引」「子育てサポート割引」「ビジネスサポート割引」の割引プランを設け、プランに応じて最大15％(3年間)ガス料金を

割り引きます。

企業局 管理課 お客様サービス班 0185-46-4103 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kigyokyoku_jogesuidoka/gas/2/1060.html

秋田県 男鹿市 まちづくり活動 防災情報等メール配信サービス 防災・消防(火災)に関する情報や防災行政無線で放送する情報を携帯電話やパソコンなどに電子メールで配信します。 総務企画部 企画政策課 0185-24-9113 https://www.city.oga.akita.jp/ijuteiju/live/information/2893.html

秋田県 男鹿市 住宅設備 合併処理浄化槽設備整備事業

公共下水道などの区域以外において、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るために設置する合併処理浄化槽の費用の一部を

補助します。 

（5人槽通常型352,000円、7人槽通常型441,000円、5人槽高度処理型408,000、7人槽高度処理型492,000円）

生活環境課 0185-24-9114



秋田県 男鹿市 奨学金,起業・就業 医師等修学資格資金貸与事業
医療従事者の確保、診療体制の充実を図るため、男鹿みなと市民病院において医師などの業務に従事しようとする者に対して就学資金

を貸与します。
男鹿みなと市民病院事務局 0185-23-2221 http://www.ogaminato.jp/information/shugakushikin/

秋田県 男鹿市 移住体験,移住者限定支援 移住活動支援補助金

移住を希望・検討されている方が、本市を訪れ市内各地域を体験する際の交通費の一部を最大2万5千円補助します。 

・移住地から男鹿市への往復交通費の2分の1(1世帯あたり上限2万円) 

・男鹿市内の交通手段とし男鹿市内事業所のレンタカー利用料金の2分の1(1世帯あたり上限5千円)

総務企画部企画政策課 0185-24-9122 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kikakuseisakuka/teijushien/1034.html

秋田県 男鹿市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 移住者住宅取得等支援事業
移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、男鹿市へ移住する世帯の住宅の取得や改修、もしくは住宅の賃貸に要

する費用の一部を助成します。
総務企画部企画政策課 0185-24-9122 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kikakuseisakuka/teijushien/1569.html

秋田県 男鹿市 住宅購入,住宅賃貸 空き家・空き地バンク制度 市内の空き家・空き地の有効活用を通して、交流人口の拡大や定住の促進を進め、地域の活性化を図るための制度です。 総務企画部危機管理課 0185-24-9113 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kiki/teijushien/1369.html

秋田県 男鹿市 子育て,健康・医療 福祉医療制度 0歳～中学生のお子さん（中学校修了年度の3月31日まで）の外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成します。 生活環境課 保険班 0185-24-9112 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kenko_iryo_fukushi/iryo/iryohijosei/2340.html

秋田県 男鹿市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター事業
子育ての援助を受けたい人と行いたい人とが会員になって、子育て家庭を地域で支えるシステムです。 子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/kosodateshien/3/1130.html

秋田県 男鹿市 子育て 子育てファミリー支援事業
平成30年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯を対象として、一時預かりや病後児保育などの対象事業に係る費用を上限15,000円まで

補助します。
子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/kosodateshien/ogashinokosodateshien/2235.html

秋田県 男鹿市 子育て,出産 ママ・サポート119
妊婦さんの希望により、事前に妊娠情報を登録してもらい、緊急な搬送が必要な場合には、迅速な対応をとり、妊婦さんとご家族の不

安軽減を図ります。
おがっこネウボラ 0185-27-8155 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/kosodateshien/2204.html

秋田県 男鹿市 子育て,出産 おがっこネウボラ
妊娠期から子育て期にわたるまで、母子保健コーディネーターを中心に、保健師、助産師、臨床心理士などによる相談窓口を設置して

います。
おがっこネウボラ 0185-27-8155 https://ogakko-neuvola.jp/

秋田県 男鹿市 子育て,出産
不妊（特定・一般）治療費・不

育症治療費の助成

県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度です。 

特定不妊治療費（秋田県特定不妊治療費助成を受けた夫婦1組につき、保険適用後の県の助成額を除いた自己負担額を全額助成しま

す。） 

一般不妊治療費（夫婦1組につき初回申請から通算5年度、自己負担額を全額助成します。） 

不育症（夫婦1組につき1回/年、上限15万円を初回申請から通算5年度助成します。）

市民福祉部 健康推進課 0185-24-3400 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/ninshin_shussan/1121.html

秋田県 男鹿市 子育て,出産 出産祝金支給事業 第1子・第2子の出産に対し祝金5万円、第3子以降に祝金20万円を支給します。 健康推進課 健康班 0185-24-3400 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan/2234.html

秋田県 男鹿市 子育て
すこやか子育て支援事業（第２

子以降の保育料を助成）

一定の所得制限のもと、平成28年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯と平成30年4月2日以降に第2子以降が生まれた世帯を対象とし

て、第2子以降の保育料を助成します。（世帯所得により制限あり）
子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/kodomowoazukeru/yochien_hoikuen/2232.html

秋田県 男鹿市 起業・就業
就業資格取得支援助成金交付事

業

求職者に対し、就業する上で有利となる資格の取得に要する費用の一部を助成します。 

助成対象費用の2分の1に相当する額：上限5万円(同一年度1回限り、1資格の助成。）
男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班 0185-24-9143 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/ogamarugotorikomika/kakushuseido_shinsei/510.html

秋田県 男鹿市 起業・就業
男鹿市空き店舗等利活用促進事

業

地域の魅力アップ及び賑わい創出を促進するとともに地域経済の活性化を図るため、空き店舗の改装費・店舗部分に係る月額賃借料の

一部を助成します。 

（改装：改装費の2分の1以内、限度額150万円　賃借料：月限度額4万円を最大12か月）

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班 0185-24-9143 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/ogamarugotorikomika/shokogyo/523.html

秋田県 男鹿市 奨学金 奨学金制度 保護者が市内に在住する学生（高校、高専、専修学校、短期大学、大学など）に対し、月額12,000～30,000円を貸与します。 学校教育課 学事指導班 0185-24-9101 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/gakkokyoikuka/shochugakko/589.html

秋田県 男鹿市 子育て
放課後児童健全育成事業(放課後

児童クラブ)
日中、保護者が家庭にいない児童を対象に、児童支援員の活動支援のもと放課後の生活の場を提供しています。 子育て支援課 子育て支援班 0185-27-8074 https://www.city.oga.akita.jp/soshik/kenkokosodateka/kosodateshien/3/1155.html

秋田県 男鹿市 農業,林業,水産業 男鹿市農林漁業担い手奨励金

農林漁業の振興及び活性化を図るため、新たに農林漁業を承継する方、経営者となる方、被雇用者となる方に対し条件を満たす場合、

承継者、経営者となった方には、100万円、被雇用者となった方には、20万円の奨励金を交付します。 

 

水産林業振興班 0185-24-9139 

農業振興班 0185-24-9137

農林水産課 0185-24-9137 https://www.city.oga.akita.jp/ijuteiju/work/aff.html

秋田県 小坂町 住宅新築 新築住宅固定資産税減免制度
新築住宅の固定資産税が５年間免除になります！ 

新築住宅の取得を税制面から支援することで、小坂町へ定住していただくことを目的として創設した町独自の制度です。
総務課企画財政班 0186-29-3907 https://www.town.kosaka.akita.jp/iju_teiju/jutaku/751.html

秋田県 小坂町 住宅新築,住宅購入,住宅改修
小坂町移住定住促進奨励事業補

助金

家を建てたい、空き家を買いたい方を応援します！ 

住宅を新築する方や中古住宅を取得する方に、最大60万円の補助金を交付します。
総務課企画財政班 0186-29-3907 https://www.town.kosaka.akita.jp/iju_teiju/jutaku/683.html

秋田県 仙北市 子育て 放課後児童クラブ
保護者の継続的な労働等により、放課後に家庭で保育できない小学生を対象に、健全な遊びや生活の場を提供するため、放課後児童ク

ラブを開設。
市民福祉部 子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 住宅購入,住宅賃貸
空き家情報登録制度（空き家バ

ンク）

空き家を有効活用して定住促進と地域活性化を図るため、空き家バンクに所有者から登録申請された空き家情報を、利用希望者に対し

て情報提供する。詳細情報の提供や内覧案内にあたっては利用登録が必要。
総務部企画政策課 地方創生・総合戦略係 0187-43-3315 https://www.city.semboku.akita.jp/egukite/akiya.html

秋田県 仙北市 子育て 子育てファミリー支援事業
平成30年4月2日以降に第３子が生まれ、就学前の子を養育している保護者に、子育てファミリーサポート券（1万5千円相当）を交付。

市が指定する子育て支援に資するサービスを利用する場合に、その利用料金の支払いに充てることができる。
市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 健康・医療 がん患者補正具購入費補助金
がん患者の精神的、経済的負担を軽減し、早期の社会復帰を図るために補正具（乳房、かつら）の購入に要する費用の全部又は一部を

助成する。
市民福祉部保健課 0187-43-2252

秋田県 仙北市 子育て,出産 養育支援訪問事業 産前・産後において支援が必要と認められた世帯に、ヘルパーの派遣（上限12回）を行い家事の支援を行う。 市民福祉部保健課 0187-43-2252

秋田県 仙北市 子育て,出産,健康・医療 不妊治療助成金 特定不妊治療、男性不妊治療、一般不妊治療、不育症について必要な医療費の一部を助成。 市民福祉部保健課 0187-43-2252

秋田県 仙北市 移住者限定支援,起業・就業 就業者等移住支援金

直近10年間のうち通算５年以上（転入直前については連続1年以上）、東京23区または東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）か

ら東京23区に通勤などしていた方が、秋田県に登録されている対象法人に新規就業し、仙北市に転入する場合、移住支援金として単身

60万円、世帯100万円を支給。子育て加算あり。テレワーク移住や関係人口と認められる方で移住・就業した場合も対象。申請期限は移

住後１年以内。

総務部企画政策課 地方創生・総合戦略係 0187-43-3315

秋田県 仙北市 住宅新築,住宅購入 若者マイホーム取得助成金
市内に定住するための住宅を取得する45歳以下の夫婦に、取得費用の一部を助成。住宅を新築または建売住宅を取得し居住する場合、

50万円を補助。市内業者が施工した対象住宅を取得した場合は20万円を加算。
総務部企画政策課 地方創生・総合戦略係 0187-43-3315

秋田県 仙北市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援事業補助金
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻した39歳以下の夫婦で、夫婦の合計所得が400万円未満の新婚世帯へ、新居の取得、リ

フォーム、賃借、引っ越しにかかる費用の一部を助成。1世帯あたり上限30万円。
総務部企画政策課 地方創生・総合戦略係 0187-43-3315

秋田県 仙北市 奨学金,就学 医師等修学資金貸与事業 医師、看護師等を目指す学生などに入学一時金のほか修学資金を貸与。貸与期間の3/2年間指定医療機関に勤務すると返済を免除。 市民福祉部保健課（医療局医療管理課） 0187-54-2116

秋田県 仙北市 奨学金
ゲットバック推進仙北市育英奨

学資金補助事業
仙北市奨学資金を償還する方が、市内への居住など一定の条件を満たす場合、償還額の一部又は全部を免除。 教育委員会教育総務課 0187-43-3381

秋田県 仙北市 奨学金,就学 仙北市育英奨学資金 仙北市の将来を担う学生・生徒の向学の志を支援し、奨学資金を貸与（大学等は月額４万円、高校月額２万円）。 教育委員会教育総務課 0187-43-3381

秋田県 仙北市 就学,通勤・通学 秋田内陸線通学定期補助金
通学のために秋田内陸縦貫鉄道を利用する市内中高生等の通学定期券購入費に対し、営業キロで比較したＪＲ定期運賃との差額相当分

を補助。
総務部企画政策課　地方創生・総合戦略係 0187-43-3315



秋田県 仙北市 子育て 在宅子育てサポート事業
小学校就学前の児童を在宅で育てている保護者に、子育てサポート券（1万5千円相当）を交付。市が指定する有料の子育てサービスを

利用する場合に、その利用料金の支払いに充てることができる。
市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 子育て 保育園入所待機児童等支援事業 認可保育所待機児童が、認可外保育所等へ入所した場合、認可保育所へ入所した場合と同等の負担となるよう補助。 市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 子育て すこやか子育て保育料助成事業
認定こども園、認可保育所、幼稚園、認可外保育所、地域型保育事業の利用者に対して第1子から一部助成、第2子以降には所得状況に

より全額助成。
市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 子育て,健康・医療 任意予防接種費用助成
おたふくかぜ、若年者等のインフルエンザ予防接種費用の一部を助成。風疹予防接種費用は妊娠を希望する女性かつ抗体価の低い女性

を対象に助成。
市民福祉部保健課 0187-43-2252

秋田県 仙北市 子育て,出産 誕生祝支給事業 新生児の誕生を祝福し健やかな成長を願い、誕生祝金（５万円）を支給。 市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

秋田県 仙北市 起業・就業 ふるさと就職応援金
市内に居住し、高校・大学・専門学校等を卒業して１年以内に中小企業・社会福祉・医療法人・個人事業所等に就職した30歳未満の方

に、５万円を応援金として交付。
農林商工部商工課 0187-43-3351

秋田県 仙北市 起業・就業
中小企業活性化支援事業費補助

金
市内中小企業の起業、新分野進出、事業拡張に係る施設整備、機械購入費に対し助成。補助対象経費の1/3以内（上限100万円）。 農林商工部商工課 0187-43-3351

秋田県 仙北市 起業・就業 空き店舗等利活用事業 空き店舗利活用者に対し賃借料の一部を助成。補助期間12ヶ月分、補助対象経費の2/5以内（月額8万円上限）。 農林商工部商工課 0187-43-3351

秋田県 仙北市 農業
空き家に付属した農地の取得等

に係る下限面積要件の緩和

仙北市内で農業を営む目的で農地を取得または貸借する場合、許可基準の下限が経営面積10アールのところ、定住促進と地域の活性

化、遊休農地の有効利用及び解消のため、空き家バンクに登録された空き家に付属した農地に限り下限面積の設定を１アールとする。
農業委員会 0187-43-2209

秋田県 仙北市 農業
地域で学べ！農業技術研修費補

助金

新規就農を目指している若者を対象に、実験農場、研修施設、農協等で行う技術・経営研修に参加する研修生に助成。研修期間２年以

内。
農林商工部農業振興課 0187-43-2206

秋田県 仙北市 農業
未来農業のフロンティア育成研

修費補助金
新規就農を目指している若者を対象に、秋田県農業試験場等で研修する研修生に助成。研修期間２年。 農林商工部農業振興課 0187-43-2206

秋田県 仙北市 住宅設備 浄化槽設置整備事業補助金 生活排水を下水道等に接続できない地域にお住まいの方を対象に、浄化槽整備工事費の一部を補助。 建設部上下水道課 0187-43-2296

秋田県 仙北市 住宅改修 住宅リフォーム促進事業

持ち家等を、市内の事業所に発注してリフォームする場合に補助金を交付。補助対象工事費の5％（上限5万円）。子育て世帯は10％

（上限20万円）。市外に5年以上住所を有し定住を目的に移住し空き家を購入してリフォームした場合は15％（上限30万円）、子育て世

帯は20％（上限40万円）。下水道接続加算（5万円）。

建設部建設課 0187-43-2295

秋田県 仙北市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 定住促進奨励金
市外に5年以上居住した後、仙北市に転居した移住者が転入から5年を経過する日までに住宅を取得し定住する場合、完納した固定資産

税相当額を課税される初年度から３年間助成。
総務部企画政策課 地方創生・総合戦略係 0187-43-3315

秋田県 大仙市 子育て 子育てオンライン相談
子育て世代包括支援室「すくすくはなび」の保健師と栄養士が、大仙市に住所を有する妊娠中の方、乳幼児の保護者の方、他自治体へ

里帰り中の方を対象に、Zoomを利用してオンライン相談対応を行う。
健康増進センター子育て世代包括支援室 0187-73-6811 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2021081800011/

秋田県 大仙市 結婚,住宅購入,住宅賃貸 大仙市結婚新生活支援事業
令和4年1月1日以降に婚姻し、要件を満たす新婚世帯へ、自己負担した新居の取得費用や家賃、住宅リフォーム費用、引越し費用の一部

を支援する。（上限30万円。夫婦ともに満29歳以下の場合は上限60万円）
総合政策課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020030500026/

秋田県 大仙市 奨学金,起業・就業 大仙市奨学金返還助成制度
対象となる奨学金の貸与を受けた方が、学校卒業後、大仙市に居住、就職した場合、奨学金償還額の一部を市が助成する。助成額は１

年間の返還実績額×1/3（限度額64,000円/年）、最長５年間
教育総務課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020051800013/

秋田県 大仙市 子育て 母子手帳アプリ「母子モ」事業
子どもの予防接種記録の管理や、乳幼児健診及び子育てに関する情報の閲覧、様々な記念日の記録など、妊娠、出産、育児をサポート

する母子手帳アプリを無料で提供する。
健康増進センター子育て世代包括支援室 0187-73-6811 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2019010700013/

秋田県 大仙市 子育て
流行性耳下腺炎（おたふく風

邪）任意予防接種費用助成
１歳から２歳の子どもに対し、流行性耳下腺炎（おたふく風邪）の任意予防接種費用の一部（１人につき４千円）を助成する。 健康増進センター子育て世代包括支援室 0187-73-6811 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020031200062/

秋田県 大仙市 出産,健康・医療 大仙市不妊診療等助成事業
不妊診療（タイミング法、排卵誘発法、人工授精治療、特定不妊治療）、不育症診療を受けた市民に対し、それぞれ治療費の一部を助

成する。
健康増進センター 0187-62-9301 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013101800071/

秋田県 大仙市 子育て 在宅保育すこやか応援事業
すこやか子育て支援事業の対象となっている3～5歳児がいる世帯及び保育料無償化、副食費全額助成の開始に合わせ、3歳～5歳児の未

入所児童を養育する保護者に月4,500円（副食費相当）を支給する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020031200024/

秋田県 大仙市 子育て スマイル子育て応援事業
令和2年4月1日以降に第1子及び第2子以降の子どもを出産した人、またはその配偶者に子ども一人あたり第1子に3万円、第2子以降に5

万円の祝金を大仙市地域商品券で支給する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020031200017/

秋田県 大仙市 結婚 大仙市結婚祝い金
結婚祝い金として、夫婦1組につき1万円分の大仙市地域商品券を交付する。（夫婦のいずれか一方が大仙市に住所を有し、婚姻した日

から1年以内に申請することが必要）
総合政策課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020030500033/

秋田県 大仙市 移住者限定支援,起業・就業 秋田県移住・就業支援事業
東京圏から大仙市に移住し、秋田県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職された方や、移住後も引き続きテレワークを

行う方などへ支援金を交付する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017051100038/

秋田県 大仙市 移住体験 大仙市魅力体験住宅
大仙市への移住を考えている方や、大仙市でのフィールドワークを予定している学生のための、生活体験や活動を行う宿泊拠点として

利用できる。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2019060500014/

秋田県 大仙市 移住者限定支援,子育て,住宅賃貸
若者・子育て世帯家賃支援事業

補助金

双方が４０歳以下の同居する夫婦世帯又は中学生以下の子と同居する方がいる世帯が県外から移住した際、民間賃貸住宅の賃借料を、

最大１２ヶ月を限度として補助金を交付する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017051100038/

秋田県 大仙市 起業・就業 大仙市移住促進無料職業紹介所
移住希望者に寄り添った就職支援として、移住コーディネーターが移住希望者の要望を聴きながら企業訪問を行い、希望する仕事を開

拓し紹介する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2018101600010/

秋田県 大仙市 交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業
大仙市移住希望者就職採用面接

交通費支援補助金

大仙市移住促進無料職業紹介所から市内企業の求人紹介を受けた県外在住の方が、大仙市内で面接する際の交通費に対し、補助金を交

付する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2016041800026/

秋田県 大仙市 起業・就業 大仙市雇用助成金制度
若者定住区分：４５歳未満の大仙市民を常用雇用した市内の事業所に対する助成。助成金額は、非正規→正規雇用１０万円、Aターン３

０万円、新卒者１５万円。
商工業振興課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2014062700011/

秋田県 大仙市 起業・就業 若者求職者資格取得補助金
４５歳未満の求職者や非正規労働者が就職に役立つ資格を取得した場合に、その費用の１/２を助成（限度額１０万円）。対象資格は安

全衛生法による免許や介護関係、大型自動車免許、保育士、幼稚園教諭資格等。
商工業振興課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017052500011/

秋田県 大仙市 起業・就業 大仙市創業支援助成金制度
市内で創業を目指す人や新分野に進出する事業者や県外から移住して創業する人に対し、創業に要する経費の一部を助成。(助成対象経

費総額の１/２以内で限度額３０万円）要件により上乗せあり。
商工業振興課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017052500011/

秋田県 大仙市 農業 地域で学べ！農業技術研修事業
市が設置する新規就農者研修施設において、市内で就農しようとする方を対象に農業研修を行う。研修生は、２年間農業専門技術員の

指導を受け、播種から収穫作業までの全ての管理を実践的に行う。（研修奨励金あり）
農業振興情報センター 0187-86-9111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013101500247/

秋田県 大仙市 奨学金,起業・就業
大仙市保育士支援奨学金返還助

成事業
新たに市内の保育施設に就業した保育士が返還する奨学金について、年間20万円を上限に5年間助成を行うことで保育士の確保を図る。 子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2018081700014/

秋田県 大仙市 起業・就業 大仙市保育士就労奨励金制度 市内の保育所等に一日６時間以上、一月２０日以上勤務する臨時職員として採用された方に、就労奨金１０万円を支給する。 子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2016042600021/

秋田県 大仙市 子育て 大仙市子育て世帯応援融資
大仙市と連携する市内金融機関から「《大仙市連携》子育て世帯応援ローン」を借り入れた方に、未返済元金額に応じて大仙市が返済

利子の一部を補助する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2015033100038/



秋田県 大仙市 子育て すこやか子育て支援事業 秋田県と共同で実施している「すこやか子育て支援事業」を一部拡大して保育料や副食費を助成し、経済的負担の軽減を図る。 子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2019091200013/

秋田県 大仙市 子育て 特別保育事業
保護者の就労形態の多様化に応じた一時預かり、疾病等による緊急・短期間の一時保育事業および、通常の保育時間を延長して保育を

実施する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2018042300048/

秋田県 大仙市 子育て 放課後児童クラブ
保護者が仕事等で昼間家庭にいない小学校１～６年生の児童に適切な遊びや生活の場を提供し、保護者の仕事と子育ての両立と児童の

健全な育成を図る。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017121700014/

秋田県 大仙市 子育て 病児・病後児保育事業
子どもが病気中あるいは病気回復期のため、保育所や幼稚園での集団保育ができない場合や家族で看護できない場合に、医療機関に付

設された施設で一時的に預かることで、保護者の子育てと就労の両立を支援する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2019012800018/

秋田県 大仙市 子育て 地域子育て支援拠点事業
子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い交流ができる場の設置や、育児不安等を解消するための相談の場を設け、安心して子育てが

できる環境を整備する。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013102700134/

秋田県 大仙市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター

地域において「援助を行いたい人」（サポート会員）と「援助を受けたい人」（ファミリー会員）が会員登録し、子育てに関する相互

援助活動を行う。
子ども支援課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013102700189/

秋田県 大仙市 子育て,健康・医療 子どもの福祉医療制度
0歳から高校生等までの子どもに要する医療費の自己負担額を全額助成する制度。秋田県と共同で実施し、県の所得制限を撤廃、18歳に

到達する年度末まで拡大して実施する。
保険年金課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2019120600012/

秋田県 大仙市 子育て,住宅改修 大仙市住宅リフォーム支援事業
住環境改善、克雪、耐震化に関する工事や子育て世帯が行う改修工事に対する補助制度。移住予定者は、大仙市へ転入前に工事するこ

とも可能だが、他の補助事業を受ける場合には併用が出来ない場合あり。
建築住宅課 0187-66-4909 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2021031700019/

秋田県 大仙市 住宅購入,住宅賃貸 大仙市空き家バンク制度
空き家の有効活用による地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の情報を、空き家を利用したい方に提供する。

（空き家の所有者・利用希望者ともに登録申請が必要）
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013103100162/

秋田県 大仙市 移住体験 大仙市移住体験応援事業
県外在住者で、大仙市への移住・定住を検討している方に対し、農作業体験、文化体験、地元住民との交流などを体験できる機会を提

供し、参加者に補助金を交付する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2015081400029/

秋田県 大仙市 移住者限定支援,引っ越し 移住引越支援金 定住の目的で県外から大仙市に移住する際の引越し業者へ支払った費用の一部を支援金として交付する。 移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017051100038/

秋田県 大仙市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 移住者住宅取得支援事業補助金
定住の目的で県外から大仙市へ移住し、市内で新築住宅、又は中古住宅を取得する方を対象に補助金を交付する。空き家バンクの登録

物件の購入の場合は補助率を優遇する。
移住定住促進課 0187-63-1111 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017051100038/

秋田県 にかほ市 住宅賃貸
UIJﾀｰﾝ若者地元就職促進家賃補

助金事業

市外から転入し市内の賃貸物件に居住する地元就職者に対して貸家やアパート等の家賃の２分の１を１２ヶ月間（月額上限１万円）、

入居時に関わる初期費用（敷金、礼金、仲介手数料）の２分の１（上限５万円）を補助します。
にかほ市商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1606721287-605

秋田県 にかほ市 移住体験,移住者限定支援,住宅賃貸 移住者支援住宅

秋田県にかほ市では、にかほ市に移住する子育て世帯を対象に、実際に生活しながら『にかほ暮らしや子育て環境』を体験し、定住に

向けて住宅を探す準備期間を提供するため、空き家を活用した移住者支援施設を期間限定で貸出ています。 

「定住できるか不安、ペットと一緒に住みたい、一軒家でのびのび子育てがしたい・・・」という方は、ぜひご利用ください。 

 

住宅名・所在地：①移住者支援住宅【金浦】　にかほ市金浦字鳥長根１４７－８　　 

　　　　　　　　　　　②移住者支援住宅【象潟】　にかほ市象潟町字鳥の海４－２８ 

　　　　　　　　　　　③移住者支援住宅【仁賀保】　にかほ市平沢字堺田１１－１ 

 

 

利用期間：１年間　※更新あり 

 

利用料金：①②月額３５，０００円　※敷金等の初期費用はありません。 

　　　　　　　③月額６５，０００円　※敷金等の初期費用はありません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　※１５歳以下の子ども２人目以降１人につき５，０００円減額（下限５０，０００円）

にかほ市商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1606721287-605

秋田県 にかほ市 移住体験 お試し移住体験住宅

秋田県にかほ市では、にかほ市への移住を検討されている方を対象に、実際に『にかほ暮らし』を体験できる機会を提供するため、空

き家を活用した移住体験施設を貸し出しています。 

「移住に興味はあるけれど・・・」という方は、ぜひご利用ください。 

 

住宅名：お試し移住体験住宅　金浦 

 

所在地：にかほ市金浦字鳥長根１４７－８ 

 

利用期間：２泊３日以上・最長６泊７日 

 

利用料金：１日１，０００円（光熱水費込み）

にかほ市商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1602669112-601

秋田県 にかほ市 出産,健康・医療 妊産婦医療費助成事業 妊産婦の医療費の一部を助成します。（上限3万円） 市民福祉部　健康推進課（金浦保健センター） 0184-38-4200

秋田県 にかほ市 子育て,出産,健康・医療 利用者支援事業（母子保健型） 子育て世代包括支援センター（にかほ市ネウボラあのね）にて妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポートを実施します。 市民福祉部　健康推進課（金浦保健センター） 0184-38-4200 https://www.nikahome.jp/pages/page-1586495313-550

秋田県 にかほ市 移住者限定支援 移住者交流会事業
市と移住者または移住者間の交流を深め、新たな移住者へのサポートや移住施策に関する要望等の提案を受けるため交流会等を実施し

ます。
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600

秋田県 にかほ市 移住体験,移住者限定支援
お試し移住体験事業参加費等助

成事業

お試し移住体験ツアーに参加する世帯に対し、参加に要した費用のうち、宿泊費や交通費など対象経費の2分の1を助成します。（上限5

万円）
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600

秋田県 にかほ市 移住体験,移住者限定支援 お試し移住体験事業 にかほ市の自然環境、生活環境を体感し、移住へのステップとしてもらう為、2泊3日程度のお試し移住体験ツアーを実施します。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600

秋田県 にかほ市 移住者限定支援 移住希望者登録制度 にかほ市への移住を希望している登録者に対して、にかほ市の様々な情報を郵送又はメール等により提供します。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/registration-detail

秋田県 にかほ市 子育て,健康・医療 任意予防接種事業 ロタウイルス（乳児）、おたふく、インフルエンザ等のワクチン・予防接種の全額または一部を助成します。 市民福祉部　健康推進課（金浦保健センター） 0184-38-4200

秋田県 にかほ市 子育て,健康・医療 フッ化物洗口実施事業 子どもの虫歯予防を目的として、保育園・幼稚園の年長児、小中学生を対象にフッ化物洗口を実施します。 市民福祉部　健康推進課（金浦保健センター） 0184-38-4200

秋田県 にかほ市 子育て,教育,就学 学童保育クラブ 放課後又は長期の休み期間中、保護者の労働等により保育に欠ける小学生に対し、指導員や友達と過ごす場所を提供します。 市民福祉部　子育て支援課 0184-32-3040 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=63

秋田県 にかほ市 子育て にこにこ子育て応援事業 出生後1年以内に子育てに必要なものを購入した費用に対して助成します。（上限1万円） 市民福祉部　子育て支援課 0184-32-3040 https://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=3042

秋田県 にかほ市 子育て,出産,健康・医療 不妊・不育症治療費助成事業
特定不妊、一般不妊、不育症治療を受ける夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。 

・特定不妊（上限１５万円）　・一般不妊・不育症（上限１０万円）
市民福祉部　健康推進課（金浦保健センター） 0184-38-4200 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/index.html?category_id=10

秋田県 にかほ市 林業
林業トップランナー養成研修等

支援事業
林業による就業を目指す方で、秋田林業大学校を受講している方に対し、研修受講料を助成します. 農林水産建設部　農林水産課 0184-38-4303 https://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=3037

秋田県 にかほ市 起業・就業 就業資格取得助成事業 求職者に対し、就職の役立つ資格や免許の取得に要した費用の２分の１を補助します。（上限５万円） 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=1876

秋田県 にかほ市 移住者限定支援,起業・就業 移住者キャリア相談支援事業 就職や転職などを考える移住希望者に対し、キャリアコンサルタントによる職業適性診断等の相談支援を行います。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600



秋田県 にかほ市 移住者限定支援,起業・就業
Ａターン就職促進交通費等助成

事業

県外在住者が、にかほ市内企業への就職の為に受けた採用面接又はインターンシップに要した交通費等の２分の１を補助します。（上

限２万５千円）
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1524053328-396

秋田県 にかほ市 住宅購入
空き家家財道具等処分費助成事

業
売買成約した空き家バンク物件の家財道具等の処分に要する費用の２分の１を補助します。（上限１０万円） 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600

秋田県 にかほ市 移住者限定支援,住宅賃貸
若者夫婦・子育て移住世帯家賃

助成事業

夫婦のいずれもが４０歳未満の若者夫婦又は１８歳以下の子どもを扶養する子育て移住世帯が入居する貸家やアパート等の家賃の２分

の１を１２ヶ月間補助します。（月額上限１万円）
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1555930306-480

秋田県 にかほ市 住宅改修,住宅設備 木造住宅耐震診断・改修事業 一定の要件を満たす木造住宅を対象に、耐震診断と改修工事に要する費用の一部を補助します。 総務部　防災課 0184-43-7504 https://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=727

秋田県 にかほ市 住宅新築,住宅購入 【フラット35】地域連携型事業
「定住奨励金」「若者夫婦・子育て世帯空き家購入奨励金」と併せて住宅ローン「フラット３５」を利用する方に対し、「フラット３

５地域連携型」による金利引下げ（当初５年間０.２５％引下げ）を行います。
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/page-1557356948-482

秋田県 にかほ市 住宅購入
若者夫婦・子育て世帯空き家購

入奨励金事業

空き家バンク物件を購入した夫婦のいずれもが４０歳未満の若者夫婦又は１８歳以下の子どもを扶養する子育て世帯に対し、最大５０

万円を交付します。
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2999

秋田県 にかほ市 農業
未来農業のフロンティア育成研

修事業

就農を目指す方が秋田県農業試験場などで２年間の研修を受け、農業経営に必要な知識や技術を習得する研修受講者に対し、研修期間

中、月額１０万円の補助が受けられます。
農林水産建設部　農林水産課 0184-38-4303 http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=1527

秋田県 にかほ市 農業 就農アドバイザー事業 新規就農者に対し、就農・営農相談活動、アフターフォローを行います。 農林水産建設部　農林水産課 0184-38-4303 http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=1527

秋田県 にかほ市 子育て,健康・医療 福祉医療費助成事業 乳幼児から高校卒業まで、市独自の補助により医療費が無料になります。また、入院した際の食事代についても半額を補助します。 市民福祉部　市民課 0184-32-3032 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=54

秋田県 にかほ市 移住者限定支援,起業・就業 無料職業紹介事業 にかほ市に移住を希望する求職者、にかほ市に転入後1年以内の求職者に対し、就職相談及び市内企業等の職業紹介を行います。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/nikahojob

秋田県 にかほ市 起業・就業 企業人材育成支援事業 新卒者等の若年就業者や女性就業者を対象とした各種研修を行い、職場定着等の支援を行います。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600

秋田県 にかほ市 移住者限定支援,起業・就業 移住者起業・創業相談支援事業 移住後、にかほ市内で創業を目指す方に対し、インキュベーションマネージャーによる相談支援を行います。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/business-subsidy

秋田県 にかほ市 起業・就業 創業チャレンジ補助金
にかほ市で起業・創業を図ろうとする方で、商工会の創業塾を受講している方に対し、対象経費（事業拠点費、広告宣伝費）の２分の

１を補助します。（上限５０万円）　※移住者枠は、上限１００万円。
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2416

秋田県 にかほ市 子育て,出産 すこやか子だから祝金
第２子以降の子どもの出生について、第２子１０万円、第３子以降２０万円の子だから祝い金を交付します。（１年以上にかほ市に在

住している方が対象）
市民福祉部　子育て支援課 0184-32-3040 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2353

秋田県 にかほ市 子育て 保育料完全無償化事業
にかほ市独自に３歳未満児の保育料を所得制限なく無償化することにより、保育料の完全無償化を実施します。３歳児以上児の副食費

についても全額助成します。
市民福祉部　子育て支援課 0184-32-3040 https://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2453

秋田県 にかほ市 住宅改修,住宅設備 住宅リフォーム推進事業

【一般型】 

リフォーム工事費５０万円以上の工事の場合、工事費の５％、上限１０万円を補助します。（市内業者が工事を施工などの条件があり

ます。） 

 

【子育て持ち家型】 

１８歳以下の子どもが２人以上の子育て世帯が所有する住宅のリフォームを行う場合、工事費の１０%、上限２０万円を補助します。

（住宅リフォーム推進事業（一般型）の要件を満たしていることが条件となります） 

 

【子育て空き家購入型】 

１８歳以下の子どもが１人以上の子育て世帯が購入した空き家のリフォームを行う場合、工事費の１５%、上限３０万円を補助します。

（住宅リフォーム推進事業（一般型）の要件を満たしていること等が条件となります） 

 

【空き家購入型】 

購入した空き家のリフォームを行う場合、工事費の１０%、上限２０万円を補助します。（住宅リフォーム推進事業（一般型）の要件を

満たしていること等が条件となります）

農林水産建設部　建設課 0184-38-4307 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2998

秋田県 にかほ市 住宅購入,住宅賃貸 空き家仲介手数料助成事業 空き家バンク物件の売買・賃貸を行った場合、不動産業者に支払う仲介手数料の２分の１を補助します。（上限５万円） 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/residence-subsidy-brokerage

秋田県 にかほ市 住宅購入,住宅賃貸 空き家情報登録制度 市内にある空き家の所有者からの申請により、空き家情報を登録・公開し、利用希望者に情報を提供します。 商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/vacant-house-registration

秋田県 にかほ市 奨学金,起業・就業 奨学金返還助成制度
にかほ市内に定住し、就職している高校・大学等卒業者又は市内に転入し、就職している既卒者で、奨学金を返還している方を対象

に、奨学金返還金相当額を最大５年分助成します。（年額上限２００，０００円）
にかほ市教育委員会　教育総務課 0184-38-2259 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2806

秋田県 にかほ市 教育,奨学金 奨学資金貸付制度 高校・大学等に進学するための奨学資金を無利子で貸付します。 にかほ市教育委員会　教育総務課 0184-38-2259 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2944

秋田県 にかほ市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 定住奨励金事業
定住を目的として市内に住宅を購入し転入された方（若しくは転入後定住のために３年以内に住宅を購入した方）に対し、・奨励金最

大１００万円・固定資産税相当額３ヶ年分・家族１年間無料温泉パスポートを交付します。
商工観光部　商工政策課 0184-43-7600 https://www.nikahome.jp/pages/pages/residence-subsidy-settlement

秋田県 能代市 移住者限定支援,起業・就業 能代市移住支援無料職業紹介所

ハローワークやその他の既存の求人情報では、なかなか就職先が決まらない方、移住相談と併せて支援いたしますのでご利用くださ

い。 

移住相談会など通常の窓口以外の場所でも臨時開設し、業務を行います。 

 

＜取扱範囲＞ 

職種　　全職種 

求人者　秋田市以北の秋田県内を就業場所とする事業所及び企業 

　　　　（能代市、秋田市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、北秋田市、小坂町、 

　　　　　上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村） 

求職者　・能代市への移住希望者及び転入日から１年以内の方 

　　　　・藤里町、三種町、八峰町への移住希望者及び転入日から１年以内の方 

　　　　※能代市、藤里町、三種町、八峰町以外からの転入の方に限ります。

能代市移住定住相談窓口 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/19301

秋田県 能代市 コミュニティ団体支援,教育 自主学習グループ事業
自ら学ぼうとする市民の社会教育施設使用料を軽減し、生涯学習や交流、仲間づくりを支援しています。子育て交流、趣味、文化、ス

ポーツなど、約260のサークルが活動しています。
能代市生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/bunka/kominkan/jishu-gakushu/19997

秋田県 能代市 文化・芸術・スポーツ,教育 公民館事業
市内複数の社会教育施設（公民館等）で、子どもからシニアまで参加できる各種講座を通年で約250講座開催し、生涯学習や交流・仲間

づくりを支援しています。（子育て、趣味、ボランティア、文芸、歴史、料理、スポーツ、健康づくり等）
能代市生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/bunka/kominkan/

秋田県 能代市 子育て,出産 子育て祝い金事業

能代市に居住されるお子様の「誕生」や「入学」を祝福するとともに、結婚し、子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため「祝

い金」をお贈りします。 

誕生祝い金 ５万円／入学祝い金 小学生 ２万円、中学生 3万円

能代市子育て支援課 0185-89-2946 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/kosodate/15565



秋田県 能代市 起業・就業 能代市移住・就業支援金
東京２３区に住んでいた方、東京２３区内に通勤していた方で、能代市に移住し、就業・企業等された方に、移住支援金を支給しま

す。（各種要件があります。）
総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/16295

秋田県 能代市 住宅購入,住宅賃貸 能代市空き家バンク 能代市に移住定住したいと希望している方へ、市ホームページ等で空き家情報を提供します。 総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/akiya-bank/10074

秋田県 能代市 健康・医療 すい臓等がんドック助成事業

すい臓等がんの早期発見、早期治療へつなげるため、すい臓等がんドックの費用を一部助成します。【対象】40歳以上の市民【助成

額】検診費用の１／２（上限２万円）【条件】１年以上能代市に住所があること、加入している健康保険等において助成制度がないこ

と、市税等に滞納がないこと　など

能代市健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 地域づくり支援事業
愛着や誇りの持てる生き生きとした暮らしやすい地域社会を創るため、地域住民が主体となって活動するまちづくり協議会等を支援し

ます。
能代市市民活力推進課 0185-58-2212

秋田県 能代市 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 市民まちづくり活動支援事業
市民が主体となって、地域の課題の解決にビジネスの手法を活用したり、地域資源を活用してまちづくりに取り組む市民団体を支援し

ます。
能代市市民活力推進課 0185-58-2212 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/machizukuri/shien/

秋田県 能代市 障がい者支援 障害者外出支援事業

重度障がい者に対し、タクシー利用券や自動車燃料助成券を交付します。 

【重度障がい者】タクシーの初乗り運賃が無料になる利用券を月2枚交付。 

【人工透析治療通院者】タクシー利用券か500円分の自動車燃料費助成券のいずれかを月2枚交付（市民税非課税世帯の方は月4枚交付）

能代市福祉課 0185-89-2152 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/fukushi/shogai/etc/351

秋田県 能代市 健康・医療 脳ドック助成事業

脳の病気を未然に発見し、早期治療へつなげるため、脳ドック検診の費用を一部助成します。 

【対象】40歳以上の市民 

【助成額】検診費用の1／2（上限2万円） 

【条件】１年以上能代市に住所があること、加入している健康保険等において助成制度がないこと、市税等に滞納がないこと　など

能代市健康づくり課 0185-58-2838 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/kenko/kikaku/15625

秋田県 能代市 健康・医療 能代市健康チャレンジ事業
①習慣改善、②健康受信、③健康イベント等への参加の３つのチャレンジ項目に取り組み、健康に過ごすことで貯めたポイントを、商

品券や地元商店街のお買物ポイントに交換できるお得な事業です。
能代市健康づくり課 0185-58-2838 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kenko/challenge-point/index

秋田県 能代市 健康・医療 がん検診無料クーポン券
がんの早期発見・早期治療に役立てていただけるよう、特定年齢の方々に、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、胃がん検診の無料クーポ

ン券を配布しています。
能代市健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 健康・医療 がん患者補正具補助金交付事業 がん治療に伴う頭髪補正具及び乳房補正具の購入者に対し、費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的負担を軽減します。 能代市健康づくり課 0185-58-2838 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kenko/oshirase/8444

秋田県 能代市 健康・医療 健康教室
一人ひとりのライフステージにおいて、健康増進の総合的推進や疾病予防を目的として、個人・集団を対象に知識を有する医師・歯科

医師・保健師・栄養士等が地域集会において保健指導を行います。
能代市健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 奨学金 能代市奨学金返還助成事業
次代を担う若者の人材確保や定住促進のため、高校や大学などを卒業して、能代市内に居住し、就労しながら奨学金を返還している方

を助成します。（年額１０万８千円、最大１０年間）
能代市学校教育課 0185-73-5281 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/shogakukin/info/12572

秋田県 能代市 奨学金
能代市ふるさと人材育成・定住

促進奨学金制度

学生等（大学・短大・専門学校・大学院）に対し、入学一時金100万円以内を無利子で貸与します。なお、償還期間中に能代市または山

本郡内に居住している場合は、返還額の全額が免除されます。
能代市学校教育課 0185-73-5281 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/shogakukin/info/16063

秋田県 能代市 教育 子ども読書活動推進事業
子どもがあらゆる機会、あらゆる場所において自主的に読書活動を行えるよう環境を整備しています。（家読（うちどく）通帳の活

用、ブックスタンド製作（４年生）等）
能代市生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/bunka/shogai-gakushu/dokusho/

秋田県 能代市 教育 のしろＤＥマナブゥ事業
自分が住む地域への理解を深め、"ふるさと能代”に愛着をもった子どもたちを育成するため、能代の地域全体を学びの場とした体験活動

を中心に事業を推進しています。
能代市生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285 https://www.city.noshiro.lg.jp/res/bunka/shogai-gakushu/index

秋田県 能代市 子育て 放課後子ども教室推進事業
放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用しながら、地域と連携して、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進し、子どもたち

の安全、安心な居場所づくりの推進を図っています。（放課後の図書室等開放、週末等の体験活動、夏休みのプール開放等）
能代市生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285

秋田県 能代市 結婚 結婚祝い金事業
能代市に居住される方々の「結婚」を祝福するとともに、結婚し、子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため「祝い金」として

５万円をお贈りします。
能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/kosodate/15565

秋田県 能代市 子育て
能代市すくすくまごころパス事

業「めんｃｈｏｃｏ」

初めての母子手帳を申請したときやお子さんと一緒に転入したときなどに、市が子育て世帯へ優待カード（めんｃｈｏｃｏカード）を

発行します。カードの発行を受けた世帯は、カードを協賛店に提示すると、各協賛店からさまざまな優待サービスを受けることができ

ます。

能代市子育て支援課 0185-89-2946 https://www.city.noshiro.lg.jp/menchoco/

秋田県 能代市 子育て めんｃｈｏｃｏ誕生事業
生まれてきた赤ちゃんに、世界に１冊だけのオリジナル絵本、または木製品をプレゼントします。【対象者】能代市に住民登録する場

合、祖父母などの住所が能代市にあり、母が能代市または北秋田市の病院で里帰り出産する場合
能代市子育て支援課 0185-89-2946 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kosodate/3110

秋田県 能代市 子育て,健康・医療 不育症治療費助成事業 不育症治療費への助成を行います。 能代市子育て支援課 0185-89-2948 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kenko/otona/14344

秋田県 能代市 子育て,出産 母子保健事業
妊娠初期から出産前にかけての定期的な妊娠健康診査等の費用の助成を行います。 

産婦健康診査及び母乳育児相談、新生児聴覚検査の費用の助成を行います。
能代市子育て支援課 0185-89-2948 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/kosodate/menchoko/14237

秋田県 能代市 子育て,出産 不妊治療費助成事業（特定） 秋田県特定不妊治療助成事業への上乗せ助成を行います。 能代市子育て支援課 0185-89-2948 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kenko/otona/7008

秋田県 能代市 子育て,出産 不妊治療費助成事業（一般） 一般不妊治療費への助成を行います。 能代市子育て支援課 0185-89-2948 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kenko/otona/11124

秋田県 能代市 結婚 能代市出会い創出支援事業 独身男女の出会いの場を創出する活動を支援しています。 能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/life-event/kekkon/oshirase/11277

秋田県 能代市 結婚
あきた結婚支援センター入会登

録料支援事業
あきた結婚支援センター入会登録料１万円を全額市が負担します。 能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2963 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/kekkon-shien/9742

秋田県 能代市 農業

新規就農者育成事業費補助金

（旧：農業次世代人材投資事

業）

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金（経営開始型（5年以内））を交付し、就農意

欲の喚起と就農後の定着を図ります。
能代市農業振興課 0185-89-2183 https://www.city.noshiro.lg.jp/city/etc/11113

秋田県 能代市 農業
地域で学べ！農業技術研修費補

助金

将来、能代市内で就農をしようとする方、または既就農者で新たに畑作等の技術を身に付けようとする方に対し研修などによる支援を

行います。（1人当たり100千円／月×12月の研修奨励金あり。）
能代市農業振興課 0185-89-2183 https://www.city.noshiro.lg.jp/city/etc/11113

秋田県 能代市 農業 地元で働こう新規就農支援事業
新規就農者を雇用する農業法人、農業研修生を受け入れる農業法人等への助成金の交付や、市外から移住した新規就農者への家賃補助

等により、新規就農者の定着を図ります。
能代市農業振興課 0185-89-2182 https://www.city.noshiro.lg.jp/city/etc/11113

秋田県 能代市 起業・就業 空き店舗流動化支援事業 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、空き店舗を取得・賃借し開業しようとする方に、改修費等を助成します。 能代市商工港湾課中心市街地活性化室 0185-89-2186 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/shogyo/hojo/20316

秋田県 能代市 起業・就業 起業支援事業
市内で新たに事業を始める方（事業開始時に能代市へ転入する予定の市外の方も可）、始めて間もない方に、起業に係る経費を助成し

ます。※プレゼンテーション審査により事業採択を決定します。
能代市商工労働課商工労働係 0185-89-2186 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/shogyo/kigyo-kaihatsu/

秋田県 能代市 起業・就業 起業等相談窓口 市内で起業しようとする方や起業して間もない方などを対象に、専門の相談員が面談による無料相談を行います。 能代市商工労働課商工労働係 0185-89-2186 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/shogyo/kigyo-kaihatsu/7169

秋田県 能代市 起業・就業 就業資格取得支援事業

就業機会の拡大と費用の促進を図るため、就職に役立つ資格を取得する際の経費の一部を助成します。【対象者】公共職業安定所に求

職登録をしている方、または市内で日本標準産業分類に掲げる建設業及び畳製造業に従事している方（市内事業所に勤務する方を除

く）

能代市商工労働課商工労働係 0185-89-2186 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/koyo/14348



秋田県 能代市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
「秋田スギの温もり」木のまち

づくり推進事業

能代市内に自ら居住する住宅の新築、増改築等に使用する秋田スギ内装材・外壁・外塀費用の一部を補助します。【補助金額】内装

材、外壁、外塀合計で30万円が上限額。併用可。
能代市林業木材振興課 0185-89-2250 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/mokuzai/sugi-nukumori/20446

秋田県 能代市 住宅改修 能代市住宅リフォーム支援事業

【対象】・30万円以上の増改築・リフォーム工事・能代市に住所がある方で現に居住している住宅（賃貸住宅は不可）が対象※空き家

を取得してリフォーム等工事を行う場合も補助対象となります。 

【補助額】・工事費の10％、上限20万円※多世代同居、多子世帯、空き家のリフォーム等工事の場合、工事費の10％、上限20万円を

各々加算

能代市都市整備課 0185-89-2940 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/zaitaku/kenchiku-jutaku/9571

秋田県 能代市 引っ越し,住宅賃貸 能代市若年世帯移住定住奨励金
県外から能代市に移住・就職する45歳未満の方に、引越に係る家財の運搬費用、賃貸住宅の初期費用及び、暖房器具の購入費用及びテ

レワークに係る情報通信設備の整備・機器の購入費用を助成します。
能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/15693

秋田県 能代市 移住体験 能代市移住体験ツアー
能代市への移住定住を検討する県外在住者に、ご要望に応じて市内体験や移住準備の機会を提供し、交通費、宿泊費、現地滞在費の一

部を助成します。（上限５万円／世帯）農業体験など、テーマを設定する募集型のツアーも行っています。
能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/18900

秋田県 能代市 コミュニティ団体支援,移住体験 能代市移住交流サロン
能代市に移住された方、今後移住したい方、市民の方が、おしゃべりや情報交換、仲間作り、悩み事の相談ができるサロン及び交流会

を開催しています。
能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/12273

秋田県 能代市 移住体験,引っ越し 移住定住相談窓口
能代市への移住に係る各種ご相談に、移住コーディネーターが対応します。電話、ＬＩＮＥ（＠noshiroclass）、ＦＡＸ、Ｅメール、Ｈ

Ｐのエントリーフォーム等からもご相談いただけます。
能代市総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/11013

秋田県 能代市 結婚 出会いに関する相談 能代市地域おこし協力隊が、恋活・婚活相談を随時受け付けています。 総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/kikaku/shimin-katsuryoku/16440

秋田県 能代市 移住体験,引っ越し 暮らしに関する情報収集
移住定住ガイドブック「のしろ暮らす-LIFE-」「のしろ暮らす-WORK-」やYouTube、Twitterで、移住支援制度のご案内、暮らしの魅

力や現在の出来事、旬の能代の情報を発信しています。
総合政策課人口政策・移住定住推進室 0185-89-2163 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/11013

秋田県 藤里町 移住体験 藤里町移住定住支援業務

ふじさと移住暮らしの窓口「ねまるベース」 

特定非営利活動法人　ふじさと元気塾 

電話：080-1800-7011 

窓口支援業務、空き家等バンク運営業務、移住定住促進業務

総務課 企画財政係 0185-79-2111

秋田県 美郷町 移住体験 美郷町おためし移住体験助成金

秋田県外在住の方で美郷町への移住定住を検討している方に対して、交通費、宿泊費、その他移住体験に係る必要を助成します。 

 

詳しくは町ホームページをご参照ください。

商工観光交流課 0187-84-4909 https://www.town.misato.akita.jp/teijyu/3039/

秋田県 美郷町 住宅新築,住宅購入,住宅改修 美郷暮らし促進奨励金

美郷町への定住を目的とした住宅新築・購入・増改築及びリフォームを支援します。 

 

【要件】 

　以下の両方を満たす方 

　①申請者（契約者）が40歳未満または18歳以下のお子様を扶養している 

　②300万円以上の住宅新築、購入、増改築、リフォームを行った 

 

【奨励金の金額】 

　次の①、②の合計額 

　①ベース額 

　　住宅の固定資産税相当額の3倍の額 

　②加算額 

　　次の要件を満たす場合、それぞれの加算額を合計 

　　・町内業者が施工・・・10万円を加算 

　　・町外からの移住世帯（10年以上町外に在住）・・・20万円 

　　・18歳以下の子どもを扶養・・・1人につき10万円 

　　・空き家バンクの空き家を取得・・・10万円 

　　・三世代で同居（孫世代が18歳以下）・・・10万円

商工観光交流課　交流・商工班 0187-84-4909 https://www.town.misato.akita.jp/teijyu/3152.html

秋田県 由利本荘市 起業・就業
サテライトオフィス家賃補助事

業

企業等の多様な働き方の促進及び市内の関係人口の創出・拡大を図るため、本荘由利産学共同研究センターにサテライトオフィスを設

置する企業等に賃料の一部を補助（上限２万円）
商工観光部商工振興課 0184-24-6373 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/business/shoko/11267

秋田県 由利本荘市 子育て,出産 子育てファミリー支援事業
就学前のお子さんを養育する世帯の経済的な負担軽減と、安心して子どもを生み育てやすい環境づくりをすすめるため、一時保育利用

料等、子育てに係る費用の一部を助成します。
健康福祉部子育て支援課 0184-24-6319 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/kosodate/ko-josei/7265

秋田県 由利本荘市 子育て
子育て短期支援事業（ショート

ステイ事業）
保護者が病気や仕事などで一時的に家庭で養育することが困難となったお子さんを、児童養護施設等でお預かりします。 健康福祉部子育て支援課 0184-24-6319 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/kosodate/ko-soudan/10011

秋田県 由利本荘市 移住体験,移住者限定支援,起業・就業,農業 移住就農体験事業
県外在住者で、由利本荘市での就農意欲を有している方を対象に、由利本荘市管内の紹介や市内の代表的な農家等を訪問し、農作業の

一部を体験していただく。体験期間は原則２泊３日とし、交通費を助成する。
農林水産部 農業振興課 0184-24-6234 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/business/norin/c1417/8278

秋田県 由利本荘市 農業 移住就農相談窓口
由利本荘市で就農を検討されている方の相談を受け付けます。 

また移住相談の窓口と連携しながら、住まいや子育てなど幅広い相談にも対応します。
農林水産部 農業振興課 0184-24-6234 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/business/norin/c1417/8264

秋田県 由利本荘市 子育て,出産 不育症治療費助成事業 不育症の治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,出産 特定不妊治療費助成事業 不妊治療（体外受精・顕微受精）を受けているご夫婦の治療費の一部を助成します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療
産後１ヶ月健診(母)と母乳育児

相談費用助成事業

出産した母の身体の回復状況を確認するために重要な「産後１ヶ月健診（母）」を助成します。 

母乳に関するトラブルを助産師に相談する「母乳育児相談」に要する費用を助成します。
健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て こんにちは赤ちゃん事業 全ての乳児家庭を訪問し、生後４ヶ月までの乳児の体調の確認や困りごとなどに対応します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療 感染症等予防対策事業 乳幼児・児童生徒などに対する各種予防接種を実施します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療 中学生ピロリ菌抗体検査事業 中学２年生を対象にピロリ菌抗体検査を行い、希望に応じて除菌治療の自己負担分の一部を助成します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療 ５歳児健康相談事業 ３歳児健診と就学時健診の間に５歳児健康相談を実施し、健やかな発育を確認します。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療 フッ化物洗口事業 子どもたちの歯を虫歯から守るために、これまでの「歯みがき」や「おやつ」指導に加え、「フッ化物洗口」を推進しています。 健康福祉部 健康管理課 0184-22-1834 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 住宅購入,住宅賃貸
空き家バンク（空き家情報の提

供）
市内にある空き家情報を所有者からの申し出により登録・公開し、利用希望者に紹介します。 まるごと営業部 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 https://yurihonjo-teiju.jp/

秋田県 由利本荘市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 定住促進奨励金
秋田県外から2人以上の世帯員全員が由利本荘市に転入し、土地と住宅を取得、または賃貸住宅に入居した場合に30万円を交付します。

（詳しい交付要件はお問い合わせください。）
まるごと営業部 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 https://yurihonjo-teiju.jp/

秋田県 由利本荘市 住宅改修 住宅リフォーム資金助成事業
自己居住の住宅（賃貸は除く）を、市内業者を利用して住宅リフォーム工事（増設、修繕、補修等）を行う場合に、その費用の一部を

補助しています（工事費の１０～１５％。上限１０～２０万円）。
建設部 建築住宅課 0184-24-6334 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/



秋田県 由利本荘市 起業・就業 就業資格取得支援助成事業
離職中または解雇の予告を受け、ハローワークを通じて求職活動を行っている方に対し、就業する上で有利となる資格取得に要する費

用の一部を補助します。（上限4万円）
商工観光部 商工振興課 0184-24-6372 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 起業・就業 創業支援事業補助金
起業・創業へのチャレンジを支援するため、初期投資費用（事業拠点費、設備費、機械器具費、広告宣伝費）の一部を補助します。

（上限50万円）
商工観光部 商工振興課 0184-24-6372 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 起業・就業 商業店舗リフォーム補助金
商業の振興及び活性化等を目的に市内商業者が店舗の増改築、リフォームを行う場合に、その費用の一部を補助します。（上限１０万

円）
商工観光部 商工振興課 0184-24-6372 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業

地元企業面接等交通費支援事業

補助金

次のいずれかのための国内旅行をされた方に交通費を助成します。 

①「由利本荘市無料職業紹介所」から交付された紹介状による採用面接 

②由利本荘市が行う就業支援事業への参加

まるごと営業部 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 https://yurihonjo-teiju.jp/

秋田県 由利本荘市
移住体験,移住者限定支援,起業・就業,農業,林

業,水産業
無料職業紹介所 由利本荘市に移住を希望する県外在住者を対象に職業紹介、斡旋を行います。 まるごと営業部 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 https://yurihonjo-teiju.jp/

秋田県 由利本荘市 結婚
あきた結婚支援センター入会登

録料助成事業
あきた結婚支援センターへの登録料（１万円）を市が助成します。 企画調整部 地域振興課 0184-24-6230 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療,高齢者支援,障がい者支援 福祉医療
０歳児～高校生（ひとり親家庭の児童、心身障害児含む）、高齢身体障がい者、重度心身障害者に対し、医療費の自己負担を無料化し

ます。R3.10～高校生まで拡大
市民生活部 市民課 0184-24-6244 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,出産 子育て支援金
新生児の誕生を祝い、子育て支援のため第２子に１０万円、第３子以降に２０万円を交付します。（本市在住１年以上経過後の出産な

どの条件があります。）
健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て 保育料の軽減措置
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育料（保育園と幼稚園、認定こども園）を国基準額の平均６０％に抑えて設定していま

す。
健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6320 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て
放課後児童クラブ（放課後児童

健全育成事業）
保護者が日中家庭にいない小学生の安全や居場所を確保します。 健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,就学,障がい者支援 就学前児童発達支援事業 心身の発育に遅れの疑いのある児童の適応力をつけるため、集団での遊びや学習を行います。 健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,健康・医療 病後児保育事業
子どもが病気の回復期にあり、集団保育等が困難な期間や、急用等で家庭で看病する人のいない場合に子どもを一時的に預かること

で、健康を守りながら保護者の子育てと就労の両立を支援します。
健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター

子育てを手伝って欲しい人（利用会員）と子育てをお手伝いしたい人（協力会員）がそれぞれ会員になって、子育て家庭を地域で支え

合うシステムです。
健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て
子育て支援センター（育児相談

事業）
地域の子育て家庭に対して、育児不安等の相談や育児サークルの育成など、総合的な子育て支援事業を行う施設です。 健康福祉部 子育て支援課 0184-24-6319 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,教育,奨学金,就学 奨学資金貸与制度 高校・大学等に進学するための奨学資金を無利子で貸与します。 教育委員会 学校教育課 0184-32-1330 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 教育,就学 学校不適応児童生徒対策事業
長期欠席児童生徒に対してその要因をさぐり、個別指導・集団指導を実施し、学習意欲、自立心、社会性を育て、学校復帰を手助けし

ます。また併せて保護者に対する支援、指導や各校の教職員への援助指導を行います。
教育委員会 学校教育課 0184-32-1310 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市 子育て,教育,就学 幼児通級指導教室 子どもが小学校での生活や学習に適応できるよう、就学支援員が個別に指導します。 教育委員会 学校教育課 0184-32-1310 http://cms.city.yurihonjo.lg.jp/

秋田県 由利本荘市
移住体験,移住者限定支援,起業・就業,農業,林

業,水産業,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
移住相談窓口 由利本荘市への移住に関し、まるごとワンストップで相談に応じます。 まるごと営業部 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 https://yurihonjo-teiju.jp/

山形県 飯豊町 住宅賃貸
飯豊で幸せになる条例　賃貸物

件居住奨励

飯豊で幸せになる条例とは、住宅取得・結婚・出産・進学など、人生の転換期においてお祝いを送り、飯豊町での幸せな暮らしを応援

する条例です。定住の意思を有して賃貸住宅へ入居した場合、奨励金を贈呈します。
飯豊町役場企画課総合政策室 0238-87-0521

山形県 飯豊町 農業,住宅新築,住宅購入
飯豊で幸せになる条例 住宅取得

奨励

飯豊で幸せになる条例とは、住宅取得・結婚・出産・進学など、人生の転換期においてお祝いを送り、飯豊町での幸せな暮らしを応援

する条例です。町内への定住の意思を有して住宅を新築または購入された場合には奨励金を贈呈します。１世帯に１回限り、住宅の新

築・購入に関して３０万円のほか、UIターン・子育て世帯、空き家購入等に対して加算があります。

飯豊町役場企画課総合政策室 0238-87-0521 https://www.town.iide.yamagata.jp/001/iide_shiawase_jourei.html

山形県 酒田市 起業・就業 酒田市開業支援補助金
本市内で新たに開業する方の経済的負担軽減と経営の安定化を図るための制度です。 

開業に必要な事務所の整備、物品の取得、周知広報、販売促進、経営の安定化を図るために実施する事業が対象となります。
酒田市産業振興まちづくりセンター 0234-26-6066 https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/sogyo/startup-follow_up.html

山形県 酒田市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅改修,住宅設備,

住宅賃貸

酒田市結婚新生活支援事業費補

助金

新たに婚姻した39歳以下の夫婦が、婚姻を機に酒田市内で取得又は賃借した住宅に要した費用と引っ越しする際に要した費用に対し、

予算の範囲内で補助金を交付します。 

(夫婦ともに29歳以下の場合60万円、39歳以下の場合30万円を上限)

酒田市地域共生課 0234-26-5612 https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/kekkon/kekkonshinseikatu.html

山形県 酒田市 住宅新築,住宅購入 新築住宅総合支援事業
酒田産木材を使用し、市内業者の施工により住宅を新築する方に、30万円を支援します。 

（移住世帯など要件により上乗せあり。予算に達し次第受け付け終了）
建設部建築課 0234-26-5749 https://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/jyutaku/jyutakushikin/newhouse.html

山形県 酒田市 コミュニティ団体支援 移住者交流会 移住者の方々で「庄内で暮らそう！移住者交流会」組織を立ち上げ、ネットワークづくりを目的に交流会を開催しています。 地域創生部地域共生課 0234-26-5768 https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/ijusyakoryu.html

山形県 酒田市 子育て,健康・医療 子育て支援医療費助成 0歳児～中学校3年生までの医療費の自己負担額（保険医療費分）全部を助成します。 健康福祉部子育て支援課 0234-26-5734 https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodateshien/kosodate-sieniryou.html

山形県 酒田市 子育て,教育 保育料支援

幼児教育・保育の無償化により3歳児以上の利用者負担額が無料（副食費は別途かかります）となります。 

また、0歳児～2歳児の利用者負担額についても、一定の所得階層まで無料となります。この他に第3子以降に該当する場合の利用者負担

額は無料、第2子は1/3となります。

健康福祉部子育て支援課 0234-26-5735 https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/hoikuen/kosodate02202002.html

山形県 酒田市 子育て,出産,健康・医療
子育て世代包括支援センター

ぎゅっと
妊娠から出産、子育てにわたって、安心して子育てができるよう母子とその家族を応援する相談窓口です。 健康福祉部健康課 0234-26-4199 https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/ninshin/kakusyujyosei/gyuttostart.html

山形県 酒田市 住宅購入,住宅改修,住宅設備 住宅リフォーム総合支援事業
市内業者の施工により、住宅の質の向上を図るリフォーム工事を行う方に、工事に要する費用の一部を支援します。 

（移住世帯など要件により上乗せあり。予算に達し次第受け付け終了）
建設部建築課 0234-26-5749 https://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/jyutaku/jyutakushikin/reform.html

山形県 酒田市 結婚 結婚サポートセンター
結婚を望む男女の出会いを応援します。結婚サポーターによる1対1の出会い支援や婚活イベントによる複数対複数の出会い支援などそ

の方に合った方法でサポートを行っています。
地域共生課結婚サポートセンター 0234-26-5670 https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/kekkon/kekkon_saposen.html

山形県 酒田市
移住者限定支援,子育て,住宅購入,住宅改修,住

宅設備
移住定住者住宅支援費補助金

酒田市内の中古物件（空き家含む）を購入・改修した移住者の方に対して、最大45万円を補助する制度です。また、空き家を借りて移

住される方には改修費として、最大25万円を補助します。 

（中学生以下の児童と生計を同一にする方や、その予定にある方は上限引き上げあり）

地域創生部地域共生課 0234-26-5768 https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/ijuteijuhojokinn.html

山形県 酒田市 移住者限定支援,起業・就業 酒田市UIJターン人材バンク
酒田市内へUIJターン就職を希望する求職者と市内企業との雇用の橋渡しを行います。求人に関するメール配信や求職者の職歴に応じた

求人開拓、個別相談に応じた企業訪問の調整やマッチング支援をします。
地域創生部地域共生課 0234-26-5768 https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/roudo/koyosokushin/uijturnjinzaibank.html

山形県 酒田市 交通機関利用,移住体験 お試し住宅利用促進補助金 小学生以下のお子さんがいるご家族がお試し住宅を利用する際の往復交通費を上限12万円まで助成します。 地域創生部地域共生課 0234-26-5768 https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/ijusokusinhozyokin.html

山形県 酒田市 移住体験 お試し住宅 移住を目的に酒田市の生活を体験するための「お試し住宅」を無料で利用できます。（寝具代等自己負担あり）。 地域創生部地域共生課 0234-26-5768 https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/ijuotameshijutaku.html

山形県 庄内町 移住体験,移住者限定支援 移住体験住居
自然豊かな立谷沢川流域活性化センター内にあり、庄内町への移住に関心のある方ならどなたでも、最大15日間無料で暮らし体験がで

きます。（6か月前から予約受付）
企画情報課移住定住係 0234-42-0228 https://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山形県 庄内町 出産 庄内町誕生祝金 お子さんの誕生に対して、お祝い金として５万円を贈呈します。 子育て応援課子育て支援係 0234-42-0897 https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/shien/himawari.html



山形県 庄内町 移住者限定支援,起業・就業

【テレワーカー向け】令和４年

度庄内町若者UIJターン支援事業

補助金

所定の条件を満たす移住者がテレワークにより就労を継続する場合、補助金を交付します。（複数世帯50万円、単身世帯30万円） 企画情報課移住定住係 0234-42-0228 https://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山形県 庄内町 移住者限定支援,起業・就業
令和４年度庄内町若者UIJターン

支援事業補助金
所定の条件を満たす移住者が県内企業等に正規雇用労働者として就職した場合、補助金を交付します。（1人当たり100万円） 企画情報課移住定住係 0234-42-0228 https://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山形県 庄内町 結婚,引っ越し,住宅賃貸 結婚新生活支援事業費補助金
結婚を機に移住または転居した、所定の条件を満たす新婚世帯に対して、賃貸住宅の住居費および引越費用を補助します。（夫婦とも

に29歳以下の場合は上限60万円、39歳以下の場合は上限30万円）
企画情報課まちづくり係 0234-42-0162 https://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山形県 庄内町 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸 移住新生活支援事業費補助金
所定の条件を満たす移住世帯が民間賃貸住宅に入居した場合、住居費（家賃、共益費除く）および引越費用を補助します。（上限10万

円）
企画情報課移住定住係 0234-42-0228 https://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山形県 庄内町 子育て,教育,通勤・通学 ランドセル、通学カバンの贈呈 小学校に入学するお子さん全員にランドセル、中学校に入学するお子さん全員に通学カバンを贈呈します。 教育課学校教育係 0234-43-0156 https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/shogaku/nyuugakumae.html

山形県 庄内町 子育て,出産,健康・医療
子育て支援センター「こっこ

ろ」

０歳～小学生のお子さんとご家族が遊んで過ごせる場所です。 

乳幼児向けの道具や小学生向けの大型道具があり、子育てに関する相談もお受けします。
子育て応援課子育て支援センター 0234-42-2268 https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/shien/kokkorojyouhou.html

山形県 鶴岡市 住宅設備
鶴岡市再生エネルギー設備普及

促進事業費補助金

太陽光発電・木質バイオマスストーブ・（薪ストーブ・ペレットストーブ・ボイラー）・太陽熱利用装置・地中熱利用装置を導入する

自宅・法人・町内会などに補助金を助成 

（例）木質バイオマス燃焼機器（ストーブ）設置工事費の1/3（上限50，000円）

市民部環境課 0235-25-2111 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html

山形県 鶴岡市 起業・就業 つるおか仕事ナビ
・UIターン希望者向けに市内企業とのマッチングや情報提供の実施 

・学生向けにオンラインでの地元企業説明会実施
鶴岡地区雇用対策協議会 0235-24-7711 http://job-tsuruoka.com

山形県 鶴岡市 移住体験 ツルオカワーケーション ワーケーション実施団体への支援と仮暮らしに寄り添う総合的な情報発信 商工観光部観光物産課 0235-25-2111 https://tsuruoka-woration.com/

山形県 鶴岡市 農業 農業経営者育成学校「SEADS」 本市で就農を目指す者が入校し、2年間の座学・実践を通じて基礎から習得。 農政課 0235-25-2111 https://tsuruoka-seads.com

山形県 鶴岡市 起業・就業 鶴岡ワークサポートルーム 市内事業所とUIJターン希望者との就職のマッチングを無料で実施。 商工観光部商工課 0235-25-2215 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/shigoto/syouko0120150413.html

山形県 鶴岡市 結婚 つるおか世話焼き委員会
市認定のボランティア仲人「つるおか婚シェルジュ」がふさわしい相手を探し出し、1対1のお見合いや交際へのアドバイス等の世話焼

き支援を実施。結婚相談会や交流会事業等も開催しています。本市に移住できる方のお見合いやお引き合わせも可能です。
企画部地域振興課 0235-25-2111 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/kekkon/sewayaki/index.html

山形県 鶴岡市 子育て 第３子以降の保育料無料化
年度当初で18歳未満の子を３人以上養育している世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）、認定こども園及び

幼稚園の保育料を市単独で無料化。
健康福祉部子育て推進課 0235-25-2111 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kyoiku/nyuen/adukeru/kosodate01daisansi.html

山形県 鶴岡市 住宅賃貸 お試し住宅（アパートタイプ）

県外在住の移住希望者（転勤、結婚、進学を除く）を対象として、市営住宅の一部を、最長６ヵ月間、お手軽な家賃で貸出します。生

活に最低限必要な家電の備え付きです。 

※戸数に限りがございます。

企画部地域振興課 0235-25-2111 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/ijuteiju/otameshi-aparttype.html

山形県 米沢市 移住者限定支援,起業・就業 移住支援金
山形県と連携し、東京圏から県内の中小企業（※マッチングサイト掲載企業に限る）にU・Iターン就職した方に、最大100万円を支給し

ます。
企画調整部地域振興課 0238-22-5111 https://job.yamagata-iju.jp/

山形県 米沢市 移住者限定支援 食の支援
山形県、JA全農山形、山形県醤油味噌工業協同組合と連携し、県外から移住された世帯に対し、米どころ山形の県産米や味噌・醤油を

提供します。
企画調整部地域振興課 0238-22-5111 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4175.html

山形県 米沢市 結婚 結婚新生活支援事業 結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得費(リフォーム等）や家賃、引越費用などを補助します。 企画調整部地域振興課 0238-22-5111 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5702.html

山形県 米沢市 住宅改修
米沢市空き家・空き地利活用支

援事業補助金
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。 建設部建築住宅課 0238-22-5111 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4256.html

山形県 米沢市 移住体験,農業 お試し暮らし体験事業

移住を決める前に、本市での暮らしを一定期間体験いただけます。（農家民宿へ宿泊しながら農作業や雪かき、そば打ち体験。先輩移

住者との交流や市内企業見学など） 

地域のみなさんと交流することで、米沢市での暮らしの魅力を体験しながら地方生活をイメージし、移住実現に役立ててもらうことを

目的としています。

企画調整部地域振興課 0238-22-5111 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/6013.html

福島県 会津美里町 住宅購入 吹上台分譲住宅地購入補助

吹上台分譲住宅地を購入し、居住する世帯に最大180万円の補助金を交付します。（基本補助金100万円、若年層世帯加算補助50万円、

子育て世帯加算補助最大30万円） 

詳しくは、担当までお問い合わせください。 

その他各種支援制度もご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

政策財政課人口減少対策係 0242-55-1171 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/010/040/index.html

福島県 会津美里町 移住者限定支援,住宅購入 住宅取得支援事業

町外から転入し住宅を取得する方に70万円を補助します。加算要件に該当する場合は最大100万円を補助します。さらに、県外から移住

する等福島県の補助要件にも該当する場合は、町補助と併せて最大200万円の補助となります。 

詳しくは、担当までお問い合わせください。 

その他各種支援制度もご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

政策財政課人口減少対策係 0242-55-1171 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/010/040/index.html

福島県 大玉村 住宅新築,住宅購入 住宅取得支援事業補助金

村内に住宅を取得し定住する世帯を対象に住宅取得費の一部を補助する。 

県外移住者80万円、県内移住者（子育て世帯限定）40万円、多世代同居・近居40万円、村内在住者10万円。村内建築業者が施工した場

合、県外移住者30万円、それ以外の者10万円を加算。住宅取得費の2分の1以内で中古の場合は半額（村内在住者は新築のみ対象）。

総務部政策推進課 0243-24-8136 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/jyuutakusyutoku/

福島県 大玉村 住宅設備 防災行政無線整備事業 防災行政無線デジタル戸別受信機を1世帯に1台を無償で貸与、設置。 住民福祉部住民生活課 0243-24-8091 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/bousai_saigai/bousaigyouseimusen/

福島県 大玉村 子育て,教育 学校給食費補助事業 村立小中学校に通っている児童生徒の学校給食費に対して、一部または全額を補助する。 教育部教育総務課 0243-48-3138

福島県 大玉村 子育て,教育 スクールバス運行事業
村立小学校の遠距離通学児童および幼稚園児の通学・通園の便を図るため運行。第3子以降の児童・園児の使用料を免除する。ただし、

入学・入園する年の1月1日における保護者の住所要件等の条件あり。（往復月額　小学生：1,800円　幼稚園児：1,200円）
教育部教育総務課 0243-48-3138 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/schoolbus/

福島県 大玉村 住宅改修,住宅設備 空き家改修等支援事業
大玉村内の空き家を購入・賃借した場合、改修・ハウスクリーニング等の助成をする。 

【補助率1/2、改修：上限100万円　家財処分等（ハウスクリーニング）：上限10万円】
産業建設部建設課 0243-24-8112 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/akiya_hojyo/

福島県 大玉村 住宅設備 鳥獣被害防止柵導入事業
イノシシなどの鳥獣被害から、農地・住宅等を守るための電気柵、ワイヤーメッシュ柵等の設置に要する費用の1/2を助成。（上限額

農地の場合：10万円　それ以外の場合：5万円）
産業建設部産業課 0243-24-8107

福島県 大玉村 高齢者支援 老人健康管理事業 村内に居住する60歳以上の方の日帰り入浴・宿泊料を助成。（村が委託する温泉保養施設に限る） 住民福祉部住民生活課 0243-24-8090 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/roujinkanri/

福島県 大玉村 住宅購入,住宅設備,住宅賃貸 空き家バンク 大玉村内にある空き家をホームページに掲載し、住宅を購入・賃借を希望している方に対して情報提供の支援。 総務部政策推進課 0243-24-8136 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/akiya_information/

福島県 大玉村 起業・就業 移住支援金

東京23区に5年以上在住の方または、東京圏在住で23区に5年以上通勤の方及び、対象企業に就職・起業された方等に対して支援金の交

付。 

（転入時　単身世帯：60万円　2人以上の世帯100万円） 

※福島県マッチングサイト等の支援金対象企業に就職または、起業の場合は、県の起業支援を受けている方等が対象。

総務部政策推進課 0243-24-8136 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/ijyuushiennkinn/

福島県 大玉村 交通機関利用,高齢者支援
高齢者運転免許証自主返納支援

事業

運転免許証を自主返納し、運転免許経歴証明書が交付された方（65歳以上）に、デマンドタクシー利用券等を交付し、運転免許証の自

主返納者を支援する。
住民福祉部住民生活課 0243-24-8091 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/kenkou_fukushi/koureisya_fukushi/menkyo_henno/



福島県 大玉村 交通機関利用 デマンドタクシー
事前登録制の予約型乗合タクシー。自宅と公共施設や病院、金融機関、小売店等の対象施設との間を往復で１日８便運行。運賃片道300

円。
総務部政策推進課 0243-24-8136 https://www.vill.otama.fukushima.jp/profile/access/demandtaxi/

福島県 大玉村 農業 新規就農支援
農業経営に必要な知識や技術を身につける研修や資金面での不安を解消するため就農支援資金などで、新規就農希望者の「はじめの一

歩と就農後の相談等（解決策）」を応援。
産業建設部産業課 0243-24-8107

福島県 大玉村 起業・就業 空き店舗支援対策事業 大玉村内居住者で空き店舗を賃借し新しく事業を始める方を対象に、店舗賃借料の1/2を補助。（限度額月3万円、期間1年間、審査要） 産業建設部産業課 0243-24-8096 https://www.vill.otama.fukushima.jp/shigoto_sangyou/sougyousien/akitenpo_sien/

福島県 大玉村 起業・就業 創業支援事業 大玉村内で創業を希望する方に対し、窓口相談、個別相談、創業塾等により支援。 産業建設部産業課 0243-24-8096 https://www.vill.otama.fukushima.jp/shigoto_sangyou/sougyousien/sougyoushienzigyou/

福島県 大玉村 子育て 子育て世代包括支援センター
妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口 

妊活相談、不妊治療費助成、健康相談・子育て相談、母子健康手帳の発行、赤ちゃん・産婦さんへの全戸訪問、産後ケア事業等
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8114 https://www.vill.otama.fukushima.jp/file/contents/1755/16363/kosodate_support_otama.pdf

福島県 大玉村 子育て,教育 幼稚園預かり保育制度 共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育を実施する。 教育部教育総務課 0243-48-3138 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/youchien_azukari/

福島県 大玉村 子育て 小学生放課後児童クラブ
下校時の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない児童を対象に様々な活動を通して児童の健全育成を図る。第3子以降

は無料。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kyouiku_bunka/houkago_jidou/

福島県 大玉村 子育て 保育所保育料減免制度 保育料は無料。ただし、入所する年の1月1日に大玉村に住所を有していること。（延長保育も同様） 住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/tokushoku_shien/gyoseishien/

福島県 大玉村 子育て 村外保育施設利用者交付金

当該年度に待機児童が見込まれる場合において、村外保育施設へ通所している児童の保護者に対し、保育施設に支払った月額利用料か

ら大玉村保育所へ入所した場合に支払うべき保育料の差額を支給する（上限５万円）。生後６か月から満３歳に達する年度の３月３１

日までの子どもが対象。

住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/songai_hoikushisetukofu/

福島県 大玉村 子育て 在宅子育て応援奨励金
本村に住所を有し、産後６か月を経過した日から満１歳に到達するまでの子どもを在宅で養育している保護者に対して、子ども一人に

つき、月額１万円を支給する。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/zaitakukosodate/

福島県 大玉村 子育て,出産 子育て祝金
5人以上の子（15歳到達後最初の3月31日までの間にある子）を現に扶養し、3ヶ月以上本村に住所を有する親に対して、子1人につき年

額1万円支給する。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/kosodate_syukukin/

福島県 大玉村 出産
特定不妊治療費および男性不妊

治療費の一部助成事業

不妊治療に要した費用に対して、支払った金額を超えない範囲で、県助成金に上乗せして助成する。ただし、初回に限り20万円を限度

とし、男性不妊治療は1回につき10万円を限度とする。回数は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回（40歳以上であるときは3回）ま

でとする。

住民福祉部健康福祉課 0243-24-8114 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/funin_josei/

福島県 大玉村 出産 風しん予防接種費用助成事業
妊娠を予定している女性（接種日当日50歳未満）とその夫（婚姻関係は問わない）、または妊婦の夫（婚姻関係は問わない）に対し

て、風しん抗体検査と風しんワクチン接種費用それぞれ1回分の全額を助成する。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8114 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/fushin_yobousessyujosei/

福島県 大玉村 出産
妊婦健診・歯科健診・新生児聴

覚検査の助成
妊婦健診15回分、歯科健診1回及び産後1ケ月健診を公費負担する。また、新生児聴覚検査の全額を公費負担する。 住民福祉部健康福祉課 0243-24-8114 https://www.vill.otama.fukushima.jp/tokushoku_shien/gyoseishien/

福島県 大玉村 子育て,出産 すこやか祝金
出産前引き続き3ヶ月以上本村に住所を有する親で、出生児が同一世帯の第3子以降の新生児であり、2人以上の子どもを現に扶養してい

る場合、出生児1人につき30万円を支給する。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/syukukin/

福島県 大玉村 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援金
新婚世帯（夫婦の所得額の合計が400万円未満、夫婦共に39歳以下であること等の要件あり）に対して、大玉村内に住宅を取得した際の

費用、住宅物件を賃貸する際に要した費用、婚姻に伴う引越しに要した費用について1世帯当たり30万円を上限に支援金を交付する。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115

福島県 大玉村 子育て,健康・医療 ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭等のうち、所得の低い家庭及び父母のいない児童に対し、医療費の一部を助成する。 住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/hitorioya_josei/

福島県 大玉村 子育て,健康・医療 子育て支援医療費助成事業
大玉村に住所を有する子（出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで）の保護者に、保険診療の一部負担金と入院時の食事代を

助成（ただし、健康保険から給付される高額療養費及び付加給付を控除した額）。
住民福祉部健康福祉課 0243-24-8115 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/ninshin_kosodate/teate_josei/kosodate_shien/

福島県 大玉村 住宅改修 木造住宅耐震改修支援事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断を実施した結果、基準を満たさないと判断された住宅の改修工事費の一部を助

成する。【補助率1/2、上限100万円（内容により60万円）】
産業建設部建設課 0243-24-8112 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/sumai/mokuzou_jutaku/

福島県 大玉村 住宅改修 木造住宅耐震診断者派遣事業
昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅で、所有者自ら居住する住宅に、耐震診断者を派遣する。個人負担：6,250円～7,300

円
産業建設部建設課 0243-24-8112 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/sekatu_kankyou/sumai/mokuzou_jutaku/

福島県 大玉村 住宅改修,住宅設備 水道新規加入金減免事業

個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となる。 

13mm：209,000円→104,500円（税込） 

20mm：264,000円→132,000円（税込）

産業建設部環境保全課 0243-24-8097 https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/

福島県 大玉村 住宅改修,住宅設備 合併浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽を設置しようとする方に対し補助する。5人槽：166,000円、7人槽：207,000円、10人槽：274,000円 

単独処理浄化槽または汲取り便槽からの切替は補助額の変動あり。
産業建設部環境保全課 0243-24-8146 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/seikatukankyou/

福島県 大玉村 住宅改修,住宅設備
住宅用再生可能エネルギー設備

設置補助金

住宅用太陽光発電施設を導入する場合、4万円/kW（限度額20万円）を補助する。住宅へ薪ストーブまたはペレットストーブを導入する

場合、設備工事費の5分の1の額（限度額5万円）を補助する。定置式リチウムイオン蓄電池システムを導入する場合、4万円/kw（限度

額20万円）を補助する。（固定価格買取制度を利用していない方）

産業建設部環境保全課 0243-24-8146 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/seikatukankyou/

福島県 北塩原村 移住者限定支援,住宅購入 空き家バンク制度 所有者から登録申込を受けた空き家を、ホームページ等を通じて入居希望者に紹介します。住宅のほか、宅地も登録しています。 総務企画課企画室 0241-23-3112 https://www.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2019091800015/

福島県 北塩原村 移住者限定支援,住宅購入
移住促進住宅取得支援事業補助

金

村へ移住し、住宅を取得する方に費用の一部を村及び県が補助します。 

福島県内から移住した場合は最大100万円、福島県外から移住した場合は最大200万円（県の補助を含む）を補助します。
総務企画課企画室 0241-23-3112 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2018012300016/

福島県 北塩原村 住宅改修 空き家活用促進事業 空き家バンク登録物件の改修にかかる費用のうち、1/2（最大150万円）を補助します。 総務企画課企画室 0241-23-3112 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2019091800015

福島県 只見町 農業 新規栽培者支援事業
町の一般重点振興作物（トマト・アスパラガス・指定花卉）の新規栽培に係る種苗代及び資材費等を助成します。 

（補助率7/10　上限１００万円）
只見町農林建設課 0241-82-5270 https://www.town.tadami.lg.jp/lifeguide/cat01/cat3/000028.html

福島県 只見町 子育て,教育 学校給食完全無償化事業

小中学校の児童生徒の給食費を完全無償化しています。 

一人当たりの1年間の補助額は概ね次のとおりです。 

・小学生　　約60,800円 

・中学生　　約66,600円

只見町教育委員会 0241-82-5320

福島県 只見町 子育て 保育料の無料化
全ての入所児童の保育料が無料です。 

※延長保育料や一時保育料は無料化の対象外です。
只見町保健福祉課 0241-84-7010

福島県 只見町 結婚,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援事業補助金

夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で世帯の所得が400万円未満の場合、婚姻に伴い新規に住宅取得又は賃貸に係る経費を助成しま

す。 

＜上限３０万円＞

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220



福島県 只見町 住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 家財処分費用等補助金

次のいずれかに該当する者の家財処分費用等を助成します 

・空き家を取得又は賃貸し、居住しようとする者 

・所有する空き家を解体しようとする者 

・所有する空き家を町の空き家バンクに登録しようとする者 

※処分等に係る委託業者は南会津郡内の業者のみ対象になります 

 

＜補助率・限度額＞ 

対象経費の1/2　上限２０万円

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220

福島県 只見町 住宅改修 空き家改修事業補助金

次のいずれかに該当する者の空き家の改修費用を助成します 

・空き家を取得又は賃貸し、定住しようとする者 

・所有する空き家を町の空き家バンクに登録し賃貸しようとする者 

・所有する空き家を滞在交流施設や地域生活施設に改修し、利活用をしようとする個人または法人 

※空き家を新たに取得してから１年未満の方が対象となります 

※施工業者は町内業者のみ補助金の対象となります 

 

＜補助率・限度額＞ 

対象経費の1/2　上限１５０万円（加算要件あり） 

※補助金の交付は１世帯につき１回、１物件につき合計補助額が１５０万円を上限とします

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220

福島県 只見町 奨学金 只見町奨学金返還支援補助金

若者の地元への就業や定着を促進するため、奨学金を利用され大学等を卒業後に只見町に定住し就業する方へ補助金を交付する制度で

す。 

 

＜補助対象者＞ 

〇高等学校及び大学等の在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた者 

〇只見町に住所を有し、通勤圏内の事業所等に就業している者、又は個人で農業その他自ら事業を営む者 

〇令和３年３月３１日時点で３５歳未満の者 

〇補助金の申請時点で奨学金の借入れが終了し、返還を行っている者 

　（年度内に返還を開始する者を含む） 

〇他の奨学金返還支援制度を利用していない者 

〇町税等の滞納が無い者 

〇地方公務員、又は国家公務員でない者（会計年度任用職員は除く） 

 

＜対象奨学金＞ 

〇独立行政法人日本学生支援機構奨学金（第１種、第２種） 

〇福島県奨学資金 

〇只見町奨学資金 

〇只見町保健師・助産師及び看護師養成奨学資金 

〇只見町医療施設等技術者養成奨学資金 

〇その他修学を目的とした奨学資金（町長が認めるもの） 

※繰上げ償還した場合の奨学金の額は対象になりません 

 

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220

福島県 只見町 移住者限定支援 新規学卒者定住助成金

若者の地元への就業や定着を促進し、地域の活性化を図るため、只見町にU・Iターンされた方へ助成金を交付する制度です。 

 

＜交付対象者＞ 

〇学校等を卒業後１年以内に定住している 

〇定住後１年以内に通勤圏内の事業所に就業している 

〇就業後６か月以上経過している 

〇就業開始日の年齢が３０歳未満である 

〇３年以上定住する意思がある 

〇税金等を滞納していない 

 

＜交付額＞ 

１人あたり　１０万円

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220

福島県 只見町 移住者限定支援 U・Iターン者定住助成金

若者の地元への就業や定着を促進し、地域の活性化を図るため、只見町にU・Iターンされた方へ助成金を交付する制度です。 

＜交付対象者＞ 

〇定住後１年以内に通勤圏内の事業所に就業している 

〇就業後６か月以上経過している 

〇就業開始日の年齢が３５歳未満である 

〇３年以上定住する意思がある 

〇税金等を滞納していない 

 

＜交付額＞ 

１人あたり　５万円 

※中学生以下の子どもを扶養している場合は、子ども１人あたり５万円が加算されます

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220



福島県 富岡町 移住者限定支援,子育て,教育,出産,奨学金 子育て世帯奨励金交付制度

町内の子育て世帯の定着を促進し、定住することが確実な子育て世帯に対する生活等を支援するために奨励金を交付します。 

 

【交付条件】次のすべてに該当する世帯 

・平成29年度4月1日以降、町内を生活の本拠地として居住している世帯 

・住民登録が富岡町の居住地にある世帯 

・15歳（中学3年生）までの子どもを扶養している世帯 

・15歳（中学3年生）までの子どもが3年以上継続して居住すること 

・町税等の滞納がない世帯 

・この制度に基づく奨励金を受けたことがないこと 

  

【交付金額】 

（1）定住に関する奨励金 

         1世帯30万円 

         富岡町早期帰還移転補助金を受けている場合はその額を控除した額 

 

（2）子育て奨励金 

         中学3年生までに1人につき年間18万円（月額15,000円を12ヶ月）を 

         上期（4～9月分）、下期（10月～3月分）にわけて最長3年間交付。 

 

【奨励金の返還】 

  虚偽の申請や不正な手段で奨励金を受けた場合および正当な理由がないまま 

  3年未満で転出した場合は、返還となります。

福祉課 0240-22-2111 http://www.tomioka-town.jp/chonai/shussan_kosodate/2234.html

福島県 広野町 高齢者支援
広野町高齢者運転免許証自主返

納者支援事業

運転に不安を持つ高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、高齢者が当事者となる交通事故の減少を図るため、自主返納をした高齢者

に対してタクシー利用の一部を補助します。（補助額：最大2万円） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。

環境防災課 0240-27-2114

福島県 広野町 高齢者支援
広野町高齢者安全運転支援装置

設置事業補助金

高齢者の運転する自動車による事故を防止し、町民の安全と安心に資するため、自動車の安全運転支援装置の取付けに必要な費用の一

部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。（補助額：補助対象経費の2分の1、最大3万円） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。

環境防災課 0240-27-2114

福島県 広野町
出産,健康・医療,高齢者支援,介護,障がい者支

援,通勤・通学

広野町タクシー利用料金助成事

業

日々の生活での移動手段に不安を感じている高齢者の方等を対象に、タクシー利用料金の一部を補助します。 

※詳細及び要件はホームページをご確認ください。
総務課 0240-27-2111 https://www.town.hirono.fukushima.jp/iryoufukushi/koureishashien/1001572/1001937.html

福島県 広野町
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,コ

ミュニティ団体支援,交通機関利用

広野町公式ファンクラブ「ひろ

ぼークラブ」

広野町が大好きな皆さまに、広野町の応援団になっていただき広野町を盛り上げていただくファンクラブです。会員になっていただい

た方には、会員特典として、広野町の様々な情報が受け取れるメールマガジン配信サービスや協力企業からの会員特典サービスなどが

受け取れます。

復興企画課 0240-27-1251 https://hirobo-club.jp/

福島県 広野町

交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改

修,住宅設備,住宅賃貸

広野暮らし相談窓口「りんくひ

ろの」

地方を求めた移住、都会に移りすんだお子さんや進学したお友達のUターン等、抱え込んだ小さなお悩みも一つ一つサポートします。お

気軽にご連絡ください。
広野暮らし相談窓口「りんくひろの」 0240-27-1251 https://www.town.hirono.fukushima.jp/ijyu/index.html

福島県 広野町 子育て,教育,出産,奨学金,就学,通勤・通学
広野町子育て世代包括支援セン

ター
妊娠期から子育て期までの様々な相談や悩みに対応するほか、各種サービスをご紹介します。 広野町子育て世代包括支援センター 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/shien/1001560/1001898.html

福島県 広野町
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,コ

ミュニティ団体支援

広野町公式アプリケーション

「ひろのアプリ」

「ひろのアプリ」は、広野町での日々の生活に必要な情報やイベント情報等を、誰でも簡単に確認することができる暮らしに役立つア

プリケーションです。 

※詳細はホームページをご確認ください。

総務課 0240-27-2111 https://www.town.hirono.fukushima.jp/chousei/kouhou/1001658/1002592.html

福島県 広野町 農業 広野町電気柵資材購入補助金
農林産物を有害鳥獣の被害から防護し農林業の進行を図るため、電気牧柵の設置に要する費用の一部を補助します。（補助額：購入価

格の2分の1以内、限度額5万円）
産業振興課 0240-27-4163 https://www.town.hirono.fukushima.jp/business/nourinsuisan/1001688/1002728.html

福島県 広野町
子育て,教育,奨学金,就学,起業・就業,農業,通

勤・通学

広野町農業次世代人材育成奨学

金

広野町の農業振興と農業後継者を確保するため、その就学に必要な資金（奨学金）を貸付します。 

※詳細及び要件はホームページをご確認ください。
産業振興課 0240-27-4163 https://www.town.hirono.fukushima.jp/business/nougyoushien/1002691.html

福島県 広野町 子育て,教育,就学,通勤・通学 広野町育英奨学資金給与事業
高等学校に在学し、経済的理由により就学が困難と認められる方に対し、奨学資金を給与します。（給与額：月額5千円） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。
学校教育課 0240-27-4166

福島県 広野町 子育て,教育,奨学金,就学,通勤・通学 広野町奨学資金貸与事業

経済的理由により就学が困難と認められる方に対して、奨学金を貸与（無利子）します。（貸与額：月額10万円以内※専門学校専門課

程、短期大学、大学（大学院を除く）） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。

学校教育課 0240-27-4166

福島県 広野町
住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸
広野町スズメバチ駆除費補助金

害虫（スズメバチなどのハチ）の駆除費用の一部を補助します。（補助額：費用の2分の1、上限1万5千円） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。
環境防災課 0240-27-2114

福島県 広野町 子育て,出産 子育て応援BOOK
出産から子育てまでの支援・助成、手当に関する情報を取りまとめた「子育て応援BOOK」を贈呈します。 

※詳細及び要件はお問い合わせください。
こども家庭課 0240-27-2115

福島県 広野町 子育て,教育 ブックスタート事業

0歳時のお子さんに、ご家族と一緒に絵本を開くという体験と絵本をプレゼントする事業です。（対象：生後5～6か月のお子さまとその

ご家族） 

※詳細及び要件はお問い合わせください。

こども家庭課 0240-27-2115

福島県 広野町 子育て,健康・医療 乳幼児・児童医療費の助成制度
お子さま（0歳～18歳）の医療費（保険診療の自己負担分）を助成します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/iryoufukushi/josei/1001917.html

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入
福島県多世代同居・近居推進事

業補助金

18歳未満の子どもがいる子育て世代を対象に、新たに多世代で同居・近居を始めるための住宅取得等に対して補助金を交付します。 

（募集期間） 

※第1回　令和4年6月1日（水）～令和4年6月23日（木） 

　第2回　令和4年8月18日（木）～令和4年9月8日（木）（予定）

一般社団法人福島県建設業協会 0244-23-2871 https://www.e-fukuken.or.jp/tasedai/index.html

福島県 広野町
文化・芸術・スポーツ,交通機関利用,高齢者

支援,通勤・通学

JR広野駅・Jヴィレッジ駅利用促

進助成金

JR広野駅・Jヴィレッジ駅間の利用促進および町民の交通の利便性を図るため、運賃の一部を助成します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
復興企画課 0240-27-1251 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/koutsu/1003702/1001817.html



福島県 広野町 交通機関利用,高齢者支援,通勤・通学
広野町民バスの運行（運賃無

料）

町内を移動するために町民バスを運行しています。（運賃：無料） 

※詳細はホームページをご確認ください。
総務課 0240-27-2111 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/koutsu/1003700/1001821.html

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入
長期固定金利住宅ローン【フ

ラット35】地域連携型

「福島県12市町村移住支援金」の対象者が住宅を取得する場合に、住宅金融支援機構の「フラット35」（固定金利35年）の金利を貸付

当初から5年間、年0.25％引き下げます。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

福島県避難地域復興課 024-521-8434 https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/flat35kosodate/index.php/Organizations_tree/execute/070009

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
広野町生ごみ処理容器等設置事

業補助金

生ごみ処理容器等を設置するのに要した経費の一部を補助します。 

※詳細及び要件等はお問い合わせください。
環境防災課 0240-27-2114

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
広野町合併処理浄化槽設置整備

事業補助金

合併処理浄化槽を設置するのに要した経費の一部を補助します。 

※詳細及び要件等はお問い合わせください。
建設課 0240-27-4161

福島県 広野町 住宅購入,住宅改修,住宅設備
広野町木造住宅耐震改修支援事

業補助金

耐震診断の結果を基に、木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を補助します。 

※詳細及び要件等はお問い合わせください。
建設課 0240-27-4161

福島県 広野町 住宅購入,住宅改修,住宅設備 広野町個人住宅改良支援補助金
町内業者による住宅リフォームを行う費用の一部を補助します。（補助額：最大20万円） 

※詳細及び要件等はお問い合わせください。
建設課 0240-27-4161

福島県 広野町 住宅購入,住宅改修,住宅設備
「住んでふくしま」空き家対策

総合支援事業補助金

定住するための空き家改修等の一部を補助金します。（最大：250万円）※先着順、予算枠に達した時点で終了します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
福島県相双建設事務所　建築住宅課 0244-26-1223 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/sundefukushima.html

福島県 広野町
引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設

備

広野町住宅用防犯カメラ設置補

助金

住宅等の防犯カメラを設置するのに要した費用の一部を補助します。（補助額：費用の2分の1、上限5万円） 

※詳細及び要件等はお問い合わせください。
環境防災課 0240-27-2114

福島県 広野町
引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設

備,住宅賃貸

広野町防災行政無線の電話応答

サービス

災害時の緊急情報等を確実に伝えるため、広野町防災行政無線の放送内容を電話でいつでも確認することができます。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
環境防災課 0240-27-2114 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/anzen/1001528/1001800.html

福島県 広野町
引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設

備,住宅賃貸

広野町防災行政無線の戸別受信

機無償貸与

災害時の緊急情報等を確実に伝えるため、広野町防災行政無線の戸別受信機を無償貸与します。（1世帯につき1台） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
環境防災課 0240-27-2114 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/anzen/1001528/1001798.html

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
福島県住宅用太陽光発電設備等

導入支援補助金

住宅用の太陽光発電設備、蓄電池設備または電気自動車充給電設備の導入に関する経費の一部を補助します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-1251 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001540/1003714.html

福島県 広野町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
広野町住宅等用新エネルギーシ

ステム設置費補助金

住宅用の新エネルギーシステム（太陽光発電システムや蓄電池システムなど）の導入に関する経費の一部を補助します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
復興企画課 0240-27-1251 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001540/1001833.html

福島県 広野町 子育て,教育,就学,通勤・通学 広野町立学校の給食無償化
広野町立広野小学校・広野町立広野中学校の学校給食費を無償化します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
広野町教育委員会 0240-27-4166 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/gakkou/1001564/1001906.html

福島県 広野町 子育て 広野こども園の給食費無償化
広野こども園の3歳～5歳児クラスの給食費を無償化します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/hoikusho/1001567/1001911.html

福島県 広野町 子育て,出産 不妊治療・不育治療の助成
不妊治療や不育治療を受けられたご夫婦に治療に要する費用の一部を助成します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/shien/1001562/1001900.html

福島県 広野町 子育て,出産 チャイルドシート等購入補助金
ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを購入した方に対し、1万円を上限として、購入費の2分の1の額を補助します。 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/hojokin/1001765/1001901.html

福島県 広野町 子育て,出産 出産祝金
お子さまの出生時に祝金を支給します。（支給額：5万円） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/hojokin/1001902.html

福島県 広野町 子育て,教育,通勤・通学 入学祝金
お子さまが小・中学校へ入学する際に祝金を支給します。（例：小学校入学時：5万円　中学校入学時：5万円） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。
こども家庭課 0240-27-2115 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/gakkou/1001565/1001907.html

福島県 広野町 移住者限定支援 広野町移住支援金

移住・定住の促進、中小企業などにおける人員不足の解消および起業の創出を図ることを目的に、東京圏から移住した方に移住支援金

を交付します。（世帯の場合：最大100万円　単身の場合：最大60万円） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

復興企画課 0240-27-1251 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001537/1001829.html

福島県 広野町
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業

ふくしま移住希望者支援交通費

補助金

移住（Uターン、Iターン、多拠点移住等）を考えている方が実際に訪れ、移住する際に必要な現地調査・現地活動を行った場合に、そ

の交通費を補助します。（補助額：定額　※現住所や交通手段により異なります。） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

福島県東京事務所 03-5212-9050 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001537/1003735.html

福島県 広野町
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業

ふくしま12市町村移住支援交通

費等補助金

移住を考えている方が実際に訪れ、移住する際に必要な現地調査・現地活動を行った場合に、その交通費や宿泊費を補助します。（補

助額：定額　※現住所や交通手段等により異なります。） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

ふくしま12市町村移住支援センター 0800-800-3305 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001537/1003734.html

福島県 広野町 移住者限定支援,起業・就業 福島県12市町村起業支援金

県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新し

い地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある県外から移住して新たに起業する者に対して、起業に必要な経費の一部を補助しま

す。（補助率等：補助対象経費の4分の3以内、最大400万円） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター 0570-057-236 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001537/1001827.html

福島県 広野町 移住者限定支援 福島県12市町村移住支援金

復興・再生の更なる加速化を図るため、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある県外からの移住者に対して、移住支援

金を交付します。（世帯の場合：最大200万円　単身の場合：最大120万円） 

※詳細及び要件等はホームページをご確認ください。

福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター 0570-057-236 https://www.town.hirono.fukushima.jp/kurashi/sumai/1001537/1001826.html

福島県 南相馬市 交通機関利用,移住体験
移住検討者市内活動交通費支援

補助金

県外在住者で市内への移住・定住の意思のある方が、市内で移住検討活動を行う際のタクシー利用料およびレンタカー利用料を補助。(1

人あたり1年度3回まで)
移住定住課 0244-24-5269 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1640/12153/17925.html

福島県 南相馬市 交通機関利用,移住体験
ふくしま12市町村移住支援交通

費等補助金

18歳以上の県外在住者で福島県内への移住を希望・検討している方を対象に、現地視察を行う際の交通費、宿泊費を補助。(1人あたり1

年度5回まで)
ふくしま12市町村移住支援センター 0800-800-3305 https://www.fipo.or.jp/news/16640

福島県 南相馬市 交通機関利用,移住者限定支援
移住者自動車運転講習支援補助

金

令和3年7月1日以降に福島県外から市に転入し、自動車運転に不安のある移住者の方を対象に、市内の自動車教習所で受講するペーパー

ドライバー講習の費用を助成。(1回あたり5,500円を上限とし、1人あたり3回まで)
移住定住課 0244-24-5269 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1640/12153/17906.html

福島県 南相馬市 移住者限定支援,起業・就業 福島県12市町村移住支援金
5年以上居住する意思をもって、福島県外から南相馬市へ移住し、就業もしくは起業する方に移住支援金を交付。（2人以上世帯　最大

200万円、単身世帯　最大120万円）
福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター 0570-057-236 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html

福島県 南相馬市 子育て,起業・就業
はぐパパ応援育休取得促進奨励

金
育児休業を取得した男性労働者に対し、奨励金を交付。（育児休業取得期間7日以上1か月未満の場合5万円、1か月以上の場合20万円） こども家庭課 0244-24-5215 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/2/17909.html

福島県 南相馬市 子育て,出産
多子世帯子育て応援支援金支給

事業

子育て家庭の家計負担の軽減を行い、子どもを安心して産み育てられる環境づくりを推進するため、第3子以降のお子様を養育している

方に対し、出生時（30万円）と小学校入学時（10万円）に支援金を支給しています。
こども家庭課 0244-24-5215



福島県 南相馬市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸
結婚新生活支援事業助成金

令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦(いずれも婚姻日において39歳以下)に対して、住宅取得費、住宅賃貸費、引越費、

リフォーム費、家具・家電購入費を助成（最大30万円※家具および家電購入費は上限10万円）
こども家庭課 0244-24-5215 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/kekkon/1/17894.html

福島県 南相馬市 起業・就業
旧避難指示区域内店舗営業運営

費補助金

旧避難指示区域内で小売業や飲食サービス業など、日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等に対し、補助金を交付。(補助上限

額年500万円)
小高区地域振興課 0244-44-2112 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/8322.html

福島県 南相馬市 農業 新規就農者支援事業 就農者向けに新規就農給付金、農業用機械購入支援金、農地賃借料支援金、移住就農者の家賃支援金の交付を行う。 農政課 0244-44-6807 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1610/16101/1/1/index.html

福島県 南相馬市 就学,起業・就業
南相馬市看護師等修学資金貸付

事業

看護師等の養成施設の卒業後、直ちに市内の医療機関や介護施設で看護師等として勤務する意思のある方に授業料、生活費相当額、入

学資金の貸付を行う。また、修学資金貸付期間相当の期間、市内医療機関や介護施設で看護師等として勤務した場合、貸付金の返還が

免除される。

教育総務課 0244-24-5282 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/gakkokyoiku/1/4459.html

福島県 南相馬市 就学,起業・就業
南相馬市保育士等修学資金貸付

事業

保育士等の養成施設の卒業後、直ちに市内の私立保育園や私立幼稚園等で保育士、幼稚園教諭として勤務する意思のある方に授業料、

入学資金等の貸付を行う。また、修学資金貸付期間相当の期間、市内私立保育園等で保育士等として勤務した場合、貸付金の返還が免

除される。

教育総務課 0244-24-5282 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/gakkokyoiku/1/8607.html

福島県 南相馬市 移住者限定支援,起業・就業 南相馬市移住支援金交付事業

東京23区（5年以上在住者または5年以上通勤者）から5年以上居住する意思をもって南相馬市へ移住し、就業もしくは起業または自己の

意思でテレワークを実施している方に移住支援金を交付。（2人以上世帯　100万円　〇単身世帯　60万円※加算：18歳未満の子ども1

人につき最大30万円）

移住定住課 0244-24-5269 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1640/12153/10132.html

福島県 南相馬市 移住体験,移住者限定支援,住宅賃貸
地域対応活用住宅（市営住宅）

の提供

定住のための検討期間に居住を希望する方や、起業および新規就農を検討する方向けに原則1年以内で地域対応活用住宅を提供。(※家賃

の上限目安　35,000円程度)
建築住宅課 0244-24-5253 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/15189.html

福島県 南相馬市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸

市外から移住・定住する世帯、

多世代同居、近居・多子世帯向

けの住宅補助制度

市外から転入し、5年以上居住する意思をもって市内で住宅を取得又は賃貸する世帯に対し、奨励金を交付。 建築住宅課 0244-24-5253 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/14961.html

福島県 南相馬市 子育て,教育
子どもの利用に係るスポーツ施

設の使用料又は利用料金の免除

子どもたちのスポーツ意欲の増進を図るとともに、運動不足を解消する環境を確保するため、子どもたちがスポーツ施設を利用する際

にスポーツ施設の使用料又は利用料金を免除。
スポーツ推進課 0244-46-2124 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/sports/2/9242.html

福島県 南相馬市 奨学金,起業・就業 奨学金返還支援事業補助金

日本学生支援機構などの奨学金の貸与を受けている方が、医療・福祉や農業・林業、漁業、製造業、情報通信業のうち情報サービス

業、インターネット付随サービス業に属する市内事業所等へ就職し定住する場合に、利子分を除いた通常の償還年額相当額（最大18万

円）を最長8年交付。 

また、上記の対象者のうち、医療福祉産業に属する市内事業所等で保育士、看護師として就職・定住した場合、半年後に40万円交付。

商工労政課 0244-24-5346 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16201/3/7567.html

福島県 南相馬市 子育て 在宅保育支援事業
満3歳未満の子どもを保育園等に預けず、家庭において保育を行っている保護者に対し、月1万円（子ども一人当たり）を半年ごとに交

付する。
こども家庭課 0244-24-5215 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/2/3/12530.html

福島県 南相馬市 子育て,出産
ようこそ赤ちゃん誕生祝い品支

給事業
お子さんの誕生を祝い、誕生祝い品（紙おむつ、おしりふき、粉ミルク）を購入できる2万円分の給付券および市産米30㎏を支給。 こども家庭課 0244-24-5215 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/2/1/4728.html

福島県 南相馬市 子育て,教育 認可外保育施設入所児童の助成
市内に住民登録し、市内の認可外保育施設に入所している児童の保護者を対象として、月額37,000円（年額444,000円）を上限に保育料

を助成。
こども育成課 0244-24-5242 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/5/4494.html

福島県 南相馬市 子育て,教育
保育園・認定こども園・小規模

保育施設保育料の無料化
市内に住民登録し、市内の保育園（所）・認定こども園・小規模保育施設に在園する園児（0歳児～2歳児）の保育料を無料化。 こども育成課 0244-24-5242 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/15/1520/15201/2/3045.html

福島県 南相馬市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成事業 出生から18歳到達後、最初の3月31日までの子どもを対象として、保険診療分に係る自己負担額及び入院時食事代を助成。 こども家庭課 0244-24-5215 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/childcare/shussan_kosodate/2/3/3597.html

福島県 南相馬市 まちづくり活動,起業・就業 商店街空き店舗対策事業補助金
市が指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料(月額上限15万、補助率1/3～1/2、最長２年

間)および改装費(上限200万、補助率1/2)の一部を助成。
商工労政課 0244-24-5264 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/5047.html

福島県 南相馬市
交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業,

引っ越し

みなみそうま就職ナビ＋市外就

職希望者就職活動支援事業助成

金

市内企業の求人情報をはじめ、会社概要を映像や画像でわかりやすく紹介すると共に、アプリやLINEで更新情報や就職説明会等の案内

も随時発信。 

また、市外からの就職希望者に対して、みなみそうま就職ナビの掲載事業所への就職活動に要する交通費や就職し、市内へ転居するた

めの転居費の一部を助成。

商工労政課 0244-24-5346 http://msjobnavi.jp/

福島県 南相馬市 住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸

空き家・空き地バンク物件を購

入、賃借して改修する方への補

助制度

市内で購入、賃借した空き家（空き家バンク登録物件）を30万円以上の改修費をかけて改修する世帯に対し、奨励金を交付。 

※5万円以上の家財処分に対して最大20万円の補助あり
建築住宅課 0244-24-5253 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1730/17301/1/index.html

福島県 南相馬市 住宅改修,住宅設備
自家消費型太陽光発電促進支援

事業

住宅用太陽光発電システム、HEMS【ヘムス】（エネルギー管理システム）、蓄電池システム、V２H（電気自動車充給電設備）を新た

に設置する方に対し、補助金を交付。（上限額①太陽光：15万円　②HEMS：3万円　③蓄電池：25万円　④V２H（電気自動車充給電

設備）：15万円）

生活環境課 0244-24-5248 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1320/13204/2/2475.html

福島県 本宮市 移住体験
本宮市移住定住モニターツアー

宿泊費補助金

参加者の希望に合わせて市がオーダーメードでコーディネートする「移住定住モニターツアー」に参加した人の宿泊費の一部を補助す

る制度です。（１人最大６，５００円） 

お気軽にお問い合わせください。

総務政策部　政策推進課　定住交流係 0243-24-5323 https://www.city.motomiya.lg.jp/site/teijyu/monitor-tour.html

福島県 本宮市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
本宮市多世代ファミリーなかよ

し奨励金

市内で新たに多世代で同居または近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改築をした方を対象に、本宮市多世代ファミ

リーなかよし奨励金を交付します。（基本額３０万円、加算条件あり最大５０万円） 

お気軽にお問い合わせください。

総務政策部　政策推進課　定住交流係 0243-24-5323 https://www.city.motomiya.lg.jp/site/teijyu/tasedai-family.html

茨城県 石岡市 子育て,教育,就学 小学校入学祝品 次年度に小学校1年生になる方にランドセルを支給。 教育総務課 0299-43-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page002356.html

茨城県 石岡市 子育て,健康・医療 マル福制度（医療費助成） 外来、入院ともに18歳まで助成（一部自己負担あり） 保険年金課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/dir000652.html

茨城県 石岡市 子育て チャイルドシート購入費助成 チャイルドシートの購入費を一部助成。 コミュニティ推進課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page007630.html

茨城県 石岡市 子育て
小学校　第3子以降学校給食費無

料化
市内小学校に通う第3子以降のお子様は給食費が無料。 学校給食課 0299-22-6286

茨城県 石岡市 住宅購入,住宅改修 空き家バンク 市内における空家の有効活用を通して，石岡市への移住・定住の促進及び地域活性化を図るため，空家バンクを開設しました。 建築住宅指導課 0299-23-1111 https://www.city.ishioka.lg.jp/page/dir005944.html#osusume06

茨城県 石岡市 交通機関利用,就学,起業・就業 通勤通学支援事業
通学定期券及び特急券（定期券用ウィークリー料金券及びえきねっとチケットレスサービスの電子チケット）を利用して通勤・通学す

る方に対して，その購入費の一部を補助します。
政策企画課 0299-23-1111 https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page008679.html#osusume06

茨城県 石岡市 農業 就農支援制度 新たに農業を営もうとする方へ研修農場や作業室等を提供し，石岡市内での独立営農や地域農業の担い手となることを目指す。 農政課 0299-43-1111 https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004828.html#osusume06

茨城県 石岡市 子育て,出産 子育てクーポン給付事業 おむつクーポン（すくすく赤ちゃんクーポン券）を支給し，子育てに係る経費を助成する。 こども福祉課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page003301.html

茨城県 石岡市 結婚,住宅賃貸
子育て世帯及び新婚世代新生活

支援補助金
住居費及び引越し費用の一部を助成します。 こども福祉課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page006843.html

茨城県 石岡市 住宅新築 住まいづくり推進事業
市外から市内に移住して住宅を建設する場合，最大30万円を補助する。 

※中心市街地に建築する場合には、補助金額に10万円上乗せされます。
建築住宅指導課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page000485.html



茨城県 石岡市 住宅新築 木の住まい助成事業
市内事業者を利用して住宅を建設する場合，最大50万円を補助する。 

※中心市街地に建築する場合には、補助金額に10万円上乗せされます。
建築住宅指導課 0299-23-1111 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page000486.html

茨城県 潮来市 子育て 学校給食の無償化
市内小中学校に通学する児童生徒の給食費を無償化、市外への通学者への給食費等を補助することにより子育て世帯への負担を軽減す

る
給食センター 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/page006373.html

茨城県 潮来市 移住者限定支援 わくわく茨城生活実現事業

東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、以下のいずれかに該当する場合、移住支援金を支給 

・対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合 

・プロフェッショナル人材事業，先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合 

・テレワークによって移住元での業務を引き続き行う場合 

・起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合

企画調整課 0299-63-1111 https://iju-ibaraki.jp/residence/emigration/

茨城県 潮来市 高齢者支援 高齢者等ごみ出し支援事業

家庭ごみを集積所に待ち出すことのできない一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障がい者世帯等を対象に戸別回収を行う。 

【対象者】 

・65歳以上の一人暮らしの世帯であって、要介護認定、要支援認定者等 

・上記において同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者、虚弱者、年少者等で構成され家庭ごみを持ち出すことができな

い世帯 

・日常生活に介助又は介護を必要とする障がい者のみで構成される世帯

環境課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/page005637.html

茨城県 潮来市 通勤・通学
通勤・通学高速バス定期券等購

入費助成事業

高速バスや鉄道を利用して通勤又は通学する市民に対し、高速バス定期券等購入費用を助成 

最大年間12万円助成
企画調整課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/sp/page/page006263.html

茨城県 潮来市 子育て
子育て応援スマートフォンアプ

リ「いたここ」
潮来市の「妊娠・出産・子育て」に関する情報を集めたサイトを提供 子育て支援課 0299-63-1111 http://www.itacoco.jp/

茨城県 潮来市 子育て 保育料利用者負担額の軽減 多子世帯（0歳児～小学校3年生までの範囲に子ども2人以上の世帯）の保育料を軽減 子育て支援課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/page000148.html

茨城県 潮来市 引っ越し,住宅新築,住宅購入 若年世帯住宅促進助成金

若年夫婦または子育て世帯の住宅の取得費用の一部を助成 

【助成要件】 

・本人またはその配偶者が46歳未満の若年夫婦または、高校生相当以下の子を持つ若年者（46歳未満）の世帯 

・令和2年4月1日以降に取得した500万円以上の新築・建売・築20年以内の中古住宅に10年以上居住すること。 

・市内の自治会(区)に加入していること。

都市建設課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/page003354.html

茨城県 潮来市 子育て 切れ目のない子育て応援 継続した切れ目のない支援として、妊娠届出時・子供が1歳の誕生日を迎えた時・小学校入学時にお祝い品を贈呈 子育て支援課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/page003684.html

茨城県 潮来市 健康・医療 予防接種費助成

小児肺炎球菌ワクチンを初めとした定期接種及びインフルエンザ等の任意接種に係る費用の助成 

【任意接種】 

おたふくかぜ：1回3000円 

インフルエンザ：1回1000円（１～13才未満2回） 

高齢者インフルエンザ（65歳以上）：1回2100円

かすみ保健福祉センター 0299-64-5240 http://www.city.itako.lg.jp/page/dir005411.html

茨城県 潮来市 健康・医療
医療福祉費支援（妊産婦、小児

から18歳まで）
健康保険証を使って医療機関にかかった場合の医療費の一部を助成 市民課 0299-63-1111 https://www.city.itako.lg.jp/page/dir002295.html

茨城県 潮来市 健康・医療 不妊治療助成

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療を受けた方に治療費の一部助成。(今年度は治療開始が令和4年3月31日以前で、令

和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療が対象) 

不育症検査及び不育治療の要した費用の一部助成。

かすみ保健福祉センター 0299-64-5240 https://www.city.itako.lg.jp/page/page002865.html

茨城県 稲敷市 子育て 2歳児歯科健康診査助成
稲敷市にお住まいの2歳から3歳未満のお子さんを対象に、無料で歯科健診を実施いたします。	 

乳歯が生えそろうこの時期は、むし歯が急増する時期でもあります。歯科健診を受けて、むし歯の予防と早期発見をめざしましょう。
健康増進課 029-892-2000 https://inashiki-city.mamafre.jp/archives/service/2saiji-shika-kenkou-shinsa/

茨城県 稲敷市 出産 妊婦の歯科健康診査助成
妊娠中は女性ホルモンの分泌の変化や食事回数の増加などから虫歯や歯周病になりやすく、進行しやすい時期です。 

妊娠届出をされた市内在住の妊婦さんにつきまして、歯科健診にかかる費用（5,000円、１回のみ）の一部を助成します。
健康増進課 029-892-2000 https://inashiki-city.mamafre.jp/archives/service/ninsanpu-shika-kenshin/

茨城県 稲敷市 子育て
子どもの未来応援商品券交付事

業
次年度に小・中学校に入学、または当該年度に中学校を卒業する予定の児童生徒に対し、一人当たり２万円分の商品券を交付します。 こども支援課 029-892-2000

茨城県 稲敷市 結婚
いばらき出会いサポートセン

ター入会登録料助成

いばらき出会いサポートセンターは、結婚を希望する独身の方の出会いの場づくりを目的として、茨城県と（一社）茨城県労働者福祉

協議会が共同で設立した組織です。センターでは、会員制のマッチングシステムによるパートナー探しの支援やマリッジサポーターに

よる出会いの相談・仲介などさまざまな形の出会いの場を提供しています。 

稲敷市では、いばらき出会いサポートセンターに入会した市民を対象に、入会登録料（11,000円／2年間有効）を全額助成します。

まちづくり推進課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page008286.html

茨城県 稲敷市 起業・就業 市民のための創業支援事業
市民が新たに起業する場合、起業に要した経費の１／２、上限５０万円を助成。 

UIJターン者等への加算あり。
産業振興課企業誘致推進室 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page008308.html

茨城県 稲敷市 農業
新規就農者農業用機械購入補助

事業

担い手の確保と育成を図るため、農業経営の確立を目指す新規就農者の農業用機械購入費用、経費の１／２以内、上限５０万円を助

成。
農政課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007031.html

茨城県 稲敷市 農業 新規就農者育成支援補助事業
市内在住で60歳未満の農業経営の確立を目指す方に対して、本市の農業振興及び新規就農者の経営の安定化を図るため、年間６０万円

（５万円／１か月）の補助金を交付。
農政課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page005458.html

茨城県 稲敷市 健康・医療

インフルエンザ予防接種及びお

たふくかぜ予防接種費用助成事

業

６か月児～中学３年生以下のインフルエンザ予防接種費用２，０００円と、１歳～４歳未満のおたふくかぜ予防接種費用３，０００円

を助成。
健康増進課 029-892-2000

茨城県 稲敷市 健康・医療 医療費助成制度（マル福） 高校3年生相当まで医療費を助成。 保険年金課 029-892-2000 http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page000573.html

茨城県 稲敷市 子育て,教育,就学
児童生徒用ヘルメット購入費補

助金交付事業
市内の小中学校に自転車で通学する児童生徒にヘルメット購入費を全額補助。 学務管理課 029-892-2000

茨城県 稲敷市 移住者限定支援
稲敷市わくわく茨城生活実現事

業

東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就

職した場合、もしくは起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給。
まちづくり推進課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007128.html

茨城県 稲敷市 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 稲敷市結婚新生活支援事業 稲敷市で新生活を始める新婚世帯に対し、住宅取得、賃借、引越しのために支払った費用、最大30万円を補助。 まちづくり推進課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007502.html

茨城県 稲敷市 住宅改修
稲敷市三世代同居リフォーム資

金補助事業

子育ての環境の充実と移住・定住人口の増加を目的に、若年夫婦（申請者または配偶者の年齢が40歳未満の夫婦）の三世代同居（近

居）のための住宅改修費を最大50万円補助します。
まちづくり推進課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004266.html



茨城県 稲敷市 住宅新築
稲敷市若年夫婦及び三世代同居

マイホーム取得支援助成事業

移住・定住と三世代同居を促進し、人口減少の抑制と活力ある地域社会を築くため、若年夫婦（申請者または配偶者の年齢が40歳未満

の夫婦）の新築住宅の取得に係る費用を最大140万円助成します。
まちづくり推進課 029-892-2000 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004263.html

茨城県 笠間市 移住者限定支援,引っ越し
移住支援金（わくわく茨城生活

実現事業）

東京圏（条件不利地域を除く）に在住、または東京23区内に通勤されていた方が笠間市に移住し、特定の要件を満たした場合に、最大

100万円の移住支援金を支給します。 

世帯：100万円、単身：60万円（18歳未満のお子さんがいる場合一人当たり30万円を支給します） 

※詳細はリンク先のページをご参照ください。

市長公室 企画誘致・移住推進課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page011219.html

茨城県 笠間市 起業・就業 笠間焼産地後継者育成事業
笠間焼の担い手育成を推進し、地場産業である笠間焼の振興を図ることを目的として、新たに市内で窯業を創業する者に対して、創業

費用を補助する。
産業経済部商工課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page007430.html

茨城県 笠間市 起業・就業 友部駅前創業支援事業 友部駅に接する商業地域の活性化を図るため、対象区域内の空き店舗等に出店する事業者に対し、創業費用を補助する。 産業経済部商工課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page013264.html

茨城県 笠間市 起業・就業 創業支援事業 商業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図るため、市内で創業する事業者に対し、創業費用を補助する。 産業経済部商工課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page012307.html

茨城県 笠間市 健康・医療 がん患者サポート事業
若年がん患者が在宅生活を送るうえで必要な福祉用具やがんの治療による外見の悩みを抱えている方の補正具（ウィッグ・乳房補正

具）について、費用の2分の1（上限3万円）を助成。
保健福祉部健康医療政策課 0296-77-9145 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page013302.html

茨城県 笠間市 移住体験,農業
日帰り市民農園（生き活き菜園

はなさか）

農業者以外の方が、レクリエーション目的などで区画の農地を利用して自家用の野菜や花などを育てるための農園。10,470円／1区画

（30㎡）
産業経済部農政課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/dir001644.html

茨城県 笠間市 農業 樹園地継承支援事業 果樹農家を目指した研修受講者に対し、研修期間中の生活費を支援する事業。120万円／1年　最長2年交付 産業経済部農政課 0296-77-1101

茨城県 笠間市 子育て,健康・医療
小児インフルエンザ予防接種助

成事業
小児インフルエンザの予防接種に要した費用のうち、満1歳～12歳に2回、13歳～15歳に1回、接種1回につき1,000円を助成。 保健福祉部健康医療政策課 0296-77-9145 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page000259.html#shoni

茨城県 笠間市 子育て,健康・医療 医療福祉費助成制度（マル福） ０歳～１８歳までの入院・外来および妊産婦等の健康保険が適用される医療費について、一部を助成。 保健福祉部保険年金課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page008925.html

茨城県 笠間市 出産,健康・医療 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精、顕微授精）１回につき、限度額１０万円を助成（年齢等により補助回数等の制限あり。）また、特定不妊治

療の一環である「男性不妊治療」に対しても、条件により限度額５万円を上乗せ補助。
保健福祉部健康医療政策課 0296-77-9145 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page004869.html

茨城県 笠間市 子育て,出産,健康・医療
子育て世代包括支援センター事

業

無料で、妊産婦への個別サポート、助産師による母乳相談が利用可。また近隣産婦人科医院で母体ケアや乳児ケアが受けられる「産後

ケア」は利用料の8割を公費負担している。
保健福祉部健康医療政策課 0296-78-3155 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page007538.html

茨城県 笠間市 子育て,教育

児童館運営事業笠間市児童館

（笠間キッズ館）子育て支援セ

ンター「かんがるー」

児童が放課後や休日に気軽に利用できる施設として、また、児童と保護者が遊びを通してふれあいや交流を促進する場を提供。年間を

通してイベントも実施。
保健福祉部子ども福祉課 0296-77-1101 http://www.kasama-pocket.jp/page/page000016.html

茨城県 笠間市 子育て,教育

地域子育て支援拠点事業子育て

支援センター「みつばち」「く

りのこ」

子育ての不安を緩和し、子どもの健やかな育ちを応援するため気軽に集まれる交流の場を提供。また、子育てについての相談・情報の

提供や子育てに関する講座を実施。
保健福祉部子ども福祉課 0296-77-1101 http://www.kasama-pocket.jp/page/page000016.html

茨城県 笠間市 交通機関利用,高齢者支援
高齢者運転免許自主返納支援事

業

笠間市に住民登録されている65歳以上の方で、自主的に運転免許の全部を返納した方に交通チケット12,000円分（デマンドタクシーか

さまの回数券、市内タクシー利用券、バス利用券の何れか１つ）を支給。
市民生活部市民活動課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page000358.html

茨城県 笠間市 起業・就業 笠間市企業立地促進事業補助金
製造業など指定業種が１ヘクタール以上の用地を購入し、市民雇用人数などの要件を満たした場合に、対象要件により最大５億円を補

助。
市長公室 企画誘致・移住推進課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page005889.html

茨城県 笠間市 交通機関利用,高齢者支援
デマンドタクシーかさま運行事

業

市民の日常生活の移動手段のひとつとして、月曜日～土曜日の週６日間、市内全域を運行する乗合タクシー。※料金は、1回の乗車につ

き400円
市長公室企画政策課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/dir002951.html

茨城県 笠間市 農業
新規就農者農業機械・農業用施

設等導入支援事業

認定新規就農者が、農業開始に必要となる農業機械・農業用施設等の導入等に必要な事業費を助成する事業。1／2以内（年１回40万円

以上・上限5年間で補助額300万円）
産業経済部農政課 0296-77-1101

茨城県 笠間市 子育て,教育 寺子屋事業

小学５・６年生を対象に，土曜日の午前に開講している学びの場。３時間ほどの間で英語・算数・国語・自主学習を行う。参加費は月

1,000円～2000円。きめ細かい指導で学習意欲の高揚と学力の向上をめざす。 

令和4年度開校期間：　令和4年5月14日（土）～令和5年3月18日（土）　※毎週土曜日

生涯学習課社会教育Ｇ 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page008344.html

茨城県 笠間市 子育て,教育

算数・数学学力向上支援事業

（１（ワン）２（ツー）３（ス

リー）笠間プロジェクト）

全小・中・義務教育学校に算数・数学学力向上支援員を配置。ティームティーチングによる児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細や

かな指導で，学力向上を支援。
教育委員会学務課 0296-77-1101 https://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/page/page000918.html

茨城県 笠間市 子育て,教育
英語教育強化推進事業（ＡＢＣ

笠間プロジェクト）

全小・中・義務教育学校にＡＥＴを常勤として配置。希望する小・中・義務教育学生及び教員対象の英語集中プログラムを開催。小学5

年生から中学校3年生（義務教育学校5年生から9年生）に英検受験料を一部助成。国内施設（ブリティッシュヒルズ）での2泊3日の宿泊

を通じて、異文化交流の体験を実施（授業料や宿泊費等を補助）。

教育委員会学務課 0296-77-1101 https://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/page/page000116.html

茨城県 笠間市
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸
空家活用支援補助金

空家・空地バンク登録物件の修繕経費の1/2以内、登録物件の取得または賃借に要する費用の一部、家財道具等の処分に必要な経費の一

部、既存住宅状況調査費用の1/2以内を補助。
市長公室 企画誘致・移住推進課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page003291.html

茨城県 笠間市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 笠間市空家・空地バンク制度

売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた空家・空地情報を登録し、利用希望者（市に定住または定期的な滞在を目的とし

て、バンクに登録された空家等の利用を希望する方）に空家等の情報を提供する制度。 

※空家活用支援補助金の対象となる場合あります。

市長公室 企業誘致・移住推進課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page003290.html

茨城県 笠間市 移住体験
定住化促進事業（移住体験ツ

アー）

移住希望者に笠間の自然や文化に触れていただく、市内を巡るツアーを実施。 

令和4年度は10月頃開催予定。
市長公室 企画誘致・移住推進課 0296-77-1101

茨城県 笠間市 移住体験
定住化促進事業（ちょこっと移

住体験）

移住を考えている方が、笠間市での暮らしを体験できる、空家を活用した移住体験施設を提供。（１泊2,000円で利用可能） 

宿泊期間：3泊4日以上2週間（13泊）以内　※年度内2回上限
市長公室 企業誘致・移住推進課 0296-77-1101 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page011124.html

茨城県 笠間市 移住体験,農業 笠間クラインガルテン
里山の自然豊かな環境にある、ログハウス風の宿泊施設付き市民農園。週末や休暇を利用して農業体験、田舎暮らしが楽しめる。年間

利用料419,030円／1区画（300㎡）。
産業経済部農政課 0296-77-1101 http://www.kasama-kg.jp/

茨城県 北茨城市 子育て,教育 中学校の給食費無料 市内中学校に通う生徒の給食を無料。市内小学生については毎月500円の助成を行う。 教育委員会学校給食センター 0293-43-4661

茨城県 北茨城市 健康・医療 不育症治療費助成事業 不育症治療を受けている方の経済的負担軽減のために、治療費の一部を助成する。 市民福祉部健康づくり支援課 0293-43-1111 https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2019080100065/

茨城県 北茨城市 教育
小学校入学時のランドセル、道

具箱、スプーンセット配布
市内小学校へ入学する児童に、入学式の日に学校で配布します。 教育委員会教育総務課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/

茨城県 北茨城市 教育 外国語指導助手の配置 小学校外国語活動及び中学校外国語教育（英語）の充実と、国際理解教育の推進を図るため、外国語指導助手（ALT)を設置します。 教育委員会学校教育課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/

茨城県 北茨城市 子育て 放課後児童健全育成事業
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、授業終了後に、適切な遊びや生活の場を提供します（学童クラブ8ヵ所、運営週

5～6回）。
市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015022400224/

茨城県 北茨城市 移住体験 お試し居住事業
市内へ移住を検討している方が、当市の風土や生活環境を体験するために居住する住宅を整備し、運営します。光熱費として1日1,000

円の負担で5日以上3ヶ月以内の利用が可能です。
市長公室企画政策課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2016050900014/



茨城県 北茨城市 子育て,住宅賃貸 子育て支援住宅
子育てがしやすいよう、広い間取りの住宅や家賃を抑えた住宅の整備を進めています。（磯原子育て支援住宅、石岡地域優良賃貸住

宅）
都市建設部建設課、市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2018091100019/

茨城県 北茨城市 住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク制度
空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を登録し、市内へ定住を目的として空き家の利用を希望する方に対

し、市がその情報を提供します。
市長公室企画政策課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2016051700019/

茨城県 北茨城市 住宅設備
合併処理浄化槽への転換推進補

助

合併処理浄化槽設置の補助を受けて浄化槽を設置するにあたり、埋設された単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から転換の場合に補助し

ます。 

※新築・改築又は増地に伴うものは除く。撤去工事前に申請すること。

環境産業部生活環境課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015021600205/

茨城県 北茨城市 住宅設備 合併処理浄化槽設置の補助
居住を目的とした住宅（小規模店舗等を併設したもので、住宅部分の床面積が総面積の2分の1以上のものを含む。但し、建売住宅、貸

家等を除く。）に浄化槽を設置する方に対し、設置費の一部を補助します。
環境産業部生活環境課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015021600205/

茨城県 北茨城市 住宅改修 住宅リフォーム資金助成補助
居住する住宅の修繕・課遺贈・模様替え等を市内業者を使って行う際に、工事価格（消費税抜き）の10パーセント（限度額10万円）を

補助します。
環境産業部商工観光課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015021900220/

茨城県 北茨城市 起業・就業 創業相談窓口
創業準備の進め方や業種・業態選び、資金計画や経営企画など様々な相談を無料で受付けております。また、北茨城市商工会経営指導

員や専門家による個別相談も可能です（予約制）。
北茨城市商工会 0293-42-2511 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015071500029/

茨城県 北茨城市 結婚
いばらき出会いサポートセン

ター会員登録助成金

未婚男女の結婚に対する希望の実現を促進するため、いばらき出会いサポートセンターへ入会した方に対し、会員登録料の一部を助成

します。
市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2017010400018/

茨城県 北茨城市 子育て 子育て支援センター
乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行います（市内2カ

所）。
市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2018022200030/

茨城県 北茨城市 子育て 子どもの家
乳幼児及びその保護者が気軽に集える場を提供し、子育てについての相談・講座、情報の提供、助言その他の援助を行います（市内2カ

所）。
市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2018022200030/

茨城県 北茨城市 子育て 保育料第2子無料化
子どもを2人以上育てている家庭の経済的な負担を軽減し、子どもを育てやすい環境づくりを推進するため、第2子以降の保育料を無料

化しています。
市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2016032900018/

茨城県 北茨城市 子育て,出産 子育て世帯応援商品券 第1子・第2子の出産に対し、地域加盟店で使用できる1万円の商品券を贈呈します。 市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2016031600025/

茨城県 北茨城市 子育て,出産 出産祝金 第3子以降の出産に対しお祝い金を支給します（第3子10万円、第4子30万円、第5子以降50万円）。 市民福祉部子育て支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015022400354/

茨城県 北茨城市 子育て,教育 ブックスタート事業 ４カ月児健康診査時、絵本のセットを贈呈します。 北茨城市立図書館 0293-42-1451 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/kosodate/02_umaretekara.html

茨城県 北茨城市 出産 不妊治療助成事業
平成25年4月1日以降に開始した治療を対象に、不妊治療費の一部を助成します（助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額と

し、１回の治療につき５万円）。
市民福祉部健康づくり支援課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015022500092/

茨城県 北茨城市 子育て,健康・医療 医療費助成事業 18歳までの医療費を無料化します。 市民福祉部保険年金課 0293-43-1111 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015022300043/

茨城県 境町
移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入,住

宅賃貸

[新設予定] 3LDK戸建タイプの新

築賃貸住宅（子育て・新婚世帯

向け）

★3LDKの新築戸建て住宅に住みませんか？入居者募集予定！★

境町への移住・定住を希望する方のための、新築戸建賃貸住宅を整備予定です。

※北関東初のPFI方式により作られる住宅で、国の交付金と民間企業の資金や経営ノウハウ等を活用して建設・維持管理・運営を行いま

す。

募集戸数：12戸

間取り：3LDK

家賃：未定

募集時期：令和４年夏頃

入居時期：令和５年３月

※予定のため変更となる可能性があります。

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/dir000101.html

茨城県 境町 移住者限定支援,子育て
移住支援金（東京圏からのテレ

ワーク移住等の世帯に100万円）

★東京23区に在住または東京圏在住で23区に通勤している方が、境町に移住した場合、要件を満たす方を対象に移住支援金を支給しま

す★

一定の期間以上、「東京23区に在住」または「東京圏在住で23区内に通勤」していた方が対象です。

その他の要件が複数ありますので、詳細ページでご確認ください。

（例）

・テレワークしている方

・対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した方

・起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方

[支給金額]

・世帯での移住：100万円（子１人につき30万円の加算あり）

・単身での移住：60万円

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page002464.html

茨城県 境町 交通機関利用,子育て,教育,通勤・通学
高速バス（東京駅直結）の通学

定期券購入費を半額助成

★「境町～東京駅線」の高速バス定期券を利用して通学する学生に、定期券購入費の半額を助成します★ 

 

助成を受けることで、月額21,000円で東京駅まで行くことができます。 

１か月定期：金額42,000円に対し助成額21,000円 

３か月定期：金額120,000円に対し助成額60,000円 

 

※「境町～東京駅線」高速バス：上りは王子駅にも停車します。トイレや充電コンセント完備で、片道最短90分です。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page002615.html



茨城県 境町 結婚,子育て,住宅新築,住宅購入
フラット35地域連携型の借入金

利を引き下げ

★フラット35の当初1年間の借入金利から年0.25％を引き下げます★

当町の「子育て世帯等定住促進奨励金」の対象となる予定の方で、フラット35地域連携型の要件を満たす方が対象です。

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page002887.html

茨城県 境町 教育

先生は全員外国人！夏休み限定

のインターナショナルスクール

｜境町イングリッシュサマース

クール＆キャンプ

★学校やキャンプで英語に親しむ、特別な夏休みのイベント★ 

 

町内の小学校３～６年生が対象です。 

町内の全小中学校に常駐しているフィリピン人講師たちが主体となって、企画・運営、進行しています。 

 

[サマースクール] 

３日間もしくは５日間の日帰りレッスンです。※学年による 

最終日には発表会を開催し、グループごとに歌やダンス、演劇、ファッションショーなど、様々なかたちで学習の成果を披露します。 

< 開催例 > 

・美術や数学、体育、理科など、様々な科目の授業を英語で体験しました。 

・東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、外国人観光客との交流を目的に、カフェやスーパーなど５つの場面を想定した英会

話を学びました。 

 

[サマーキャンプ] 

２泊３日の、オールイングリッシュで過ごすキャンプです。 

キャンプファイヤーや野外炊飯などキャンプ活動を行いながら英語レッスンに励みます。 

最終日には発表会を開催し、英語の歌やダンス、皆で作成した全編英語の町PR動画の上映などを行いました。 

 

 - - - 

 

境町では先進的な英語教育を行っています。 

（町内全ての小・中学校で、無料で受けられます） 

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001032.html

茨城県 境町 移住者限定支援,子育て,住宅賃貸

家賃減額で20,000円に！リノ

ベーション賃貸マンション｜境

町定住促進住宅「サンコーポラ

ス長田」

★移住者は家賃減額で20,000円に！リノベーション賃貸マンション★ 

 

2017年にリノベーションした、間取り2LDKの賃貸マンションです。 

 

家賃は月額35,000円（減額前）。 

さらに、町外からの転入希望者（移住者）は、家賃の減額制度があります。 

 

※家賃の減額制度 

要件にあてはまる子育て世帯であれば、中学生以下の子ども１人につき5,000円が減額されます。（最大15,000円分まで） 

→お子さんが３人いる世帯は、実際の家賃が20,000円に！ 

（本来の家賃35,000円 － 減額分15,000円 ＝ 20,000円！） 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 財政管財課 0280-81-1318 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001626.html

茨城県 境町
移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入,住

宅賃貸

[移住者限定]20年住み続けたら

無償譲渡！新築戸建住宅

★転入者限定！新築戸建住宅に20年住み続けたら、土地・建物を無償譲渡します★ 

 

境町への移住・定住を希望する子育て世帯のための戸建賃貸住宅です。 

町外からの転入希望者（移住者）限定で申込みができます。 

 

家賃は月額５万円前後。※住宅により異なります。 

20年住み続けたら、土地・建物を無償で譲渡します。 

 

続々建設予定！ 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/dir000101.html

茨城県 境町 移住者限定支援,子育て,住宅賃貸

3LDKで家賃52,000円の、子育

て・新婚世帯向け新築賃貸マン

ション｜アイレットハウス

★家賃52,000円で住める、子育てしやすい間取りの新築賃貸マンション★ 

 

境町への移住・定住を希望する方のための賃貸マンション「アイレットハウス」を整備しています。 

※北関東初のPFI方式により作られる住宅で、国の交付金と民間企業の資金や経営ノウハウ等を活用して建設・維持管理・運営を行って

います。 

 

3LDKで、子育てしやすい間取り・充実設備の賃貸住宅に、家賃52,000円で入居できます。 

※子育て・新婚世帯等であり、所得基準に該当される方 

 

< 充実設備 > 

駐車スペース、バリアフリー、宅配ボックス、エレベーター（共用部分）、防犯カメラ（共用部分）、オートロック、コミュニティ

ルーム（畳スペース）もしくは児童遊園 

 

町外からの転入希望者（移住者）を優先としています。 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002242.html



茨城県 境町 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入

新婚世帯へ引越しなど住まいの

費用を補助（最大30万円）｜境

町結婚新生活支援事業

★新婚世帯が転入・転居するときの住まいに関わる費用を補助します★ 

 

新婚世帯（婚姻届を提出した39歳以下のご夫婦）が対象です。 

転入または転居にかかる経費を、1世帯当たり30万円を上限に補助します。 

 

< 経費の例 > 

・新しく境町内に住宅を取得するときに掛かった費用 

・新しく境町内に賃貸住宅を借りるときに掛かった費用（賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料） 

・婚姻に伴う引越しで掛かった費用  

 

※所得や年齢の要件があります。詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001847.html

茨城県 境町 教育

最新テクノロジーを体験できる

知育冒険キャンプ｜キッズ

フューチャーキャンプ

★小学生が最新テクノロジーを体験できる、２日間の楽しいキャンププログラムです★ 

 

小学校４～６年生が対象です。 

最新のICT（情報技術）やIoT（インターネットを活用した家電などの”もの”）に触れながら、チームで力を合わせてミッションをクリア

する、体験学習プログラムを開催しています。 

 

※過去の例：iPad、ドローン、3Dプリンター、レゴブロックのロボットを使ったプログラミングなど 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 生涯学習課 0280-81-1326 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002052.html

茨城県 境町 教育

沖縄で中学生のリーダーシップ

を育成｜境町リーダーシップ研

修in沖縄

★中学生が、豊かな自然と異文化に触れながら、リーダーシップを身につけます★ 

 

町内の中学生が対象です。 

沖縄県国頭村へ赴き、リーダーシップ研修を実施します。 

（境町と国頭村は道の駅友好交流協定を結んでおり、様々な交流を行っています。） 

 

参加する子どもたちは、豊かな自然と異なる文化を持つ国頭村で民泊をし、様々な体験を通じてコミュニケーションを図りながら、

リーダーシップを磨いていきます。 

費用は無料で参加できます。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 生涯学習課 0280-81-1326 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002029.html

茨城県 境町 子育て,出産,健康・医療
20歳まで医療費を助成｜境町医

療費助成事業（マル境）

★医療費が中学３年生まで完全無料です 

★しかも20歳の学生まで医療費を助成します 

 

中学３年生までの子どもの医療費が、全額助成されます。 

 

また、高校生までの子どもや、妊産婦等も、医療費の一部が助成されます。 

（茨城県の医療福祉費支給制度「マル福」に準じます） 

 

さらに、20歳までの大学生等も、医療費の一部が助成されます。 

 

全国トップクラスの医療費助成で子育てをサポートしています。 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 保険年金課 0280-81-1306 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000464.html

茨城県 境町 子育て,教育
小・中学生の給食費半額、第３

子以降は無料｜給食費の補助

★小・中学生の給食費が半額もしくは無料になります★ 

 

小・中学生の給食費が、第１子・第２子は半額になります。 

また、第３子以降は、きょうだいの年齢に関わらず、無料になります。 

所得制限もありません。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 学校給食センター 0280-86-5907 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001178.html

茨城県 境町 子育て

第２子以降の保育料無料・３～

５歳児の給食費無料など｜保育

の支援制度

★第２子以降の保育料が無料！★ 

「幼児教育・保育の無償化」で利用料が無償にならない０～２歳児について、第２子以降の保育料を全額補助しています。（所得制限

なし） 

 

★３～５歳児の給食費が無料！★ 

「幼児教育・保育の無償化」で無償にならない３～５歳児の給食費について、主食・副食費を全額補助しています。（所得制限なし） 

給食費5,300円×12か月×３年間＝約19万円を助成！ 

 

★使用済み紙おむつの持ち帰りなし！★ 

町内すべての保育園・認定こども園に使用済み紙おむつの回収ボックスが設置されているため、紙おむつを持ち帰る必要がありませ

ん。 

 

 

境町の保育料は最高で32,000円（11階層）のため、比較的低額に設定されています。 

各支援制度の詳しい内容はお問合せください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001032.html



茨城県 境町 出産
特定不妊治療費の一部を補助｜

特定不妊治療費助成事業

★特定不妊治療、男性不妊治療の一部費用を助成します★ 

 

１回の治療につき10万円を限度に、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）、男性不妊治療の治療費を助成します。 

特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合には、その額に上乗せがあります（上乗せ上限５万円）。 

 

対象者や助成額など詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 健康推進室 0280-87-8000 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000865.html

茨城県 境町 子育て,出産

子育てヘルパーによる家事・送

迎・預かり・買い物など支援｜

子育て応援チャイルドケアプロ

ジェクト

★ヘルパーさんがパパママの子育てをサポートします★ 

 

ヘルパーさん等がご自宅を訪問し、調理や洗濯、掃除、買い物代行、お子様の送迎・預かりなど、家事・育児面でパパママをサポート

します。 

１時間あたり500円で利用できます。 

 

｜パパママお助けヘルパー｜ 

　　母子手帳取得後から産後１年未満の方が対象です。 

 

｜子育てサポーター｜ 

　　生後６か月以上から小学生までのお子さんを養育されている方が対象です。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 健康推進室 0280-87-8000 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002218.html

茨城県 境町 子育て チャイルドシート購入補助金

★チャイルドシートの購入費用を補助します★ 

 

２歳未満のお子さんがいる方が対象です。 

チャイルドシートの購入費用の一部を補助金として交付します。 

（子ども１人につき１回まで、上限8,000円） 

 

詳しい内容は、制度の詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000403.html

茨城県 境町 移住者限定支援,結婚,子育て,住宅賃貸

家賃の補助（最大２年間で36万

円分）｜民間賃貸住宅家賃助成

金

★民間の賃貸住宅に入居している方へ、家賃の一部を助成します★ 

 

境町に転入した、新婚世帯（婚姻後３年以内）又は子育て世帯（中学生以下の子を養育している）が対象です。 

 

最大２年間、家賃の一部を助成します。 

ひと月の助成上限 1万5,000円 × 24か月 ＝ ２年間で最大36万円の補助！ 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001938.html

茨城県 境町 教育
国際感覚を育む交流｜小学生ア

ルゼンチン派遣事業

★小学生がアルゼンチン共和国へ赴き、国際交流を行います★ 

 

希望する小学生を対象に、アルゼンチン共和国へ派遣し、国際交流を行っています。 

異国の文化や生活習慣など、世界を直接を体験しなければ感じることのできない感覚を培い、国際感覚豊かな児童の育成を目指してい

ます。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002054.html

茨城県 境町 教育,奨学金,就学
条件を満たせば返還不要の奨学

金｜返還免除型奨学金

★ 条件を満たす方は返還不要！ 

★ 就学のために経済的支援が必要な大学生等へ、無利子の奨学金を貸し付けます 

 

対象は、大学生、大学院生、短期大学生、専門学生です。 

 

学校卒業後、境町に一定期間継続して居住した場合、返還を免除します。 

 

奨学金は年額24万円です。 

（卒業後、農業に関連する産業への就職を希望する方は、さらに24万円が上乗せされます。） 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001760.html

茨城県 境町 教育
英検受験料の全額補助｜境町英

語力UPチャレンジ事業

★小・中学生が、年１回、英語検定を無料で受けられます★ 

 

町内の小・中学校の児童生徒が対象です。 

英検（実用英語技能検定）の検定料を、年度内に１人あたり１回分、全額補助します。 

受験料は通常、５級3,000円～１級9,500円かかりますが、どの階級でも無料で受けられます。 

 

英検は町内の各小・中学校で受験できますので、学年全員でチャレンジしています。 

（小学６年生の半数以上が英検５級以上に合格した実績あり。全員が、英検３級の合格を目指しています！） 

 

 - - - 

 

境町では先進的な英語教育を行っています。 

（町内全ての小・中学校で、無料で受けられます） 

別の記事でご案内していますので、ぜひそちらもご覧ください。 

（スーパーグローバルスクール事業）

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001032.html



茨城県 境町 教育
先進的な英語教育｜スーパーグ

ローバルスクール事業

★境町の小中学校を卒業すると、英語が喋れるようになります！★ 

 

全小・中学校に、高い英語スキルを持った複数のフィリピン人講師が常駐しています。 

朝の朗読時間や総合的な学習の時間などで毎日「英語」の時間を設定し、歌って踊って学ぶ、楽しい英語教育を行っています。 

また休み時間や給食中などに講師とふれあい、いつでも英会話を体感できます。 

 

小学１年生から日常的に英語に触れる教育環境を整えることで、グローバル社会で活躍できる人材を育成します。 

 

 - - - 

 

境町の小・中学生は、英検を年１回、無料で受けられます。 

スーパーグローバルスクール事業で育った英会話力で、毎年全員がチャレンジしています。 

別の記事でご案内していますので、ぜひそちらもご覧ください。 

（境町英語力UPチャレンジ事業）

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001032.html

茨城県 境町 教育 ７つの習慣小学校導入推進事業

★境町の子どもは、誰もが次世代のリーダーになれます★ 

 

「７つの習慣※」をもとにプログラミングされた「リーダー・イン・ミー ７つの習慣」を町内全ての小・中学校の教育現場に導入して

います。 

 

自分自身の強みを活かし、自分の頭で考え主体的に行動できる、次世代のリーダーとなりうる人材の育成を目指します。 

 

※７つの習慣：スティーブン・R・コヴィー博士が、過去200年の成功に関する文献を研究。「主体的である」、「最優先事項を優先す

る」、「Win-Winを考える」など、自らの成長を促し長期にわたり成功するための習慣が７つにまとめられています。

茨城県境町 学校教育課 0280-81-1325 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001032.html

茨城県 境町 子育て,教育

学童の定員倍増、全小学校区の

校舎近くに整備｜児童クラブ事

業

★放課後児童クラブを、全小学校区に設置しています。定員も倍増！★ 

 

放課後に保護者が不在となる家庭のお子さんを対象に、家庭的な雰囲気の中で遊びや生活の場を提供しています。 

全小学校が、校舎近接地に大型の児童クラブを設置しているため、移動ストレスゼロで、安心・安全の放課後を過ごすことができま

す。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001934.html

茨城県 境町 子育て,出産

育児用品クーポン最大３万円プ

レゼント｜赤ちゃん紙おむつ等

購入費助成事業

★育児用品の購入クーポンを３万円分プレゼント★ 

 

１歳未満のお子さんを育てる家庭が対象です。 

「境町にこにこ赤ちゃんクーポン券」最大30,000円分を交付しています。 

育児で必要となる紙おむつや粉ミルク等、育児用品を購入する際に使用できます。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000831.html

茨城県 境町 子育て,出産
第３子以降に50万円｜子育て出

産奨励金支給事業

★第３子以降を出産された方へ、50万円をプレゼント★ 

 

第３子以降の出産に対し、奨励金を総額50万円支給します。 

（０歳時、３歳時、６歳時の計３回に分けて支給されます。） 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000400.html

茨城県 境町 子育て,出産
子育て製品プレゼント｜新生児

記念品給付事業

★出産された方に「エジソンママ」の子育て製品をプレゼント★ 

 

出生届を提出された保護者の方が対象です。 

お子さんの誕生を記念して、育児用品をプレゼントします。 

 

育児用品メーカーとして知名度の高い「エジソンママ」ブランドで、どちらかお好きなものを選べます。 

・子育て製品セット（バッグインバッグ、調理セット、お食事トレイ、ファーストスプーン） 

・名前入りスプーン＆フォークセット 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002019.html

茨城県 境町 子育て,出産
授乳服をプレゼント｜子育て支

援サポート事業

★妊娠された方に「モーハウス」授乳服をプレゼント★ 

 

母子手帳の交付を受けた女性の方が対象です。 

（有）モーハウス製の授乳用ブラジャーと授乳服（妊娠中から使用できます）をプレゼントします。 

 

また、年に数回、モーハウスの講師により、産前・産後のママたちに楽しんでもらう講座を開催しています。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 子ども未来課 0280-81-1301 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page002019.html



茨城県 境町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
店頭金利から1.60%優遇｜住宅

ローン優遇措置

★住宅ローンの金利を1.6％優遇します★ 

 

移住・定住者の方が対象です。 

住宅ローンについて、町内に支店を置く金融機関より借入する場合、店頭金利から全期間1.60%優遇します。 

 

対象の金融機関 

・（株）常陽銀行 

・（株）筑波銀行 

・茨城県信用組合 

・結城信用金庫 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000069.html

茨城県 境町 結婚,子育て,住宅新築,住宅購入

子育て・新婚世帯の住宅新築・

購入者へ50万円｜子育て世帯等

定住促進奨励金

★子育て・新婚世帯で住宅を新築・購入された方に、50万円をプレゼント★ 

 

子育て世帯（中学生以下の子を養育する世帯）または新婚世帯（婚姻後3年以内）が対象です。 

住宅を新築または購入された方に、奨励金として50万円を交付します。 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000070.html

茨城県 境町 移住者限定支援

Iターン移住者へ奨励金（町民税

相当額最大50％分）｜移住促進

奨励金

★初めて境町に転入された方に、町民税額の一部を奨励金としてプレゼント★ 

 

 

境町に初めて転入し定住された方が対象です。 

最大４年間、町民税額の一部を奨励金として交付します。[全国初！] 

・移住から2・3年目：町民税額の10分の3相当額 

・移住から4年目：町民税額の10分の4相当額 

・移住から5年目：町民税額の10分の5相当額 

 

例えば、町民税額が12万円の方では・・・合計18万円を受け取れます！ 

（2年目3.6万円、3年目3.6万円、4年目4.8万円、5年目6万円） 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000073.html

茨城県 境町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入

Iターン・Uターン者へ新築・購

入住宅の奨励金（固定資産税相

当額）｜定住奨励金

★転入し住宅を新築・購入された方に、建物部分の固定資産税相当額をプレゼント★ 

 

境町に転入し（または転入後２年以内に）住宅を新築または購入された方が対象です。 

固定資産税（建物部分）相当額を、最大３年間、奨励金として交付します。 

 

例えば、固定資産税が７万円（新築の減税措置後の税額）の方では・・・ 

合計21万円を受け取れます！（７万円×３年間） 

 

詳しい内容は、記事のタイトルから詳細ページをご覧ください。

茨城県境町 地方創生課 0280-81-1309 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000034.html

茨城県 桜川市 移住者限定支援,起業・就業
桜川市わくわく茨城生活実現事

業

東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就

職した場合、もしくは起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合に移住支援金を支給
ヤマザクラ課 0296-58-5111 https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page006814.html

茨城県 常総市 子育て
18歳以下の国民健康保険税均等

割額の減免

国民健康保険税において、18歳以下の均等割額を減免（令和4年度課税分より実施） 

下記の場合は除きます。 

①国の法定軽減（未就学児に対する軽減）に該当する場合 

②世帯内の被保険者の所得金額の合計が、500万円を超える場合 

助成率:1/2 

助成期間:18歳に達する日以後最初の3月31日以前の国民健康保険税被保険者である期間

健康保険課 297232111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/eisei/kenko/hof01/news/1649829136564.html

茨城県 常総市 農業
新規就農者農地等賃借料助成事

業

農地等の賃借料の２分の１の額を助成 

※交付対象となる経費は、認定新規就農者が3年以上の賃借権を設定した農地及び施設の賃借に要する経費 

 

限度額:最大５万円 

※ただし、10アール当たり1万円、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

助成期間:認定新規農業者となった日から最長3年間

農政課 0297-23-2111

茨城県 常総市 住宅購入
空家等バンク活用支援補助金(物

件の取得）
空家等バンク登録物件の取得に要する費用のうち5%までを補助（上限額300,000円） 都市計画課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/toshikeikaku/tok06/akiya_/index.html

茨城県 常総市 住宅改修
空家等バンク活用支援補助金(物

件の修繕）
空家等バンク登録物件の修繕費用のうち1/2までを補助（上限額300,000円） 都市計画課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/toshikeikaku/tok06/akiya_/index.html



茨城県 常総市 起業・就業,引っ越し わくわく茨城生活実現事業

東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、以下のいずれかに該当する場合には移住支援金を支給　 

①対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職　　　　　　　 

②プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業 

③勤務日の過半、移住先においてテレワークで業務にあたる場合 

④常総市が定める「関係人口」の要件に該当する場合 

⑤起業し地域課題解決型企業支援金の交付決定を受けた場合 

支給額 

世帯:100万円 

単身: 60万円 

※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は一人につき最大30万円を加算

商工観光課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/shoko/sar06/gyomu/syurou/1611898085644.html

茨城県 常総市 健康・医療 産婦健康診査・産後ケア事業

【産婦健康診査】産後２週間健診・産後１か月健診時に費用の一部を助成 

助成上限額：１回あたり5,000円 

 

【産後ケア事業】産婦健康診査の結果，支援が必要と認められる産後４か月までの産婦とその赤ちゃんに対して助産所もしくは産科医

療機関に委託し，産後ケアにかかる費用の一部を助成 

≪産後ケア自己負担額≫通所ケア：2,500円　宿泊ケア：5,000円～5,500円

保健推進課 0297-23-3111 http://www.city.joso.lg.jp/jumin/kosodate_kyoiku_sports/kosodate/hoken/1420780284615.html

茨城県 常総市 健康・医療 不妊治療費助成
不妊治療に要する費用の一部を助成 令和3年度に治療を開始したもので、茨城県の助成対象者のみ 

助成上限額：50,000円
保健推進課 0297-23-3111 http://www.city.joso.lg.jp/oshirase/boshu/1421113008708.html

茨城県 常総市 健康・医療
予防接種費用助成（高齢者肺炎

球菌）

65歳以上で，定期予防接種対象以外の方に予防接種費用の一部を助成 

助成額：3,000円
保健推進課 0297-23-3111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/eisei/hoken/hof07/news/yobousettusyu/1432875317878.html

茨城県 常総市 子育て,健康・医療
予防接種費用助成（季節性イン

フルエンザ）

生後６か月から中学3年生を対象に予防接種費用の一部を助成 

助成額：１回につき1,000円（13歳未満：2回まで/13歳以上：1回まで）
保健推進課 0297-23-3111 http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/R4kenkoukarenda.pdf

茨城県 常総市 子育て,健康・医療
予防接種費用助成（おたふくか

ぜ）

1歳から５歳未満を対象に予防接種費用の一部を助成 ※ひとり1回のみ 

助成額：3,600円
保健推進課 0297-23-3111 http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/R4kenkoukarenda.pdf

茨城県 常総市 子育て,健康・医療

①医療福祉費支給制度(マル福）

②すくすく医療費支給制度（常

総市独自助成）

① 

・妊産婦，出生から小学6年生まで、ひとり親の保険適用分外来・入院自己負担の一部を助成（所得制限あり） 

・中学１年生から高校生相当(18歳到達年度末)までの保険適用分入院自己負担の一部を助成（所得制限あり） 

 

　※外来：1日600円（1医療機関で月2回まで）を超えた額 

　　入院：1日300円（1医療機関で月3,000円まで）を超えた額 

 

② 

・マル福所得超過者の出生から小学6年生の保険適用分外来・入院自己負担の一部を助成（所得制限なし） 

・マル福所得超過者の中学1年生から高校生相当(18歳到達年度末）の保険適用分入院自己負担の一部を助成（所得制限なし） 

・中学1年生から高校生相当(18歳到達年度末)までの保険適用分外来自己負担の一部を助成（所得制限なし） 

・妊産婦，高校生相当，ひとり親の入院自己負担金を助成 

 

　※入院自己負担金については，後日払い戻します。

健康保険課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/jumin/nenkin_hoken/seido/1421371944600.html

茨城県 常総市 子育て 出産祝金

新生児が生まれた家庭に出産祝金を支給 

 

第１子5,000円 

第2子10,000円 

第3子以降20,000円

こども課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/fukushi/kodomo/hof19/gyomu/1418627693922.html

茨城県 常総市 子育て 多子世帯子育て応援金支給事業

３人以上の児童と同居し養育または，監護している方に応援金を支給 

 

対象児童：10月1日基準日において，18歳に達した3月31日までの児童で，第3子以降の義務教育期間にある児童 

 

年額：第3子10,000円，第4子20,000円，第5子以降30,000円 

助成期間:義務教育期間

こども課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/fukushi/kodomo/hof19/gyomu/1557211179492.html

茨城県 常総市 子育て 児童クラブ

保護者が就労等の理由で,放課後や学校休業日に留守家庭となる小学校６年生までの児童に,遊びや生活の場を提供して,児童の健全な育成

を図る施設です。 

・利用日数による使用料金より利用児童２人以上いる場合の２人目の児童・及び非課税世帯：半額免除 

・利用日数による使用料金より利用児童３人以上いる場合の３人目以降の児童及び生活保護世帯：全額免除

こども課 0297-23-2111 http://www.city.joso.lg.jp/kosodate/index.html

茨城県 高萩市 住宅新築,住宅購入
たかはぎ住マイル支援補助金

（住宅取得補助）

本市への移住を促進し、地域の活性化ならびに住宅環境の改善を図ることを目的に、自ら居住する住宅を市内に取得する方に対し、費

用の一部を支援します。 

 

補助金額　１０万円（転入者の場合は１５万円）

市民生活部環境市民協働課 0293-23-7031 https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page004994.html

茨城県 高萩市 奨学金
高萩市創生奨学金返還支援補助

金

大学等進学や就職のために市外へ居住の実態を移した方が、本市にUターンした場合に、奨学金の返還に要する経費の一部を補助しま

す。補助対象となる奨学金を貸与していること、就業していること等の条件があります。（※他要件あり）
市民生活部環境市民協働課 0293-23-7031 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002697.html

茨城県 高萩市 結婚

ハッピーサポート事業（いばら

き出会いサポートセンター利用

促進補助金）

2015年4月1日以降に「一般社団法人いばらき出会いサポートセンター」へ入会しており、現に婚姻していなく、高萩市へ住所を有して

いる方（センター入会時点で満39歳以下の方）に対して、入会登録料を1万円助成します。（他要件あり）
市民生活部環境市民協働課 0293-23-7031 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page003373.html

茨城県 東海村
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅賃貸
とうかい住まいる応援補助金

村外から転入し新生活を始める新婚世帯に対し，引っ越し費用，賃貸借初期費用，住宅取得費用を1世帯当たり最大20万円まで補助しま

す。
地域戦略課 029-282-1711 https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/sougousenryaku/tiikisernyakuka/1/tokaismileouenjigyou/7008.html



茨城県 利根町 移住者限定支援,子育て,起業・就業,引っ越し
利根町わくわく茨城生活実現事

業移住支援金

移住に係る経済的負担を軽減し，東京圏からの移住を促進するため，茨城県と連携し，「利根町わくわく茨城生活実現事業」を実施し

ています。東京２３区に在住または東京圏在住で２３区に通勤する方が，利根町に移住し，就業に関して所定の要件を満たしている場

合に，２人以上の世帯で１００万円（単身の場合６０万円），さらに１８歳未満の子ども１人につき３０万円を加算して移住支援金を

交付します。交付には所定の要件がありますので，詳細は町ホームページもしくは担当課までお問い合わせください。

政策企画課　地域振興係 0297-68-2211 https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004552.html

茨城県 利根町 奨学金 利根町奨学金返還支援補助金

大学等卒業後に利根町に居住した方に対し，奨学金の返還に要する経費の一部をします。毎年１月１日を基準日とし，その前年（１月

～１２月）に返還した奨学金の額（上限２０万円）を最大１０年間補助します。対象者，対象奨学金など，所定の要件がございますの

で，詳細は町ホームページもしくは担当課までお問い合わせください。

政策企画課　地域振興係 0297-68-2211 https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004909.html

茨城県 利根町 引っ越し,住宅購入,住宅改修 利根町空き家バンク連携ローン
空き家バンク制度を利用して住宅の取得やリフォーム，住み替えをする方のうち，所定の要件を満たす方に対して，常陽銀行において

連携ローンを特別金利で提供する。
生活環境課 0297-68-2211 https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004120.html

茨城県 利根町 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
利根町空き家リフォーム工事助

成金
空き家・空き地バンクを利用し，所定の要件を満たす方に，リフォーム工事費用の総額の2分の1（上限３０万円）を助成する。 生活環境課 0297-68-2211 https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page001599.html

茨城県 利根町 子育て,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
利根町空き家子育て活用促進奨

励金

中学生以下の子供がいる世帯で空き地・空き家バンクを利用して空き家を購入又は賃借した方のうち，所定の要件を満たす方に引越し

手数料や仲介手数料の補助として，２０万円を助成する。
生活環境課 0297-68-2211

茨城県 利根町 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入
利根町新築マイホーム取得助成

金

町内に住宅を新築，建替又は建売住宅を購入した方のうち，所定の要件を満たす方に助成金を交付する。 

基本額を２５万円とし，加算要件(中学生以下の子ども，町外からの転入等)に該当する場合は，基本額と加算を合わせて最大５５万円を

助成。

政策企画課　地域振興係 0297-68-2211 http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004383.html

茨城県 那珂市 住宅新築,住宅購入,住宅設備 水道加入分担金減免

家庭向けの利用（生活用水）を目的とした、新規に水道加入申込みをする者を対象とする。 

※事業者向けの利用は対象外。・減免対象口径：13㎜、20㎜、25㎜ 

・期間：R4.4.1～R8.3.31（４年間） 

・減免額：１件につき、30,000円（税込） 

・加入分担金（税込） 

　　申請量水器口径13㎜　143,000円→113,000円 

　　申請量水器口径20㎜　286,000円→256,000円 

　　申請量水器口径25㎜　572,000円→542,000円

水道課 029-298-1111

茨城県 那珂市 子育て,通勤・通学 通学用ヘルメットの補助 登下校時や災害時に児童・生徒の安全を守るため、小学校入学時に購入費の半額を補助、また中学校入学時に無償支給します。 学校教育課 029-298-1111

茨城県 那珂市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 テレワーク移住住宅取得助成金

那珂市で「わくわく茨城生活実現事業」のテレワークの要件に該当した方が、定住を目的に、市内に初めて住宅を取得する場合、20万

円を助成します。 

 

※住宅の取得日によって申請期間が異なり、申請期間は年度ごとに区切っています。 

※現行の制度での実施は令和5年度までです。

政策企画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page007570.html

茨城県 那珂市 起業・就業 いぃ那珂オフィス

「企業」と「ひと」・「地域」を様々に結ぶ拠点として、創業支援、サテライトオフィス、コワーキングスペース、移住相談等の機能

を備えた複合施設です。 

商工会に併設しているので、市の企業支援事業「よろず相談窓口」と併せた総合的な支援を受けられます。 

 

法人登記・住所利用が可能な貸しオフィス、貸しデスクをご用意していますので、短期～中期的なプロジェクトオフィスとして、ス

タートアップの拠点として、ぜひご活用ください。

商工観光課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/iinakakurashi/page/page000098.html

茨城県 那珂市 移住体験 いぃ那珂IJU-Labo

サテライトオフィス、コワーキングスペース等を備えた複合施設「いぃ那珂オフィス」内に設置された移住の総合相談窓口です。 

原則として、事前予約制のオンライン相談とし、相談内容に応じた担当スタッフが同席することで、仕事、就農、住まいなど、移住に

関する相談にワンストップで対応します。

政策企画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page007548.html

茨城県 那珂市 農業 認定新規就農者経営支援事業 認定新規就農者が農業機械を調達するにあたり、50万円を上限に助成します。 農政課 029-298-1111

茨城県 那珂市 農業 新規就農者育成総合対策 49歳以下の認定新規就農者及び研修生に対し、経営開始資金または就農準備資金として、最大年間150万円を助成します。 農政課 029-298-1111

茨城県 那珂市 高齢者支援,介護 那珂市地域包括支援センター
高齢者に必要な介護・福祉サービスなどの総合相談窓口として、市内に3つの地域包括支援センターを設置しています。主任ケアマネ

ジャー、社会福祉士、保健師（又は看護師）の専門職を配置し、高齢者やご家族の皆さまをさまざまな面から総合的に支えます。
介護長寿課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page005822.html

茨城県 那珂市 子育て,教育,就学 就学援助制度
経済的な理由から給食、学用品、修学旅行など、修学にかかる費用負担が困難な場合に、小中学生の保護者の方へ一部援助をしていま

す。
学校教育課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page001448.html

茨城県 那珂市 子育て,出産 子育て世代包括支援センター

妊娠・出産から子育て期までの様々な相談に対応したり、子育てに関する情報を発信します。 

・妊娠中や出産後の体や心の相談、こどもの発育・発達について、母子保健コーディネータが相談支援します。（健康推進課） 

・子育て支援・サービスについて、子育てコンシェルジュが相談支援します。（こども課）

健康推進課・こども課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page006940.html

茨城県 那珂市 出産
ママパパ教室・妊娠中の健康相

談

健康な赤ちゃんの誕生とすこやかな成長を願って、妊娠中に知っておきたい体のことやおなかの赤ちゃんに必要なこと、市の子育て情

報などを発信しています。 

また、随時、妊娠中の心や身体に関する相談受付や家庭訪問も行っています。

健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000447.html

茨城県 那珂市 子育て 一時預かり（一時保育） 仕事、病気等による緊急時、育児疲れなどのリフレッシュのために保育園で一時保育を行っています。 こども課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page006655.html

茨城県 那珂市 子育て 幼稚園での預かり保育 仕事、看護及び介護などのために必要がある場合、幼稚園で預かり保育を行っています。 学校教育課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page001819.html

茨城県 那珂市 障がい者支援 在宅心身障害者（児）福祉手当
心身に障がいのある在宅の重度障がい者、または障がい児を介護・養育している方（保護者）に、月額3,000円の手当を支給していま

す。
社会福祉課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000430.html

茨城県 那珂市 交通機関利用,障がい者支援 タクシーの利用助成
在宅障がい者の方について、「タクシー券」を交付し、タクシーを利用する際の利用料を助成しています。年間最大48枚（1枚600

円）。
社会福祉課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000428.html

茨城県 那珂市 子育て,出産 新生児聴覚検査費用助成 新生児聴覚検査費用の一部を助成しています。母子手帳交付時に受診票を交付します。 健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000533.html

茨城県 那珂市 移住者限定支援 わくわくいばらき生活実現事業

東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が移住し、対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就

職した場合、起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合、テレワークにより引き続き転入前勤務先の業務に従事する場

合に移住支援金を支給

政策企画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page005622.html

茨城県 那珂市 子育て,出産 産後ケア事業
産後、家族等の十分な協力が得られず、心身のケアを必要とする方を対象に、提携医療機関や助産師からの支援を受ける費用の一部を

助成します。（産後12カ月未満）
健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jp/page/page005598.html

茨城県 那珂市 子育て,出産,健康・医療 妊婦・産婦健康診査費用の助成
妊婦健康診査費用（14回分)と産婦健康診査費用(2回分)を助成しています。 

里帰り中の健康診査費用も助成しています。
健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000447.html



茨城県 那珂市 障がい者支援 日常生活用具給付事業 身体に障がいがあるかたに、日常生活の便宜を図るための用具を、障がいに応じて給付しています。（事前の申請が必要です。） 社会福祉課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page001629.html

茨城県 那珂市 起業・就業,農業 中小企業販路拡大補助金
市内の中小企業者が販路拡大をめざし、見本市・展示会等に出展するための経費の補助をしています。（補助対象経費の1/2、上限5万

円）
商工観光課 029-298-1111 https://www.city.naka.ibaraki.jp/page/page004501.html

茨城県 那珂市 文化・芸術・スポーツ,子育て,教育 ブックスタート 地域に生まれたすべての赤ちゃんに、乳児健康相談（4～5ヶ月児）で絵本を読み聞かせして手渡す取組を行っています。 那珂市立図書館 029-352-1177 https://www-std-pub02.ufinity.jp/nakalib/index.php?page_id=182

茨城県 那珂市 子育て,健康・医療,高齢者支援 任意予防接種費を助成します
インフルエンザ（生後1歳～中学生以下）、おたふくかぜ（生後1歳～5歳未満）、高齢者肺炎球菌（66歳以上）、大人の風しん（妊娠を

希望する女性及び同居者）の任意予防接種費用を助成
健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jp/page/dir000476.html

茨城県 那珂市 子育て,高齢者支援,介護,障がい者支援
なかファミリーサポートセン

ター

育児や家事の援助を受けたい方（おねがい会員）に対して、育児や家事の援助を行いたい方（まかせて会員）が有償で手助けを行う組

織です。那珂市社会福祉協議会が運営していて、利用には会員登録が必要です。
那珂市社会福祉協議会 029-229-0359 http://naka-shakyo.net/kurashinootetudai/family-support/

茨城県 那珂市 引っ越し,住宅設備 生ごみ処理機器購入費補助金
生ごみ処理機器を購入した一般家庭に、購入費の一部を補助しています。（処理機器の種類によって要件、補助金額等が異なりま

す。）
環境課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000305.html

茨城県 那珂市 住宅購入,住宅改修,住宅設備 那珂市浄化槽設置事業補助金 新たに合併処理浄化槽を設置する家庭に、設置費の一部を補助しています。（浄化槽の種類によって要件、補助金額等が異なります） 下水道課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page008580.html

茨城県 那珂市 出産,健康・医療
不妊治療及び不育症治療費等の

助成

不妊、不育症の治療を受けたかたの経済的負担軽減のために、令和４年３月３１日以前に治療を開始した特定不妊治療費及び令和４年

４月１日以降に開始した不育症検査・治療費の一部を助成しています。（不妊治療は上限7万5千円、不育症は上限5万円）
健康推進課 029-270-8071 https://www.city.naka.lg.jhttps://www.city.naka.lg.jp/page/page006370.html

茨城県 那珂市 子育て,出産,健康・医療 マル福（妊産婦、小児）の拡充 妊産婦および小児マル福の所得制限を撤廃しました。小児マル福は、高校生の入院・外来まで対象を拡大しました。 健康推進課（妊産婦）、こども課（小児） 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000501.html

茨城県 那珂市 交通機関利用,高齢者支援,障がい者支援
那珂市デマンド交通ひまわりタ

クシー

日常生活の移動手段に不便をきたしているかたのために、電話予約により、同じ方向に向かう他の利用者と乗り合いで、自宅や指定の

場所から目的地まで送迎を行います。
都市計画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000462.html

茨城県 那珂市 起業・就業 よろず相談事業
企業支援コーディネーターが、窓口での相談のほか、市内の事業所を訪問しながら、市内事業者、起業・創業者へ助言、マッチングな

どの支援を実施しています。
商工観光課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page002341.html

茨城県 那珂市 住宅改修,住宅設備
那珂市空き家バンクリフォーム

補助金

那珂市空き家バンクに登録された空き家のリフォーム工事又は家財処分にかかる費用の一部を助成しています。 

補助金上限：リフォーム工事費30万円、家財処分費10万円
都市計画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page004354.html

茨城県 那珂市 住宅購入 那珂市空き家バンク

市内の空き家情報を提供しています。 

令和2年4月1日より那珂市内全域で空き家の登録ができるようになりました。 

また、空き家バンクに登録したい物件の募集も行っています。

都市計画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page004130.html

茨城県 那珂市 子育て,出産,健康・医療 乳児家庭全戸訪問

生後4か月未満のお子さんのいるすべてのご家庭を保健師や助産師が訪問し、身体測定、健康状態の確認、健康や育児に関する相談、子

育て支援に関する情報提供などを行っています。 

申込は必要ありません。初めての子育てでも安心です。

健康推進課 029-270-8071 https://naka-city.mamafre.jp/archives/service/nyuuyouji-zenko-houmon/

茨城県 那珂市 引っ越し,住宅新築,住宅購入
市街化調整区域内でも家を建て

られる区域があります

市街化調整区域内に家を建てるときに必要な出身者であるという要件を緩和し、出身者でない方でも家を立てられる区域を市街化調整

区域内に指定しました。（ただし、都市計画法に基づく開発許可等を受ける必要があります。）
都市計画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003134.html

茨城県 那珂市 健康・医療 人間ドック受診者への助成
40歳～74歳の市国保の特定健診対象者又は後期高齢者医療の被保険者で、人間ドック等を受診したかたへ助成金を交付しています 

上限額：5千円（自己負担額が5,000円未満の場合はその額）
保険課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003472.html

茨城県 那珂市 子育て,教育,健康・医療
こども発達相談センター「すま

いる」

お子さんの発達に不安を感じましたらお気軽にご相談ください。 

個別相談、遊びの教室、子育て講座などを行っています。 

対象：市内在住の18歳未満のお子さんをもつ保護者、保育園（所）・幼稚園等の施設職員

こども発達相談センター 029-353-2055 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003019.html

茨城県 那珂市 コミュニティ団体支援,子育て,出産 地域子育て支援センター

市内には3つの子育て支援センターがあり、未就学のお子さまと保護者の方を対象に、安心安全な遊び場・交流の場を提供しています。

子育て教室、年齢別親子のつどい、ベビーマッサージなどのイベントも開催しています。 

・「つぼみ」（那珂市） 

・「すくすくーる」（民間）http://www.houjyunkai.or.jp/publics/index/17/ 

・「ちいろば」（民間）http://joufukuji.a.la9.jp/ho/index.htm

地域子育て支援センター　つぼみ 029-295-7934 https://www.city.naka.lg.jp/page/page000696.html

茨城県 那珂市 子育て,健康・医療 病児保育実施施設があります
お子さんの体調が悪い場合でも保育できる施設です。お仕事やご家庭の用事等でお子さんの看病ができないときにご利用ください。 

対象児童：0歳(生後8週)から小学校3年生まで
こども課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page001369.html

茨城県 那珂市 子育て,教育 夜7時まで利用できる学童保育 共働き世帯の方が利用しやすいように、学童保育所では、夜7時までお子さまをお預かりしています。 こども課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page007010.html

茨城県 那珂市 移住体験,移住者限定支援
「いぃ那珂暮らし」の住みよさ

体験

市が用意するお試し居住施設「いぃ那珂暮らしハウス」に滞在し、実際の市での暮らしを体験して頂けます。 

利用期間：2日以上30日以内 

利用料金：3日目まで5,000円、4日目以降1日につき1,000円加算

政策企画課 029-298-1111 http://www.city.naka.lg.jp/page/page004654.html

茨城県 那珂市 子育て 第3子の保育料無料
保育所や認定こども園の保育料を、国の軽減措置外となる階層において、最年長の子どもから順に2人目を半額、3人目以降を無料とし

ています。
こども課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003342.html

茨城県 那珂市 子育て,住宅新築,住宅購入
那珂市子育て世帯等住宅取得助

成金

子育て世帯等が定住を目的に、市内に初めて住宅を取得する場合、市内転居は10万円、市外からの転入は20万円を、それぞれ助成しま

す。 

 

※住宅の取得日によって申請期間が異なり、申請期間は年度ごとに区切っています。 

※現行の制度での実施は、令和6年度までです。

政策企画課 029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/page/page002483.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育 英語検定料助成 小学校5・6年生および中学生の英語力と学習意欲の向上を図るため，保護者を対象に英語検定料の一部を助成。 指導室 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page005414.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,就学
保育園・幼稚園・認定こども園

の給食費無料
市内の保育園・幼稚園・認定こども園の給食費が無料となります。 子ども福祉課 0294-72-3111

茨城県 常陸太田市
まちづくり活動,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業,引っ越し
お試し居住があります！

常陸太田市への移住を検討している方に，風土及び日常生活を体験してもらうため，お試し居住体験事業を実施しています。 

移住を検討するための市内生活体験， 移住手続や就職・起業の準備にご活用ください。
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004799.html

茨城県 常陸太田市
移住体験,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設

備,住宅賃貸

空き家の点検や除草等の費用を

助成します
常陸太田市内の空き家の利活用を促進するため，空き家の点検や除草等費用の一部に対し，予算の範囲内で助成金を交付します。 少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page005374.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,就学 放課後子ども教室
放課後の小学校を活動場所として，地域ボランティアとの協働により，子どもたちの安全を見守りながら一緒に活動し，子どもたちが

安心して自由に｢学び｣｢体験｣｢交流｣｢遊び｣ができる環境をつくることを目的にしています。
生涯学習課　※月曜日休館 0294-72-8888 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004936.html

茨城県 常陸太田市 子育て,健康・医療 こども夜間診療 18歳までを対象に市内７医療機関の輪番制で平日夜間診療を実施しています。（月・火・水・金の午後６時～午後１０時まで） 健康づくり推進課 0294-73-1212 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page005321.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産,健康・医療 助産師なんでも相談
妊婦から産後の母親，及び出生後２歳までの乳幼児に，助産師による子育て相談・沐浴指導・授乳ケア等を１人３回まで無料で受けら

れます。
子ども福祉課 0294-72-1100

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,就学
市立小学校・中学校の給食費半

額
市立小学校・中学校の給食費が半額となります。 教育総務課 0294-72-3111



茨城県 常陸太田市 子育て,出産,健康・医療 子育てじょうづるメール
妊婦の方や乳幼児の保護者の方が安心して出産や子育てができるよう，おなかの赤ちゃんの様子や産後のお子さんの成長，健康や食事

などのアドバイス，子育てサービスなどのタイムリーな情報をメールでお届けします。
子ども福祉課 0294-72-1100 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003003.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産,健康・医療,高齢者支援,介護
ひたちおおた健康ホットライン

２４
様々な育児相談，病気やけがをした場合の対処方法など健康全般に関することを，電話・インターネットでの相談に対応します。 健康づくり推進課 0294-73-1212 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page002893.html

茨城県 常陸太田市 起業・就業
ＵＩＪターン等新規起業支援事

業費補助金

市内でUIJターン等により起業しようとする方に経費の一部を補助します。市内に住所を有し，かつ，本市に3年以上居住し，事業を継

続しようとする個人で，市内において令和5年3月31日までに起業しようとする方又は市内で起業し3年に満たない方に経費の一部を補

助。（補助率１／２，最長で起業3年目まで50万円／年度）

商工振興・企業誘致課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003747.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産,健康・医療 不育症治療費の助成
不育症治療のうち医療保険適用外の検査及び治療に要した費用の2分の1を、一人につき年間10万円を限度に通算して5年間助成されま

す。
健康づくり推進課 0294-73-1212 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004708.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産 不妊治療費の助成 不妊治療（体外受精・顕微授精・男性不妊治療）について、1回の治療につき10万円を限度に助成されます。 健康づくり推進課 0294-73-1212 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001291.html

茨城県 常陸太田市 交通機関利用,教育,就学,通勤・通学 通学用バスの定期券代助成 市内に住所を有し、高等学校に通学する方を対象に、1ヶ月当たりの金額が1万円を超える部分の8割を助成します。 企画課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003123.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,出産
ママ・プレママサロン/ブックス

タート/あかちゃんタイム

○ママ・プレママサロン 

　図書による妊娠・出産・育児についての情報提供，読み聞かせ，情報交換 

 

○ブックスタート 

　絵本が入ったブックスタートパックのプレゼント 

 

○あかちゃんタイム 

　おはなし会を行うとともに，赤ちゃんと保護者が図書館を利用しやすいように，ほかの利用者の方に協力のお願いをします。

図書館　※月曜休館 0294-72-5555 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001303.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産 乳児おむつ購入費の助成 1歳未満のお子さんをもつ保護者の方を対象に、乳児一人につき2万円を上限におむつ購入費の一部を助成します。 子ども福祉課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001293.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,就学 放課後児童クラブ 仕事と子育ての両立を支援するため，市内の全小学校区に放課後児童クラブを設置しています。 子ども福祉課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007674.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育,出産
地域子育て支援センター/レイン

ボーサークル

就学前のお子さんとその保護者を対象に，育児相談や子育ての各種講座，教室や園庭を開放し親子の交流の場を設けるなどの，子育て

に関する支援を行っています。
子ども福祉課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001312.html

茨城県 常陸太田市 子育て,教育 保育料の軽減 保育園および市立幼稚園に入園する0～2歳児の保育料を減免。3～5歳児の保育料を無償化しています。 子ども福祉課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001310.html

茨城県 常陸太田市 交通機関利用,高齢者支援 運転免許証自主返納支援事業
運転免許証を自主返納した方を対象に，市内路線バスＩＣカード（10,000円分）もしくは市内タクシー等利用券（10,000円分）を3年間

支援します。
企画課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004124.html

茨城県 常陸太田市 子育て,出産
医療福祉費支給制度（妊産婦の

マル福）

健康保険適用にかかる医療費の一部負担金を助成します。平成24年度4月1日から市独自制度により所得制限を撤廃し，対象疾病を拡大

します。
子ども福祉課・教育総務課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001290.html

茨城県 常陸太田市 子育て,奨学金,就学,通勤・通学 奨学資金返還金助成制度
定住促進の一環として，常陸太田市奨学金を受けて大学等に進学し卒業後に常陸太田市に居住される方に対して，最長10年で総額最大

200万円，奨学資金の返還金を助成します。
教育総務課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page000504.html

茨城県 常陸太田市 子育て,健康・医療
医療福祉費支給制度（子どもの

マル福）
0歳～18歳到達の年度末までのお子さんの健康保険適用に係る医療費の一部負担金を助成します。 保険年金課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001294.html

茨城県 常陸太田市 結婚,子育て,出産 出生祝品贈呈
市内に住所を定めて出生届を出された保護者の方を対象に、授乳服、抱っこひも、紙おむつなど数品目から選択していただいた記念品

を贈呈します。
子ども福祉課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004173.html

茨城県 常陸太田市
まちづくり活動,移住体験,引っ越し,住宅購入,

住宅設備,住宅賃貸
空き家・空き地バンク

空き家・空き地の売却又は賃貸を希望する所有者から、登録していただいた物件情報（空き家等情報）を市のホームページなどで公開

し、定住や住み替えなどで空き家等の利用を希望する方に物件情報を提供します。
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page002895.html

茨城県 常陸太田市
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸

空き家家財道具等処分費用助成

事業

売買または賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は賃借人もしくは購入者の方を対象に、空き家の家財道具等の処理に要

する費用を最大20万円を助成します。
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003669.html

茨城県 常陸太田市
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸
空き家リフォーム工事助成事業

売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は賃借人もしくは購入者の方を対象に、空き家の機能の維持及び向上のた

めに行う工事費を最大100万円助成します。（対象経費の2分の1を助成）
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003097.html

茨城県 常陸太田市 子育て,引っ越し,住宅改修,住宅設備
子育て世帯等住宅増改築助成事

業

子育て世帯等と同居するために住宅を増改築する方に助成金を交付します。（増改築に係る費用が100万円以上の場合、20万円。100万

円未満の場合、10万円を助成）
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page002264.html

茨城県 常陸太田市 結婚,子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入 住宅取得促進助成事業 住宅を取得する子育て世帯等や子育て世帯等と同居するために住宅を取得する方を対象に最大50万円を交付します。 少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001804.html

茨城県 常陸太田市 結婚,引っ越し,住宅賃貸 新婚家庭家賃助成事業
新たに市内の民間賃貸住宅を契約し、入居した新婚家庭を対象に月額15,000円を最大48月間、家賃を助成します。（家賃が15,000円未

満の場合はその額）
少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001001.html

茨城県 日立市 移住者限定支援,引っ越し
移住支援金（わくわく茨城生活

実現事業）

東京圏（条件不利地域を除く）に在住し東京23区内に通勤されていた方で、「テレワークなどにより仕事を継続している方」や過去に

日立市に「居住歴がある方」など一定の条件を満たす方に、移住支援金を支給します。 

世帯：100万円、単身：60万円 

※18歳未満のお子さんがいる場合一人当たり（子育て世帯加算）として30万円を支給します

都市建設部　住政策推進課 050-5528-5148 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p093157.html

茨城県 日立市 起業・就業 女性の就業専門資格取得事業

就業に直結する資格の取得費用を助成する。また幼稚園教諭免許を保有しているが更新していない者に対し免許状更新の講座受講料を

補助する。 

最大10万円

生活環境部　女性若者支援課 050-5528-4939 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/012/004/p104467.html

茨城県 日立市 起業・就業
マイクロクリエイションオフィ

ス「晴耕雨読」

「学生や主婦がチャレンジ（小さな起業）でき、地域と掛け算することができる多世代交流シェア施設」をコンセプトに、コワーキン

グスペースやサテライトオフィスとして利用できます。
産業経済部　商工振興課 050-5528-5104 https://seikouudocu.com/

茨城県 日立市
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅設備,住宅賃貸

ひたちテレワーク移住促進助成

事業

「テレワークをきっかけに、県外から日立市に移住し、自分らしく暮らし働く。」 

そんな、日立市に移住しテレワークをしながら暮らす方を対象にした助成制度です。 

【助成額（最大）】 

①住宅取得の場合　　　　　　161万5,000円 

②アパート等を賃借する場合　111万5,000円 

③実家等に住む場合　　　　　　　　 40万円

都市建設部　住政策推進課 050-5528-5148 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p088131.html

茨城県 日立市
まちづくり活動,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸
空き家利活用リフォーム補助金

空き家のリフォームに要する経費の一部を補助します。 

最大30万円（補助率：1/3）
都市建設部　住政策推進課 050-5528-5148 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p097389.html

茨城県 日立市 奨学金,健康・医療,介護,起業・就業
日立市奨学生医療・介護・福祉

職就業支援事業

日立市奨学金を利用して大学、短期大学、専門学校を卒業したかたが、卒業後市内に居住し、医療・介護・福祉関係の国家資格を取得

の上、市内事業所に就業した場合に、奨学金返還金の２分の１相当額を交付します。
保健福祉部　地域医療対策課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/005/p094844.html

茨城県 日立市 子育て,教育,就学
新入学生徒用スクールカバン購

入事業
中学校に入学する新1年生を対象に、大容量で丈夫なスクールカバンを入学式当日に贈呈しています。 教育委員会　学務課 050-5528-5124 https://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/school/001/p077531.html



茨城県 日立市 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 山側住宅団地住み替え促進事業
山側住宅団地で住宅を取得等・賃借する子育て世帯、若年夫婦世帯に対して助成を行います。 

最大111万5,000円
都市建設部　住政策推進課 050-5528-5148 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p077385.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療 新生児聴覚検査費用助成事業

新生児の聴覚障害を早期に発見し、早い段階での適切な療育につなげるため、出産した医療機関等で行う聴覚検査に係る費用の一部助

成を行います。 

最大3,000円

保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/002/003/p074856.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療
乳児１か月健康診査費用助成事

業
疾病を早期に発見し治療につなげるとともに、産後早期から母子への支援をするため、乳児1か月健康診査費用の助成を行います。 保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/002/003/p075584.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療
おたふくかぜ予防接種費用助成

事業
１歳から小学校就学前の幼児を対象に、おたふくかぜ予防接種にかかる費用の一部助成（4,000円）を行います。 保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/002/005/p075286.html

茨城県 日立市 子育て,出産 産婦健康診査事業
産後の母体回復などをケアするため、産後2週間及び産後1か月の産婦健康診査の費用を助成します。 

公費負担額：5,000円
保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/life/001/006/p066310.html

茨城県 日立市 子育て,出産 産後ケア事業

心身ともに不安定になりやすい出産直後のお母さんの育児サポートと赤ちゃんの生活リズムづくりのため、施設利用（宿泊型・日帰り

型）又は助産師による訪問型による心身のケアや指導が受けられます。 

自己負担：日帰り2,000円、1泊2日5,500円、訪問1,500円

保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/life/001/006/p00035.html

茨城県 日立市 子育て,出産
新生児誕生世帯ごみ処理袋支援

事業

次世代を担う新生児の誕生をお祝いするとともに、新生児誕生世帯では紙おむつなどたくさん使用する生活スタイルとなることから、

ごみ処理袋とエコバックを支給します。
生活環境部　資源循環推進課 050-5528-5068 http://www.city.hitachi.lg.jp/life/001/005/p064939.html

茨城県 日立市 住宅設備 蜂の巣の駆除
住宅等にある蜂の巣の駆除を無料で行います。 

駆除にあたって、殺虫剤とごみ袋（駆除した巣を入れる）のご用意をお願いします。
消防本部　警防課 0294-24-0119 https://www.city.hitachi.lg.jp/faq/shimin/014/005/p030736.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療 予防接種スケジュール配信事業
種類が多い乳幼児の予防接種について、接種忘れがないよう、「ひたち母子手帳アプリ」を通じてスケジュール管理や組み立てを自動

で行いメールやプッシュ通知でお知らせします。妊産婦期のサポートメールや市の子育て関連イベント情報なども掲載します。
保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/life/001/002/p051434.html

茨城県 日立市 子育て,出産,健康・医療
マタニティ子育てタクシー費用

助成事業

妊産婦又は乳児が、健康診査や予防接種などで市内医療機関に受診をする際，安全・安心に受診できるよう、通院時のタクシー料金の

一部を助成します。 

最大3万円

保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 http://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/002/003/matanithitakusi.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療
小児医療福祉費支給制度（マル

福）
0歳から高校生相当までの医療費の自己負担分の一部を助成しています。対象者の所得制限はありません。 保健福祉部　国民健康保険課 050-5528-5076 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/002/002/p013905.html

茨城県 日立市 子育て,健康・医療 インフルエンザ予防接種事業 生後6か月から19歳未満のかたが、インフルエンザの予防接種をした場合に費用の一部を助成します。 保健福祉部　健康づくり推進課 0294-21-3300 https://www.city.hitachi.lg.jp/statics/hitachiu/1706/p006.html

茨城県 日立市 子育て,教育,就学 ランドセルの無償支給 小学校へ入学する新1年生に対し、軽くて便利なファスナー式薄型ランドセルを入学式当日に贈呈しています。 教育委員会　学務課 050-5528-5124 https://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/school/001/p001327.html

茨城県 日立市 子育て,教育,奨学金,就学
日立市奨学金ふるさと定住促進

補助事業

日立市奨学金を利用して大学、短期大学、専門学校を卒業したかたが、Ｕターン等で市内に居住した場合に、奨学金返還金の2分の1相

当額を交付します。また、日立市奨学生医療・介護・福祉職就業支援事業を併用した場合、最大で奨学金の全額分を補助します。
教育委員会総務課 050-5528-5121 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/005/p094844.html

茨城県 日立市 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援事業

結婚を機に日立市で新生活を始めた夫婦を対象に、住宅取得・賃借、引っ越しのために支払った費用、家具・家電製品の購入費用を補

助します。 

最大40万円

保健福祉部 子ども局 子育て支援課 050-5528-5071 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p104720.html

茨城県 日立市 子育て,教育 ブックスタート事業
市内に住んでいる2歳の誕生日までの子とその保護者を対象に、絵本の読み聞かせを行いながら絵本2冊、図書館利用案内、ブックリス

ト、子育て支援情報等の入ったブックスタートパックを配布しています。
教育委員会　記念図書館 050-5528-4946 https://www.city.hitachi.lg.jp/sukusuku/006/purezento.html

茨城県 日立市 子育て,教育
「めざせ！ひたち大好き博士」

事業

小中学生が「ひたち大好きパスポート」を持参し、「自分が住むまち”ひたち”を知る・学ぶ・楽しむ」活動を行ったことをポイント化

し、ポイントの合計に応じて「ひたち大好き博士」に認定します。（土曜日は指定の公共施設が無料で利用できます）
教育委員会　生涯学習課 050-5528-5126 https://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/syogai/p001856.html

茨城県 日立市 子育て
第２子となる３歳未満児の保育

料無料

第2子の保育料は、通常第1子の保育料の半額ですが、令和元年10月から日立市独自の取組として、認可の保育園、認定こども園（保育

部分）などを利用する0歳児から2歳児クラスの第2子の保育料も無償化します。
保健福祉部　子ども施設課 050-5528-5024 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/005/003/p079591.html

茨城県 日立市 子育て,出産 産前・産後ママサポート事業
妊娠中又は出産後の世帯で、日中に頼れる親族などがいないかたを対象に、家事や育児をサポートするため、市と委託契約した事業者

のホームヘルパーが自宅へ訪問して支援を行います。（利用料は無料）
保健福祉部　子育て支援課 0294-22-3111 https://www.city.hitachi.lg.jp/life/001/006/p094288.html

茨城県 日立市 子育て,出産
お誕生おめでとう事業（出産祝

金）

次世代を担う児童の誕生を市全体で祝福するとともに、子育て世帯の経済的な支援を目的として、児童を出産した親御さんに対し、出

産祝金を支給しています。 

第1子：3万円、第2子：5万円、第3子以降：12万円

保健福祉部　子育て支援課 050-5528-5071 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/006/p050247.html

茨城県 日立市 起業・就業 まちなか空き店舗活用事業
商業機能の空洞化を解消し、空き店舗や空き家の活用とまちなかの活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し出店する方や移動販

売車で事業を開始する方に、事業を開始するために必要な経費の一部を補助しています。
産業経済部 商工振興課 050-5528-5104 https://www.city.hitachi.lg.jp/jigyo/004/001/p078532.html

茨城県 日立市 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅改修
ひたち子育て応援マイホーム取

得助成事業

日立市内に住宅取得等を行った子育て世代の方を対象に、住宅の取得費用の一部を助成します。 

最大61万5,000円
都市建設部　住政策推進課 050-5528-5148 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p066699-1.html

茨城県 日立市 住宅設備 日立市脱炭素化促進事業補助

「住宅用太陽光発電システム」、「家庭用燃料電池（エネファーム） 」及び「蓄電システム」を設置する個人を対象に、設置費の一部

を補助します。 

 

①住宅用太陽光発電システム　　　　上限30,000円（1kWあたり10,000円） 

②家庭用燃料電池（エネファーム）　１基あたり100,000円（1世帯につき1基） 

③蓄電システム	     　　　　　　　　　  １基あたり50,000円（1世帯につき1基）

生活環境部　ゼロカーボン推進担当 050-5528-5064 https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/007/011/p105278.html

茨城県 ひたちなか市 住宅設備 蓄電池補助金

蓄電システム及び太陽光発電設備をあわせて新規で設置する場合の費用の一部を補助。（別途要件あり，国・県等から補助金を受ける

場合は対象外） 

 

【助成金額】 

・上限５万円

環境政策課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/machizukuri/kankyo/1002603/1002637/1002643/index.html

茨城県 ひたちなか市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター

子育ての支援を受けたい方（利用会員）とお手伝いをしてくださる方（協力会員）による地域住民同士の相互援助サービス。 

 

【利用料金】 

・1時間500円

子ども政策課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/smile_smile/mokuteki/1006392/1005203.html

茨城県 ひたちなか市 子育て 子育て支援コンシェルジュ
「子育て支援コンシェルジュ」を配置し，子どもの預かりや子育て支援サービスについて, 行政だけでなく民間サービスについても一体

的に情報発信し、利用者一人一人に合った支援を実施 。インスタグラムでの情報発信のほか，オンライン相談も実施。
子ども政策課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/smile_smile/mokuteki/1006394/1005184.html



茨城県 ひたちなか市 子育て,健康・医療 病児・病後児保育事業
お子様が病気もしくは病気の回復期であり、保護者が就労等によりご家庭で保育ができないときに、お子様を一時的にお預かりする事

業。
幼児保育課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/smile_smile/mokuteki/1006392/1005440.html

茨城県 ひたちなか市 子育て
一時預かりの実施(一時保育・託

児サービス）
保護者の就労や病気、冠婚葬祭等の理由により一時的に家庭保育が困難になる時に利用可能。 幼児保育課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/smile_smile/mokuteki/1006392/1005438.html

茨城県 ひたちなか市 子育て,健康・医療 多胎妊婦追加健康診査

多胎妊婦の方は、妊娠中の健康診査が頻回になることから、14回の一部公費負担に加え、最大5回分の一部公費負担を追加で助成。 

 

【助成金額】 

5,000円/回

企画調整課 029-276-5222 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/smile_smile/mokuteki/1006450/1005701.html

茨城県 ひたちなか市 健康・医療 医療福祉費支給制度（マル福）

①18歳（高校3年生相当）までの外来医療費の一部を助成（所得制限有り） 

②3歳未満児の外来医療費及び18歳（高校３年生相当）までの入院医療費の無料化（所得制限有り） 

③妊産婦が産婦人科以外を受診した際の医療費の無料化（所得制限有り） 

 

【助成金額】 

①自己負担金（1日600円）以外 

②全額 

③全額

国保年金課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/nenkin/1005733/1005734.html

茨城県 ひたちなか市 住宅設備 合併処理浄化槽等補助金

合併処理浄化槽設置費，宅地内処理施設設置費，単独処理浄化槽撤去費に係る費用を補助。（別途要件あり） 

 

【助成金額】 

・合併処理浄化槽5人槽294,000円 

・合併処理浄化槽6人から7人槽342,000円 

・合併処理浄化槽8人から10人槽459,000円 

・宅地内処理施設100,000円要する費用の2分の1 

・単独浄化槽撤去90,000円

環境政策課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/gesuido/1002678/1002686.html

茨城県 ひたちなか市 教育,奨学金 奨学金返還支援補助金

奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し，返還を行っている方の奨学金返還金の一部を支援。 

対象:市内に居住し，市内で医療福祉分野等の専門職や中小企業に正規雇用され勤務する方，又は市内で起業した方や第一次産業に従事

する方で1年以上継続している方。 

 

【助成金額】 

申請の前年度に返還した額の2分の1の額（上限10万円/年）

教育委員会総務課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kosodate/kyouiku/1002163/1007548/1002167.html

茨城県 ひたちなか市 高齢者支援,住宅改修 高齢者住宅改修補助事業

対象経費（限度額10万円）のうち 

・介護保険負担割合証の負担の割合が1割のときは4分の3（上限75,000円） 

・介護保険負担割合証の負担の割合が2割のときは3分の2（上限66,000円） 

・介護保険負担割合証の負担の割合が3割のときは2分の1（上限50,000円）

高齢福祉課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/fukushi/koureisha/1007162/1008541.html

茨城県 ひたちなか市 水産業
新規漁業就業者支援事業費補助

金

漁業への就業を希望する者を，県制度の漁業就業研修（最長２年）が修了した後，引き続き雇用し自主研修（２年）を行う雇用主（漁

業者）に対して，その自主研修に係る研修指導費を市独自で補助することで，継続した漁業への雇用につなげる。 

 

【助成金額】 

月額5万円（定額） 

※雇用主への補助

水産課 029-273-0111

茨城県 ひたちなか市 農業 経営開始資金

次世代を担う農業者になることを目指す方に対し，就農直後の経営確立を支援する資金を，最長3年間，年間最大150万円を交付。 

※市から認定新規就農者に認定されていることが条件。 

 

【助成金額】 

年間最大150万円

農政課 029-273-0111

茨城県 ひたちなか市 起業・就業 空き店舗出店奨励金

市内対象地域の空き店舗に新たに店舗を開設し，3年以上継続して営業できる方を対象に奨励金を交付。※応募はひたちなか商工会議所 

 

【助成金額】 

1店舗につき上限30万円（募集件数3件）

商工振興課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/shogyo/1002780.html

茨城県 ひたちなか市 起業・就業 開業資金融資利子補給金補助金

市内で開業し，日本政策金融公庫の開業資金融資制度を利用した方の支払った利子を補給。 

 

【助成金額】 

日本政策金融公庫の開業資金融資制度を利用した開業者に対し，支払った利子の1％で年間10万円を限度に3年以内

商工振興課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/chushokigyo/1002740.html

茨城県 ひたちなか市 起業・就業
創業活動支援融資信用保証料補

助金

市内で創業し開業後1年以内の方，または市内に事業所を開設し事業を開始する方で，県の創業支援融資等を受け，茨城県信用保証協会

に支払った信用保証料を補助。 

 

【助成金額】 

茨城県信用保証協会に支払った信用保証料全額，若しくは2分の1を補助

商工振興課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/chushokigyo/1002741.html

茨城県 ひたちなか市 起業・就業 住宅資金利子及び保証料補給金

労働組合等のない中小企業にお勤めで，中央労働金庫の「住宅資金」「生活資金」「教育資金」の融資を受ける方に，利子補給及び保

証料補助。 

 

【助成金額】 

①利子補給…300万円を超える住宅資金額の利子の1％を3年以内 

②保証料補助…各融資資金額の信用保証料を5年以内

商工振興課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/chushokigyo/1002739.html



茨城県 ひたちなか市 子育て
Welcome 子育てふぁみりー

Happy 7 Days プレゼント！

・ひたち海浜公園の入園券引換券（7回分） 

・スマイルあおぞらバスの年間無料乗車券
企画調整課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/keikaku/1001676/1009531/1001688.html

茨城県 ひたちなか市 移住者限定支援
ひたちなか市わくわく茨城生活

実現事業

東京23区に在住または，東京圏在住で23区に通勤する方が移住し，対象となる就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就

職した場合，もしくは起業し地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた場合などに移住支援金を支給。 

 

【助成金額】 

・世帯100万円(18歳未満の子がいる世帯については，子1人あたり30万円加算） 

・単身60万円

企画調整課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/keikaku/1001676/1009531/1009429.html

茨城県 ひたちなか市 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
ひたちなか市結婚新生活支援事

業
結婚に伴う住宅取得経費や賃借経費，引越しに係る経費に対し，最大30万円を補助（年齢制限・所得制限あり） 企画調整課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/keikaku/1001676/1009531/1009418.html

茨城県 ひたちなか市 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
子育て世代・三世代同居住宅取

得助成金交付事業

・県外出身の子育て世帯が新たに住宅を取得する費用の一部を助成する。 

・市外から転入して三世代同居または近居を始める家族に対し，住宅の取得，増改築・リフォームに要する費用の一部を補助する。 

 

【助成金額】 

（1）子育て世帯…取得20万円 

（2）三世代同居…取得20万円，増改築等15万円 

（3）三世代近居…取得15万円，増改築等10万円 

（4）子育て世代かつ三世代同居等…取得25万円

企画調整課 029-273-0111 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/keikaku/1001676/1009531/1001679.html

茨城県 鉾田市
まちづくり活動,移住体験,移住者限定支援,起

業・就業,農業,引っ越し
鉾田市地域おこし協力隊

温和な気候に恵まれ、メロンやイチゴ等の生産が盛んな茨城県鉾田市。この地で「地域おこし協力隊」として活躍してみませんか。地

域おこし協力隊は「地域を元気にする」仕事です。都会の生活から一歩踏み出して、自然豊かな地方の暮らしを体験してみませんか。 

 

主な活動内容 

・観光振興に関する業務 

・一般社団法人観光物産協会の業務 

・観光案内及び情報等の発信 

・各種イベントの開催・支援 

・観光資源の掘り起こし・磨き上げ 

・観光ガイド 

・特産品・PRグッズ等の販売 

・移住・定住に関する業務 

・市が主催する行事への参加 

・地域が主催する行事への参加 

・活動情報等の発信（ブログ、Twitter、Facebook） 

・市内で行われる行事等の情報発信 

 

身分：市会計年度任用職員 

賃金：１７０，０００円程度（月１４０時間勤務の場合） 

手当：期末手当、通勤手当、時間外手当 

社会保険等：厚生年金、健康保険、雇用保険※自己負担が発生します。 

住居：市で用意（ただし、生活必需品、光熱水費は自己負担になります。） 

政策企画部まちづくり推進課 0291-36-7154 https://www.city.hokota.lg.jp/page/page002057.html

茨城県 鉾田市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅設備,

住宅賃貸
結婚新生活支援事業

結婚後に新たな生活を始めるための新居の購入費・家賃・引越し費用の一部を助成します。 

　　　　　　　　　　　～鉾田市は新婚後の新生活を応援します！～ 

 

【助成額】・・・最大３０万円 

 

対象となる経費（令和４年１月１日～令和５年３月３１日までの間に支払われた分） 

・新規の住宅賃貸費用（賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料）※１ 

・新規の住宅取得費用 

・結婚に伴う引越費用 

・住宅のリフォームに要した費用 

 

※１…住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外となります。 

 

 

対象となる世帯 

・令和４年１月１日から令和５年３月３１日までに婚姻届を提出した世帯 

・鉾田市に住民票のある世帯 

・婚姻の届出を受理された時点で、夫婦ともに４０歳未満であること 

・夫婦の所得の合計が４００万円未満の世帯※２ 

 

※２…令和３年分の所得で判定します。 

　　　所得４００万円とは年収にすると概ね５５０万円～５９０万円程度となります。 

政策企画部まちづくり推進課 0291-36-7154 http://www.city.hokota.lg.jp/page/page003439.html



茨城県 鉾田市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅設備,

住宅賃貸
移住定住促進助成事業

鉾田市内に定住を目的として住宅を取得した方に、費用の一部を助成します。 

　　　　　　～新たなスタートを鉾田市で始めてみませんか！～ 

 

【市外転入世帯】・・・定額２０万円 

　　※令和４年１月１日以降に鉾田市に転入し、かつ転入日から起算して過去１年間、鉾田市の住民基本台帳に記載されていない世

帯。 

 

【市内定住世帯】・・・定額１０万円 

　　※上記に掲げる市外転入世帯以外の世帯。 

 

さらに以下の条件に該当する方に対して助成金を加算します。 

※助成金限度額５０万円 

 

【子育て助成金】・・・１人につき５万円 

　　※世帯に属する１６歳未満の子ども１人につき５万円。ただし、１５歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者（養

子を含む）をいう。 

 

【三世代同居等助成金】・・・１０万円 

　　※子育て世帯に該当する対象の方の父母が、住民基本台帳上、同一世帯又は同一地番にある住宅に居住、若しくは同一敷地等にあ

る住宅に居住している場合。 

 

【鉾田市空家バンク登録物件助成金】・・・１０万円 

政策企画部まちづくり推進課 0291-36-7154 https://www.city.hokota.lg.jp/page/page003442.html

茨城県 龍ケ崎市 住宅購入,住宅賃貸 空家バンク活用促進補助金

龍ケ崎市空家バンク制度に登録された空家の売買等による家財処分や改修工事の費用の一部を予算の範囲内で補助します。 

 

■補助金額 

【家財処分費補助金】家財処分費の1/2（上限10万円） 

対象者：物件を登録した所有者 

 

【空家改修工事費補助金】改修工事費の1/2（上限50万円） 

対象者：登録物件を購入等した方（利用登録者） 

 

■主な要件 

家財処分費補助金・空家改修工事費補助金ともに、以下の交付要件のいずれにも該当する必要があります。 

 

・令和3年4月1日以降に売買契約等が締結された物件であること。 

・申請を行う時点において、売買契約等が締結された日から1年を経過していないこと。 

・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅

であること。 

・市税等を滞納していないこと。 

・登録者と利用登録者が3親等以内でないこと。 

・反社会的勢力（暴力団等）やその関係者でないこと。 

・交付申請を行った年度内に着工し、完了すること。 

・市内に本店、支店又は営業所がある業者が請け負う家財処分費又は改修工事であること。

生活安全課 0297-60-1532 https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/akiya-bank/akiyabankhojyokin.html

茨城県 龍ケ崎市 移住者限定支援,起業・就業
龍ケ崎市わくわく茨城生活実現

事業

東京23区に在住または東京圏在住で23区に通勤する方が、龍ケ崎市に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチン

グサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決

定を受けた場合に移住支援金を支給します。 

 

■移住支援金の額 

・単身世帯：60万円 

・2人以上の世帯：100万円 

・18歳未満の子がいる（子育て加算）：30万円（1人当たり加算） 

※子育て加算は、令和4年2月1日以降の転入が対象 

※予算に達した場合は事前の予告なく終了となることがあります。

まちの魅力創造課 0297-64-2751 https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/emigration/residence/ijyuushienkin.html

茨城県 龍ケ崎市 子育て,住宅新築,住宅購入
令和4年度龍ケ崎市若者・子育て

世代住宅取得補助

龍ケ崎市内の住宅購入（新築・中古問わず）で最大15万円の補助金が出ます。 

主な対象条件は以下のとおりです。 

 

・申請者・配偶者のいずれかが40歳未満、もしくは、同世帯に18歳未満の子がいる 

・令和4年1月1日から12月31日までに居住用の家を購入し、登記済 

・金融機関との住宅購入にかかるローンを締結している

まちの魅力創造課 0297-64-2751 http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/emigration/residence/housing-subsidy.html



栃木県 小山市 移住体験 おやま暮らしお試しの家

栃木県　小山市 

とちぎの南都「小山市」に住んでみませんか？ 

東京まで新幹線で約40分！ 

渡良瀬遊水地をはじめとした豊かな自然！ 

 

生活に必要な設備はもちろん、インターネット回線・Wi-Fi環境あります。 

家庭菜園で野菜や果物の収穫体験ができます。 

 

　地方移住をご検討中の皆様、おやま暮らしお試しの家で、住みやすく、暮らしやすい小山市をぜひ実感してください。

小山市役所　シティプロモーション課　移住定住推進係 0285-22-9376 https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/42/205889.html

栃木県 小山市 交通機関利用,通勤・通学
小山市新幹線通勤定期券購入補

助金

栃木県　小山市 

 

新幹線で快適な通勤をしてみませんか？ 

小山-東京　約４０分！ 

 

若者の転出を抑制し、子育て世代の移住・定住を促進することを目的として、小山市にお住まいで東京圏で新たに就職した新卒者の

方、小山市に転入し東京圏へ通勤する方に新幹線定期券の購入補助金を交付しております。 

 

○対象者：「東北新幹線」、「東海道新幹線」の通勤定期券を利用し通勤する方で、勤務先が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県であ

る方 

 

○補助限度額：1万円/月（36か月分まで）

小山市役所　シティプロモーション課　移住定住推進係 0285-22-9376 https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/shinsei-navi/12.html

栃木県 小山市 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入
小山市転入勤労者等住宅取得支

援補助金

栃木県　小山市 

小山市への転入前に2年以上東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）に住んでいて、小山市内へ転入し住宅を取得された勤労者に

対して補助金を交付いたします。 

 

　 

○補助金額 

　・新築住宅の場合：基本額30万円（最大50万円） 

　・中古住宅の場合：基本額10万円（最大20万円） 

　加算条件 

　　本人若しくは配偶者が39歳以下または同一世帯に15歳以下の子がいるとき　+10万円 

　　特定地域の住宅取得　+5万円 

　　3世代同居の場合　+5万円 

　　小山市空き家バンク登録物件を購入したとき　+10万円

小山市役所　シティプロモーション課　移住定住推進係 0285-22-9376 https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/shinsei-navi/1.html

栃木県 佐野市 文化・芸術・スポーツ,コミュニティ団体支援
佐野市生涯学習メニューパンフ

レット
楽習をサポートするメニューを紹介しています。 佐野市生涯学習課 0283-20-3109 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/shogaigakushuka/gyomuannai/2/12937.html

栃木県 佐野市 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅改修 【フラット35】地域連携型

フラット35地域連携型は、子育て支援や地域活性化について、積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取

得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を当初5年間(年-0.25%)引き下げる

制度です。 

 

【フラット35】地域連携型(子育て支援) 

「佐野市若者等移住定住促進奨励金」の交付(見込)対象者のうち、18歳未満のお子さんがいる方 

 

【フラット35】地域連携型(空き家対策) 

「佐野市空き家改修費用補助金」の交付(見込)対象者 

 

【フラット35】地域連携型(防災対策) 

「佐野市木造住宅耐震改修費等補助金(耐震建替えの場合に限る)」の交付(見込)対象者

佐野市総合戦略推進室 0283-20-3012 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/kenchikujutakuka/gyomuannai/3355.html

栃木県 佐野市 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備 さの住まいる情報 佐野市の住宅に関する情報を提供しています。 佐野市建築住宅課 0283-20-3103 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/kenchikujutakuka/gyomuannai/sumai/index.html

栃木県 佐野市
文化・芸術・スポーツ,コミュニティ団体支

援,子育て,高齢者支援
佐野市のスポーツ施設

佐野市のスポーツ施設を紹介しています。 

 

その他関連施設 

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sportsritsushisuishinka/gyomuannai/shisetsu/5315.html

佐野市スポーツ推進課 0283-20-3049 https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kanko_bunka_sports/sports/7957.html

栃木県 佐野市 文化・芸術・スポーツ,コミュニティ団体支援 佐野市市民ギャラリー
市民ギャラリーは、市民のみなさんの文化芸術分野における多様な表現活動を支援するため、市主催のイベントを開催しているほか、

ギャラリーの無料貸し出しなどを行っています。
佐野市文化推進課 0283-20-3044 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/bunkaritsushisuishinka/gyomuannai/shisetsu/5279.html

栃木県 佐野市 健康・医療 健康サポートステーション
健康サポートステーションとは、保健師、管理栄養士、歯科衛生士などの専門スタッフと個別に相談ができる場所です。日頃の健康の

お悩みをお気軽にご相談ください。
佐野市健康増進課 0283-24-5770 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kenkou/kenkozoshinka/gyomuannai/7/3899.html

栃木県 佐野市 出産 佐野市不育症治療費の助成 佐野市では、不育症治療を受けられた方の、保険適用外となった治療費の一部を助成しています。 佐野市健康増進課 0283-24-5770 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kenkou/kenkozoshinka/gyomuannai/11/3940.html

栃木県 佐野市 出産 佐野市不妊治療費の助成 佐野市では、不妊治療を受けられたご夫婦の保険適用外となった治療費の一部を助成しています。 佐野市健康増進課 0283-24-5770 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kenkou/kenkozoshinka/gyomuannai/11/3941.html

栃木県 佐野市
子育て,健康・医療,高齢者支援,介護,障がい者

支援
佐野市福祉まるごと相談窓口

少子高齢化、単身世帯の増加など、家族や地域社会の変容に伴い、地域生活課題は複雑化し、高齢や介護、障がい、子育てなど複数の

分野にまたがる課題を抱える世帯が増えています。 

佐野市では、そのような複雑・複合化した地域生活課題の解決に向けて、福祉の各分野を超えた包括的な支援の構築を目指し、「福祉

まるごと相談窓口」を設置しています。

佐野市社会福祉課 0283-20-3020 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/shakaifukushika/gyomuannai/16599.html



栃木県 佐野市 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 市民活動センターここねっと

佐野市市民活動センターは、市民みんなでつくる夢のあるまちづくりを進めるために平成20年4月、総合ボランティアセンターを改め、

NPO・ボランティア団体の活動をはじめ様々な市民活動を支援する交流拠点としてオープンしました。 

 

「ここねっと」という呼び名は、市民活動センターのモットーを読み込んだ愛称です。 

市民の皆さんが市民活動に親しみ、参加してもらえる環境づくりをお手伝いしますので、是非ご利用ください。

佐野市市民活動促進課 0283-20-3812 https://kokonet-sano.jp/

栃木県 佐野市 コミュニティ団体支援 佐野市市民活動補償制度 佐野市で市民活動を行う皆さんが、安心して活動できるよう公益性のある活動中の事故を補償する制度です。 佐野市市民活動促進課 0283-20-3812 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/shiminkatsudosokushinka/oshirase/17439.html

栃木県 佐野市 子育て チャイルドシート貸し出し

自動車に乗車している幼児(6歳未満)の安全の確保を図るため、佐野市ではチャイルドシートの貸し出しを行っています。 

 

【貸出期間】 

1ヵ月以内

佐野市市民生活課 0283-20-3014 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/shiminseikatsu/oshirase/3978.html

栃木県 佐野市 子育て
子育て支援まちなかプラザ「ゆ

めぽけっと」

佐野駅前ぱるぽーと2階「子育て支援まちなかプラザ」は、あそび場の提供、育児相談、一時預かり保育など子育て中の方を多方面で支

援しています。 

 

ふれあい広場では、お弁当やおやつを持参すると一日ゆっくり過ごせます。

佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/5/yumepoke/4047.html

栃木県 佐野市 子育て 佐野市こどもの国

佐野こどもの国(児童センター)には多目的ホールのプレイアトリウム、自由に使えるインターネット、不思議なものが体感できるおもし

ろ展示ルーム、絵本や積み木などが楽しめるプレイルームがあり、戸外では遊具や走って転がる芝生の斜面などがあります。 

※市民の方は無料です。

佐野市こどもの国 0283-21-1515 https://www.city.sano.lg.jp/sp/kodomonokuni/index.html

栃木県 佐野市 子育て,教育 佐野市児童館

遊びを通して、豊かな情操を培うことを目的とした、児童健全育成の拠点施設として、佐野市では公立の児童館を4か所に設置していま

す。 

 

プレイルームや図書室、集会室などがあり、さまざまなイベントも開催しています。入館料は無料です。乳幼児から高校生までを対象

に楽しく過ごすことができます。

佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/5/4037.html

栃木県 佐野市 子育て,教育 佐野市学童保育制度 佐野市の学童保育（こどもクラブ）を紹介しています。 佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/2/index.html

栃木県 佐野市 子育て 赤ちゃんの駅

佐野市では、乳幼児を連れた方が気軽に外出できるよう、公共施設や民間施設に「赤ちゃんの駅」があります。「赤ちゃんの駅」は、

おむつ替えと授乳の両方又はいずれか一つが可能な施設で、どなたでも無料で利用することができます。それぞれの施設ごとにおむつ

替えと授乳の区分が分かる「赤ちゃんの駅」の表示がありますので、お気軽にご利用ください。 

 

なお、赤ちゃんの駅の利用時間は施設により異なりますので、詳しくは施設にお問い合わせください。

佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/3/3979.html

栃木県 佐野市 子育て,健康・医療 佐野市ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭の親と子を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)の一部を助成する制度です。ただし、一

定の所得制限があります。
佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/3/3939.html

栃木県 佐野市 出産 佐野市妊産婦医療費 妊産婦の方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する制度です。 佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/3/3936.html

栃木県 佐野市 子育て,出産 子宝祝金（第3子から）

佐野市では、次代を担う子の出産を奨励し、豊かで活力あるまちづくりに資することを目的として子宝祝金を支給します。 

 

【祝金額】 

対象児1人つき10万円

佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/3/3977.html

栃木県 佐野市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 佐野市移住支援金

5年以上「東京23区在住の方」又は「東京圏から23区に通勤する方」が佐野市に移住し、(1)から(5)のいずれかに該当する場合に、移住

支援金(世帯で移住の場合100万円（子育て世帯加算あり）、単身で移住の場合60万円)を交付します。 

 

(1) 栃木県の企業情報掲載サイトに掲載された企業等に就職した場合 

(2) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合 

(3) 東京圏在住の就業者が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで 

    実施する方 

(4) 移住する前から佐藤の会プレミア個人会員の方(佐野市限定) 

(5) 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方

佐野市総合戦略推進室 0283-20-3012 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/sogosenryakusuishinshitsu/gyomuannai/11001.html

栃木県 佐野市

交通機関利用,移住体験,結婚,子育て,教育,出

産,健康・医療,高齢者支援,起業・就業,農業,

通勤・通学,住宅新築,住宅購入

佐野市移住・定住ポータルサイ

ト『佐野で暮らそう！』

佐野市の移住・定住情報を発信しています。 

 

『佐野で暮らそう！事務局 公式ｆａｃｅｂｏｏｋ』もご覧ください。 

https://www.facebook.com/sanoniiruyo/

佐野市総合戦略推進室 0283-20-3012 https://www.city.sano.lg.jp/ijuteiju/index.html

栃木県 佐野市 子育て,健康・医療
佐野市こども医療費助成制度

（高校3年生相当まで）

高校3年生相当（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の

医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。（学校でのケガや疾病などは対象外です。） 

 

令和4年4月受診分から、高校3年生相当（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までのお子さんが、栃木県内の医療機関等を受診す

る場合、保険診療の自己負担分については、窓口での支払いが不要になります。この窓口負担が不要になる制度を「現物給付」といい

ます。ただし、健康保険が適用にならないものや、県外の医療機関等で受診した場合は窓口払いが必要になります。 

 

(注意)医療機関等を受診する際は「こども医療費受給資格者証」と、お子さんの「健康保険証」を必ず提示してください(提示しないと

現物給付が受けられません)

佐野市こども課 0283-20-3023 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/kodomoka/gyomuannai/3/3937.html

栃木県 佐野市 子育て 佐野市保育園等

佐野市内の保育園や幼稚園などを紹介しています。 

 

佐野市では、2人目以降のお子さんが保育園に入園する場合、保育料が無料（条件あり）となります。

佐野市保育課 0283-20-3038 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/hoikuka/gyomuannai/5/index.html

栃木県 佐野市 起業・就業
佐野市新しい働き方環境整備費

補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の「通勤・対面」を前提とした勤務形態から、ICT 等を活用したテレワーク等の「新

しい働き方」に対応するため、市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を開設する事業者を支援するため、佐野市が整備

費の3分の2を補助します。

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/2/17452.html

栃木県 佐野市 起業・就業
佐野市サテライトオフィス等立

地促進奨励金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の「通勤・対面」を前提とした勤務形態から、ICT 等を活用したテレワーク等の「新

しい働き方」を推進するため、市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を整備・開設し、運営等を行う事業者等に佐野市

独自でその立地を奨励するための補助金を交付し、新しい働き方に対応したオフィス等の運営を支援します。

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/2/17694.html



栃木県 佐野市 教育 佐野市資格試験等受験料補助金

大学等の学生または生徒の能力の向上、就業機会の拡大を図るため、資格試験等の受験に要する費用を助成します。 

 

【対象者】 

中学校、義務教育学校（後期課程）、高等学校、中等教育学校、大学（大学院及び短期大学を含む）、高等専門学校、専修学校等の生

徒･学生 

【対象となる資格試験及び助成額】 

令和4年1月1日以降に実施される以下の試験について、その受験料の全額を助成します。 

・108の全ての国家試験 

・調理師、准看護師の栃木県の2資格 

・日本商工会議所簿記検定1級から3級まで 

・TOEIC（トイック）

佐野市教育総務課 0283-20-3106 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/kyoikusomuka/oshirase/19334.html

栃木県 佐野市 奨学金 佐野市奨学生制度

大学等の正規の修業期間中に、月額5万円以内の奨学金を貸与します。 

 

なお、佐野市奨学金の貸与を受けていた方が、申請から引き続き5年間市内に定住する場合、返還中の奨学金の一部（月額貸与額の１/

２）を助成します。

佐野市教育総務課 0283-20-3106 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/kyoikusomuka/gyomuannai/education/14765.html

栃木県 佐野市 起業・就業 佐野市創業支援

産業政策課窓口にて相談窓口を設置し、日本政策金融公庫佐野支店、佐野商工会議所、佐野市あそ商工会等の関係機関と連携して、創

業しようとする方の相談内容に応じたサポート情報を提供しています。創業のはじめの一歩としてぜひご利用ください。 

お電話での相談も受付中です。 

・チャレンジショップ 

・空き店舗活用 

・創業塾 

・特定創業者フォローアップ補助金 

 

ホームページに、創業支援メニューや創業相談の事例紹介等をまとめた『SANO de 創業応援ハンドブック』を掲載しています。

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/2/3532.html

栃木県 佐野市 起業・就業 まちなかチャレンジショップ

物品販売業、飲食店業を営もうとする方は、まちなか活性化ビル「佐野未来館」3階フロアをチャレンジショップとして利用できます。

施設利用料及び光熱水費無料です。 

 

【ショップ概要】 

・チャレンジショップA(飲食店専用) 

・チャレンジショップB(物品販売等) 

・チャレンジショップC(物品販売等) 

【利用可能期間】 

原則6か月以内(3か月の延長可能) 

【利用可能時間】 

午前9時～午後5時

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/shisetsu/5280.html

栃木県 佐野市 起業・就業
佐野市まちなか活性化事業補助

金

中心市街地又は地域市街地で空き店舗を活用し出店する際の店舗改装費及び家賃の一部を補助します。 

 

【対象者】 

・商業団体(商店街事業協同組合等)  

・個人出店者(新たに補助対象区域内で出店する個人)  

・中小企業者(主に商業活動を行っている方)  

・まちづくり会社、NPO法人など 

【補助内容】 

・家賃(敷金、礼金、その他これらに類するものを除く) 

　月額の2分の1以内の額(24か月で72万円を限度) 

・店舗改装費 

　改装費の3分の2以内の額(当初分50万円を限度)

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/machi/4059.html

栃木県 佐野市 起業・就業 佐野市中小企業融資制度

佐野市では、市内の中小企業者のみなさまが低利な融資が受けられるよう市内金融機関及び栃木県信用保証協会と協力して、制度融資

を取り扱っています。 

・佐野市中小企業経営安定資金 

・佐野市中小企業短期資金 

・佐野市中小企業設備資金 

・佐野市中小企業創業資金 

・佐野市小規模企業者資金 

・佐野市産業振興支援資金（新事業開拓支援枠） 

・佐野市産業振興支援資金（BCP策定企業支援枠）

佐野市産業政策課 0283-20-3040 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/2/chushou/12806.html

栃木県 佐野市 農業 佐野市新規就農塾 佐野市内の熟練園芸農家のもとで1年間の研修を行い、農業経営に必要な技術、知識を習得します。 佐野市農政課 0283-20-3043

栃木県 佐野市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修 佐野市空き家改修費用補助金

佐野市への転入を促進し、それに伴う人口の増加による地域の活性化を図るため、空き家バンクを利用して空き家を購入した方がその

空き家の改修工事をする際に必要となる費用の一部を「空き家改修費用補助金」として交付するものです。 

 

【対象となる空き家】 

空き家バンクを利用して購入された空き家 

【対象者】 

売買契約締結時において、市外に居住していることや、契約日から1年を経過しないこと等の要件があります。 

【補助金額】 

補助対象経費（改修費）の2分の1 最大50万円 

改修工事と同時に耐震改修を行う場合は、耐震改修に要する費用の2分の1　最大50万円を加算

佐野市建築住宅課 0283-20-3103 https://www.city.sano.lg.jp/ijuteiju/sumu/housing_bank/943.html



栃木県 佐野市 結婚,子育て 佐野市結婚新生活支援補助金

佐野市では、結婚を機に始まるお二人の新しい生活を応援するため、新居の購入費用、リフォーム費用、家賃、引越し費用の一部を最

大30万円助成します。 

 

【対象者】 

当該年度に婚姻届が受理された新婚世帯の方 

なお、婚姻時に、夫婦のいずれもが39歳以下であることや、夫婦の前年中における所得の合計額が400万円未満であること等の要件があ

ります。 

【助成の対象となる費用】 

新婚世帯が市内で住宅を購入・リフォーム・賃借するための費用、及び、引越費用

佐野市総合戦略推進室 0283-20-3012 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/sogosenryakusuishinshitsu/gyomuannai/17286.html

栃木県 佐野市 住宅購入,住宅改修 佐野市空き家バンク 佐野市内にある空き家を有効活用するため、空き家バンクでは空き家等の情報発信を行い、佐野市への移住及び定住を応援します。 佐野市建築住宅課 0283-20-3103 https://www.city.sano.lg.jp/cgi-bin/recruit.php/2/list

栃木県 佐野市 移住体験 佐野市おためし住宅

佐野市のおためし住宅は佐野駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 

周辺は住宅街で、地方のまちなかでの暮らしが体験できます。 

 

佐野市の伝統工芸である天明鋳物を扱っていた小島家の住宅が移住体験住宅です。約200年の古民家で、一部を修繕し、移住体験してい

ただけます。 

 

【利用期間】 

1回につき、7日以上30日以下です。 

【利用負担金】 

7日ごとに10,000円（光熱水費込み）です。 

なお、30日の場合は30,000円（光熱水費込み）となります。 

(注意) 食費や交通費、生活に必要な消耗品は自己負担です。 

 

※とちぎでTRY！テレワーク移住体験補助金（とちぎお試しテレワーク推進事業）を利用できます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/otameshi_telework.html

佐野市総合戦略推進室 0283-20-3012 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/sogosenryakusuishinshitsu/gyomuannai/16052.html

栃木県 塩谷町
結婚,子育て,農業,住宅新築,住宅購入,住宅賃

貸
塩谷町空き家バンク制度

塩谷町内にある、空き家や土地等を「売りたい、貸したい方」と「買いたい、借りたい方」へ空き家バンク制度を通して、仲介を行っ

ています。 

空き家を有効活用したい方、空き家をお探しの方は、町ホームページをご覧いただくか、町企画調整課までお問い合わせください。

企画調整課 0287-45-1112 https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/1080

栃木県 下野市 引っ越し,住宅賃貸
【New！】テレワーク移住促進

補助金

東京圏での勤務などを継続しながら、テレワークのために住まいを下野市に移し、住宅を賃借される移住者の?を対象に?額最?5万円の

家賃を補助する制度です。  

 

 

対象となるのはどんな?？ 

 

住民票を移す直近10年間のうち、通算5年以上＆直前に連続して1年以上「東京23区に在住」もしくは「東京圏へ在住し東京23区に通勤

している? 

 

?援?額と対象期間 

 

例）家族4?3LDKを借りる：住宅?当等を控除した家賃8万円の場合 

　8万円×1/2＝月額4万円×12か月補助＝48万円 

 

※?居期間が1?に満たない?の家賃は補助?の対象外となります。 ただし、交付決定後の市内賃貸住宅への転居による場合は、この限りで

はありません。 

 

※賃貸住宅の契約に係る費?は、補助?の対象外となります。

総合政策課地方創生推進グループ 0285-32-8886 https://shimotsuke-pr.jp/telework/



栃木県 下野市 移住体験
【New！】移住希望者宿泊費補

助金

県外から移住を希望されている方を対象に、移住後のイメージを明確にできるように下野市での暮らしぶりの体験や仕事探し、住まい

探しを行う際の宿泊代金の一部を補助します。 

 

 

対象となるのはどんな人？（同居親族を含む） 

 

※次の要件全てに該当する?に限ります。 

?栃木県外に住所を有すること 

?申請にかかる滞在期間中に次の活動をいずれも行うこと  

(1)移住に関する市との相談 

(2)住居や仕事を探し、または暮らしを体験する等の活動市内の宿泊施設に宿泊すること 

?2親等以内の親族が市内に住所を有していないこと 

?転勤、婚姻、修学等による転入予定者でないこと 

?滞在期間中の全てにおいて、20歳以上の者であること（同居親族を除く） 

 

 

■補助対象経費： 

 

下野市に滞在した期間に要した宿泊費（飲食料金・サービス料金を除く） 

 

 

■補助金の額： 

総合政策課地方創生推進グループ 0285-32-8886 https://shimotsuke-pr.jp/migration-support/#stay

栃木県 - 移住体験
とちぎでTRY！テレワーク移住

体験補助金

東京圏の法人の従業員等の皆様が栃木県内で「お試しテレワーク」を行う場合に、宿泊費やコワーキングスペースの利用料、東京圏か

らの移動に係る交通費など、必要となる経費の一部を栃木県が補助します。 

 

☆補助対象期間：最短１週間（6泊7日）から最長1ヶ月（30泊31日） 

☆補助上限額：最大10万円

総合政策部地域振興課 028-623-2233 https://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/otameshi_telework.html

栃木県 那珂川町 子育て,引っ越し,住宅賃貸
子育て支援住宅「エミナール那

珂川」

小学生（12歳）以下の子どもがいる子育て世帯、もしくは現在妊娠中の方を対象とした子育てに優しい設計の賃貸住宅です。 

子育て支援センターと子ども広場が併設されています。 

入居・申込状況はHPで確認することができます。

子育て支援課 287921115 http://shamaison.mast-net.jp/sp/emn/

栃木県 那珂川町 住宅購入,住宅賃貸
地域資源情報バンク事業「なか

がわぐらし」

「空き家バンク」です。 

町内の空き家・空き店舗の登録、および利用希望者への紹介を行っています。 

HPでは常に最新の情報が更新されますので、ぜひご覧ください。

企画財政課 287921114 http://shigen.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

栃木県 那珂川町 移住体験,移住者限定支援 いきいき田舎暮らし体験住宅

長期滞在して田舎暮らしを体験できる施設です。 

移住のための住居探しや仕事探しの拠点としてもご利用いただけます。 

利用料金は1日1000円となり、期間は3日～最長60日ご利用いただけます。

企画財政課 287921114 https://www.sosei-nakagawa.com/takadenosato/

栃木県 那珂川町 農業,住宅新築
定住促進住宅用地貸付事業「農

ある田舎暮らし高手の里」

現住所に関わらず、概ね65歳以下で1世帯2人以上居住できる方に対し、住宅用地を20年間無償で貸与します。 

ほか、家屋の固定資産税相当額を3年間交付します。
企画財政課 287921114 https://www.sosei-nakagawa.com/takadenosato/

栃木県 那須烏山市 交通機関利用 デマンド交通
電話予約により、乗り合いタクシーが希望の場所から目的地まで送迎します。（市内限定） 

利用には会員登録が必要です（登録料無料）。利用料金は１回につき３００円。平日のみ運行（１日９便）
まちづくり課 0287-83-1151 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,13164,74,312,html

栃木県 那須烏山市 住宅購入,住宅賃貸 空き家等情報バンク制度
市内に空き家・空き店舗をお持ちの方が売却、賃貸を希望する物件情報を市に登録し、空き家等を買いたい・借りたい方へ紹介する制

度です。詳細は市ホームページをご覧いただくか、市まちづくり課にお問合せください。
まちづくり課 0287-83-1151 http://www.nasukara-teijyu.jp/housing/index.php

栃木県 芳賀町 住宅新築,住宅購入 芳賀町定住促進補助
一戸建て住宅を新築、購入した４０歳未満の方への住宅購入補助　５０万円　※市街化区域、地区計画区域、開発区域、分家住宅に限

る。加算　町内業者による建築１０万円、子ども１人につき５万円
建設産業部都市計画課 028-677-6020 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク制度
空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、町が提

供する制度。
建設産業部都市計画課 028-677-6020 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 子育て 保育料減免事業 町内に住所を有し、子を２人以上養育している保護者が対象。第２子　半額免除　第３子以降　全額免除 子育て支援課 028-677-6024 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 子育て ひとり親医療費助成
１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある児童を持つ母子・父子家庭の親と児童に対し保険適用分の医療費を助成す

る。
子育て支援課 028-677-1333 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 子育て 子ども医療費助成
病気、けがなどの診療のうち、保険診療が適用された医療費の自己負担分が助成されます。申請書に証明を受ける際、証明料がかかっ

た場合、５００円まで助成されます。対象は、０歳から１８歳の学年末まで。
子育て支援課 028-677-1333 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 出産 不妊治療費助成
治療費の２分の１の額とし、１年度１５万円を限度に通算５年まで助成（国・県・医療保険より不妊治療の助成がある場合は、先にそ

れらの制度を利用し、その額を控除した額を助成）
子育て支援課 028-677-6040 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 出産 妊産婦医療費助成
妊産婦に対し、申請月から出産月の翌月末までの保険適用分の医療費を助成する。病気、けがなどの診療のうち、保険診療が適用され

た医療費の自己負担を助成。
子育て支援課 028-677-1333 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 出産 出産祝金
出生児が芳賀町に住所登録され、父親または母親（父母に代わり養育しなければならない特別な事情が認められる場合には養育者）の

住所が、引き続き１年以上芳賀町にある場合、出生児１人につき１０万円を支給する。
子育て支援課 028-677-6040 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 芳賀町 起業・就業 勤労者支援事業 ハローワーク等と連携し求人情報を提供するとともに、町内の立地企業の協力を得て合同面接会を開催し雇用機会を充実させる。 建設産業部商工観光課 028-677-6018 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

栃木県 益子町 子育て,出産,引っ越し,住宅賃貸 若年子育て世帯家賃補助金

町内の民間賃貸住宅に新たに転入・転居した、もしくは、新たに子育て世帯となった民間賃貸住宅に居住している世帯に対し、家賃を

一部補助。 

※借主が40歳未満であり、中学生以下の同居する子がいる若年子育て世帯が対象です。 

 

【補助額】　　月ごとの実質家賃（住宅手当等差引いた金額）の2分の1（上限2万円） 

【交付期間】　対象となった日の属する月の翌月から24か月

総務部　企画課 0285-72-8828 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page003011.html

栃木県 益子町 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 空き家・空き地バンク
現在使用していない住宅や店舗、空き地を所有し、売買や賃貸によって空き家・空き地の活用をお考えの方から提供された空き家・空

き地情報を、移住、都会との二地域居住、起業等を希望する方に幅広く紹介しています。
移住サポートセンター（道の駅ましこ内） 0285-72-5530 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001726.html



栃木県 益子町 移住体験 移住体験オーダーメイドツアー
先輩移住者訪問や農業体験等、移住希望者向けにニーズに沿ったオーダーメイド型の町内ツアーを企画します。 

参加費無料（益子町までの往復交通費、町内での飲食代、体験費用等はご負担いただきます）。
移住サポートセンター（道の駅ましこ内） 0285-72-5530 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page002177.html

栃木県 益子町 子育て,教育
子ども子育て支援拠点施設「ま

しコッコハウス」

子育て中の親子が気軽に集まり、情報交換や子育て相談等が行える室内の遊び場として開設しています。 

世代を超えて楽しめるイベントやＮＰプログラム、応急処置の講習会等も定期的に開催しています。
民生部 健康福祉課 0285-72-8865 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page002076.html

栃木県 益子町 子育て,出産 紙おむつ等購入助成事業 平成31年4月1日以降出生の0歳児対象に紙おむつ等購入のため24,000円相当の地域通貨を配布します。 民生部 健康福祉課 保健センター 0285-70-1121

栃木県 真岡市 結婚,引っ越し,住宅購入 結婚新生活支援補助金
結婚して新生活を始める新婚世帯に対して、住宅の購入費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引っ越し費用の一部を補助しま

す。
総合政策部 出会い結婚サポートセンター 0285-83-1234 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/deai/deaikekkon/13522.html

栃木県 真岡市 教育,奨学金,起業・就業
就労者定住促進奨学金返還支援

事業補助金

奨学金を受けて大学等に進学した方が、卒業後に真岡に住所を置く場合、 

返済された奨学金の一部について市から補助金を交付します。 

 

上限額　200万円

真岡市 学校教育課 総務係 0285-83-8180 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/2/6/3261.html

栃木県 真岡市 子育て,出産
子育て支援センター・地域サロ

ン

就学前のお子さんと保護者の方が子ども同士、親同士の交流ができ、安心して一緒に遊べる施設です。 

 

市内4か所の支援センター・地域サロンには保育士が常駐しており、無料で利用できます。 

指導員による子育て相談や歯科衛生士・栄養士らによる子育て健康相談など子育ての不安を気軽に相談できます。 

年間を通してミニ運動会やクリスマスファミリーコンサートなどの交流事業も多数行われています。

こども家庭課 子育て支援センター 0285-84-1545 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/7/2/4/4488.html

栃木県 真岡市 出産 不妊治療費助成

不妊治療を受けたご夫婦に対し、利用費の一部を助成します。 

 

助成額　費用の1/2以内、1年度あたり上限額15万円

真岡市 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/16/3828.html

栃木県 真岡市 子育て,出産
乳児紙おむつ購入助成券支給事

業

新しい市民の出生を祝福して、紙おむつ給付券を支給します！ 

 

助成額　乳児1人につき36,000円分

真岡市 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/lifescene/child/kosodate/4880.html

栃木県 真岡市 子育て,出産
出産準備手当（マタニティ手

当）

「市民だれもが安心して子どもを生み育てることができるまちづくり」に取り組む真岡市では、妊娠中のママに出産準備金が支給され

ます。 

 

支給額　赤ちゃん一人につき30,000円

真岡市 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/16/3829.html

栃木県 真岡市 子育て,出産 妊産婦医療費助成制度

真岡市では、お子さんが生まれる前からはじまる切れ目のない支援が受けられます。 

 

「妊産婦医療費助成制度」は、妊娠中から産後1ヶ月までの医療費が無料となる支援制度です。

真岡市 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/16/3827.html

栃木県 真岡市 子育て
チャイルドシード等購入費補助

制度

チャイルドシート等の購入費用を補助します。 

 

補助額　限度額　10,000円（購入価格の1/2以内）

真岡市 市民生活課 交通安全係 0285-83-8110 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/lifescene/child/kosodate/4883.html

栃木県 真岡市 子育て,出産 赤ちゃん誕生祝い金

「市民だれもが安心して子どもを生み育てることができるまちづくり」に取り組む真岡市では、赤ちゃんの誕生をお祝いして、誕生祝

い金を贈呈します！ 

 

助成額　第1子・第2子 30,000円、第3子 50,000円

真岡市 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kosodate_kyoiku_manabi/16/4548.html

栃木県 真岡市 起業・就業,農業 農業支援事業

〇いちご生産施設整備支援事業 

　内容　　いちご生産用のパイプハウス等を整備する経費を補助 

　補助額　経費の3/10以内、上限額180万円 

〇園芸作物生産施設整備支援事業 

　内容　　経費の3/10以内、上限額180万円 

　補助額　園芸作物のパイプハウス等を整備する経費を補助 

〇露地野菜生産拡大支援事業 

　内容　　露地野菜の種苗及び出荷用資材の購入費を補助 

　補助額　経費の2/3または1/3（条件による）、上限額40万円

真岡市 農政課 農業振興係 0285-83-8139 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/nosei/1/index.html

栃木県 真岡市 住宅改修
空き家バンクリフォーム等補助

制度

空き家バンクの建物を利用する場合、補助金が利用できます。 

 

〇リフォーム費用の補助 

　補助額　対象工事費1/2以内、上限額50万円 

〇引越し費用の補助 

　補助額　対象経費1/2以内、上限10万円 

〇家財道具処分費の補助 

　補助額　対象経費1/2以内、上限10万円 

（※中学生以下の子どもがいる世帯は、中学生以下の子ども一人につき10万円を加算）

真岡市 建設課 建築係 0285-83-8150 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kensetsu/3/akiyabank/5284.html

栃木県 真岡市 住宅新築
若者・子育て世代定住促進住宅

取得支援事業

新築住宅を取得し定住する若者・子育て世代に対し、取得した住宅に係る固定資産税相当額の一部を補助する制度です。 

 

限度額　1会計年度10万円

真岡市 建設課 住宅係 0285-83-8694 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kensetsu/4/youngfamilyshienjigyo/2317.html

栃木県 真岡市 起業・就業 UIJターン就業定住助成制度

真岡市に移住して市内中小企業に就業または起業した方に助成金があります。 

 

助成額　10万円

真岡市 商工観光課 勤労者係 0285-83-8134 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/shigoto_sangyo_nyusatsu/3/5524.html

栃木県 真岡市 交通機関利用,移住体験,移住者限定支援 移住体験応援事業

移住検討者を対象に、交通費や宿泊費を助成します。 

実際に市を訪れて、自然環境や生活環境を見てみませんか？ 

 

上限額　1世帯あたり1万円

真岡市 情報政策課 シティプロモーション係 0285-81-6947 https://www.city.moka.lg.jp/citypromotion/information/8536.html



栃木県 矢板市

移住体験,移住者限定支援,起業・就業,通勤・

通学,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸

矢板市に移住すると最大100万円

の支援金を支給します！

【詳しくはリンク先（タイトルをクリック）をご覧ください！】 

 

栃木県と矢板市では、「とちぎWORKWORK 就職促進プロジェクト事業」の 

一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の 

解消に向けて、移住支援事業を実施します。 

 

支給には要件や必要書類がありますので、必ず下記窓口へ連絡のうえ、事前相談 

を実施してください。 

 

制度の概要 

?東京23 区在住の方、または東京圏から23 区に通勤する方が、 

?栃木県移住支援事業の開始日（平成31（2019）年4 月23 日）以降に矢板市へ移住し、 

?県が運営する企業情報掲載サイト（外部サイトへリンク）＜外部リンク＞に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に

就職した場合（県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」＜外部リンク＞の交付決定を受けた場合も含みます）に、 

?移住支援金を、世帯で移住の場合100 万円、単身で移住の場合60 万円支給し 

ます！ 

?その他、支給には要件がありますので、必ず下記窓口まで事前相談をお願いし 

ます。 

 

さらに、この移住支援金を受けた方が1年以内に矢板市内に住居を購入、新築した場合は、 

【100万円】を受給できる場合も！この制度は矢板市だけ！ 

（矢板市暮らしのびのび定住促進支援金の対象となる場合）

総合政策課 0287-43-1112 https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/ijuuteiju/yaita-workwork.html

群馬県 安中市 起業・就業,農業
新規就農者育成総合対策（経営

開始資金）

次世代を担う農業者となることを志向する人に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。※交付要件等の詳細

は、担当部署へご確認ください。
農林課農林振興係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/sangyo/seinenkyuuhu.html

群馬県 安中市 子育て,教育,就学 放課後児童クラブ利用料減免
対象児童（①生活保護法による被保護世帯、②前年度の市町村民税が非課税の世帯、③前年度の市町村民税が非課税かつひとり親家庭

の世帯）の放課後児童クラブ利用料を半額または全額免除します。
子ども課幼児教育保育係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/ikuji/gakudou.html

群馬県 安中市 子育て,出産 幼児教育・保育の無償化
対象児童の保育料を無償化します。（対象：３歳児クラスから５歳児クラスの子どもまたは０歳児クラスから２歳児クラス（満３歳を

含む）の住民税非課税世帯の子ども）
子ども課幼児教育保育係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/ikuji/youjikyouikuhoiku_musyouka.html

群馬県 安中市 住宅新築,住宅購入 安中市住まいりー奨励金
安中市内に住宅を初めて取得して定住する方へ、住まいりー奨励金を交付します（最大25万円）。要件等の詳細はホームページをご確

認いただくか、担当部署へご確認ください。令和４年度より、【フラット35】地域連携型の連携事業になりました。
地域創造課移住定住係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/smiley.html

群馬県 安中市
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,コ

ミュニティ団体支援
まちづくり人材バンク

市民活動の活性化や市民参加によるまちづくりの推進を図るため、豊富な経験や専門的な知識、技能を有する方を人材として登録し、

その経験や知識、技能を必要な方へ提供していただくシステムです。利用希望の方は、登録者の経験や知識、技能などを自分たちの市

民活動、まちづくり活動にご活用いただけます。※利用条件あり、詳細はホームページをご確認ください。

地域創造課市民協働係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/jinzaibank.html

群馬県 安中市 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 安中市市民活動推進事業補助金
地域の活性化または地域の課題の解決を目的として、団体が新たに取り組む事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。※交付

対象条件あり、詳細はホームページをご確認ください。
地域創造課市民協働係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/siminkatudouhozyokinbosyuu.html

群馬県 安中市 移住体験,移住者限定支援 安中市お試し移住
碓氷峠くつろぎの郷コテージを利用して、「あんなか暮らし」を体験することができます（有料）。安中市に興味をお持ちいただいた

際には、是非ご利用ください。
地域創造課移住定住係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/otameshiiju.html

群馬県 安中市 子育て,出産,健康・医療 産後ケア事業
出産後の産婦の健康面の悩みや育児への不安などを軽減するため、助産師により心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行い

ます（有料）。
健康づくり課保健指導係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kenko/sango-care.html

群馬県 安中市
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸

空き家バンク登録物件リフォー

ム等補助事業

空き家バンクに登録された物件を売買または賃貸借契約し、リフォーム工事または家財処分を行う人へ、①リフォーム工事補助金（上

限20万円）②家財処分補助金（上限10万円）のどちらか一方を支給します。
建築住宅課建築係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/annakabiyori/guide/

群馬県 安中市 住宅賃貸 市営住宅の紹介 市営住宅について、相談・申込みを受け付けています。 建築住宅課住宅管理係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/jutaku/index.html

群馬県 安中市 住宅改修,住宅設備 住宅リフォーム補助事業
市内に本店（本社）がある施工業者に発注して自宅のリフォーム工事を行う場合、対象経費（税込10万円以上）の20%、子育て世帯は

30%を補助します（上限額あり。）。※申込期間や支給要件等の詳細は、担当部署へご確認ください。
建築住宅課指導係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/jutaku/kenchiku/template_jutaku_reform.html

群馬県 安中市 住宅新築 宅地分譲
古城住宅団地内の２区画を分譲しています。（所在地：安中市板鼻字古城地内） 

※住宅建築上の基準がありますので、確認が必要です。申込要件等の詳細は、担当部署へご確認ください。
安中市土地開発公社（都市整備課開発係） 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kensetu/danchi.html

群馬県 安中市 起業・就業
創業者融資利子補給金および創

業奨励金

市内で新たに創業する人または創業後１年未満の人が、創業に関する融資を受けた場合に、利子の補助と創業奨励金を交付します。融

資を受ける前に相談が必要です。
観光経済課商工労働係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/sangyo/sougyousyarisihokyuu.html

群馬県 安中市 起業・就業,農業
新規就農者育成総合対策（経営

発展支援事業）

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。本人負担あり。※交付要件等

の詳細は、担当部署へご確認ください。
農林課農林振興係 027-382-1111

群馬県 安中市 子育て,出産,健康・医療 不妊治療費助成事業
一定の条件を満たすご夫婦に対して、不妊治療に要する費用の一部を助成します。助成金額は対象治療費の２分の１で、上限10万円。

１年度に１回、同一夫婦について、通算５年度まで。
健康づくり課保健指導係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kenko/funinntiryou.html

群馬県 安中市 子育て,出産,健康・医療 不育症治療費助成事業
一定の条件を満たすご夫婦に対して、不育症治療に要する費用の一部を助成します。助成金額は対象治療費の２分の１で、上限20万

円。１年度に１回、同一夫婦について、通算３年度まで。
健康づくり課保健指導係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kenko/huiku.html

群馬県 安中市 出産 出産祝品 市内に住所を設定した出生子の保護者に対して、市内にある碓氷製糸農業協同組合で製品化した「絹のおくるみ」を贈呈します。 市民課窓口係 027-382-1111

群馬県 安中市 子育て,出産
第３子以降の保育所保育料無料

化

対象児童の保育料を無料化します。（条件：①対象児童の住民登録が市内にある　②保護者が子どもを３人以上扶養している（18歳の

年度末までの子どもを第１子とします。）　③保育料算定に必要な書類が提出されている）
子ども課幼児教育保育係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/ikuji/2022hoiku.html

群馬県 安中市 子育て,教育,就学,通勤・通学 遠距離児童生徒通学費補助事業

遠距離を通学する児童生徒に対して、①または②のとおり補助します。 

①小学校児童：通学距離が４kmを超える区間、年額15,400円 

②中学校生徒：通学距離が６kmを超える区間、年額15,400円

教育委員会学校教育課学事係 027-382-1111

群馬県 安中市
結婚,子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住

宅改修,住宅賃貸
結婚新生活支援事業 一定の条件を満たす新婚世帯が市内で住宅を取得、賃借するための費用や引越し費用を補助します。１世帯当たり上限30万円。 地域創造課市民協働係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/20170411.html

群馬県 安中市 教育,奨学金,就学 奨学金貸与事業
市内に住所を有する、高等学校・高等専門学校に在学中または入学予定の人に対して月額15,000円を貸与します。他の市町村に転出し

たときは、市内に住所を有した月までの月額分となります。
教育委員会総務課庶務係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_shougaigakushu/kyoui_shougakukin.html

群馬県 安中市 子育て,教育,就学 学校給食費一部無料化 子育て支援を目的として、安中で学ぶ子ども達を応援するため、対象児童生徒の学校給食費無料化を実施します。 教育委員会総務課学校給食係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_shougaigakushu/kyuushoku.html

群馬県 安中市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度
医療保険加入者のうち、中学校３年生（15歳の学年末）までの子どもについて、医療保険や他の公費を使用して受診（入院・外来等）

した際の、自己負担分を助成します。
国保年金課医療年金係 027-382-1111 https://www.city.annaka.lg.jp/kaigo_iryou_fukushi/iryou/01.html



群馬県 桐生市 子育て,教育 第３子以降副食費免除事業 第３子以降の保育園・公立幼稚園・認定こども園の３歳以上の園児の副食費を免除する。（一定の条件があります。要申請） 子育て支援課　園児サービス係 0277-47-1152 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009669/hoikuen/1001361.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 未来創生塾

群馬大学理工学部を核に、桐生市の産・官・学・民が連携し、地元に誇りを持ち世界をリードする人材の育成と、100年先の楽しい低炭

素社会の構築を視野に入れた特別教育プログラム。市内の小学生とその保護者から希望者を募り、年間を通して塾生として活動しま

す。

教育委員会教育部生涯学習課　社会教育係 0277-46-1111

群馬県 桐生市 結婚,奨学金 奨学資金貸与 市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う （一定の条件があります） 教育委員会総務課庶務係 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/iinkai/1001342.html

群馬県 桐生市 移住体験,農業 桐生市ふるさと探訪ふれあい館 観光、田舎暮らし体験、農業体験、スポーツ合宿などに利用できる簡易宿泊施設。1泊2日大人1人1,570円（布団の用意なし） 黒保根支所地域振興整備課建設係 0277-96-2110 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/kankou/1002891.html

群馬県 桐生市 結婚
黒保根地域定住促進奨励金（結

婚祝金）
黒保根町内に定住することを誓約した方に対し結婚祝金を交付（１組あたり５万円） 黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 0277-96-2113 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/iinekiryu/1003449.html

群馬県 桐生市 出産
黒保根地域定住促進奨励金（出

産祝金）
黒保根町内に定住することを誓約した方に対し出産祝金を交付（第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降１５万円） 黒保根支所地域振興整備課産業振興係 0277-96-2113 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/iinekiryu/1003449.html

群馬県 桐生市 住宅新築,住宅改修
黒保根地域定住促進奨励金（新

築等祝金）
黒保根町に定住することを誓約した方が自ら居住する住宅を新築した時に各種条件を満たした場合、新築祝金を交付（１０万円） 黒保根支所地域振興整備課  産業振興係 0277-96-2113 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/iinekiryu/1003449.html

群馬県 桐生市 住宅新築 ひまわり団地分譲事業 日当たり良好な団地。1区画165万円台から分譲。 ※各種支援制度あり 黒保根支所地域振興整備課　　建設係 0277-96-2110 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/iinekiryu/hanbai/1004392.html

群馬県 桐生市 起業・就業
中心市街地空き店舗等活用支援

資金融資制度

中心市街地の空き店舗等を利用して開業しようとする方に対し、低利・長期の融資を行うほか、借入れの際に必要となる保証料の全額

を市が補助する。
商工振興課　商業金融担当 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/1008687.html

群馬県 桐生市 起業・就業
桐生市空き店舗活用型新店舗開

設・創業促進事業補助金
市内の空き店舗等を利用して開業しようとする方に対し、改修工事費の1/2(最大110万円)を補助する。 商工振興課　商業金融担当 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/hojo/1008687.html

群馬県 桐生市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
勤労者貸付事業（住宅資金貸付

金）
同一事業所に１年以上継続して勤務している方に対し、住宅の新築、増改築または建売、中古住宅の購入をする場合に融資を行う。 商工振興課　商業金融担当 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/kinyu/1006404/1002541.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 母乳外来助成事業 乳房マッサージを含む母乳育児指導に対して、自己負担分の一部を助成。1回につき1,000円まで、上限5回まで。 子育て相談課　母子保健係 0277-43-2009 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009666/1011485.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 不妊治療費助成事業 一定条件を満たすご夫婦に不妊治療に要する医療費の一部を助成。不妊症治療費の1/2、上限10万円、年度で1回申請。 子育て相談課　母子保健係 0277-43-2009 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009666/1000796.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 不育症治療費助成事業 妊娠しても流産や死産を繰り返す、不育症の治療費の一部を助成。不育症治療費の1/2、上限20万円、年度で1回申請。 子育て相談課　母子保健係 0277-43-2009 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009666/1010850.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 産婦健康診査事業 医療機関や助産所で行う、産後2週間程度の健診。産婦の体の回復・精神状態の確認と赤ちゃんの発育・授乳状況の確認。 子育て相談課　母子保健係 0277-43-2003 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009666/1011305.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 産後ケア事業
産後の疲れや育児に不安を感じている人を対象に、委託医療機関等で母子に対する心身のケアや育児のサポートを行う。自己負担は、

訪問型1,200円、日帰り型3,700円、宿泊型が1泊2日で7,600円。
子育て相談課　母子保健係 0277-43-2003 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009666/1010323.html

群馬県 桐生市 子育て,就学
第３子以降給食費補助（小・中

学校）
世帯に属する第３子以降の小中学生の給食費の無償化または補助（一定の条件があります。要申請） 教育委員会教育部総務課学校給食中央共同調理場 0277-46-6510 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/kyushoku/1001457.html

群馬県 桐生市 農業
新里町ふれあい農園（貸し農園

の設置）

●農地貸し出し事業　①対象者：市内在住かつ農業に従事していないもの／②貸し出し金額：5,000円/年／③貸し出し期間：最長三年

／④募集区画数：27区画(区画に空がない場合は募集なし)
新里支所地域振興整備課 0277-74-2217 http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/nougyoushinko/nougyou/1010954.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 補足給付事業 子ども子育て新制度未移行の幼稚園に通う園児に対する副食費を補助する。（一定の条件あり） 学校教育課　学事係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/index.html

群馬県 桐生市 教育,通勤・通学
桐生市立黒保根学園生徒休日通

学費補助金
黒保根学園の休日に部活動に参加する片道通学距離２km以上の生徒を対象に、デマンドタクシー乗車料金を補助。 学校教育課　学事係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/index.html

群馬県 桐生市 教育 サイエンスドクター事業
群馬大学理工学府の大学院生を各小中学校等に派遣し、理科授業の充実を目指した取組をはじめ、幼児や小学生にはプログラミング教

育に関する支援を行っている。
学校教育課　教育支援室　教育支援係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/index.html

群馬県 桐生市 教育,障がい者支援 織物体験事業
市内小学校及び義務教育学校の児童を対象に伝統産業である絹織物についての講話と手織り体験を実施する。また、中学校及び義務教

育学校の特別支援学級生徒に対して手織り体験を実施する。
学校教育課　指導係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/index.html

群馬県 桐生市 住宅設備 桐生市環境都市推進補助金 以下についてそれぞれ費用の一部を補助　／　 ・自らが居住する市内の住宅に蓄電池設備を設置。・電動アシスト自転車を購入。 環境課 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/1014480/1018543/index.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 屋内遊戯場「キノピーランド」
乳幼児を中心として、小学生までの子どもが天候に左右されることなく遊ぶことができる施設。相談スタッフが常駐し、子どもと保護

者が交流しながら子育てに関する悩みなどの相談が可能。
子育て相談課　子育て支援センター 0277-46-5031 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/spot/1001350.html

群馬県 桐生市 子育て,健康・医療 子ども医療費無料化 中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化 医療保険課　医療助成係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/1014377/1000727.html

群馬県 桐生市 子育て,教育
放課後児童健全育成事業（放課

後児童クラブ）

小１～小６までの条件を満たす児童を対象に放課後から１９時まで学校の余裕教室などを利用し、遊びや生活の場を提供。第3子以降の

保育料無料。
子育て支援課　子育て支援係 0277-47-1152 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/1018265/1018279.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 地域子育て支援センター 市内１１ヶ所に子育て支援センターを設置し、遊びながら交流できる場の提供や育児相談を実施 子育て相談課　子育て支援センター 0277-46-5031 http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/hoiku/spot/1001350.html

群馬県 桐生市 子育て,教育 第３子以降保育料無料化事業 第3子以降の保育園・公立幼稚園・認定こども園の３歳未満の園児の保育料を無料にする。（一定の条件があります。要申請） 子育て支援課　園児サービス係 0277-47-1152 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1009669/hoikuen/1001361.html

群馬県 桐生市 子育て,出産
ファミリーサポートセンター事

業
育児や介護の援助を受けたい方からの依頼に応じてサービス提供会員を紹介（会員制）　／　 ※利用料助成制度有り 子育て支援課　子育て支援係 0277-47-1152 https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/hoiku/azukeru/1001419.html

群馬県 桐生市 引っ越し,住宅賃貸 市営住宅の紹介 市営住宅について、入居案内・入居相談、入居申し込み、入居手続き等の受付を行う。 群馬県住宅供給公社桐生支所 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018099/1018100/1001138.html

群馬県 桐生市 住宅改修
きりゅう暮らし応援事業(住宅リ

フォーム助成)
住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事費用の一部を最大30万円補助。 建築住宅課住宅係 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1001136.html

群馬県 桐生市 住宅新築,住宅購入
きりゅう暮らし応援事業（住宅

取得応援助成）
個人が居住を目的として市内に住宅を建築又は購入した場合、住宅取得費用の一部を最大200万円補助。 建築住宅課住宅係 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1001137.html

群馬県 桐生市 住宅改修
きりゅう暮らし応援事業（空き

家利活用助成）

１年以上居住していない空き家のリフォーム工事が対象。市外からの移住者が耐震有の物件をリフォームする場合は工事費の2/3以内上

限100万円を補助、その他の場合は基本補助と加算補助の合算で工事費の1/2以内上限70万円を補助。
定住促進室定住促進係 0277-46-1111 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011204.html

群馬県 桐生市 住宅購入,住宅賃貸 空き家・空き地バンク 桐生市内の土地・建物を買いたい・借りたい方への物件の情報を提供し移住・定住を支援。 定住促進室定住促進係 0277-46-1111 http://www.city.kiryu.lg.jp/citysales/iinekiryu/akiya/index.html

群馬県 富岡市
子育て,教育,奨学金,就学,起業・就業,通勤・

通学

富岡市「若者定住促進奨学金返

還支援」

大学等を卒業して富岡に住む方の奨学金返還を、最大５０万円支援します！ 

 

支援金額：１年間に返還した金額及び予定額 

　　　　　※１年間の上限１０万円、最大５年間(５０万円) まで 

 

詳しい対象要件はホームページをご覧ください。

企画課 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1593144212595/files/tirashi.pdf

群馬県 富岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅賃貸 富岡市まちなか移住体験住宅

≪世界遺産 富岡製糸場すぐそば！≫ 

移住や二拠点生活を検討中の方のため、富岡の風土や日常生活を体験できる一軒家をご用意しています。 

 

利用料金：月額２万円 

 

※新型コロナウイルス感染症予防で受付を休止している場合がございます。詳細はホームページをご覧ください。

地域づくり課　地域づくり係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1530073330902/index.html



群馬県 富岡市

まちづくり活動,コミュニティ団体支援,移住

体験,移住者限定支援,子育て,教育,出産,起

業・就業,農業,通勤・通学,引っ越し,住宅新

築,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸

富岡市「移住定住コンシェル

ジュ」

富岡市で暮らしてみたい！二拠点生活に興味がある！ 

そんな想いの実現を叶えるお世話役が、移住定住コンシェルジュ。 

 

市が委嘱した市内在住の移住者が、富岡市への移住・定住・二拠点生活を希望する方に対して、相談対応や地域情報の提供などを行い

ます。 

 

田舎暮らしに憧れはあるけど、何から手をつけたらいいか分からない…という方も、まずはお気軽にご相談ください。コンシェルジュ

との対話を通じて、あなたにぴったりな暮らし方が、見つかるかもしれません。

地域づくり課　地域づくり係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1605574368946/index.html

群馬県 富岡市 起業・就業,農業,住宅賃貸 富岡市「新規就農者住宅支援」

新規就農者・法人新規雇用者・就農研修者であって、要件を満たす方に、賃貸住宅の家賃の一部を補助します。 

 

補助額：賃貸住宅の賃借料の１／２を補助。（月額上限２万円） 

　　　　交付対象期間の上限は２４か月。

農林課　農業振興係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1647499771949/index.html

群馬県 富岡市 起業・就業,農業 富岡市「親元新規就農者祝金」 富岡市内で親元に就農した方に対し、３万円の祝金を支給します。 農林課　農業振興係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1617150717953/index.html

群馬県 富岡市 起業・就業,農業 富岡市「市民農園」

農家の方から農地を借りて、市民の皆さんが土や緑とふれあい、野菜作りの楽しみと収穫の喜びを体験してもらえる市民農園を、市内

に４カ所開設しています。 

 

使用料：3,000円（１区画／年）

農林課　農業振興係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000621/index.html

群馬県 富岡市 起業・就業,通勤・通学
富岡市「若者人材確保支援奨励

金」

富岡市内の中小企業に就職し、継続して頑張る若者に、奨励金を交付します。 

 

内容：就職１年目と６年目に奨励金５万円を交付 

 

※対象者の詳細はホームページをご覧ください。

産業振興課　工業振興係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1477296540636/index.html

群馬県 富岡市 引っ越し,住宅改修
富岡市「空き家家財道具等片付

け補助金」

空き家の利活用の促進を図るため、市内にある空き家の売却・購入に伴う家財道具等の処分にかかる費用の一部を補助します。 

 

補助率：片付けに要した費用および委託費の１／２（上限１０万円）

建築課　住宅係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1553759047180/index.html

群馬県 富岡市
交通機関利用,子育て,教育,奨学金,就学,通

勤・通学

富岡市「上信電鉄定期券購入費

の補助」

上信電鉄を利用し、中学校や高校、大学などに通学する学生の定期券購入費を補助します。 

 

（補助対象経費の20％で、１か月につき上限2,000円）

企画課 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1649146161048/index.html

群馬県 富岡市 子育て,教育,就学,通勤・通学 富岡市「学校給食費の補助」
子育て支援の一環として、18歳未満の子どもを３人以上養育している場合には、２人目以降の子どもについて学校給食費を補助しま

す。
学校給食センター 0274-62-1504 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1427673039599/index.html

群馬県 富岡市 結婚,出産,健康・医療 富岡市「不育症治療助成」 不育症治療の適応となったご夫婦に、経済的負担を軽減するため、自己負担額の２分の１以内で年額２０万円まで助成します。 健康推進課　保健推進係（富岡市保健センター） 0274-64-1901 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1461821770439/index.html

群馬県 富岡市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修
富岡市「結婚新生活支援補助

金」

新婚世帯における新生活を応援するため、対象世帯に住居費及び引越費用の一部を補助します。 

（１新婚世帯あたり、上限３０万円）
こども課　こども育成係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1616380798266/index.html

群馬県 富岡市 子育て,出産,健康・医療 富岡市「不妊治療費助成」 特定不妊治療・一般不妊治療をしている方に、自己負担額の２分の１以内で、年額２０万円まで助成します。 健康推進課　保険推進係（富岡市保健センター） 0274-64-1901 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000511/index.html

群馬県 富岡市 子育て,健康・医療 富岡市「子ども医療費助成」
中学校卒業までの子ども・高校生世代の方の、保険医療費の一部負担金を助成します。 

（高校生世代の方は入院のみ）
国保年金課　国保係 0274-62-1511

群馬県 富岡市 子育て,出産 富岡市「出産祝品」
新しい命の誕生を祝い、富岡産シルクの「おくるみ」を贈呈します。 

（第２子以降は、市内の商店で利用できる「商品券」も選択可能です。）
市民課窓口係 0274-62-1511

群馬県 富岡市 子育て,出産 富岡市「出産応援給付金」

未来を担うお子様の誕生を祝福し、健やかな成長を願って、出産お祝い金を支給します。 

 

支給内容：対象新生児１人につき、５万円分の電子マネーまたはとみおかふれ愛カード

こども課　こども育成係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1592790798403/index.html

群馬県 富岡市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
富岡市「 とみおか暮らし奨励

金」

定住を目的として住宅を取得する市外からの転入者に対し、最大100万円の奨励金を交付します！ 

 

奨励金のうち半額（最大20万円）は、市内の商店街で使える商品券で交付します。 

※交付には条件がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

地域づくり課　地域づくり係 0274-62-1511 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1553844919752/index.html

群馬県 南牧村 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家バンク制度

１．対象者 

　南牧村への移住希望者等 

 

２．内　容 

 村内への移住・定住を支援するため、地域内にある空き家物件に関する情報を、移住・定住を希望される方に提供する。

村づくり・雇用推進課　行政改革係 0274-87-2011 https://nanmoku.org

群馬県 南牧村 移住体験 なんもく暮らし体験民家

１．対象者 

　南牧村への移住希望者 

 

２．内　容 

　暮らし体験民家では、家具・電化製品などを備え、必要最低限の生活用具で移住生活を体験でき、使用期間は１箇月（30日）単位と

し、最長で２箇月（60日）とする。寝具や日常消耗品などは使用者が持ち込むものとする。使用料は１箇月３万円、延長（１日毎）千

円とする。

村づくり・雇用推進課　行政改革係 0274-87-2011 http://www.nanmoku.ne.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=312



群馬県 南牧村 住宅新築,住宅改修 新築等祝い金の交付

１．対象者（下記の要件のすべてに該当） 

・本村に住所を有し、現に居住している者。 

・奨励金の支給を受けた後、引き続き１０年以上にわたって本村の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とすること。 

・同一世帯内で公租、公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。 

 

２．内　容 

　本村への定住を促進するため、新築等の祝金を交付する。 

・住民が自ら居住する住宅を新築し、１軒当たり延床面積が６６平方メートル以上で、 

　かつ、費用が１千万円以上のもの［奨励金額：５０万円］ 

・住民が自ら居住する住宅を新築し、１軒当たり延床面積が３３平方メートル以上で、 

　かつ、費用が５百万円以上のもの［奨励金額：２０万円］ 

・住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、１軒当たりその部分の延床面積が３３平方メートル以上で、 

　かつ、その費用が３百万円以上のもの［奨励金額：２０万円］

村づくり・雇用推進課　企画係 0274-87-2011

群馬県 南牧村 移住者限定支援,子育て 子育て世帯転入奨励金の交付

１．対象者 

　満１５歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者及び保護者等が、新たに本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の

本拠地とすることとなったとき。居住日から引き続いて３年以上居住する意思があると認められるとき。 

 

２．内　容 

　子育て支援の施策として子育てをしている者の転入に対する奨励金（転入児童等１人につき３０,０００円）の交付

総務課　総務係 0274-87-2011

群馬県 南牧村 交通機関利用,子育て,教育,就学,通勤・通学
高等学校等入学支援金・通学補

助金の交付

１．対象者 

　保護者等が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。高等学校等に入学した者を現に養育しているこ

と。同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。 

 

２．内　容 

・高等学校等の入学に対する支援金（入学生徒１人につき３０,０００円）の交付 

・高等学校等への通学に対する補助金（バス停から駅までの距離により年額２２,０００円～４２,０００円）の交付

総務課　総務係 0274-87-2011

群馬県 南牧村 子育て,教育 学校給食費の無料化

１．対象者 

　保護者等及び児童生徒が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。同一世帯内で公租公課の義務がある

者にあっては、その義務を完全に履行していること。 

 

２．内　容 

　子育て支援の施策として学校給食に要する費用の免除

教育委員会事務局　学校教育係 0274-87-2011

群馬県 南牧村 子育て,教育
保育料・学童クラブ利用料の完

全無料化

１．対象者 

　保護者等及びその子が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。同一世帯内で公租公課の義務がある者

にあっては、その義務を完全に履行していること。 

 

２．内　容 

・保育園の保育に要する費用の免除 

・学童保育に要する利用料の免除

保健福祉課　福祉係 0274-87-2011

群馬県 南牧村 結婚,出産 結婚・出産祝い金支給

１．対象者 

　南牧村に居住する者で、かつ、永住の意思のある者 

 

２．内　容 

　南牧村の人口の減少を防止し、人口の増加と定着化を図り、もって村勢の発展と住民福祉の向上に寄与するために、結婚祝金・出産

祝金を支給する。 

・結婚祝金：１組３万円 

・出産祝金：第１子５万円、第２子以降１人につき１０万円

総務課　総務係 0274-87-2011

群馬県 みどり市 結婚,子育て,教育 第3子以降副食費助成事業
18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童（3～5歳）が認可保育園等に入所している場合、対象児童の副食費(月額

4,500円を上限)を助成します。
こども課　子育て支援係 0277-76-0995 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1574838420744/index.html

群馬県 みどり市 住宅設備 公共下水道接続促進補助金
合併処理浄化槽や単独処理浄化槽、くみ取り槽から公共下水道への接続に伴う宅内排水設備工事を行う方に予算の範囲内で補助金を交

付します。※建物の新築・建替えによる工事は対象外
都市計画課　下水道係 0277-76-1903 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1553846456075/index.html

群馬県 みどり市 移住体験 市民農園の設置
市民農園（1区画20㎡×132区画）を、1区画あたり年額4,000円で提供しています。その他、休憩ハウス、簡易トイレ、水道、駐車場等

あります。
農林課林政係 0277-76-1937 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1538121269289/index.html

群馬県 みどり市 移住体験 農業次世代人材投資事業
独立・自営就農時の年齢が50歳未満の次世代を担う新規就農者に最長5年間で年間150万円以内(本人前年所得により変動)の資金を交付

します。認定新規収納者であることなど一定の交付要件があります。
農林課農政係 0277-76-1937

群馬県 みどり市 住宅改修 住宅環境補助事業
市内の一般住宅の機能向上などの工事に対し、補助金を交付します。10万円以上の工事費に対し補助率1/10、上限10万円を補助しま

す。
建設課住宅政策係 0277-76-1904 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1584345616017/index.html

群馬県 みどり市 子育て,出産 家族づくり応援事業
市内在住で出産された方を対象に出産祝金として現金1万円を贈呈します。また希望する方に赤ちゃんの名入りストラップ(市産材)をプ

レゼント。
市民課市民係 0277-76-0972 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1521076926356/index.html

群馬県 みどり市 農業 貸し農園の設置
体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000円～）、そば打ち体

験（1名1,100円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。
農林課林政係 0277-76-1937 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000992/index.html

群馬県 みどり市 子育て 第3子以降保育料無料化事業
18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が保育認定を受け、認可保育園等に入所している場合、対象児童の保育料を

無料とします。
こども課子育て支援係 0277-76-0995 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1394687722166/index.html

群馬県 みどり市 子育て 子育て支援紙おむつ給付事業
2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付券（1ヵ月につき1,000円券

を2枚）を交付します。
こども課こども福祉係 0277-76-0995 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000002051/index.html

群馬県 みどり市 教育,通勤・通学
わたらせ渓谷鐵道高校生等通学

費補助事業
高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している生徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。 東市民生活課市民福祉係 0277-76-0984 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000448/index.html



群馬県 みどり市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成事業 義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。 市民課医療助成係 0277-76-0972 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000001915/index.html

群馬県 みどり市 子育て,教育 学校給食費無料化 「みどり市立の小・中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒」に提供する給食は無料とします。 教育総務課　大間々学校給食センター 0277-46-9491 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1495705035898/index.html

群馬県 みどり市 子育て,教育
学校給食費補助事業【食物アレ

ルギー対応補助金交付事業】

食物アレルギーのため給食を食べられず、毎日お弁当を持参している無料化対象児童生徒の保護者を対象とし、給食の食材費相当額を

補助します。
教育総務課　大間々学校給食センター 0277-46-9491 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1490857229172/index.html

群馬県 みどり市 奨学金 奨学金貸与事業
経済的な理由で修学が困難な人に奨学金を無利子でお貸しします。（金額は月額）【大学院・大学・短大・専修学校専門課程】3万円

（自宅外）／2万円（自宅）、【高校生・専修学校高等課程・高等専門学校】1万円
教育総務課総務係 0277-76-9844 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000002171/index.html

群馬県 みどり市 起業・就業 起業家チャレンジ資金貸付事業
新たに創業する者、新たな事業に業種転換する者又は事業開始後１年未満の者に運転資金及び設備資金を融資します。【利率（固

定）】年1.7％、【限度額】1,000万円、【融資期間】運転5年又は設備10年以内
商工課商工労政係 0277-76-1938 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000453/index.html

群馬県 みどり市 引っ越し,住宅新築 定住促進住宅用地分譲事業
生活の本拠として、自ら又は直系卑属の親族が居住する住宅を建築もしくは既存の住宅の宅地とともに使用するため、宅地を必要とし

ている方に、浅原分譲地（面積253.88㎡／価格1,087,000円）、東町並分譲地（面積253.36㎡～／価格1,292,000円～）を提供します。
都市計画課都市計画係 0277-76-1903 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000002106/index.html

群馬県 みどり市 起業・就業
勤労者資金貸付事業（住宅資

金）

同一事業所に1年以上継続して勤務し、市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅の建築・増改築、または既設住宅を購入するための

費用及びそれに必要な宅地を購入するための資金を利率（固定）年2.5％で融資します（諸条件あり）。
商工課商工労政係 0277-76-1938 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000449/index.html

群馬県 みどり市 引っ越し,住宅賃貸 定住促進住宅事業
みどり市東町地域に定住する意志を有する方に、市有沢入住宅を賃貸します。平成5年建築2階建て、家賃1K7,000円（6部屋）、

2DK10,000円（5部屋）。空状況はホームページに掲載。
建設課住宅政策係 0277-76-1904 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000002134/index.html

群馬県 みどり市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 みどり市空き家バンク制度
市内への移住や定住を促進するため、所有者からの申請に基づき市内の空き家物件を空き家バンクに登録し、ホームページ等で賃貸ま

たは購入希望者へ空き家情報を提供する。
建設課住宅政策係 0277-76-1904 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1390546680569/index.html

群馬県 みどり市 住宅設備 浄化槽設置整備補助金
単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽（環境配慮型浄化槽）への転換工事を行う方に補助金を交付します。※新築・建替え

による新規設置は対象外
都市計画課下水道係 0277-76-1903 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1460527766567/index.html

群馬県 みどり市 住宅設備
住宅用新エネルギー等設置補助

事業

補助金を交付します。【太陽光発電システム】1kWあたり3万円（上限5万円）、【リチウムイオン蓄電池】一基あたり15万円、【木質

ペレットストーブ】本体等購入費＋設置工事費の２分の１以内（上限10万円）
生活環境課環境衛生係 0277-76-0985 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html

埼玉県 行田市 健康・医療 子ども医療費支給事業
外来、入院ともに18歳に達する日以後最初の3月31日までの医療費（保険診療）の一部負担金について助成します。ただし、保険外のも

の、また健康保険などで支給される附加給付金および高額療養費は除かれます。
健康福祉部保険年金課 048-556-1111 http://www.city.gyoda.lg.jp/14/03/11/iryo/kodomo.html

埼玉県 行田市 起業・就業 起業家支援事業
市内の空き店舗等を活用して新たに創業する方に対し、店舗等の賃借料の２分の１（限度額５万円・３６ヶ月以内）および改修費の２

分の１（限度額５０万円）を予算の範囲内で助成します。なお、改修費について、空き蔵の場合は限度額２５０万円。
環境経済部商工観光課 048-556-1111 https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/11/syusyoku_taisyoku/zyosei.html

埼玉県 行田市 住宅購入 空き家等バンク

空き家を売りたい・貸したい方から提供を受けた物件の情報を登録し、市ホームページ等で広く一般に公開するとともに、利用を希望

する方に情報を提供します。また、空き家等の利活用相談や交渉および売買、賃借等の代理もしくは媒介については、市と協定を締結

した団体に所属する宅地建物取引業者が行っています。

都市整備部建築開発課 048-550-1551 http://www.city.gyoda.lg.jp/16/04/10/akiyatoubank.html

埼玉県 行田市 移住体験 移住・定住プロジェクト

平成30年6月1日に移住・定住相談窓口を開設し、移住・定住に関する相談対応等を行っています。 

併せて、本市への移住・定住に関心のある方に会員登録していただくと市内の協力事業者による特典の付加や情報提供などを行い、官

民協働で移住・定住プロジェクトを進めています。

総合政策部企画政策課 048-556-1111 http://www.city.gyoda.lg.jp/11/02/10/iju-teiju_project.html

千葉県 いすみ市 移住者限定支援 移住支援金
東京２３区内に在住または通勤する方が、就業や起業によりいすみ市に移住し、一定の要件に該当した場合に移住支援金を交付しま

す。
企画政策課　移住・創業対策室 0470-62-1332

千葉県 いすみ市 住宅改修 木造住宅耐震改修工事補助金 木造住宅の耐震改修工事に要する経費の一部を補助します。 建設課　都市整備班 0470-62-1204

千葉県 いすみ市 結婚 結婚新生活支援事業補助金 結婚新生活を経済的に支援するため、新婚世帯に対し、住宅の賃貸・引っ越し費用について補助金を交付します。 企画政策課　移住・創業対策室 0470-62-1332

千葉県 いすみ市 移住体験 お試し居住・体験プログラム
移住を検討している方に１週間以内でいすみ市に滞在していただくお試し居住など、田舎暮らしに関する体験プログラムを企画・実施

しています。
企画政策課　移住・創業対策室 0470-62-1332

千葉県 いすみ市 起業・就業 クラウドソーシング手数料助成
クラウドソーシングによる新たな働き方を促進し、市内への若者定着及び地域の活性化を実現するため、クラウドソーシングを利用し

て仕事を受注し報酬を受けた者に対しシステム手数料を助成します。
企画政策課　移住・創業対策室 0470-62-1332

千葉県 いすみ市 住宅改修 木造住宅耐震診断補助金 木造住宅の耐震診断を行う場合、必要な経費の一部を補助します。 建設課　都市整備班 0470-62-1204

千葉県 いすみ市 住宅賃貸 空き家バンク制度
空き家となっている戸建て住宅を賃貸物件として登録し、情報をウェブサイト等で公開することで、市内への移住・定住を目的とした

空き家の利用を希望する方に紹介する制度です。
企画政策課 移住・創業対策室 0470-62-1332

千葉県 いすみ市 住宅設備
住宅用設備脱炭素化促進事業補

助金
定置用リチウムイオン電池システムを設置される方に対し補助金を交付します。 環境保全課　環境政策班 0470-62-1385

千葉県 いすみ市 住宅設備
家庭用小型合併処理浄化槽設置

整備補助
合併処理浄化槽に取り換える方に対し、経費の一部を補助します。 環境保全課　環境政策班 0470-62-1385

千葉県 香取市 移住体験,移住者限定支援
香取市テレワーク活用移住者奨

励金

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、ITサービスを活用し、場所にとらわれない働き方や、地方暮らしに対する関心の高まりがあ

ることから、香取市への移住の促進を目的として、市外から香取市へテレワークで転入居住した方へ、最大10万円の移住奨励金を支給

します。

香取市経営企画部企画政策課 0478-50-1206 http://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/210603syoreikin.html

千葉県 君津市 子育て,出産,住宅賃貸 子育て 住宅賃貸 ひとり親家庭で、自ら居住するための住宅を借り受け家賃を支払っている方を対象に、住宅手当を支給します。（所得制限あり） こども政策課 0439-56-1128 https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1612.html

千葉県 君津市 子育て,出産 病児・病後児保育
子育てと仕事の両立支援の一環として、お子さんが病気中または病気の回復期にあるため集団生活が困難な期間、医療機関に付設され

た専用施設において、一時的にお子さんをお預かりする病児・病後児保育を実施しています。
保育課 0439-56-1184 https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1590.html

千葉県 君津市 子育て,出産,健康・医療 子ども医療費助成制度 生まれてから中学３年生までのお子さんの医療費を助成します。（自己負担なし） こども政策課 0439-56-1128 https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1614.html

千葉県 君津市 起業・就業
きみつ魅力あふれるお店づくり

事業補助金

市内の空き店舗や空き家を活用して、新たにお店を始める方やコミュニティ施設の設置・運営を行う方に対して、出店に係る経費の一

部を予算の範囲内で補助します。
経済振興課 0439-56-1277 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/561.html

千葉県 君津市 起業・就業
君津市中小企業資金融資及び利

子補給制度
市内中小企業者に対し、金融機関からの事業に要する資金の融資を円滑にし、その資金融資にかかる利子補給等の支援をします。 経済振興課 0439-56-1277 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/559.html

千葉県 君津市 起業・就業
君津版ハローワーク「きみジョ

ブ」

仕事探し中の方はもちろん、なかなか就労に結びつかず困っている方など、相談員が親身に対応し、若者から高齢者まで広く市民の就

職活動を支援します。
経済振興課 0439-56-1531 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/32572.html

千葉県 君津市 住宅購入,住宅改修 戸建て中古住宅取得補助金 自ら住むことを目的に戸建て中古住宅を取得された方を対象に最大70万円を補助します。 建築課 0439-56-1621 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/32/31542.html

千葉県 君津市
移住者限定支援,通勤・通学,引っ越し,住宅設

備

君津市住まいるきみつ移住者助

成金

県外で働きながら市内に移住し、引き続き県外で勤務する方の引っ越し費用とテレワーク導入の費用について、最大10万円補助しま

す。
政策推進課 0439-56-1568 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/47502.html

千葉県 君津市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 君津市空き家バンク
市内で居住していない戸建て住宅を所有し、売買または賃貸を希望する方から提供していただいた物件情報を公開し、市内への移住を

希望する方にご紹介しています。
建築課 0439-56-1621 http://www.kimitsu-akiya.jp/

千葉県 君津市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 宅建協会と連携した住宅紹介 ご希望の物件情報を伺い、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部と連携しご紹介します。 政策推進課 0439-56-1568 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/1078.html

千葉県 栄町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 在宅勤務転入者応援金支給制度 栄町に転入し在宅勤務をする方に、応援金５万円を支給します。 まちづくり課 0476-33-7719



千葉県 栄町 子育て,健康・医療 子ども医療費の助成制度 高校３年生までの児童について入院・通院・調剤の医療費を助成します。 福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=4023

千葉県 栄町 子育て 病児・病後児保育事業
児童が病気の回復期又は病気中のため、集団生活や家庭での育児が困難な期間お子さんを適切な処遇が確保される病児・病後児保育施

設において一時的にお預かりする事業です。（日額：２，５００円）
福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=2718

千葉県 栄町 子育て 妊婦・子育てヘルパー派遣事業 妊婦及び小学校就学前の子どもの保護者の家事・育児のお手伝いに子育てヘルパーを派遣します。（１時間：５２０円） 福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=1222

千葉県 栄町 子育て,出産
マタニティ・乳児タクシー助成

事業

妊産婦または乳児が健康診査等でタクシーを利用する際のタクシー料金の一部を助成します。対象：妊娠から１歳の誕生日までの子の

いる母（タクシー券５，０００円分）
福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=3508

千葉県 栄町 子育て,出産 赤ちゃん子育て支援金 赤ちゃんの出産祝い金として、出産時・一歳児・二歳児において１年ごとにお祝い金を支給します。（最大50万円まで） 福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=2431

千葉県 栄町 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 新婚生活支援補助金 結婚後の住宅購入費やアパート等の家賃、または、引っ越しにかかった費用の一部を補助します。（最大３０万円） 福祉・子ども課 0476-33-7707 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=3131

千葉県 栄町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 医療職・保育士転入者支援制度 看護師・医師又は保育士の資格を有し、病院や診療所や町内の保育所等に勤務する方が栄町に転入した場合、支援金を支給します。 まちづくり課 0476-33-7719 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=3407

千葉県 栄町 住宅改修 住宅リフォーム補助制度 住宅リフォームを行う方に対し、工事費用の１/１０、上限１０万円を補助します。 まちづくり課 0476-33-7719 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=1352

千葉県 栄町 移住者限定支援 Uターン同居・近居支援制度
１年以上、町外に転出していたお子さんが、長期にわたり親と同居または町内に住むことになった場合、親に支援金を交付します。最

大30万円を交付。
まちづくり課 0476-33-7719 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=2797

千葉県 栄町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 移住者子ども加算金
町外から転入してきた方で、中学生以下の子どもがいる方に加算金を支給します。１人目から１人につき１０万円を加算します。（ア

パート・貸家などへの転入の方は３回に分割）
まちづくり課 0476-33-7719 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=1348

千葉県 栄町 住宅新築,住宅購入 定住・移住奨励金交付制度

町外から転入し住宅を取得した方に最大２５万円を交付します。 

町内の方が既存住宅を建替えた場合（解体撤去し住宅を取得）は１０万円を交付します。 

町内の方が住宅を取得した場合は５万円を交付します。

まちづくり課 0476-33-7719 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=1348

千葉県 山武市 奨学金 看護学生奨学金貸付
将来、看護師または助産師として地方独立行政法人さんむ医療センターの業務に従事しようとする看護学生を対象とした、「奨学金の

貸付制度」を設けています。（申込先は、さんむ医療センターとなります。詳細は、ホームページをご覧ください。）
保健福祉部健康支援課 0475-80-1173 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001006.html

千葉県 山武市 奨学金 医学生奨学金等貸付
将来、医師として地方独立行政法人さんむ医療センターの業務に従事しようとする医学生を対象とした、「奨学金・修学一時金の貸付

制度」を設けています。
保健福祉部健康支援課 0475-80-1173 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002801.html

千葉県 山武市 子育て,出産,健康・医療 多胎妊産婦サポーター事業
多胎児（双子や三つ子等）を妊娠または養育しているご家庭に多胎妊産婦サポーターが訪問し、育児や家事の支援をします。※自己負

担あり。
保健福祉部健康支援課 0475-80-1172 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003073.html

千葉県 山武市 子育て,健康・医療 産婦健康診査費用一部助成
出産後間もないお母さんのこころとからだの健康状態をチェックする「産婦健康診査」の費用の一部を助成します。（上限５千円）※

令和３年４月１日以降に母子手帳を受け取った方が対象となります。
保健福祉部健康支援課 0475-80-1172 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003558.html

千葉県 山武市 林業
自伐型林業推進モデル事業補助

金

自伐型林業者が安全かつ効率的な森林整備を進めるために、労働安全に資する装備若しくは機械又は高性能な林業機械を購入する費用

の一部を補助します。（上限50万円）
産業振興部農政課 0475-80-1213 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003568.html

千葉県 山武市 住宅設備 生ごみ堆肥化装置補助金 生ごみ処理機を購入された方に対して、費用の一部を補助しています。（上限２万円） 建設環境部環境保全課 0475-80-1161 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001019.html

千葉県 山武市 健康・医療 特定不妊治療費助成 「千葉県特定不妊治療費助成事業」の承認を受けている方を対象に、治療費の一部を助成します。 保健福祉部健康支援課 0475-80-1172 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001375.html

千葉県 山武市 健康・医療,高齢者支援 後期高齢者短期人間ドック助成
一定の要件を満たす方（後期高齢者被保険者であり、市内に６か月以上住所を有している。）を対象に短期人間ドック費用の一部を助

成します。（上限３万円）
市民部国保年金課 0475-80-1142 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001308.html

千葉県 山武市 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅改修 三世代同居等支援補助金
市内に転入し、三世代同居・近居を始める方を対象に住宅取得費用の一部を補助します。 

（上限75万円）
総合政策部企画政策課 0475-80-1132 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002331.html

千葉県 山武市 交通機関利用 市乗合タクシー
利用者登録をされた方の自宅などから目的地まで乗り合いで利用するタクシーを運行しています。＜利用料金＞大人（中学生以上）：

400円　小人（小学生）：200円　小学生未満：無料　※地域内運行の場合
総合政策部企画政策課 0475-80-1131 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001954.html

千葉県 山武市 交通機関利用,通勤・通学 市基幹バス
市内各地域の拠点間や主要施設などを結ぶコミュニティバスを運行しています。＜利用料金＞大人（中学生以上）：200円　小人（小学

生）：100円　小学生未満：無料
総合政策部企画政策課 0475-80-1131 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001956.html

千葉県 山武市 交通機関利用
基幹バス・乗合タクシーの利用

料金割引

①障害者手帳をお持ちの方、②チーパスをお持ちの方、③運転免許を自主返納された方を対象として、市基幹バス及び市乗合タクシー

の利用料金を割引しています。（１回の乗車につき100円の割引。割引の併用不可）
総合政策部企画政策課 0475-80-1131 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001958.html

千葉県 山武市 子育て,教育 英語検定補助
市内の中学校１年生から３年生を対象に、当該年度に各学校が会場として開催される英語検定のうち、１回分の検定料を全額補助しま

す。
教育部子ども教育課 0475-80-1443 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001345.html

千葉県 山武市 健康・医療 短期人間ドック助成
一定の要件を満たす方（30歳以上74歳以下であり、山武市国民健康保険に継続して６ヶ月以上加入している。）を対象に短期人間ドッ

ク費用の一部を助成します。（上限５万円）
市民部国保年金課 0475-80-1143 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page000977.html

千葉県 山武市 住宅設備 ペレットストーブ等補助金 木質ペレット、薪等を燃料として使用するストーブ又はボイラーを購入・設置する費用の一部を補助しています。 産業振興部農政課 0475-80-1213 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001016.html

千葉県 山武市 住宅新築,住宅購入 市内産木材利用促進事業補助金
市内で産出された木材を一定割合以上使用し、かつ市内の工務店の施工による戸建木造住宅を新築・増築・購入された方へ、経費の一

部を補助しています。（上限25万円）
産業振興部農政課 0475-80-1213 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001876.html

千葉県 山武市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク
所有する空き家の売却や賃貸の希望がある方が空き家バンクに登録した情報を市のホームページで公開し、空き家を購入したい方や借

りたい方に向けて情報を提供しています。
建設環境部都市整備課 0475-80-1192 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002020.html

千葉県 山武市 子育て,健康・医療 高校生等医療費助成
高校生等（16歳から18歳の学生）のお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険適用の医療費の一

部負担金について助成します。
保健福祉部子育て支援課 0475-80-2631 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001380.html

千葉県 山武市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成
中学校３年生までのお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費を助成しま

す。
保健福祉部子育て支援課 0475-80-2631 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001381.html

千葉県 山武市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援補助金
市内で結婚新生活を始めるための費用（住居費・引っ越し費用）の一部を補助します。 

（最大50万円）
総合政策部企画政策課 0475-80-1132 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001004.html

千葉県 白井市 住宅設備
住宅用省エネルギー設備等導入

促進事業補助金

住宅用省エネルギー設備等の設置者に対して補助金を交付する。 

対象設備 

・太陽光発電システム 

・家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

・定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池） 

・太陽熱利用システム 

・窓の断熱改修

環境課 047-492-1111 http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html

千葉県 白井市 起業・就業 無料職業紹介所 職業紹介、職業相談、求人情報の提供などにより、就職活動の支援をしています。 産業振興課 047-492-1111 http://www.city.shiroi.chiba.jp/sangyo/shushoku/s02/1421929758572.html

千葉県 白井市 移住者限定支援,住宅購入 親元同居近居支援補助制度
市内に居住する親世帯と同居又は近居を目的として、本市において自己の居住の用に供するための住宅の購入等をし、転入した子育て

世帯等に対して、補助金を交付します。
建築宅地課 047-492-1111 http://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/kankyo/k07/ken003/ken019/ken020/1457662234372.html

千葉県 匝瑳市 子育て,教育,就学 就学援助制度 経済的に困窮している小中学生の保護者に対し、学用品費や給食費等を援助する。 学校教育課学務班 0479-73-0094 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000715.html



千葉県 匝瑳市 子育て,教育 放課後児童クラブ
保護者が就労等により家庭にいない児童に対して、放課後や長期休業等の期間中における学習や遊び場等の適切な生活の場を提供す

る。
学校教育課指導班 0479-73-0094 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000873.html

千葉県 匝瑳市 移住者限定支援
移住に関するオンライン相談窓

口

匝瑳市への移住・定住・二地域居住を検討している人を対象に、ウェブ会議ツール「ZOOM（ズーム）」を使用したオンライン相談窓

口を開設しています。
企画課まちづくり戦略室 0479-73-0081 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page003535.html

千葉県 匝瑳市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
フラット３５地域連携型の「利

用対象証明書」交付

匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付と併せて、フラット３５の借入金利について、一定期間の引き下げを受けることが出来ま

す。
企画課まちづくり戦略室 0479-73-0081 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002006.html

千葉県 匝瑳市 住宅改修 住宅リフォーム補助事業 市内の施工業者を利用して住宅のリフォーム工事を行う市民に対して、工事費用の１/１０（上限２０万円）を補助。 都市整備課管理班 0479-73-0091 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002386.html

千葉県 匝瑳市 まちづくり活動 市民提案型事業助成金 地域の課題 解決や活性化を図るため、市民等が主体的に取り組む事業に要する経費に対し、助成金を交付。 環境生活課市民協働班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002914.html

千葉県 匝瑳市 まちづくり活動 市民活動サポートセンター 市民活動を支援する「市民活動サポートセンター」を設置。 環境生活課市民協働班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page003609.html

千葉県 匝瑳市 住宅設備
生ごみ処理機等設置促進事業補

助金
家庭用生ごみ処理機または生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入費の一部を補助。 環境生活課環境班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000245.html

千葉県 匝瑳市 住宅設備
住宅用太陽光発電システム設置

費補助金
住宅用太陽光発電システムを設置しようとする人に対し、補助金および奨励金を交付。 環境生活課環境班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html

千葉県 匝瑳市 住宅設備 合併処理浄化槽設置促進事業
匝瑳市内に居住し、又は住宅の取得後に市内に住所を移転する者で、市内で住宅に合併処理浄化槽(１０人槽以下)を設置する場合に補助

金を交付。
環境生活課環境班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000175.html

千葉県 匝瑳市 文化・芸術・スポーツ スポーツ教室 スポーツを通して市民の健康づくりを目指し、誰もが気軽にできるスポーツの普及を図るため、各種スポーツ教室を実施。 生涯学習課スポーツ振興班 0479-73-0097 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002088.html

千葉県 匝瑳市 起業・就業 シルバー人材センター 高齢者の皆さんにお仕事を紹介。 公益社団法人匝瑳市シルバー人材センター 0479-70-2030 http://www.sjc.ne.jp/sousasc/

千葉県 匝瑳市 住宅購入 空き家バンク
空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、市

が提供する。
企画課まちづくり戦略室 0479-73-0081 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000264.html

千葉県 匝瑳市 結婚 婚活支援（婚活inそうさ） 男女の出会いの場を提供するイベントの開催等。 企画課まちづくり戦略室 0479-73-0081 https://www.city.sosa.lg.jp/page/dir000032.html

千葉県 匝瑳市 起業・就業,農業 農業後継者新規就農支援助成金
匝瑳市内に住む40歳以下の新規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーを受講した人、または千葉県指導

農業士から6か月以上の技術研修を受けた人に、年間20万円の助成を行う。
産業振興課農政班 0479-73-0089

千葉県 匝瑳市 起業・就業 空き店舗活用支援事業
匝瑳市内の空き店舗を活用して事業を行う人を対象に補助を行う。（店舗改装費1/2　80万円を上限、賃借料月額1/2　5万円を24ヵ月

を上限）
産業振興課商工観光室 0479-73-0089 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000129.html

千葉県 匝瑳市 起業・就業 創業資金利子補給金
株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資を受けた人に対し、利子の一部を補給。匝瑳市創業塾を受講することで補給率が1%

から全額に優遇される。補給期間は36ヵ月。
産業振興課商工観光室 0479-73-0089 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000128.html

千葉県 匝瑳市 起業・就業 匝瑳市創業塾
創業希望者や創業を間もない方を対象に経営の基礎知識が習得できる創業塾を毎年10月頃開催。全5コマ中4コマ以上受講すると認定書

が発行され、様々な優遇措置を受けることができる。
産業振興課商工観光室 0479-73-0089 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000128.html

千葉県 匝瑳市 農業 市民農園の貸し出し 気軽に野菜や花などの栽培を楽しめる市民農園を貸し出し。市外の方でも利用可能。1区画（30㎡）の利用料金は年額3,000円。 産業振興課農政班 0479-73-0089 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000097.html

千葉県 匝瑳市 子育て,教育 学校給食費の免除 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の給食費を免除。 学校教育課学校給食センター給食班 0479-70-2210 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000718.html

千葉県 匝瑳市 子育て,教育,就学 育英資金 経済的な理由で修学が困難な人（奨学生）に育英資金の貸し付けを行う。 学校教育課学務班 0479-73-0094 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000714.html

千葉県 匝瑳市 交通機関利用,高齢者支援 地域交通利用料助成事業
市内循環バスの利用が困難で、自動車やバイクの運転免許証を持たない75歳以上の高齢者に対し、タクシー料金の一部を助成する「地

域交通利用券」を交付
環境生活課市民協働班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000251.html

千葉県 匝瑳市 交通機関利用,通勤・通学 市内循環バス 市内各地区から、駅、市役所など公共施設をつなぐ循環バスを運行 環境生活課市民協働班 0479-73-0088 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000247.html

千葉県 匝瑳市 子育て 親と子の料理教室 ７～１１か月児をもつ保護者を対象にした離乳食教室。２歳以上の幼児と保護者を対象にした幼児食育教室。 健康管理課健康管理班 0479-73-1200 https://www.city.sosa.lg.jp/page/dir000955.html

千葉県 匝瑳市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成事業 0歳児から高校生世代までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。 健康管理課健康管理班 0479-73-1200 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000843.html

千葉県 匝瑳市 子育て チャイルドシート助成事業
６歳未満の乳幼児の保護者が対象。新品で、法令で定める保安基準に適合するチャイルドシートを購入した場合に、乳幼児１人につき

１回、１万円を上限に助成する。
健康管理課健康管理班 0479-73-1200 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000756.html

千葉県 匝瑳市 起業・就業
介護職員初任者研修等受講費用

助成金交付

市内の同一介護施設等に３か月以上継続して勤務し、介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修を修了した者に対し、受講料及び

教材費の２分の１（上限 初任者研修５０，０００円、実務者研修１００，０００円）を助成する。
高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000134.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援 訪問理容サービス 理容院に出かけることが困難な高齢者に対し、出張による在宅での理容サービスを行う。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援 配食サービス 食事の調理が困難な独居等高齢者に対して、低栄養状態を改善するため、配食サービスを行い、併せて安否確認を行う。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援 老人短期入所（介護保険以外） 一時的に身体機能が低下している高齢者が、在宅で療養できない場合、養護老人ホームに一時的に入所を行う。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000493.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援,介護 紙おむつの給付 在宅の65歳以上の要介護認定者に対し、紙おむつを給付する。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援 緊急通報装置の設置 独居等高齢者に対し、緊急事態に備えて、24時間態勢で対応できる通報装置を設置。また、月1回のお伺い電話や、健康相談も行う。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 高齢者支援,介護 外出支援サービス 車椅子やストレッチャー等を利用しなければ移動できない高齢者が、医療機関へ通院する際に、リフト付き車両での送迎を行う。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 健康・医療,高齢者支援,介護 家族介護慰労金の支給 介護保険サービスを利用せずに寝たきり等の高齢者を介護している家族に対して、慰労金10万円を支給。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000498.html

千葉県 匝瑳市 健康・医療,高齢者支援
はり・きゅう・マッサージ等施

術の利用助成
70歳以上の高齢者が、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける際に費用の一部が助成される利用券を交付。 高齢者支援課支援班 0479-73-0033 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000492.html

千葉県 匝瑳市 住宅改修 耐震診断補助 居住する木造住宅（昭和５６年５月以前に建築）について、耐震診断を実施した場合に診断費用の２/３（上限８万円）を補助。 都市整備課管理班 0479-73-0091 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000170.html

千葉県 匝瑳市 住宅改修 耐震改修補助
居住する木造住宅（昭和５６年５月以前に建築）について、耐震診断の結果に基づく耐震改修を実施した場合に設計・工事監理費用の

２/３（上限１０万円）、工事費用の２/３（上限６０万円）を補助。
都市整備課管理班 0479-73-0091 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000169.html

千葉県 匝瑳市 子育て 保育所第3子以降無料化事業 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。 福祉課子育て支援班 0479-73-0096 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000801.html

千葉県 匝瑳市 子育て つどいの広場 子育て中の親子が自由に集い、あそびや情報交換ができる場所を提供。 福祉課子育て支援班 0479-73-0096 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002063.html

千葉県 匝瑳市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
転入者マイホーム取得奨励金交

付事業

匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築又は中古住宅を取得した人に奨励金を交付（新築最大100万円、中古最大60万

円）。
企画課 0479-73-0081 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page001411.html

千葉県 富津市 子育て 放課後児童クラブ（学童保育）

保護者が昼間家にいない小学生お預かりし、放課後の居場所を確保します。市内に９つの放課後児童クラブがあり、全小学校区におい

て放課後児童クラブが設置されています。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000323.html

千葉県 富津市 子育て,健康・医療 病後児保育
安心して子育てと仕事を両立できるよう、病気やけがの回復期にあるお子さんをお預かりする病後児保育を市内2か所で実施していま

す。詳しくは富津市ホームページをご覧ください。
子育て支援課保育係 0439-80-1312 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000002503.html

千葉県 富津市 子育て 第3子保育料無料化

第3子以降の保育料を無料とし、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。待機児童もいないため、安心してお子さんを預けることが

できます。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

子育て支援課保育係 0439-80-1312 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000003691.html

千葉県 富津市 子育て 子育て支援センター
子育て中の親子が交流を図り、子育て相談や情報交換ができる子育てセンターが市内に2か所あります。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。
子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000324.html



千葉県 富津市 子育て チャイルドシートの貸出
チャイルドシートを1年間無料で貸し出します。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。
子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000004046.html

千葉県 富津市 子育て,出産 産前産後ヘルパー派遣事業

妊娠中、出産後に、日中家族等からサポートが受けられず支援が必要な家庭に、産前産後ヘルパーが訪問し、家事や育児のサポートし

ます。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006844.html

千葉県 富津市 子育て,出産 ふっつ子育てきずなLINE

妊婦やそのパートナー、子育て中の保護者が安心して出産や子育てができるように、妊娠期から３歳のお誕生日まで、おなかの赤ちゃ

んの様子や産後のお子さんの成長・発達、市の子育て支援に関する情報を子育て支援課LINE公式アカウントでタイムリーにお届けしま

す。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006358.html

千葉県 富津市 子育て すくすくギフト
紙おむつなどのお好きな育児用品（月額3,500円分）をカタログから選んでいただき、すくすくギフトとして毎月自宅へ配送します。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。
子育て支援課子育て支援係 0439-80-1256 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006528.html

千葉県 富津市 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援事業

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに結婚して新生活を始める世帯に対して、新居の取得費や家賃、引越費用を1世帯当たり60万円

を上限に補助します。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

市民課市民活動推進係 0439-80-1252 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006538.html

千葉県 富津市 引っ越し,住宅改修,住宅設備 空家バンクリフォーム補助金

空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクに登録している物件を購入、又は賃貸した方に

対し、予算の範囲内でリフォーム費用について補助金を交付します。 

補助金額：補助対象経費の2分の1以内（上限額50万円） 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

企画課移住定住推進室 0439-32-1067 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006240.html

千葉県 富津市 住宅購入,住宅賃貸 空家バンク制度 空き家の有効活用による移住・定住促進を図るため、購入や賃貸が可能な市内の空き家を市ホームページで公開しています。 企画課移住定住推進室 0439-32-1067 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000005548.html

千葉県 富津市 移住者限定支援,起業・就業
UIJターンによる起業・就業者等

創出事業補助金

東京圏に在住し、東京23区に通勤する方が、富津市に移住して一定の条件（就職・テレワーク・起業）を満たす場合、補助金（2人以上

の世帯:100万円、単身世帯:60万円）を交付する制度です。 

詳しくは富津市ホームページをご覧ください。

企画課移住定住推進室 0439-32-1067 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006818.html

千葉県 横芝光町 子育て,教育 学校給食費の無償化 教育費負担を軽減するため、小中学生の学校給食費を全額助成しています。 学校給食センター 0479-80-3797

千葉県 横芝光町 子育て,健康・医療
こども医療費・児童医療費の助

成制度

０歳から高校３年生までの医療費を全額助成します。 

こども医療費：０歳児～中学校３年生 

児童医療費：高校生（各種学校可）

健康こども課こども班 0479-82-3400 https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/11/1196.html

千葉県 横芝光町 住宅設備

エアコン設置補助事業（航空機

騒音対策空気調和機器設置事

業）

成田国際空港(株)等の住宅防音工事の対象とならない住宅（貸家を除く）の所有者へエアコン購入及び設置費用の90％（上限８万円）を

補助します。
企画空港課空港班 0479-84-1279 https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/3/11401.html

千葉県 横芝光町 結婚,引っ越し,住宅賃貸 結婚新生活支援事業
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用（家賃、引越費

用等）の支援を行います。
企画空港課企画政策班 0479-84-1279 https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/3/1163.html

東京都 青梅市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸

新婚さん青梅に「こうよ」＜最

大30万円補助＞

令和４年度青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業のご案内です。 

青梅市では、新たに夫婦となったお二人の新生活を応援するため、夫婦の住まいにかかる費 

用の一部を補助します。東京だけど、のびのび暮らせる青梅で理想のライフスタイル始めませんか？ 

 

【補助内容】 

①夫婦双方が市外から転入の場合は、３０万円 

②夫婦のどちらかが市外から転入の場合は、２０万円 

③上記①、②以外のご夫婦の場合は、１０万円 

 

制度の詳細を市ホームページでまとめていますので、そちらもご覧ください。 

 

※「こうよ」＝「いらっしゃい」を意味する青梅の方言です。

住宅課住宅政策係 0428-22-1111 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/57262.html

神奈川県 山北町 子育て,教育,就学 児童・生徒就学援助

町内に居住し、かつ町立小、中学校に在学する経済的理由により就学が困難であると認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品

費や給食費など必要な費用の一部を援助します。 

 

〇対象者〇 

次のいずれかに該当する世帯 

・児童扶養手当の支給を受けている 

・市町村民税、個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険税の減免を受けている 

・生活保護を受給している 

・その他、就学にお困りの方 

〇支援内容〇 

学用品費、給食費、修学旅行費、中学校制服購入費等の一部を援助 

〇必要書類〇 

就学援助費交付申請書

こども教育課 0465-75-3648 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000000506.html

神奈川県 山北町 子育て
保育園・認定こども園保育料の

一部支援

第２子以降の子どもが保育園または認定こども園に入園した場合、保護者の子育ての経済的負担を軽減するため、保育料の支援を行い

ます。 

 

〇対象者〇 

保育園または認定こども園に入園している０～２歳で第２子以降の子ども 

〇支援内容〇 

第２子以降の子どもの保育園、認定こども園保育料を1/2程度に減額します。 

（同時入所の場合、1/4程度に減額します。） 

〇必要書類〇 

特に必要ありません

こども教育課 0465-75-3648 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004684.html



神奈川県 山北町 子育て 放課後児童クラブ

保護者が就労等で昼間留守家庭の児童（小学校１年生～６年生）を対象に小学校の余裕教室を活用し、児童を預かる放課後児童クラブ

を行っております。 

 

〇対象者〇 

保護者が就労等で昼間留守家庭の児童（小学校１年生～６年生） 

〇支援内容〇 

次の時間帯で児童を預かります。（延長時間あり） 

・月曜日から金曜日までの下校時から午後７時まで 

・土曜日及び夏季、冬季休業、学年始、学年末の午前８時から午後７時まで 

〇条件〇 

・町内在住で町内の小学校に通う児童（小学校１年生～小学校６年生） 

・保護者等が就労等により昼間留守家庭の児童 

・保護者等が長期疾病等で保護者に代わる方がいない家庭の児童 

〇負担金〇 

月額8,000円（別途おやつ代等月がう2,000円） 

※児童・生徒就学援助認定世帯は月額4,000円 

※児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯、非課税世帯は無料 

〇必要書類〇 

入所申込書、個人記録表、就労証明書

こども教育課 0465-75-3648 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005135.html

神奈川県 山北町 子育て ファミリーサポートやまきた

子どもを預けたい方（依頼会員）と子どもを預かりたい方（支援会員）で組織される相互援助活動です。 

 

〇支援内容〇 

病後や急用の時に子どもを預かったり、保育園や幼稚園の送り迎えを行っています。 

 

〇負担金〇 

月曜日から金曜日までの午前７時から午後８時まで 

１時間当たり600円　病後1,000円 

※上記以外の時間　1時間当たり900円 

※事前に登録が必要です。 

※支援会員の状況によって、対応できないことがあります。

福祉課 0465-75-3644 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000002497.html

神奈川県 山北町 子育て,健康・医療 小児医療費助成

県内の医療機関を受診する際に、医療証の提示をすることで町内在住の中学３年生までの子どもの保険診療の自己負担分が無料となる

よう支援を行います。 

 

〇対象者〇 

町内在住の中学３年生までの子ども 

〇支援内容〇 

入院・通院・調剤費等の自己負担分の全額補助 

〇条件〇 

・入院時食事療養費や保険適用外費用（健康診断や予防接種等）、交通事故等の第三者行為に　該当するものは対象になりません。 

・重度障害者医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成制度に該当する方、生活保護を受けて　いる方はそれぞれの制度で助成するた

め対象となりません。 

〇必要書類〇 

子どもの健康保険証、印鑑 

※既に医療機関にかかった場合は、領収書、振り込み口座がわかるもの（通帳等）を提出してください。

福祉課 0465-75-3644 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000000429.html

神奈川県 山北町 子育て 子育て支援センター

子育て世代が、健やかに楽しくゆとりを持って育児ができるよう支援するため子育て支援センターを設置しています。 

 

〇支援内容〇 

地域の子育て世代が集まるフリースペースです。子育てアドバイザーが子育てに関する情報提供や育児相談を行います。また、子育て

サークル活動の育成・支援を行っています。 

 

〇利用案内〇 

　午前　10時00分～12時20分（予約不要） 

　午後　 1時00分～ 3時00分（要予約） 

 

※町内在住の方に限ります。（午前、午後ともに5組程度） 

※午後12時30分～午後1時00分は室内、遊具の消毒を行うため入室はできません。

福祉課 0465-75-3644 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000002498.html

神奈川県 山北町 子育て 紙おむつ支給

２歳までの子どもを養育している世帯に対して、支給決定から18か月間、子育ての経済的負担を軽減するために紙おむつ購入券を支給

します。 

 

〇対象者〇 

２歳までの子どもを養育している世帯 

〇支援内容〇 

１か月2,400円×消費税分の紙おむつ購入券を支給します。 

〇必要書類〇 

紙おむつ支給申請書

福祉課 0465-75-3644 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000002422.html



神奈川県 山北町 出産 出産祝い金

誕生した子どもの健やかな成長を願い、子どもを出産した世帯に対し、お祝いとして出産祝い金を支給します。 

 

〇対象者〇 

誕生した子どもと同居する父または母 

〇支援内容〇 

・第１市は３万円 

・第２子、第３子は５万円 

・第４子以降は１０万円 

〇条件〇 

・町内に在住している事 

・出産後も町内に１年以上居住する事 

〇必要書類〇 

子育て支援出産祝い金支給申請書、請求書 

※出生の日から３か月以内に申請してください。

福祉課 0465-75-3644 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000002422.html

神奈川県 山北町 出産 妊婦タクシー費用助成

妊婦が安心して出産できるよう、タクシーを利用した際の費用を助成します。 

 

〇対象者〇 

山北町に住民登録がされている母子健康手帳が交付された妊婦 

〇支援内容〇 

・自宅から出産する医療機関までのタクシー代を助成（里帰り出産の場合も、里帰り先から出　産する医療機関まで助成します）。 

・タクシーの利用1回につき上限13,000円を助成。 

・4回（2往復分）と陣痛発生時の1回の計5回分を助成。 

 

〇必要書類〇 

妊婦タクシー助成金交付申請書、タクシー費用の支払額が確認できる領収書（原本）

保険健康課　健康づくり班 0465-75-0822 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005647.html

神奈川県 山北町 出産 産婦健康診査費用補助

出産後の母の健康を守るために大切な産婦健康診査の費用を補助します。 

 

〇対象者〇 

産婦健康診査を受ける日に町内 

〇支援内容〇 

産婦健康診査費用補助券を１回分交付します。 

〇必要書類〇 

特になし。 

※妊婦訪問時（妊娠後期）に補助券をお渡しします。

保険健康課　健康づくり班 0465-75-0822 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004759.html

神奈川県 山北町 出産 妊婦健康診査費用補助

妊娠中の母子の健康を守り、元気な赤ちゃんを出産するために大切な妊婦健康診査の費用の補助を行います。 

 

〇対象者〇 

町内に在住し、妊娠している女性 

〇支援内容〇 

妊婦健康診査費用補助券を14回分交付します。 

〇必要書類〇 

マイナンバーがわかるもの、本人確認ができるもの（運転免許証 等） 

※母子健康手帳の交付時に補助券をお渡しします。

保険健康課健康づくり班 0465-75-0822 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004226.html

神奈川県 山北町 移住体験 お試し住宅ホタルの家

移住・定住希望者に対し、一定期間町に滞在していただくことで風土や気候、生活スタイルの体感、地元の方との交流など、実際にや

まきた暮らしを体験することができます。 

 

〇体験期間〇 

令和4年4月1日（金）～令和5年3月31日（金）のうち2週間から14週間 

 

〇参加料〇 

20,000円／2週間（光熱水費込） 

※2週間単位での参加料設定です。日割り計算等は行いませんのでご注意ください。 

※参加料は全額を承認書の交付を受けた日から14日以内に納付していただきます。（交付は利用開始日の約1か月前） 

 

〇予約受付期間〇 

令和3年12月13日（月）午前8時30分から先着順で予約受付（電話のみ） 

※令和4年度の予約は令和5年2月28日（火）まで受け付けいたします。　 

 

〇予約方法〇 

1．利用をする場合は、電話にて仮予約を行ってください。 

※仮予約は最新の予約状況を把握するため電話にて行ってください。その他の方法（ファックス 、E-mail、郵送等）では受け付けてい

ません。 

2．仮予約が済みましたら申込書を定住対策課へ提出してください。 

※申込書はファックス 、E-mail、郵送、持参等でも受け付けいたします。 

3．受領後、担当者から申込者様へ受領報告をご連絡し、予約完了です。 

定住対策課 0465-75-3650 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005486.html



神奈川県 山北町 住宅改修 空き家活用助成金

空き家の取得・利用を希望する転入者・転居者及び転入者・転居者に賃貸予定の物件所有者に対して、その空き家の活用促進を図るた

め、空き家バンクに登録されている物件の修繕に必要な費用を助成します。 

※工事実施前の申請及び工事実施後の報告が必要です。 

 

〇対象者〇 

・空き家の取得、利用を希望する転入者、転居者 

・転入者、転居者に賃貸予定の物件所有者 

 

〇支援内容〇 

（1戸につき1回限り）　10万円以内 

 

〇条件〇 

・10年以上継続して居住すること 

・市区町村民税等の滞納がないこと 

・空き家の取得、貸借をすること 

・対象物件が空き家バンクに登録されていること 

 

〇必要書類〇 

（工事実施前） 

交付申請書、見積書の写し、整備の詳細がわかる書類・整備箇所の写真、納税証明書、住宅の取得または貸借を証する書類、誓約書

等 

（工事完了後） 

定住対策課 0465-75-3650 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000000858.html

神奈川県 山北町 住宅購入 空き家バンク

町内にある空き家、空き地等（以下、空き家等）の賃貸・売却を希望する方から登録いただいた情報を、空き家等の利用を希望する方

に紹介する制度です。 

町では、（公社）神奈川県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会神奈川県本部と協定を結んでいますので、物件の調査・案

内・契約などの手続きを安心して行うことができます。

定住対策課 0465-75-3650 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/category/13-1-2-0-0.html

神奈川県 山北町 住宅新築 勤労者等住宅資金利子補助金

勤労者等住宅資金利子補助金とは、町内で自己の住宅を新築・購入・増改築するために、町指定の金融機関で融資を受けた場合、住宅

取得者の経済的負担を軽減するため、支払利子の一部を補助する制度です。 

 

〇対象者〇 

次のすべてに該当する方 

・町指定金融機関（横浜銀行、さがみ信用金庫、JAかながわ西湘、中央労働金庫）から住宅資金などを借り入れた勤労者などであるこ

と 

・町内に居住していること 

・町内に自己の居住用の住宅を新築、購入または増改築すること 

・町税などに滞納がないこと 

※新規申請の場合、交付対象となってから2年以内に申請してください。 

※利子補助の期間は3年（36か月分）を上限とします。 

 

〇支援内容〇 

借入金額のうち500万円を補助対象限度額とし、対象額の年利2％以内、3年以内で支払利子の補助を行います。 

 

〇町指定金融機関〇 

横浜銀行、さがみ信用金庫、JAかながわ西湘、中央労働金庫 

 

〇必要書類〇 

交付申請書、住民票の写し、納税証明書、借入金償還表、住宅の取得が確認できる書類等（新規申請のみ） 

 

定住対策課 0465-75-3650 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/category/13-1-3-0-0.html



神奈川県 山北町 住宅新築
新築祝い金・二世代同居近居奨

励金

町外から転入又は町内で転居（世帯分離等）する若者・中堅世帯が町内で住宅を新築した場合、お祝いとして新築祝い金を交付しま

す。 

 

〇対象者〇 

町内で住宅を新築する５０歳未満の方 

 

〇支援内容〇 

（一世帯につき１回限り） 

町外からの転入世帯　２０万円 

町内での転居世帯（世帯分離含む）　１０万円 

【二世代同居近居奨励金】 

上記対象者のうち、親世帯と同居又は町内で近居する世帯には１０万円を加算 

 

〇条件〇 

・１０年以上継続して居住すること 

・建築主が５０歳未満で、世帯の人数が２人以上であること 

・町内に新築戸建て住宅を取得すること 

・市区町村民税等の滞納がないこと 

※申請期間は、登記の日又は引き渡しの日からおおむね２年以内 

 

〇必要書類〇 

交付申請書、世帯全員の住民票の写し、納税証明書、戸建て住宅の取得が確認できる書類、誓約書、親世帯の世帯全員の住民票の写し

定住対策課 0465-75-3650 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000000858.html

新潟県 阿賀町 起業・就業,農業,林業,水産業 新規就業助成金 転入や卒業により新たな企業に就職した場合、一律10万円を支給します。 阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#kigyoshuroshien

新潟県 阿賀町 住宅購入 中古住宅取得奨励金

住宅取得費用の1/2を補助します。（上限50万円、加算措置を含めた上限額：100万円） 

加算措置：①高校生以下の子ども1人につき10万円 

　　　　　②親世帯同居の場合20万円 

 

◇要件 

・阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し3年以内の方 

・転入直前１年間、阿賀町に居住していなかった方 

 

※奨励金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※世帯内に公務員がいる場合は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 出産 妊産婦健康診査交通費助成

阿賀町では、妊産婦さんの経済的負担を軽減し、安心して元気な赤ちゃんを出産できるよう、妊産婦健診の通院に要する交通費につい

て助成を行っております。 

 

 

【助成内容】 

下記の通院に要する交通費について助成します。 

 

    妊婦一般健康診査（上限14回） 

    産後1ヶ月の産婦健康診査

こども・健康推進課 健康推進係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/ninshinshitara/628.html

新潟県 阿賀町 出産,健康・医療 妊産婦医療費助成

町では、妊産婦が安心して出産・育児ができるように、医療機関を受診したときの医療費の助成を行っております。 

 

【助成内容】 

通院・入院を問わず、保険適用分の医療費から一部負担金（※１）を差し引いた金額を助成します。 

※１ 同一の医療機関受診のうち 通院 月1～4回まで530円　5回目以降無料 入院1日につき　1,200円

こども・健康推進課 健康推進係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/ninshinshitara/627.html

新潟県 阿賀町 結婚 素敵な出会いサポート事業 新潟県婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」の初回登録料の１/２を助成します。 阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/lifeseane/kekkon_rikon/640.html

新潟県 阿賀町 子育て,健康・医療 病後児保育室 概ね3歳から小学校6年生までの病気の回復期にある児童の保育、看護等を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援します。 こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/kosodate_shien/615.html

新潟県 阿賀町 子育て 地域子育て支援センター
子育て中の問題や悩みなどの相談を行っています。センターでは、保育園に通っていないお子さんと保護者を対象に、保育士、保健師

による親子遊びなど一緒に遊びながらの相談や情報提供をしています
こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/kosodate_shien/609.html

新潟県 阿賀町 子育て 保育料軽減制度
国の幼児保育無償化に加え、3歳児未満についても第2子は半額、第3子以降は無料としています。また、3歳児以上は副食費も無料とし

ています。
こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762

新潟県 阿賀町 子育て 家庭ごみ用指定袋の無料交付 紙おむつを日常的に必要とする子育て世帯の負担を軽減するため、阿賀町指定ごみ袋を無料で交付します。 阿賀町役場　町民生活課 0254-92-5761 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/kosodate_shien/609.html

新潟県 阿賀町 子育て チャイルドシート購入補助

阿賀町に住所がある乳幼児のためにチャイルドシートを購入した保護者等へ補助金を交付します。 

 

【補助金額】 

購入価格の2分の1（100円未満に端数が生じたときは端数切捨て） 

 

※ 乳幼児1人に付き1回、15,000円を限度とします。

こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/akachan_umaretara/612.html

新潟県 阿賀町 子育て,出産,就学 子育て応援祝金

阿賀町に住所がある方（引き続き阿賀町に在住する方）が出産及び小学校、中学校へ入学されたとき、お祝い金を交付します。 

 

【お祝い金の金額】 

誕生時20,000円・小学校入学時30,000円・中学校入学時30,000円

こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/akachan_umaretara/620.html

新潟県 阿賀町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成 0歳から18歳（高校卒業）までの子ども医療費を全額助成します。（個人負担金無し） 阿賀町役場　こども・健康推進課 こども係 0254-92-5762 https://www.town.aga.niigata.jp/kosodate_kyoiku/akachan_umaretara/619.html



新潟県 阿賀町 起業・就業,農業,林業,水産業 起業支援補助金

商工業の活性化と地域の振興を目的に、町内での新たに起業する方や、新規分野に事業展開する個人事業主や企業を対象に補助金を交

付します。 

 

※令和４年度内に起業する方が対象です。 

※申請内容をもとに審査を行い、補助金額を決定します。 

 

●補助の対象及び補助金額 

事業を行うにあたりその拠点を開設する費用、及び事業促進費で、最大３００万円の事業費に対し補助金１５０万円を交付します。 

 

阿賀町のホームページにて、「補助金のご紹介」「補助金の概要」等を公開しております。ぜひご覧ください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　観光商工係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#kigyoshuroshien

新潟県 阿賀町 起業・就業,農業,林業,水産業 阿賀町無料職業紹介所

求人・求職の紹介を行う「阿賀町無料職業紹介所」を開設しています。 

最新の求人情報は「阿賀町役場ホームページ」で公開しています。 

ぜひご覧ください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　観光商工係 0294-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/sangyo_business/kyujinjoho/798.html

新潟県 阿賀町 住宅新築,住宅改修
郡内産材「東蒲杉」利用住宅建

築奨励事業補助金

東蒲原郡阿賀町の木である「東蒲杉」の利用拡大と林業の活性化を目的とし、町内に「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対

して、補助金を交付します。 

 

補助金の額は「東蒲杉」の購入費の30％以内の金額で１棟につき50万円を限度とします。 

 

新築住宅建築奨励金・克雪住宅整備補助金とも併用可能です。

阿賀町役場　農林課　林政係 0254-92-5764 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 住宅新築,住宅改修 克雪住宅整備補助金

阿賀町で雪国での快適な生活を推進していくため、克雪住宅を新築・増築・購入する方に対して補助金を交付します。 

補助金の額は、対象工事費の50％とし、50万円を限度とします。 

 

克雪住宅とは？ 

→多雪地域で屋根の雪下ろしの必要がないよう工夫された住宅 

 

新築住宅建築奨励金・郡内産材「東蒲杉」利用住宅建築奨励事業補助金とも併用可能です。

阿賀町役場　建設課　建設係 0254-92-5766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 交通機関利用,移住体験,移住者限定支援 阿賀町暮らし体験施設

町が指定した町内の農家民宿に宿泊した場合、宿泊費用の半額を補助します。 

 

また、滞在期間中の体験料の全額も補助します。 

 

新潟県外に在住の方で公共交通機関を利用して往来した場合はその運賃も補助します。 

 

農家民宿の情報は阿賀町定住支援サイト「阿賀町で暮らそう」にて公開しております。 

 

ぜひご覧ください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/experience/511.html

新潟県 阿賀町 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家バンク
空き家・空き地を探している方のため、「阿賀町で暮らそう 阿賀町定住支援」サイトにて情報を公開しています。 

ご相談お待ちしています。
阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/cgi-bin/recruit.php/2/list?page_no=101

新潟県 阿賀町 住宅購入,住宅改修
空き家バンク住宅の家財道具処

分助成金

前所有者の家財道具処分費用の1/2を補助します。（上限20万円） 

 

◇要件 

・阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し3年以内の方 

・転入直前１年間、阿賀町に居住していなかった方 

 

※助成金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※世帯内に公務員がいる場合は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 通勤・通学 町外通勤助成金

町外の企業に就職した場合、通勤距離に応じて助成金を支給します。（最大2年間、上限金額あり） 

片道30km以上：7,000円/月 

片道40km以上：10,000円/月 

片道60km以上：15,000円/月 

片道80km以上：20,000円/月 

 

◇要件 

・阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し3年以内の方 

・転入直前１年間、阿賀町に居住していなかった方 

 

※助成金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※公務員は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#kigyoshuroshien



新潟県 阿賀町 住宅賃貸 賃貸住宅居住奨励金

U・Iターンの就労者、起業者に対して家賃、契約時初期費用を補助します。(最大2年間、上限金額あり) 

 

家賃：補助額1/2　【県外から移住の場合】最大15,000円/月　【県内他市町村からの移住の場合】最大10,000円/月 

 

契約時初期費用（礼金・仲介手数料及び家賃支払保証料）：補助額2/3　一世帯あたり最大120,000円 

 

※奨励金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※世帯内に公務員がいる場合は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 住宅改修 中古住宅改修奨励金

町内業者と契約した住宅改修費用の1/2を補助します。（上限50万円、加算措置を含めた上限額：100万円） 

加算措置：①高校生以下の子ども1人につき10万円 

　　　　　②親世帯同居の場合20万円 

 

◇要件 

・阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し3年以内の方 

・転入直前１年間、阿賀町に居住していなかった方 

 

※奨励金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※世帯内に公務員がいる場合は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 阿賀町 住宅新築,住宅購入 新築住宅建築奨励金

町内業者と契約した場合…70万円（加算措置を含めた上限額：120万円） 

町外業者と契約した場合…30万円（加算措置を含めた上限額：80万円） 

加算措置：①高校生以下の子ども1人につき10万円 

　　　　　②親世帯同居の場合20万円 

◇要件 

・阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し3年以内の方 

・転入直前１年間、阿賀町に居住していなかった方 

 

※奨励金の交付を受けるには企業等に就職し１年以上の雇用期間が見込まれること、また農林水産省や個人事業を営むものである必要

があります。 

※世帯内に公務員がいる場合は奨励金制度の対象になりません。 

※奨励金は町の予算内での支給となります。詳しい内容はお問い合わせください。

阿賀町役場　まちづくり観光課　定住促進係 0254-92-4766 https://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/support/514.html#sumainoshien

新潟県 粟島浦村 まちづくり活動,結婚 若者定住促進に関する条例
本村に婚姻届を提出し、永住する意思のある方を対象に、結婚祝金をお渡ししています。 

1.結婚祝金「5万円」
保健福祉課 0254-55-2111

新潟県 粟島浦村 子育て,出産 出産祝い金支給

村内に住所を有する保護者と新生児に対し祝い金の支給があります。 

【条件】 

・新生児を監護し、生計を共にしていること 

・引き続き5年以上粟島浦村に在住する意思のある保護者 

【支給内容】 

・新生児1人につき「5万円」を支給します。

保健福祉課 0254-55-2111

新潟県 五泉市 子育て
ごせん安心子育てにこにこサ

ポートサイト

子育てをしている世帯を応援するホームページにより出産・育児などに役立つ情報をカテゴリー別に分りやすく表示、行事や各種制

度、施設などの情報を提供します。スマートフォンにも対応。自動連動機能によりFacebookやLINEへ配信。
こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/

新潟県 五泉市 結婚 結婚新生活支援事業
結婚に伴う新生活のスタートに係る費用（引越費用及び家賃）を支援します。 

※ＨＰ等でのご案内は令和４年５月25日より開始します。
こども課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/11/2/8239.html

新潟県 五泉市 出産 不妊治療助成金 妊娠を望む夫婦に不妊治療に要する費用の一部を助成します。 こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=2414

新潟県 五泉市 移住者限定支援 Ｕ・Ｉターン等促進事業 Ｕ・Ｉターン希望者への情報発信や相談対応などを行い、移住・定住の促進を図ります。 企画政策課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/3/15/2/1881.html

新潟県 五泉市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 移住支援金
一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金（単身：60万円、世帯：100万円）を支給します。（就業、テレワー

ク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方）
企画政策課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/3/12/5540.html

新潟県 五泉市 子育て,教育
１０ヶ月児健診時 絵本プレゼン

ト

１０ヶ月児健診を受診する五泉市在住の親子に絵本をプレゼントし、家庭での親子のコミュニケーションおよび読書の推進を図りま

す。
五泉市立図書館 0250-43-3110

新潟県 五泉市 子育て,教育 寺子屋事業

・市内の小学生に対して、宿題・自主学習の支援や体験活動を実施します。 

・開設日：祝祭日及び学校の休業日を除く週３日（放課後から午後６時まで） 

・参加費（体験活動費等）： 1,000円/月（初回のみ、教材費： 1,848円、保険料1,450円）

生涯学習課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/21/5/1734.html

新潟県 五泉市 子育て
ごせん子育て応援にこにこパス

ポート

・地域で子育てを応援するため、中学3年生以下の子どもがいる保護者に対し、子ども1人につき1枚のパスポートを交付します。 

・協賛店等にパスポートを提示したとき、各種サービスの提供を受けることができます。
こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=2611

新潟県 五泉市 子育て
子育てファミリー応援ガイド等

配布事業

・子育てに関するさまざまな情報を掲載した「子育てファミリー応援ガイド」と「赤ちゃんファイル」を出生届時や転入届時に窓口で

無償配布します。 

・乳幼児をもつ保護者を対象

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1001

新潟県 五泉市 子育て 放課後児童健全育成事業

・小学校の放課後や休業日などに保護者が家にいない児童のために、市内9箇所の学童クラブで遊びと生活の場を提供します。 

・小学校１年生から6年生までの児童を対象に、登校日は下校時～午後6時30分開所 

・利用料：5,000円／月、8,000円/月（8月のみ）

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/list?sub_cate_flg=3&sub_sub_flg=13&page=1

新潟県 五泉市 子育て 病児保育事業

・病院内に併設した施設に看護師と保育士を配置し、病気又は外傷性疾患がある児童の一時保育を実施します。 

・生後６か月から小学校６年生までの児童を対象に、平日の午前８時～午後６時開所 

・利用料：４時間以内1,000円、4時間超2,000円

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1790



新潟県 五泉市 子育て
ファミリーサポートセンター事

業

・子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となり、相互援助により主に子どもの預かりなどを実施します。 

・利用時間：午前７時～午後９時 

・利用料：月～土　午前7時～午後7時　500円／時間　、左記以外600円／時間

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=2346

新潟県 五泉市 子育て 一時預かり(一時保育)事業

・保護者の仕事の都合や病気などにより保育ができない子どもの一時預かりを市内２箇所の子育て支援センターで実施します。 

・満4歳未満の子どもを対象に、平日の午前９時～午後４時開所（土曜日は午前９時～正午） 

・利用料：500円／時間

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1014

新潟県 五泉市 子育て 子育て支援センター事業

・子どもの遊び場、親子の交流の場として市内５か所に指導員を配置し開設します。 

・満4歳未満の子どもとその保護者を対象に、平日の午前９時～正午、午後1時～午後４時開所 

（土曜日は午前９時～正午、土曜日閉所1箇所）。うち1箇所のみ開所日が火～日曜日、開所時間は平日と同じ。

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1013

新潟県 五泉市 子育て
新米ママの育児セミナー・親支

援講座

・育児の悩みやしつけの方法などを話し合い、自分に合った子育ての仕方を学習します。 

・2～4ヵ月児の母を対象に、4回を1コースとして年に6コース実施（新米ママの育児セミナー） 

・1～５歳児の保護者を対象に、７回を１コースとして年に１コース実施（親支援講座）

こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/health/detail?no=2584

新潟県 五泉市 子育て,出産
産後１か月母子健康診査費助成

事業

・母子の心身の健康を促進するため、産後１か月母子健康診査に係る費用を母子合せて10,000円を上限に助成。 

・多胎児の場合には1人増加ごとに上限額を5,000円増加。
こども課 0250-43-3911 http://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1869

新潟県 五泉市 出産 出産サポートタクシー事業

・安心して妊娠・出産ができるよう出産前に登録した出産間近の妊婦を優先的に病院へ送り届ける「出産サポートタクシー」をタク

シー事業者に配置します。 

・１回の出産において、１回目までタクシー利用料を市が負担します。

こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=2343

新潟県 五泉市 出産 妊婦健診通院費助成事業
・妊婦健診を受診する際の交通費の一部を助成 

・母子健康手帳交付時に7,000円分のタクシー料金助成券又は自動車燃料費助成券を交付
こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1871

新潟県 五泉市 出産 妊産婦医療費助成事業

・妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するために医療費の一部を助成 

・妊娠届出日から出産月の翌月の末日までの間、自己負担額から一部負担金を控除した金額を助成。 

・不育症治療費の一部を助成。

こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/support/detail?cate_flg=5&no=1871

新潟県 五泉市 子育て,出産
五泉市子育て世代包括支援セン

ター【にこにこスクエア】

妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じるとともに関係機関との連絡調整を行い、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

を行います。 

・産前産後サポート事業 

・産後ケア事業（宿泊型　訪問型　来所型） 

・その他各種事業

こども課 0250-43-3911 https://www.nikosapo.jp/square/square.html

新潟県 五泉市 結婚 縁結び支援事業

・独身の男女の出会いを創出するイベント実施団体に1事業20万円を上限に助成 

・縁結び相談員により結婚が成立した場合、１組につき10万円の報酬を支給 

・市主催の出会いを創出するイベントの実施 

・出会い情報やイベント情報をメールで携帯電話やパソコンへ配信。

こども課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/life_procedures/11/2093.html

新潟県 五泉市 住宅設備
住宅用省エネ設備等設置事業費

補助金

自己が居住する住宅に省エネ設備等（太陽光発電設備、エネファーム）を設置する経費の一部を補助。 

・太陽光発電設備　設置する設備１ｋｗあたり５万円、上限２０万円 

・エネファーム　設置に要する費用の２０％、上限２０万円

環境保全課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/10/3285.html

新潟県 五泉市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 空き家対策事業 空家バンク制度についてHPに掲載しています。 環境保全課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/hyande/4/4422.html

新潟県 五泉市 住宅改修 住宅リフォーム事業補助金

市内施工業者が行う20万円以上（消費税含む）のリフォーム工事に要する費用の20％（1,000円未満切捨て）を補助。 

１　新婚世帯（平成27年4月1日以降に婚姻し、親等と2世代が同居する世帯）…限度額20万円 

２　子育て世帯（中学生以下の子、親、祖父母等3世代が同居している世帯）…限度額20万円 

３　一般世帯（1,2に該当しない世帯）…限度額10万円 

※平成28年度以前に補助を受けた方も申請可能。

商工観光課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/13/6/1/8141.html

新潟県 五泉市 住宅新築,住宅改修
五泉の木づかい家づくり事業補

助金

住宅の建設（新増改築、改修）に係る経費のうち、１棟につき30万円以上の五泉市産材の購入費に対して3分の1以内（1,000円未満切捨

て）の金額を補助。（上限30万円）
商工観光課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/13/6/1/8143.html

新潟県 五泉市 住宅新築,住宅購入 マイホーム等建設支援金

市内に住宅を建設(新増改築)若しくは新築住宅を購入する方に対し、費用の一部を補助。 

１　住宅専用部分に係る100万円以上の工事費に対し10万円。 

２　100万円を超える額に1％を乗じて得た額。 

３　１と２を足した額(1,000円未満切捨て)。 

（上限　新築・改築20万円　増築15万円）

商工観光課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/13/6/1/8142.html

新潟県 五泉市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
ウェルカムファミリー住まいる

事業(住宅取得補助金)

転入した新婚世帯(平成27年4月1日以降に婚姻)または中学生以下の子どもが同居する子育て世帯の住宅取得(新築・購入)費用について、

最大150万円を補助。
企画政策課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/3/8/1/853.html

新潟県 五泉市 起業・就業 ごせん起業者応援事業

店舗の新築又は、住宅を増改築もしくは、空き店舗等の改修又は増改築により市内に起業する者に対し、新増改築費、店舗改修費、建

物賃借料の一部を補助。 

・新増改築費（用地取得費、造成費及び建築手続費を除く） 

　…総額100万円以上の工事費の1/2以内（上限100万円） 

・店舗改修費（店舗取得費、用地取得費、造成費及び建築手続費を除く） 

　…総額50万円以上の工事費の1/2以内（上限50万円） 

・建物賃借料（賃借に係る敷金及び礼金を除く） 

　…賃借料の1/2以内（上限5万円/月）※補助期間は最長12か月

商工観光課 0250-43-3911 https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/10/5079.html

新潟県 五泉市 起業・就業
20歳のための地元ハローワーク

事業

若者へ地元企業のPRを行い、地元企業就職によるUターンを図るため、「ごせん企業ガイド」紹介のチラシを成人式などで配布しま

す。
商工観光課 0250-43-3911



新潟県 上越市 起業・就業

ワークスペース整備支援・施設

活用事業補助金（サテライトオ

フィス等進出事業）

新たに上越市内にオフィスを開設する県外の事業者に、サテライトオフィス等開設に係る費用全般に活用できる支援金を交付します。 

※支援金の交付対象は、「令和 4 年度ワークスペース整備支援・施設活用事業補助金（ワークスペース整備事業）」で整備された施設

へ入居する事業者に限ります。 

【補助対象要件】 

(1) 開設するサテライトオフィス等において、従業員が情報通信技術の活用による場所にとらわれない柔軟な働き方により業務を行う事

業所であること 

(2) 市内で 5 年以上継続して事業を行う見込みがあること 

(3) 市内に開設するサテライトオフィス等において令和 7 年度末までに、市内に住所を有する従業員数 6 名以上とし、かつ、そのうち県

外からの移住者の割合を 50 パーセント以上とすることを雇用の目標として設定できること 

【補助額】 

 1 事業者につき 100 万円

産業立地課 025-526-5736 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/satelliteoffice.html

新潟県 上越市 起業・就業 空き店舗等利用促進補助金

中心市街地（高田・直江津）や13区（合併前の旧町村）の商業地の活性化を図るため、補助対象区域の空き店舗や空き家を活用した商

業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費の一部を補助します。 

・補助対象：空き店舗等の改装に関し、他の補助金を受けていないこと　等 

・補助率 

　全床利用店舗等：1/2　上限200万円 

　1階店舗等：1/2　上限100万円 

　2階等店舗等：1/4　上限50万円

産業政策課　商業・中心市街地活性化推進室 025-520-5734 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-chukatsu/akitenpo3.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,起業・就業
まちなか居住推進事業補助金

（空き店舗等の利活用支援）

まちなかの空き家・空き店舗を商業施設や事務所とするためのリフォーム工事に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：空き店舗等の改装に関し、他の補助金を受けていないこと　 

・補助率 

　全床利用店舗等：1/2　上限200万円 

　1階店舗等：1/2　上限100万円 

　2階等店舗等：1/4　上限50万円

産業政策課　商業・中心市街地活性化推進室 025-520-5734 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅新築
まちなか居住推進事業補助金

（町家の建替え支援）

町家の居住環境及び地区防災の向上を図るため、建替え工事に伴う解体等に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：補助対象区域内の町家を所有している人　等 

・補助率1/2　上限100万円 

※加算：当該工事に伴う隣家の外壁復旧工事がある場合　上限25万円/壁面（補助率1/2） 

　　　　子育て世帯の場合　30万円 

　　　　公共下水道への接続工事を行う場合　上限30万円（補助率1/3）

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅改修
まちなか居住推進事業補助金

（町家のリフォーム支援）

町家の居住環境及び地区防災の向上を図るため、リフォーム工事に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：補助対象区域内の町家を所有している人　等 

・補助率：1/2　上限100万円 

※加算：子育て世帯の場合　30万円 

　　　　公共下水道への接続工事を行う場合　上限30万円（補助率1/3）

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅改修,住宅賃貸

まちなか居住推進事業補助金

（空き家の賃貸用リフォーム支

援）

まちなかの空き家を賃貸物件として活用するためのリフォーム工事に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：補助対象区域内に空き家を所有している人　等 

・補助率：1/2　町家は上限100万円、町家以外は上限70万円 

※加算：公共下水道への接続工事を行う場合　上限30万円（補助率1/3）

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,移住体験,住宅賃貸
まちなか居住推進事業補助金

（お試し居住家賃支援）

まちなかの生活や地域コミュニティを気軽に体験できるよう、町家等の賃貸住宅にお試しで居住するための家賃の一部を支援します。 

・補助対象：空き家マッチング制度または空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅に賃貸で居住する人　等 

・補助率：1/2　月額上限2万円（最長1年間）

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅購入
まちなか居住推進事業補助金

（空き家の購入支援）

若者や子育て世帯のまちなか居住を推進するため、空き家の購入に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：自己居住用として補助対象区域内の空き家を購入し、補助対象区域外から当該空き家へ住民票を異動する予定の人　等 

・補助率：1/2　上限100万円

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅購入
まちなか居住推進事業補助金

（空き家の片付け支援）

居住可能な空き家の利活用を推進するため、空き家の家財道具の処分等に要する経費の一部を支援します。 

・補助対象：補助対象区域内に空き家を所有していること　等 

・補助率：1/2　上限20万円

都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,住宅購入,住宅賃貸 空き家マッチング制度
空き家の利活用を促進し、まちなか居住を推進するため、市がワンストップ窓口となり、空き家の所有者等と利活用希望者のマッチン

グを行います。
都市整備課 025-520-5764 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinaka-hojo.html

新潟県 上越市 起業・就業

上越妙高駅周辺地区商業地域レ

ンタルオフィス・サポート事業

補助金

上越妙高駅周辺地区商業地域内において賃貸オフィスに新たに入居する企業に対し、オフィスの家賃の一部を補助します。 

【補助額】 

1年目：オフィスの家賃の1/2（上限100万円/年） 

2年目：オフィスの家賃の1/3（上限100万円/年） 

3年目：オフィスの家賃の1/4（上限100万円/年）　※最長3年間

交通政策課 025-520-5632 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kotsu/shien2.html

新潟県 上越市 起業・就業
上越市創業スタートアップ支援

補助金

人口減少の緩和や持続可能な市内経済構築のため、上越市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。　 

・対象経費：備品購入費、設備工事費、事務所等の増改築費、賃借料（事務所または事業所の不動産や設備の借上げ）、光熱費、法人

登記費用、広告宣伝費、通信運搬費等 

・補助率1/2　上限50万円

産業政策課 025-520-5729 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/startup-support.html

新潟県 上越市 住宅設備
屋根雪下ろし命綱固定アンカー

等設置費補助金

自分が居住または所有する住宅や住宅と一体で使用する附属屋（カーポート含む）に①命綱を固定するための金具（アンカー）または

②転落防止柵、③固定式はしごを設置する工事費の一部を補助します。※③固定式はしごは、①または②が設置済みか同時に設置する

場合に補助対象とします。 

補助率　要援護世帯2/3（上限10万円／棟）、一般世帯1/2（上限5万円／棟）

建築住宅課 025-520-5786 http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/annka.html



新潟県 上越市

まちづくり活動,コミュニティ団体支援,移住

体験,移住者限定支援,子育て,教育,出産,起

業・就業,農業,通勤・通学,住宅新築,住宅購

入,住宅改修,住宅賃貸

移住・定住コンシェルジュ
関係機関や団体と連携し、当市への移住に関する様々な相談をお受けするとともに、仕事や住まい、子育てなど移住をお考えの皆さん

に役立つ情報を提供するほか、当市に移住された方のフォローアップを行います。
自治・地域振興課 025-520-5674

新潟県 上越市

まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,コ

ミュニティ団体支援,移住体験,子育て,起業・

就業,農業

ＳＮＳ「住もっさ上越」
上越市への移住に役立つ情報や地域のイベント情報、地域おこし協力隊員の活動の様子などを、FacebookとInstagramで発信していま

す。また、市内にお住まいの方が「＃住もっさ上越」のハッシュタグをつけて投稿された記事をシェアしています。
自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.facebook.com/sumossajoetsu/

新潟県 上越市 起業・就業
サテライトオフィス等視察費用

補助金

上越市内におけるサテライトオフィス等の進出促進を図るため、設置を検討するために市内を視察した場合に係る宿泊費等の一部を支

援します。 

・宿泊費・・・補助率1/2、上限5,000円/泊（2泊3日×3人まで） 

・レンタカー使用料（燃料代を除く）・・・補助率1/2、上限4,000円/24時間（72時間まで）

産業立地課 025-520-5736 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/satelliteoffice.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,起業・就業,通勤・通学 オンライン個別相談会 上越市へのＵ・Ｉターンを検討している方を対象に、仕事を中心とした個別相談会を開催します。 自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/iju-semina.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 移住定住応援住宅取得費補助金

上越市外から移住し、市内で住宅を取得（新築、建売・中古住宅の購入）する際の費用の一部を補助します。 

 

基本額　　住宅の新築または建売住宅の購入・・・40万円（定額） 

　　　　　中古住宅の購入・・・20万円（定額） 

加算額　　子育て世帯（妊婦含む）・・・10万円 

　　　　　中山間地域への移住者・・・10万円

自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/juutakusyutokuhihojo.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,起業・就業,住宅賃貸 移住定住応援家賃補助金

上越市外から移住し、市内に主たる事務所を設けた個人事業主もしくは小規模企業者の代表者、または市外から移住し就労した人を対

象に、家賃の一部を1年間補助します。 

個人事業主等・・・月額上限2万円 

就職した人・・・月額上限1万円

自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/yatinnhojo.html

新潟県 上越市 起業・就業
サテライトオフィス等設置支援

PRパンフレット

上越市内へのサテライトオフィス等の開設をPRするパンフレット。上越市の概要や当該支援策に加え、上越での仕事や暮らしがイメー

ジできるよう、経験者談等を掲載しています。
産業立地課 025-520-5736 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/satelliteoffice.html

新潟県 上越市 起業・就業
サテライトオフィス等リフォー

ム等補助金

上越市内におけるサテライトオフィス等の進出促進を図るため、オフィスの購入費及び開設する際に実施するリフォームに係る経費の

一部を支援します。 

・補助率2/3、上限200万円

産業立地課 025-520-5736 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/satelliteoffice.html

新潟県 上越市 起業・就業
サテライトオフィス等家賃補助

金

上越市内におけるサテライトオフィス等の進出促進を図るため、賃貸オフィスの賃貸料の一部を支援します。 

・補助率1/2、上限100万円/年（最長３年間）
産業立地課 025-520-5736 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/satelliteoffice.html

新潟県 上越市 住宅新築 市が分譲している住宅団地
上越市では良質な宅地を供給し、より多くの方に豊かな自然に囲まれてゆとりのある生活をお送りいただくために、住宅団地を分譲し

ています。
用地管財課 025-520-5642 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zaisan/bunjyo.html

新潟県 上越市 子育て
オーレンプラザこどもセンター

一時預かり室
上越市内に住所を有する生後7か月から就学前までの乳幼児をお預かりします。 こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/aurenkodomo.html

新潟県 上越市 子育て 一時預かり保育

上越市内の一部の公立・私立保育園において、緊急時や一時的な保育サービスを提供します。 

【一時預かりについて】 

・定期的なパートや自営業の繁忙期など継続的に家庭で保育が困難となるとき。 

　･･･週3日を限度として利用可能 

 

・育児疲れ解消などのリフレッシュをしたいとき。 

　･･･週3日を限度として利用可能 

 

・父母が就労・病気・家族の看護・出産・冠婚葬祭などにより、短期的に家庭で保育が困難となるとき。 

　･･･連続する30日を限度として利用可能

保育課 025-520-5720 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/hoiku/lifeguide-321.html

新潟県 上越市 子育て,起業・就業
母子・父子自立支援員による就

労支援事業

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の父または母の就労に向けたプログラムを組み、ハローワークへ同行するなど、個別にひとり

親家庭向けの就労支援を行います。
こども課 025-520-5726 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/lifeguide-306.html

新潟県 上越市 子育て,出産,健康・医療 妊産婦医療費助成 母子健康手帳交付の翌月初日から出産した日の属する月の翌月末までの妊産婦の医療費（保険適用分）が無料となります。 こども課 025-520-5726 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/ninsanpuiryou.html

新潟県 上越市 住宅新築,住宅改修,住宅設備
都市ガス料金割引制度（新築お

祝い3年割、子育てプラス割）

新築や燃料転換等で新たに都市ガスを使用する場合、都市ガス料金を割り引きます。（割引額：従量料金の5％※中学校卒業までの子供

が同居している人は従量料金の10％）
上越市ガス水道局経営企画課 025-522-5514 https://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/customer/apply/sinchikukosodate/

新潟県 上越市 移住者限定支援,起業・就業 上越市移住・就業支援金

一定の条件を満たして東京圏から上越市へ移住された人に、移住支援金を支給します。（就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれ

かの要件を満たす方） 

・単身：60万円、世帯：100万円 

 

※移住された世帯に40歳未満の人が1人以上いる世帯 ･･･ 10万円加算（上越市独自） 

※18歳到達後最初の3月31日までの子どもがいる世帯 ･･･ 子ども1人あたり30万円加算(※R4.3.31以前の転入者は金額が異なります。)

産業政策課 025-520-5730 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/izyuushienkin.html

新潟県 上越市 まちづくり活動,移住体験,起業・就業
上越市ふるさとワーキングホリ

デー

上越市内の特色ある事業所を受入先として2週間から1か月間滞在し、働いて収入を得ながら、地域やそこに暮らす人と交流します。参

加する方には、交通費や宿泊費の一部を支援します。 

・市内移動の交通費と市内滞在中の宿泊費・・・上限5,000円/日　最長30日分 

・PCR等検査費・・・上限2万円/人

自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/furusatoworking.html

新潟県 上越市 子育て,教育,奨学金,就学 奨学金

経済的理由などにより就学が困難な学生などに対して、無利息で奨学金の貸付を行っています。 

・対象者 ･･･ 保護者の住所が上越市内にあり、高校や短大、大学などに在学する人で、当市教育委員会の定める成績要件を満たし、保

護者等の所得額が基準以下の人

学校教育課 025-545-9244 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/j-gaku/04syougakukinentyou.html

新潟県 上越市 子育て,教育,就学 放課後児童クラブ

就労等により昼間保護者の不在となる家庭の小学生に対し、遊びを主とする活動を通じて児童の育成と保護者の就労を支援します。上

越市内48か所で開設。 

 

・開設時間：月曜日～金曜日　午後2：30～6：00、土曜日、春・夏・冬休み　午前8時～午後6時　 

・利用者から要望があるクラブでは午前7：30から開設、午後7時まで延長しています。

学校教育課 025-545-9244 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/j-gaku/lifeguide-329.html



新潟県 上越市 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備 克雪すまいづくり支援事業

上越市内の補助対象地域で克雪住宅（融雪式、落雪式、高床落雪式、耐雪式）を整備する人に、補助金を交付します。 

 

・補助率1/2～5/6、上限55万円

建築住宅課 025-520-5786 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/kokusetsu.html

新潟県 上越市 住宅改修 木造住宅耐震診断支援事業 木造住宅の耐震診断を希望する市民に専門家を派遣し、住宅の耐震性能の現状を無料で調査します。 建築住宅課 025-520-5783 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/koho-joetsu/taishin-shindan.html

新潟県 上越市 住宅改修,住宅設備 定住促進生家等利活用補助金

自分の生家または親の生家に上越市外から移住または市内転居する際に行う修繕費用の一部を補助します。 

・補助率1/3、上限50万円 

※子育て世帯、県外からの移住者、誘導重点区域への移住者 ･･･ 各10万円加算 

※公共下水道接続工事を行う場合（誘導重点区域に限る）･･･上限30万円（補助率1/3）加算

建築住宅課 025-520-5786 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/seika.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,住宅改修,住宅設備 空き家定住促進利活用補助金

上越市外からの移住者で、当市に10年以上定住する意思のある人が所有（見込みを含む）する空き家の修繕費用の一部を補助します。 

・補助率1/3、上限50万円 

※子育て世帯、県外からの移住者、誘導重点区域への移住者 ･･･ 各10万円加算 

※公共下水道接続工事を行う場合（誘導重点区域に限る）･･･ 上限30万円（補助率1/3）加算

建築住宅課 025-520-5786 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/akiya-rikatuyo.html

新潟県 上越市 住宅購入,住宅賃貸 空き家情報バンク制度
空き家の有効活用と市外からの定住を促進し、地域の活性化を図るため、所有者から登録していただいた市内の売買または賃貸可能な

空き家情報をホームページで公開しています。
建築住宅課 025-520-5786 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/akiyabank.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,住宅購入
空き家活用のための家財道具等

処分費補助金

新潟県外からの移住に当たり空き家情報バンクに登録済（見込み含む）の空き家を購入した人またはその売主を対象に、空き家を活用

するために行う家財道具等の処分に要する費用の一部を補助します。 

 

・補助率1/2、上限10万円

建築住宅課 025-520-5786 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/akiya-kazaisyobun.html

新潟県 上越市 移住体験,農業 おためし農業体験

上越市が実施するおためし農業体験に参加し、実際に農作業を体験することで、自分が目指す農業のイメージがより鮮明になります。

参加する方に、交通費や宿泊費の一部を支援します。 

 

・当市までの交通費 ･･･ 補助率1/2、上限10,000円 

・宿泊費 ･･･ 補助率1/2、上限4,000円/泊

農政課 025-520-5749 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nousei/sinkisyuunou.html

新潟県 上越市 農業
新規就農者農業用機械購入費補

助金

上越市内に転入または居住し、独立・自営就農している方に農業用機械購入費の一部を支援します。 

・補助率1/2、上限50万円（中山間地域で50ａ以上耕作している人：上限100万円）
農政課 025-520-5749 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nousei/sinkisyuunou.html

新潟県 上越市 農業
新規就農者大型特殊免許等取得

費補助金

上越市内に転入または居住し、独立・自営就農もしくは就農に向けた研修を受ける方が、大型特殊免許、けん引免許を取得する場合に

取得費の一部を支援します。 

・補助率1/2、最大10万円（大型特殊免許・けん引免許の一方のみの取得は上限5万円）

農政課 025-520-5749 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nousei/sinkisyuunou.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,農業 就農支援パンフレット
上越市へのＵ・Ｉ・Ｊターンで新規就農を検討される方向けのパンフレット。上越の暮らしがイメージできるよう、経験者のインタ

ビューや新規就農者への支援策について紹介しています。
農政課 025-520-5749

新潟県 上越市 農業,住宅改修,住宅設備 空き家リフォーム補助金

上越市外から移住し、独立・自営就農または市内農業法人等へ就業している方が、移住に伴い購入した空き家をリフォームする際の費

用の一部を支援します。 

・補助率1/3、上限60万円 

※子育て世帯、県外からの移住者、中山間地域への移住者 ･･･ 各10万円加算 

※農家民宿又は農家レストラン開業者 ･･･ 50万円加算

農政課 025-520-5749 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nousei/sinkisyuunou.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,農業,住宅賃貸 新規就農者住居費補助金

上越市にＵ・Ｉ・Ｊターンし新規就農した方等が賃貸住宅（アパート等）に居住している場合に家賃の一部を支援します。 

・就農に向け研修を受けている方 ･･･ 月額上限２万円（最長１年間） 

・新規就農した方 ･･･ 月額上限２万円（最長１年間、独立・自営就農者は最長２年間）

農政課 025-520-5749 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nousei/sinkisyuunou.html

新潟県 上越市 起業・就業 上越市創業支援利子補給補助金
上越市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7

年分の利子相当額を前渡しで補助します。
産業政策課 025-520-5729 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/sougyoushien.html

新潟県 上越市 移住者限定支援,起業・就業,住宅賃貸 就労促進家賃補助金

Ｕ･Ｉ･Ｊターン等により、主たる事業所が上越市内にある企業等へ就職し、市内の賃貸住宅（アパート等）に居住している人に対し、

家賃の一部を１年間、補助します。 

・医療、福祉、建設業の分野の企業等に就職した人 ･･･ 月額上限２万円 

・その他の企業等に就職した人 ･･･ 月額上限１万円

産業政策課 025-520-5730 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/ui-wakamono-yatinnhojyo.html

新潟県 上越市 障がい者支援,起業・就業 障害者資格取得支援補助金 障害のある人の就労機会の拡充を図るため、就労に役立つ資格の取得に要する受験料等を1万5千円を上限として補助します。 産業政策課 025-520-5730 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/syougaisyashikaku.html

新潟県 上越市 起業・就業 インターンシップ促進事業
上越市外に進学した学生が地元の企業に就職しやすい環境を整えるとともに、高校生の就職意識の啓発と市内定着を図るため、ホーム

ページやFacebook、パンフレット等を用いて情報を発信し、インターンシップを実施しやすい環境整備を支援します。
産業政策課 025-520-5730 http://www.j-internship.jp/

新潟県 上越市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成

入院・通院ともに、18歳の年度末までの子どもの医療費に対し、自己負担金のうち一部負担金等を除いた額を助成します。 

 

≪一部負担金≫ 

・入院 ･･･ 1日 1,200円 

・通院 ･･･ 1日　 530円（同じ医療機関で1か月5回目以降は無料） 

・調剤 ･･･ 無料 

※小学校就学前児童及び市民税非課税世帯の小学生は無料

こども課 025-520-5726 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/lifeguide-324.html

新潟県 上越市 子育て 子育て関連施設における相談 保育園や子育てひろば等において、子育て相談に常時応じるほか、保健師など専門職員による相談室を定期的に開催しています。 こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/kosodate-sodan.html

新潟県 上越市 子育て 子育て応援ステーション
子育てに関する情報やイベント、健診や各種予防接種などの情報を専用のホームページに掲載しています。メールマガジン、ツイッ

ターの配信も行っています。
こども課 025-520-5725 https://www.jkosodate.jp/

新潟県 上越市 子育て 子育てひろば 就園前の子どもの遊びの場、保護者同士の交流の場としてご利用いただけるほか、子育て相談や子育て情報の提供も行っています。 こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/lifeguide-579-24.html

新潟県 上越市 子育て 子育てジョイカード
18歳までのお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、カードを提示した人に対し、協賛いただいた店舗などから

商品の割引や特典などのサービスが提供されます。
こども課 025-520-5726 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/joy-card.html

新潟県 上越市 子育て ファミリーサポートセンター
育児の援助を行いたい人（提供会員）と育児の援助を受けたい人（依頼会員）が相互援助活動を行う会員組織です。アドバイザーが仲

介し、会員相互の調整等を行っています。
こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/lifeguide-326.html

新潟県 上越市 子育て じょうえつ子育てinfo 様々な子育て相談から、保育園、認定こども園などの情報の提供など、関係機関と連携してワンストップ窓口を開設しています。 こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/kosodateinfo.html

新潟県 上越市 子育て こどもセンター 子どもの遊びの場、保護者同士の交流の場としてご利用いただけるほか、子育て相談や子育て情報の提供、講座等を行っています。 こども課 025-520-5725 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/lifeguide-331.html



新潟県 上越市 子育て,健康・医療 病後児保育室 病気の回復期にあるため集団保育等が困難なとき、保育園や幼稚園等に代わって保育等を行います。 保育課 025-520-5720 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/hoiku/lifeguide-323.html

新潟県 上越市 子育て,健康・医療 病児保育室
病気の回復期に至っていないため集団保育等が困難なとき、保育園や幼稚園等に代わって保育等を行います。また、保育園等で体調不

良となった児童を保護者に代わって迎えに行き、医療機関での受診後、一時的に保育を行います。
保育課 025-520-5720 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/hoiku/lifeguide-320.html

新潟県 上越市 子育て ファミリーヘルプ保育園 緊急時または一時的な保育ニーズに応えるため、24時間預かり可能な一時保育を行います。 保育課 025-520-5720 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/hoiku/lifeguide-330.html

新潟県 上越市

まちづくり活動,コミュニティ団体支援,交通

機関利用,移住体験,移住者限定支援,子育て,教

育,通勤・通学,住宅購入

移住者受入意向のある町内会・

自治会の紹介

移住者の受け入れに積極的な町内会や自治会を紹介しており、インターネットなど生活インフラの状況、学校や病院などの最寄りの施

設へのアクセス等を掲載しています。
自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/iju-syuuraku.html

新潟県 上越市

交通機関利用,移住者限定支援,子育て,教育,出

産,就学,起業・就業,農業,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅賃貸

上越市ふるさと暮らしセミナー
上越市内で暮らす方をゲストにお招きし、子育てや仕事、暮らしの様子などをお伝えするセミナーをオンラインで開催します。参加さ

れる方と一緒にフリートークも行いますので、転職、住まい、子育て、移住に伴う不安や心配なことなど、お気軽にお尋ねください。
自治・地域振興課 025-520-5674 http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/iju-semina.html

新潟県 上越市

まちづくり活動,コミュニティ団体支援,移住

体験,移住者限定支援,子育て,教育,出産,就学,

健康・医療,起業・就業,農業,林業,通勤・通

学,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸

上越市ふるさと暮らし支援セン

ター

「上越市はどんなところ？」「雪はどのくらい降るの？」「どんな支援制度があるの？」など、上越市への移住に関するご相談をお受

けするワンストップ窓口です。電話やメールのほか、オンラインでも相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。 

また、FacebookやInstagramなどで四季折々の自然や暮らし、豊かな食などのさまざまな魅力のほか、仕事や住まい、子育てに関する

支援制度など、移住をお考えの皆さんに役立つ情報を発信しています。

自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/gosoudannotoiawase.html

新潟県 上越市

移住体験,移住者限定支援,子育て,教育,出産,

奨学金,就学,起業・就業,農業,住宅新築,住宅

購入,住宅改修,住宅賃貸

Ｕ・Ｉターン支援事業一覧 上越市へのU・Iターンを支援する、市・県・国・民間団体の取組や、子育てなど移住後の暮らしに必要な情報を紹介しています。 自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/ijyuusiennseido.html

新潟県 上越市
移住者限定支援,子育て,健康・医療,起業・就

業,農業

移住パンフレット「住もっさ上

越」

2組の先輩移住者の、移住の経緯や移住後の暮らしぶりなどを通じ、上越市で暮らすことの魅力を紹介しています。また、移住後の暮ら

しがイメージできるよう、所得と支出、通勤時間など、東京都と上越市の暮らしを比較した資料を掲載しています。
自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/pannhu.html

新潟県 上越市 移住体験,移住者限定支援 田舎暮らし体験施設
上越市内には、田舎暮らし体験施設が4か所あり、地元の方が管理しています。海・山・平野の恵みと人のあたたかさあふれる上越市で

短期滞在から長期滞在まで、ご希望のスタイルに合った田舎暮らしを体験できます。
自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/asobiniiku-taizaisuru.html

新潟県 上越市
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,子育

て,教育,出産,起業・就業,農業,通勤・通学
移住体験ツアー

参加者のご希望に合わせて体験内容を決めていく、最大2泊3日のオーダーメイド型ツアーで、例えば、地域の様子を見学する「地域案

内」、農作業を体験する「農村体験」、雪かきや雪遊びなどを体験する「雪国体験」のほか、町内会長や先輩移住者から地域や暮らし

の様子を聴くこともできます。

自治・地域振興課 025-520-5674 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/tour.html

新潟県 上越市
交通機関利用,子育て,教育,奨学金,就学,通

勤・通学
定住促進奨学金

上越市内に居住しながら、市外の大学等に通う学生を対象に、公共交通機関の通学定期券代を奨学金としてお貸しします。さらに、卒

業後も上越市に居住し、就業する人を対象に返還額の3分の2に相当する額を免除することで、若者の定住を促します。
企画政策課 025-520-5626 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kikaku/syougakukin.html

新潟県 新潟市

移住体験,移住者限定支援,結婚,子育て,教育,

出産,奨学金,就学,健康・医療,高齢者支援,介

護,障がい者支援,起業・就業,農業,林業,水産

業,通勤・通学,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅設備,住宅賃貸

移住・定住情報サイト
移住・定住情報サイト「ＨＡＰＰＹターン」において仕事や暮らしに関する情報や、移住関連イベントのお知らせ、本市へ移住された

方の経験談など移住に役立つ情報に加え、魅力ある新潟暮らしの情報を発信します。
経済部雇用・新潟暮らし推進課 025-226-2149 https://iju.niigata.jp/

新潟県 新潟市 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修 空き家活用推進事業

県外からの移住定住に併せて空き家を購入して住み替える場合の購入費・リフォーム費用の一部を補助します。 

＜移住定住活用タイプ＞ 

○県外からの移住定住世帯  

■補助率：1/3 

上限　購入50万円　リフォーム50万円 

購入＋リフォーム100万円

住環境政策課 025-226-2815 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/yushi_josei/akiyakatsuyo.html

新潟県 新潟市 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
移住モデル地区定住促進住宅支

援

移住モデル地区に指定された秋葉区金津里山地区へ県外から移住する方に対し、転居費用や家賃の一部を助成するほか、住宅取得に対

する奨励金を交付します。 

＜定住に対する支援＞ 

○住宅を取得して居住する世帯 

■定住促進奨励金：30万円 

○賃貸住宅に居住する世帯 

■家賃から住宅手当を控除した実質月額家賃の1/2以内で（上限12,000円/月）2年間助成 

○転居費用 

■引越し業者等へ発注する転居費用に対して上限10万円を（子育て世帯は上限15万円）助成

秋葉区役所地域総務課 0250-25-5672 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/model.html

新潟県 新潟市 移住者限定支援 移住促進特別支援金

【就業・起業等】東京圏から一定の条件を満たして移住した方に対し支援金（世帯50万円、単身30万円）を支給します。（就業・テレ

ワーク・関係人口・起業・小規模企業者の代表者のいずれかの要件を満たす方） 

 

【テレワーク体験居住】 

一定の条件を満たして新潟市で1か月以上テレワークを行った方に対し、支援金（世帯20万円、単身10万円）を支給します。

経済部雇用・新潟暮らし推進課 025-226-2149 https://iju.niigata.jp/ijusokushintokubetu

新潟県 村上市 移住者限定支援 Ｕ・Ｉターン促進支援金 令和４年１月１日以降に、就業等の一定の要件を満たして新潟県外から村上市に移住した50歳以下の方に支援金を給付します。 市民課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/ijuu-teijuu/uiturn-shienkin.html

新潟県 村上市 移住体験,移住者限定支援
オーダーメイド型移住体験ツ

アー

村上市へ移住を検討中の方を対象に、生活スタイルや家族構成などに応じた「オーダーメイド型」の移住ツアー（相談）を行います。

新潟県外からの参加者に対しては、交通費を補助（上限１万円）します。
市民課 0254-53-2111

新潟県 村上市 子育て,出産,健康・医療 子育て応援タクシー利用補助金 安心して出産、育児ができるように、出産時や子どもが病気の時に利用したタクシー料金を補助します。 こども課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/kosodatetaxi.html#pagetop

新潟県 村上市 子育て,出産 子育て世代包括支援センター 妊娠期から子育て期にわたって切れ目ない支援を行うために、行政と関係機関を横断的に連携してサポートします。 保健医療課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/kosodatesedai.html

新潟県 村上市 子育て,出産,健康・医療 産後ケア事業
家族等から十分な育児等の支援が受けられず、出産後の身体回復や育児等に不安を持つ産婦に対し、退院後に母子共に医療機関に宿泊

し、必要な保健指導を受けることで、安心して子育てができるよう支援します。
保健医療課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/32/ninshin-shussan.html

新潟県 村上市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 結婚新生活支援補助金 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得、賃借、引越にかかる費用に対して補助します。 市民課 0254-53-2111

新潟県 村上市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 移住支援金
一定の要件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金（単身：60万円、世帯：100万円）を支給します。（就業、テレワー

ク、起業のいずれかの要件を満たす方）
市民課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/ijuu-teijuu/ijuu-syuugyou-sienkin.html

新潟県 村上市 移住者限定支援
移住パンフレット「むらかみ

ing」
移住者のインタビューや市の支援制度を掲載した移住者検討者向けのパンフレットです。 市民課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/ijuu-teijuu/murakaming.html

新潟県 村上市 教育,奨学金 村上市奨学金返還支援補助金 村上市奨学金を受けて大学などに進学し、卒業後村上市に住んでいる人を対象に、返還された奨学金の一部を助成します。 学校教育課 0254-72-6882 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/75/henkanshien.html

新潟県 村上市 教育,奨学金 村上市奨学金制度
大学・短大・専修学校（専修学校は専門課程のみ対象）へ進学、および在学する村上市居住者のお子さんなどで、学業が優良でかつ経

済的理由により就学困難な方に選考の上、奨学金の貸与を行います。
学校教育課 0254-72-6882 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/75/syougakukinn.html



新潟県 村上市 農業
朝日まほろば夢農園「村上市ク

ラインガルテン」

雄大な朝日連峰のパノラマが広がる大自然の下で、地元住民との交流を深めながら農業体験ができる農園です。初心者の方でも安心

の、心のこもったサポート体制でお待ちしています。
朝日支所産業建設課 0254-72-6883 https://www.city.murakami.lg.jp/site/kanko/kleingarten.html

新潟県 村上市 農業 百姓やってみ隊
豊かな海・山・川の幸が豊富な山北地区。伝統農法の焼畑による赤かぶ栽培や灰汁（あく）笹巻きづくりなどの地域で受継がれた生業

を、農業を中心に地域の方をとおして通年で体験していただけます。
山北地区まちづくり協議会事務局 0254-77-3111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/hyakushou/

新潟県 村上市 子育て,健康・医療 乳幼児紙おむつ処理支援事業
出生届提出時に1歳6か月になるまでの期間に応じて、保護者に対して紙おむつ処理に必要となるごみ袋を支給します。また、1歳6か月

児健診時にも支給します。（各60枚ずつ）
保健医療課 0254-53-2111

新潟県 村上市 出産,健康・医療 村上市不妊治療費助成制度 不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担軽減を図るため、その費用の一部を助成しています。 保健医療課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/32/funin.html

新潟県 村上市 子育て 保育料軽減 年齢に制限なく3人以上の子を養育している場合は、第１子は全額負担、第２子は半額、第３子目以降は無料とします。 こども課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/137/hoikuken.html

新潟県 村上市 子育て,健康・医療 病児保育センター 大切なお子様を保育士と看護師が温かく、安全にお預かりして、お父さん、お母さんの子育てと就労の両立を応援します。 こども課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/murakami-byouzi.html

新潟県 村上市 子育て,健康・医療 ファミリーサポートセンター
地域で子育て家庭を支援するために、ファミリーサポートセンターを開設し、子育てをしながら仕事をしている人や子育てに専念して

いる人、いずれの人にもゆとりのある育児ができるよう積極的に支援を行います。
こども課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/137/family-support.html

新潟県 村上市 引っ越し,住宅購入 空き家バンク 市内の空き家で売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録した情報をホームページで広く、購入希望者へ提供します。 市民課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/

新潟県 村上市 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備 空き家バンク移住応援補助金 空き家バンクに登録されている物件を購入された方の移住を支援するため、物件の改修にかかる経費を補助しています。 市民課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/akiya-kaisyuhihojo.html

新潟県 村上市 住宅新築,住宅改修
村上市産材利用住宅等建築奨励

事業補助金

村上市内で生産された木材（スギ・ヒノキ）を使用して、市内に木造構築物を建築（新築・増築・改築）される方に補助金を交付して

います。
農林水産課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/123/shisanzai-iedukuri1.html

新潟県 村上市 住宅設備
木質バイオマスストーブ設置費

補助金

環境負荷の少ない木質燃料の活用により地球温暖化対策の推進と木材利用の拡大を図るため、木質バイオマスストーブを設置する方に

補助金を交付します。
環境課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass-r03.html

新潟県 村上市 住宅設備
住宅用太陽光発電システム設置

費補助金

環境負荷の少ない新エネルギーの活用により地球温暖化対策を推進するため、自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に補助

金を交付します。
環境課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-solar-r03.html

新潟県 村上市 住宅設備 生ごみ処理機等購入補助金 各家庭から排出されるごみの減量化のため、生ごみ処理器などを購入される方に補助金を交付しています。 環境課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/gomi-recycle/gomishoriki-hojo.html

新潟県 村上市
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,住宅

改修

歴史的風致形成建造物保存事業

及び建造物外観修景事業

歴史的風致維持向上計画で指定されている区域内において、歴史的建造物の修理や、建造物の歴史的な外観への修景行為等に対し、経

費の一部を補助します。
都市計画課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/88/rekimati.html

新潟県 村上市
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,住宅

改修
景観形成助成金

景観計画で指定されている重点地区内において、各地区の景観特性による一定の基準を満たした優良建築物等の外観の変更等に対し

て、経費の一部を助成しています。
都市計画課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/120/keikan-joseikin.html

新潟県 村上市 住宅改修 木造住宅の耐震補助事業
地震による建築物への被害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを推進するために、新潟県建築士会岩船支部と協力して木造住宅の

耐震診断などを行う方に対し、費用の補助を行います。
都市計画課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/120/kenchiku-taishin.html

新潟県 村上市 起業・就業,水産業
新規漁業就業者支援事業費補助

金
新規漁業就業者に対して、漁業に係る経費、研修費等の費用を新潟県漁業協同組合を通して交付しています。 農林水産課 0254-53-2111

新潟県 村上市 起業・就業,農業 青年就農給付金 経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保するため、補助金を給付しています。 農林水産課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/38/seinen-kyufukin.html

新潟県 村上市 介護,起業・就業 介護人材確保推進事業給付金 介護福祉士、介護支援専門員又は社会福祉士の資格を有し、市内の介護事業所に新たに就職する方に給付金を支給します。 介護高齢課 0254-53-2111 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/33/kaigosyokuinkyuhukin.html

新潟県 村上市 起業・就業 創業応援事業補助金
村上市内での創業時に必要な費用の支援や店舗の移設にかかる費用の支援、空き店舗・空き家の活用にかかる費用の支援を行っていま

す。
地域経済振興課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/sougyou-ouen.html

新潟県 村上市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成
入院・通院とも、18歳までの子どもの医療費の一部を助成します。自己負担額は、入院の場合一日につき1,200円、通院の場合一日530

円（一医療機関につき、月の初回から4回目まで一日530円）
こども課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/kodomonoiryohi.html

新潟県 村上市 子育て,健康・医療
子育てメールマガジン「はぐナ

ビ」

子育て真っ最中のパパやママのために、子どもの健康診断や保育園情報、子育てに関する情報などを電子メールにのせて配信していま

す。
こども課 0254-53-2111 http://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/kosodate-mailmagazine.html

新潟県 村上市 出産,健康・医療 妊産婦医療費助成事業

妊産婦医療費助成受給者証の交付を受けた妊産婦が医療機関等を受診したときに、医療費の健康保険適用分のうち一部負担金を除いて

助成します。 

一部負担金（自己負担金）通院：1日530円、調剤薬局：無料、入院：1日1,200円、訪問看護：1日250円。 

助成対象期間：妊娠の届け出をした日の翌日から、出産（流産した日・死産した日）の翌月末日まで。

保健医療課 0254-53-2111

新潟県 村上市 子育て,出産,健康・医療
小児科・産婦人科オンライン相

談事業

全国の小児科医、産婦人科医、助産師が子育ての悩みや相談に、オンラインで無料相談に対応します。 

【いつでも相談】 

・24時間いつでも医師および助産師にウェブサイトから相談を送付することができ、24時間以内に１問１答形式にて回答 

【夜間相談】・平日午後６時から午後10時に、LINE（メッセージチャット、音声通話、ビデオ通話）または電話で１回当たり10分間の

予約制による相談

保健医療課 0254-53-2111

新潟県 村上市 起業・就業
建設業界！魅力発見ツアーin村

上市・岩船郡

高校生へ建設業の「モノづくりの魅力」を発信し、職業選択に役立てもらうため、ハローワーク村上、新潟県、村上市、建設業協会の

連携により見学ツアーを行っています。
地域経済振興課 0254-53-2111

新潟県 村上市 介護,起業・就業
村上市高校生介護事業所見学ツ

アー

介護の仕事は「大変そう」「辛そう」といったネガティブなイメージが先行してしまいがちなので、介護の仕事のイメージアップに少

しでもつながるようにハローワーク、村上市と連携して見学ツアーを行っています。将来の進路選択や、職業選択にぜひ役立ててもら

いたいです。

介護高齢課 0254-53-2111

新潟県 村上市 起業・就業
職場体験（インターンシップ事

業）
高校生の職場体験（インターンシップ）受け入れ企業の募集し、将来や進路等を考える皆様を応援します。 岩船郡村上市雇用対策協議会（村上商工会議所内） 0254-53-4257

新潟県 村上市 起業・就業 アクセス2023・就職ガイダンス
毎年７月に、高校３年生を対象に村上・岩船地域（主にハローワーク村上管内）の企業の採用担当者から求人（事業内容、仕事内容、

労働条件等）の説明があり、皆様の質問にもお答えします。
岩船郡村上市雇用対策協議会（村上商工会議所内） 0254-53-4257

新潟県 村上市 起業・就業 企業ガイドむらかみ 村上・岩船地域（ハローワーク村上管内）の企業情報を掲載しています。気になる企業をWEB上で検索できます。 岩船郡村上市雇用対策協議会（村上商工会議所内） 0254-53-4257 https://mu-k-guide.com/



富山県 射水市 起業・就業
射水市学生ＵＩターン応援事業

（こられんか割）

富山県外から射水市へのＵＩターンを希望する学生が就職活動等のため市内企業などを訪問する際の交通費の一部を補助します 

 

【交付対象者】 

　活動時点において富山県外に住所を有し、富山県外の高等教育機関（大学院、大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校）に在籍

する方 

 

【対象経費】 

　申請者の住所と就職活動等を行う場所の往復移動に要した交通費でその経路が経済的かつ合理的であると認められること 

※　移動方法は、鉄道・高速バス・航空機又は船舶を利用したものであること 

 

【助成額】 

　就職活動等に要した交通費の２分の１　上限額１３，０００円／回 

※１人３回まで 

 

 

対象となる活動や対象企業、手続方法など詳しくは、ホームページをご覧ください。

射水市観光・定住課 0766-51-6676 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=38140

富山県 射水市 住宅新築
射水市指定宅地取得支援助成制

度

市が指定する土地区画整理・民間開発住宅団地及び空き家情報バンクに登録された市街化区域内の未利用宅地の購入費を補助していま

す。(上限６０万円) 

 

取得した土地面積に１平方メートル当たり２，６００円を乗じた額を３か年に分けて交付します。 

 

詳しくはホームページをご覧ください。

射水市観光・定住課 0766-51-6676 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18834

富山県 射水市 移住者限定支援
きららか射水住宅取得支援補助

金

射水市に自らが定住する目的で空き家を購入する人に対し、補助金を交付し支援します 

 

空き家情報バンク掲載物件を購入する県外移住者に、住宅の購入に要した費用の２分の１以内(上限３０万円)を補助します。 

中学生以下の子どもが２人以上いる世帯については、上限６０万円。 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

射水市観光・定住課 0766-51-6676 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=30407

富山県 射水市 住宅賃貸 若者世帯定住促進家賃補助事業

賃貸物件の家賃の１／２（上限：月額２万円）　 

最大２年間で４８万円　　　　　　 

 

・新婚世帯　　婚姻届を提出した日から１年以内の世帯 

・子育て世帯　中学３年生までの子供がいる世帯 

☆転入世帯　　転入の日前１年間以上市外に居住していた世帯 

 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

射水市観光・定住課 0766-51-6676 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18555

富山県 魚津市 起業・就業,住宅設備,住宅賃貸
空家テレワーク環境整備促進補

助金

【１．空家のテレワーク環境整備補助】 

(1)補助金額 

整備費用の１/２、上限30万円 

 

(2)対象者 

①空家の所有者 

②空家を賃貸や購入してテレワーク等を実施しようとする者 

 

(3)対象となる整備 

●空家におけるインターネット等回線工事に要する経費 

●空家でテレワークをするために必要な整備に要する経費 

●空家のセキュリティに要する経費 

※なお、購入した備品は対象になりません 

 

 

【２．空家を賃貸してテレワークを実施する時の家賃補助】 

(1)補助金額 

家賃の１/２、上限月額３万円　　※最長１年間 

 

(2)対象者 

空家を賃貸してテレワーク等を実施しようとする者

都市計画課　建築住宅係 0765-23-1031 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=20064

富山県 魚津市 結婚,子育て,住宅新築,住宅購入
魚津市子育て新婚世帯住宅取得

支援補助金

魚津市内で住宅を取得される、子育て・新婚世帯へ補助金を交付します。 

　　　 

子育て世帯・・・中学３年生以下のお子さんがいるご家庭 

新婚世帯・・・・婚姻後２年以内のご夫婦 

 

補助金額：住宅１棟当たり　50万円 

　　　　　　　※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります

都市計画課　まちづくり交通係 0765-23-1026 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18040



富山県 魚津市 引っ越し,住宅新築,住宅購入
魚津市居住誘導区域住宅取得支

援補助金

魚津市の居住誘導区域内で住宅を取得した方へ補助金を交付します。 

 

補助額：住宅取得額の４％（新築・建売・中古） 

　　　　　　　※100万円以上が対象 

 

●転入者　　　　　　　　　　　・・・上限100万円 

●居住誘導区域外の市内居住者　・・・上限50万円 

　　　　　　　※転入者：１年以上魚津市外にお住まいの方、または、市内に転入して２年以内の方

都市計画課　まちづくり交通係 0765-23-1026 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18039

富山県 魚津市 移住者限定支援,結婚,子育て
魚津市子育て新婚世帯移住助成

金

令和４年４月１日以降に魚津市内の民間賃貸住宅に転入された40歳未満の子育て・新婚世帯へ助成金を交付します。 

 

●子育て世帯・・・15歳未満の子を養育する世帯へは一律40万円 

●新婚世帯・・・・婚姻後２年以内の夫婦世帯へは一律20万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　※助成金は重複申請することができます 

 

助成金は 魚津市内でご利用いただける電子地域通貨「MiraPay（ミラペイ）」での支給となります。 

なお、転入日から３年以内に市外に転出した場合、現金での返還が必要です。

地域協働課　定住応援室 0765-23-1059 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=19997&cdkb=ctg&cd=0801

富山県 高岡市 起業・就業,住宅改修,住宅設備
賑わい集積開業等支援事業補助

金

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

中心市街地や観光地周辺、商店街形成区域において、空き店舗等を活用し新規開業する方へ、店舗改装費等を支援する。 

◆中心市街地 

・改装費：補助率1/2、上限額75万円（重点支援区域内100万円） 

・改修費：補助率1/2、上限額75万円（重点支援区域内100万円） 

・土地・建物取得費：補助率1/5、上限額200万円 

・ﾘﾆｭｰｱﾙ費：補助率1/2、上限額75万円（重点支援区域内100万円）　など 

◆観光地周辺 

・改装費：補助率1/2、上限額75万円 

・改修費：補助率1/2、上限額75万円 

・土地・建物取得費：補助率1/5、上限額200万円　など 

◆商店街形成区域 

・改装費：補助率1/2、上限額25万円（都市機能誘導区域内75万円） 

・土地・建物取得費（都市機能誘導区域内のみ）：補助率1/5、上限額100万円 

・ﾘﾆｭｰｱﾙ費（都市機能誘導区域内のみ）：補助率1/2、上限額75万円　など

商業雇用課 0766-20-1289 https://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/kaigyo/nigiwaishuseki.html

富山県 高岡市 起業・就業 女性・若手起業者支援資金

※詳細は、高岡市ホームぺージをご確認ください。 

 

市内で創業する中小企業者の中でも、特に女性・若手の創業を支援する融資制度。一般創業者支援資金との併用可。 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資限度額：700万円 

融資利率：1.3％以内　保証料率0.35～1.05％

産業企画課 0766-20-1286 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sanki/sangyo/shinko/kee/sedoichiran/zyoseiwakate.html

富山県 高岡市 起業・就業 一般創業者支援資金

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

市内で創業する中小企業者への資金供給を可能とし、創業後の自立・事業継続を支援する融資制度。 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資限度額：2,000万円 

融資利率：1.5％以内　保証料率0.35～1.05％

産業企画課 0766-20-1286

富山県 高岡市 起業・就業 創業・事業承継支援補助金

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

市内において、新たに創業・第二創業する中小企業者及び事業承継による新たな取り組みを行う中小企業者を支援することを目的とし

て、経費の一部を補助する。 

 

・補助対象経費1/2以内（移住者・女性・若手は2/3以内）、 限度額50万円

産業企画課 0766-20-1395 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sanki/sangyo/shinsangyo/challenge4.html

富山県 高岡市 起業・就業,農業 高岡市新規就農者経営支援事業

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

新規就農者（50歳から59歳で農業経営を開始した者）に対し、農業経営開始時に必要な種苗、土壌改良剤、肥料、農薬等の資材取得に

係る経費の一部を補助する。 

・補助対象経費の1/2（上限10万円）

農業水産課 0766-20-1308 https://www.city.takaoka.toyama.jp/nosui/sangyo/norinsuisan/keeshien/ninaite/shitansinkisyuno.html

富山県 高岡市 移住者限定支援,起業・就業 企業見学会コーディネート

※詳細は、ホームページをご覧ください。 

 

移住を検討中の方を対象に企業見学会を無料でコーディネート。 

企業見学は、スタッフが同行し、サポートするので安心。

たかおか企業人材確保推進協議会 0766-23-5000 https://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/kurashi/shushoku/ordermade.html

富山県 高岡市 子育て,出産 産後ヘルパー事業

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

生後６か月以内の子と同居する親を対象に、家事・育児の援助を行うヘルパー派遣費用を助成。

子ども・子育て課 0766-20-1393 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kosodate/ninshin/helper/sango.html

富山県 高岡市 子育て,出産 産後ケア

詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

産後４か月未満の産婦及び乳児で、産婦の体調不良や育児不安が強く、家族から十分な援助が受けられない方のために、ショートステ

イ（宿泊型）・デイケア（日帰り型）を実施。また、産後１年未満の産婦及び乳児を対象に訪問ケアを実施。

健康増進課 0766-20-1344 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kenzo/boshi/sango.html

富山県 高岡市 子育て,出産 子育てに関する情報提供 ※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 子ども・子育て課 0766-20-1376 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/nenet.html



富山県 高岡市 子育て,出産 保育料軽減

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

第３子以降無料（所得制限あり）、兄弟同時入所による軽減あり。

子ども・子育て課 0766-20-1377 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kosodate/hoikuen/hoikujo/nyushoannai/hoikuryo.html

富山県 高岡市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅設備 高岡市空き家改修支援事業 詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 建築政策課 0766-30-7291 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/jutaku/jose/takaokagurashi.html

富山県 高岡市 移住者限定支援,子育て,引っ越し,住宅購入
高岡市空き家バンク住宅取得支

援事業

※詳細は、高岡市ホームページをご覧ください。 

 

・空き家・空き地情報バンクに登録されている空き家の購入 

　取得額の５％（上限20万円※） 

※若年UIJターン世帯、若年子育て世帯、子育て世帯の三世代同居については、各５万円、最大10万円の加算 

【対象】居住誘導区域（まちなか区域を含む） 

　　　　ＵＩＪターン世帯もしくは子育て世帯 

 

・県外移住者の空き家（古民家）リフォーム 

　空き家リフォーム工事費の２/３（限度額100万円) 

【対象者】富山県外（１年以上居住）から高岡市に転入（５年以内も可）し、古民家に５年以上居住することが見込まれる方 

【対象空き家】建築後30年が経過している次世代に継承すべき古民家（軸組工法、伝統的継手・仕口、貫、和瓦、かや葺き屋根） 

 

※改修後も伝統的家屋要件を継続させるものであること

建築政策課 0766-30-7291 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/jutaku/jose/takaokagurashi.html

富山県 高岡市
移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備
たかおか暮らし支援事業 ※補助内容、要件の詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 建築政策課 0766-30-7291 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/jutaku/jose/takaokagurashi.html

富山県 高岡市 子育て 不育症治療費助成

※詳細は、高岡市ホームページをご確認ください。 

 

不育症の保険適用の検査、治療費（ヘパリンを主とする治療）に対して、一年度につき30万円を限度に助成。

子ども・子育て課 0766-20-1381 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kenko/iryo/jose/huikusyo.html

富山県 高岡市 出産 男性不妊治療費助成

※詳細は、高岡市ホームページでご確認ください。 

 

特定不妊治療の一環として、男性不妊治療を受けた場合、県の助成分を控除した額に対し、７万５千円を上限として助成。

子ども・子育て課 0766-20-1381 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kenko/iryo/jose/funin.html

富山県 高岡市 出産 特定不妊治療費助成

※詳細は、高岡市ホームページでご確認ください。 

 

県の指定医療機関で特定不妊治療（対外受精または・顕微授精）を実施した場合、1回の治療につき7万5千円までを助成します。（助成

回数制限あり） 

 

※富山県の助成を受けている場合や医療保険給付金を受けている場合は、対象となる費用からそれらの金額を差し引いた額になりま

す。

子ども・子育て課 0766-20-1381 https://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kenko/iryo/jose/funin.html

富山県 砺波市 移住体験
砺波市定住体験ハウス『佐々木

邸』

築100年以上の歴史がある砺波地方の伝統的家屋『佐々木邸』 

「切妻造り平入り（＝マエナガレ様式）」という、雪国に適したつくりの伝統家屋です。 

外観も見応えがありますが、中はさらに立派です。実際に足を踏み入れると、その重厚感と贅沢さに驚かれるかもしれません。 

また、自然に囲まれた静けさや虫の声、光や風の心地よさも、寝泊まりしてみて分かる、散居村の魅力です。 

そして、夏の草むしり、秋の落ち葉掃き、冬の雪かきなど、季節ごとに欠かせない作業を通じ、自然の恵みや不便さも、感じていただ

きたいと思っております。 

 

  

 

●体験料 

１人につき　１泊1,000円（連泊は一週間以内） 

※ 小学生未満は無料です。 

※ 布団レンタル料が別途必要です。（ご持参頂くことも可能です） 

　　 

 

●利用条件 

 

砺波市へ移住・定住されたい方および伝統家屋の生活体験をしてみたい方。 

 

●設備 

液晶テレビ、無線LAN、洗濯機＆乾燥機、水洗トイレ、ユニットバス 

※エアコンはありません。 

となみ散居村ミュージアム 0763-34-7180 https://www.tonami-life.net/taiken/taikenhouse



富山県 砺波市 移住体験
市営住宅を利用した移住支援制

度について

砺波市では令和３年度から、既存の市営住宅を利用した「移住お試し住宅」制度を開始いたしました。 

 

１ 移住お試し住宅を利用する条件 

（１）過去１年以上砺波市に住所を置いていないこと 

（２）砺波市に移住を希望する者であること 

（３）砺波市に家屋等を所有していないこと 

（４）入居日現在で２０歳以上であること、または２０歳以上の親族が同居すること 

（５）入居の際に砺波市に住所を移動すること 

（６）地域の自治会活動等の地域活動に参加すること 

 

２　使用料など 

（１）使用料：月額１２，６００円～　 

　　　　　　　※使用者の所得を元に計算します 

（２）敷金：月額の使用料の３か月分 

（３）利用期間：１年以内（更新を含めて最長で２年） 

（４）連帯保証人：以下の条件を満たす連帯保証人を１名設定いただきます 

　　　①砺波市の居住者または使用者の二親等以内の親族であること 

　　　②月々の使用料の５倍以上の収入があること 

 

３　対象となる市営住宅 

（１）市営金屋団地（砺波市庄川町金屋1022） 

（２）市営三谷団地（砺波市庄川町三谷385） 

都市整備課　景観・建築係 0763-33-1447 https://www.city.tonami.lg.jp/info/7765p/

富山県 砺波市 住宅改修,住宅賃貸 定住促進空き家利活用補助金

定住人口の増加及び地域活性化に結びつく市内の空き家の活用を促進するため、「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を

利活用する方に対して、改修等経費及び家賃の一部を助成します。 

　空き家を購入し改修する場合において、当該住宅で三世代同居・近居を行う場合は、補助金額が加算されます。 

 

【空き家を購入する方】 

○空き家を改修する場合　改修等経費の1/2　限度額50万円 

○空き家を三世代同居するために改修する場合　改修等経費の3/4　限度額200万円 

　空き家を三世代近居するために改修する場合　改修等経費の3/4　限度額100万円 

 

　空き家情報バンクを利用して購入した住宅を改修する者で、次の要件を満たすもの 

①原則、市内業者による主要構造物の改修等 

②当該住宅に住民登録し、10年以上居住する意思がある 

③三世代同居の場合は、三世代全員が当該住宅に住民登録し、三世代近居の場合は、近居に 

　住民登録すること 

④申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない 

⑤市税等の滞納がない(三世代同居・近居の場合にあっては、これに係るすべての世帯全員) 

⑥三世代同居・近居住宅支援事業の交付を受ける者を除く 

 

 

【空き家を賃借する方】 

○空き家を賃借する場合　家賃月額の1/2　限度額1万円　期間は３年間 

 

市民生活課 0763-33-1172 https://www.city.tonami.lg.jp/service/2470p/

富山県 砺波市 引っ越し
［三世代同居・近居］引越支援

事業

砺波市移住・定住引越し支援事業～これから三世代同居・近居をお考えの方へ～ 

三世代同居推進事業として、三世代家庭の推進及び本市への移住定住の促進を図ることを目的とする「砺波市移住・定住引越し支援事

業」を行っております。これは、子育て世帯や県外へ進学した学生がUタ－ンなどして、本市で新たに三世代家庭になるための必要な引

越しに対して、市が引越し経費の一部を助成するものです。 

  

 

【対象者】 

 

転入又は転居により、新たに三世代同居・近居となる方（既に三世代となっている世帯に、新たな世帯員が加わる場合は対象となりま

せん。）。 

 

【対象要件】 

 

(１)　当該三世代家庭の全員が、市内に住所を有すること。 

(２)　三世代家庭の全員が、市税等を滞納していないこと。 

(３)　三世代家庭の全員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

(４)　Ｕターン単身世帯の者が県外及び市外からの転入の場合、転入日から起算して、過去１年以内に砺波市に居住した実態がないこ

と。 

(５)　当該補助金の交付決定後、３年以上三世代同居又は近居を継続すること。 

 

　・なお、三世代家庭に外国人を含む場合は、前項各号の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の

住民基本台帳に記載されている者とします。 

市民生活課 0763-33-1172 https://www.city.tonami.lg.jp/service/2775p/



富山県 砺波市 住宅新築,住宅購入,住宅改修 三世代同居・近居住宅支援事業

砺波市では、快適な居住環境の構築及び子育て・介護環境の充実を図り、もって定住人口の増加及び地域の活性化に資することを目的

として、三世代同居及び三世代近居のための新築工事等（建売住宅又は中古住宅の購入を含む。）、増改築工事費（リフォーム工事含

む。）の一部を補助します。 

 

※注意※令和２年１２月３１日以前に契約及び着工された工事等については以下のリンク先をご覧ください 

 

（https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1429112402.html） 

 

  

 

　★「三世代同居」とは 

親、子、孫等の三世代以上の者が同一敷地内若しくは隣接する敷地（当該敷地間に宅内用水又は宅道がある場合を含む。）に居住して

いることをいいます。 

 

　★「三世代近居」とは 

親、子、孫等の三世代以上の者が同一の自治振興会の区域内（庄東小学校及び庄川小学校の通学区域内にあっては、それぞれの通学区

域内） 

若しくは市内で直線距離５００メートルの範囲内に居住していることをいいます。 

 

　★「住宅」とは 

自らの居住の用に供するため、市内に所有する一戸建て住宅（玄関、便所、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであっ

て、区分所有マンションの一室であるものを含む）をいいます。 

都市整備課　景観・建築係 0763-33-1447 https://www.city.tonami.lg.jp/info/35418p/

富山県 砺波市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸
砺波市結婚新生活支援補助金

“ようこそ「となみ」＆やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト（となみ（１０７３）プロジェクト）の一環として、新婚世

帯の新生活のスタ－トアップに係る費用を支援します。 

 

【対象者】　新婚世帯 

 

以下の要件を満たす方 

・令和４年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦であること。 

・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下であること。 

・夫婦の所得を合算した額が４００万円未満であること。 

・申請時において、夫婦の住所が砺波市内にあること。 

・補助金の交付を受けた日から１年以上、市内に居住する意思があること。 

・夫婦ともに市税等の滞納がないこと。 

 

【支援内容】 

 

補助金額　上限　３０万円 

 

【対象経費】 

 

◎住居費 

 

・住宅取得費用 

市民生活課 0763-33-1172 https://www.city.tonami.lg.jp/service/2737p/

富山県 砺波市 移住者限定支援,住宅賃貸 砺波市家賃支援事業補助金

“ようこそ「となみ」＆やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト（となみ（１０７３）プロジェクト）の一環として、市への

移住定住を希望する転入世帯及び子育て世帯の居住を支援することを目的として、民間賃貸住宅の家賃を助成します。 

 

【対象者】　転入世帯　または　子育て世帯 

 

転 入 世 帯：夫婦のどちらかが39歳以下、かつ、どちらかが転入である世帯 

子育て世帯：転入する中学生までの子がいる世帯 

 

以下の条件を満たす方 

・令和3年1月1日以降、民間賃貸住宅契約したものであること。 

・転入日前の1年間に市内に住所を有していないこと。 

・市内に5年以上居住する意思があること 

・世帯員全員に市税等の滞納がないこと 

・世帯に外国人を含む場合は、永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている者 

・申請者及び配偶者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと 

・砺波市定住促進空き家利活用補助金の交付を受けていないこと 

 

【支援内容】 

 

　　月額1万円×3年間（36万円） 

　　※申請日の翌月から起算して3年間が対象。 

 

市民生活課 0763-33-1172 https://www.city.tonami.lg.jp/service/34904p/



富山県 砺波市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 住宅取得支援

“ようこそ「となみ」＆やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト（となみ（１０７３）プロジェクト）の一環として、新たに

移住定住を希望する転入世帯及び子育て世帯を対象に、住み続けてもらうための支援を目的として、新築又は中古の住宅（マンション

含む）の取得費用を助成します。 

 

【対象者】　転入世帯　または　子育て世帯 

 

　　転入世帯：夫婦のどちらかが39歳以下、かつ、どちらかが転入である世帯 

　　子育て世帯：転入する中学生までの子がいる世帯 

 

　　以下の条件を満たす方 

　　・令和3年1月1日以降、建設工事請負契約または売買契約を締結したものであること。 

　　　新築工事等の場合は、令和3年1月1日以降に着工したものを含む。 

　　・転入から3年以内で、転入日前の1年間に市内に住所を有していないこと。 

　　・取得した住宅の所在地に住民基本台帳の登録をして、以後10年以上居住する意思があること 

　　・世帯員全員に市税等の滞納がないこと 

　　・世帯に外国人を含む場合は、永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている者 

　　・申請者及び配偶者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと 

　　・砺波市定住促進空き家利活用補助金及び砺波市三世代同居・近居住宅支援事業補助金の交付を受けていないこと 

 

【支援内容】 

 

　　新築　上限　107.3万円（となみ） 

市民生活課 0763-33-1172 https://www.city.tonami.lg.jp/service/2717p/

富山県 富山市 住宅購入,住宅賃貸 富山市空き家情報バンク
【概要】 

市内の空き家を、売りたい・貸したいと希望される所有者から寄せられた情報を、市ホームページで公開しています。
居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/akiya-taisaku/akiya03.html

富山県 富山市 住宅改修
ふるさと回帰リフォーム等補助

事業

【概要】 

親世帯の暮らす住宅をリフォーム等して、子世帯が同居する場合に、工事費の一部を補助します。 

 

【主な補助要件】 

・親世帯と子世帯が１０年以上別居していること 

・工事請負契約の１年前から補助金実績報告までの間に同居すること 

・５年以上同居を継続すること 

・５年間同居について、市が確認することに同意すること 

・親世帯の暮らす地域の町内会（長）に、転居してくることを報告すること 

 

【補助額】 

リフォーム等工事費の1/2（上限額300万円） 

 

※すでに工事着工しているものは対象外となります。 

　そのほか、対象エリア、条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/furusatokaiki-rifomu/furusatokaiki-rifomu.html

富山県 富山市 交通機関利用,教育,就学,通勤・通学
富山市大学生等定住促進事業補

助金

【概要】 

富山市内にある大学等に入学するために、富山市外から富山市内へ転入（住民登録）した富山市在住の新入生へ補助します。 

 

【補助額】 

・自転車市民共同利用システム（アヴィレ）の定期パス　　6,000円 

・自動車運転免許取得　　　　　　　　　　　　　　　 　30,000円 

 

※補助要件や申請期間、その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

企画調整課 076-443-2277 http://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/kikakuchoseika/daigakusei_teijyuu.html



富山県 富山市 起業・就業
富山市サテライトオフィス等開

設支援事業補助金

【概要】 

首都圏等のＩＴ企業等が、本市の空き家や空き店舗等に新たにオフィスを設置する際の開設費用や、開設後の家賃に対して補助金を交

付します。 

 

【補助対象者】 

以下の条件を満たす方が対象です。 

・5人以上の従業員を雇用している事業者であること 

・主としてＩＴ、情報産業を営む事業者であること 

・新設するオフィスに、現在の従業員を1人以上配置すること 

・富山市での暮らし等をＨＰやＳＮＳ等で定期的に情報発信できること 

・新設するオフィスの転貸借契約を締結していないこと 

・当該オフィスの新設に対し、当該補助金以外に富山市から補助金を受けていないこと 

 

【補助額】 

①開設費 

　　補助率：1/2（上限50万円）　オフィスの新設に対し1回限り交付 

 

②運営費 

　　補助率：1/2（上限10万円/月）　賃借料の初回の支払い日から36か月間交付 

 

 

※事前相談が必要です。 

工業政策課 076-443-2166 https://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/kogyoseisakuka/syougyourouseiyori/machinaka_office_2_2.html

富山県 富山市 起業・就業 創業者支援資金等の融資

【概要】 

市内で開業する方や、市内の商店街等で空き店舗となっている店舗を借りて事業（小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業）を

営む方などに、創業者支援資金や開業後の運転資金等に対する融資制度を設けています。 

 

※融資の要件、その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

商業労政課 076-443-2070 https://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/shogyoroseika/yushigaiyo.html

富山県 富山市 起業・就業
富山市まちなかオフィス等開設

支援事業補助金

【概要】 

新たに事業を営む方、または富山市外で事業を営んでいる方が、新たに「まちなか」でオフィスを新設する場合に、賃貸物件の家賃に

対する補助金や、雇用奨励金を交付します。 

 

【対象業種】 

・建設業　 

・製造業　 

・ＩＴ、情報産業 

・運輸業 

・卸売業 

・金融、保険業のうち、銀行業及び証券業、保険業 

・サービス業のうち、職業紹介、労働派遣業、その他の事業サービス業 

 

【家賃補助】 

補助率：対象経費の1/2（上限：50万円） 

 

【雇用奨励金】 

新規雇用者1人あたり20万円（上限：1社あたり5人分100万円） 

 

 

※補助対象者やオフィス床面積などの要件、その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

工業政策課 076-443-2166 https://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/kogyoseisakuka/syougyourouseiyori/machinaka_office_2.html

富山県 富山市 起業・就業 創業支援施設（入居者の募集）

様々な業種の創業を支援する施設を設置し、事業化を支援しています。（入居者の募集） 

 

①富山市新産業支援センター 

　業種：医療、バイオ、ＩＴ、ナノテク、環境などの新たな産業分野 

　場所：国立大学法人富山大学五福キャンパス工学部 敷地内 

 

②とやまインキュベータ・オフィス 

　業種：ＩＴ、デザインなど 

　場所：富山市中央通り二丁目３番２２号 中教院モルティ２階 

 

③四方チャレンジ・ミニ企業団地 

　業種：金属製品、一般機械器具、電気機械器具、プラスチック製品等の製造業 ほか 

　場所：富山市四方荒屋497-13 

 

施設概要、入居条件、使用期間、使用料その他詳細はホームページよりご確認ください。

工業政策課 076-443-2166 https://www.city.toyama.toyama.jp/index/jigyousya/sougyoushien.html



富山県 富山市 起業・就業,農業
富山市就農支援ポータルサイト

「農業人とやま」

【概要】 

「あなたの就農を富山市が応援します！」 

富山市では、海、野、山にまたがるその多様な地形から豊かな農産物が生産され、数々の特産品が生み出されています。水稲、野菜、

果樹、花き、畜産など、様々な農業経営が安定して営まれている富山市で農業を始めてみませんか。 

 

ポータルサイトでは、研修や経営相談、支援、先輩就農者等の情報を提供しています。 

 

 

※研修や支援等の内容はホームページよりご確認ください。

農政企画課 076-443-2081 https://www.toyama-ninaitekyo.com

富山県 富山市 起業・就業
ＪＯＢ活富山（富山市無料職業

紹介所）

【概要】 

市内または市内近隣で就職を希望する方や就労支援が必要な方を対象に、就労相談や職業紹介を実施しています。 

 

【場所】 

富山市役所７階西館 

 

【営業日】 

月曜日から金曜日　8：30～17：15 

 

※その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

ＪＯＢ活とやま 076-443-2231 https://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/shogyoroseika/roseikakari/koyoshien/konenreisyakoyojohoshitsu_3_2_2.html

富山県 富山市 起業・就業 富山市企業情報ホームページ
富山市の企業情報、求人情報を提供しています。 

「新卒採用」「中途採用」「子育て支援企業」などの分野別検索ができます。
商業労政課 076-443-2073 https://toyama-kigyo.city.toyama.lg.jp/

富山県 富山市 移住者限定支援,起業・就業 富山市移住支援金の交付

【概要】 

東京２３区に在住または、東京圏から東京２３区に通勤していた方が富山市へ移住し、起業または就業等した場合、移住支援金を交付

します。（富山県と市町村の共同事業） 

 

【対象者】 

下記のすべてを満たす方が対象です。 

１　本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または通勤しており、住民票を移す直前に、連続して1年以

上東京23区に在住又は通勤していたこと 

２　富山市に移住後1年以内であること 

３　起業、就業等したこと 

　　　ア．就業の場合（①～③のいずれか） 

　　　　　①一般の場合：「都道府県が開設するマッチングサイトで補助対象とされている法人」に就業し、 

　　　　　　　　　　　　　３ヶ月以上経過した方 

　　　　　②専門人材の場合：「プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業」を利用して 

　　　　　　　　　　　　　　　就業した方 

　　　　　③関係人口（※）の場合：市内の企業に就業し、３ヶ月以上経過した方  

 

　　　イ．テレワークの場合 

　　　　　①自己の意思により移住し、富山市を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行う方 

 

　　　ウ．起業の場合（①②のいずれか） 

　　　　　①一般の場合：起業支援金（富山県が交付）の交付決定を受けた方 

企画調整課 076-443-2277 https://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/kikakuchoseika/syogyorouseiyori/ijyusienkin.html

富山県 富山市 住宅賃貸
富山市まちなか住宅家賃助成事

業

【概要】 

富山市の「まちなか」以外から「まちなか」の民間賃貸住宅へ転入または転居された世帯に、家賃の一部を助成します。 

 

【補助額】 

家賃月額から勤務先より支給される住宅手当を控除した額と1万円を比較して、少ない額 

 

【補助期間】 

賃貸借契約期間の初日と住民票の異動年月日と比較して遅い日の翌月（1日の場合はその月）から、3年間 

 

※対象のエリア、条件、申請期間などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-kyojyuu/machinakayachinjosei.html

富山県 富山市 住宅改修
富山市公共交通沿線リフォーム

補助事業

【概要】 

富山市の「公共交通沿線居住推進補助対象地区」において、 

・中古住宅を取得し自ら居住する 

・自己所有の住宅で世帯員が増加する 

のいずれかのために行う住宅リフォームの工事費の一部を補助します。 

 

【補助額】 

住宅リフォームにおける工事費の10％（上限：30万円／戸） 

 

※すでに工事中、工事完成したものは対象外となります。 

　そのほか、対象のエリア、条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/koukyoukoutuu-kyojyuu/koukyoukoutuuennsenn-rifomu.html



富山県 富山市 住宅改修
富山市まちなかリフォーム補助

事業

【概要】 

富山市の「まちなか」において、 

・中古住宅を取得し自ら居住する 

・自己所有の住宅で世帯員が増加する 

のいずれかのために行う住宅リフォームの工事費の一部を補助します。 

 

【補助額】 

住宅リフォームにおける工事費の10％（上限：30万円／戸） 

 

※すでに工事中、工事完成したものは対象外となります。 

　そのほか、対象のエリア、条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-kyojyuu/machinakajutakushien_2.html

富山県 富山市 住宅新築,住宅購入
富山市公共交通沿線住宅取得支

援事業

【概要】 

富山市の「公共交通沿線居住推進補助対象地区」で一定水準以上の、 

・一戸建て住宅を新築または購入 

・分譲型共同住宅を購入 

して居住される方に補助します。 

 

【補助額】 

金融機関からの住宅ローン借入額の3％（上限：30万円／戸） 

 

※対象のエリア、条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/koukyoukoutuu-kyojyuu/ensenjutakushutoku.html

富山県 富山市 住宅新築,住宅購入
富山市マルチハビテーション推

進事業

【概要】 

マルチハビテーション（多地域居住）のために、富山市の「まちなか」で一戸建て住宅を新築または購入もしくは分譲型共同住宅を購

入し取得した、富山県外に在住している方に補助します。 

 

【補助額】 

住宅取得補助　一戸当たり25万円 

（市内に高齢者親族（65歳以上かつ3親等内）が在住の場合は10万円上乗せ） 

 

※対象のエリアや条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-kyojyuu/multi-habitation.html

富山県 富山市 住宅新築,住宅購入
富山市まちなか住宅取得支援事

業

【概要】 

富山市の「まちなか」で一定水準以上の、 

・一戸建て住宅を新築または購入 

・分譲型共同住宅を購入 

して居住される方に補助します。 

 

【補助額】 

金融機関からの住宅ローン借入額の3％（上限：50万円／戸） 

 

※対象のエリア、条件などの詳細は富山市のホームページよりご確認ください。

居住対策課 076-443-2112 https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-kyojyuu/machinakajutakushien.html

富山県

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、

滑川市、黒部市、砺波市、小矢部

市、南砺市、射水市、舟橋村、上市

町、立山町、入善町、朝日町

交通機関利用,移住体験 とやまの魅力体験助成制度

富山県外から県内へ移住を検討している方を対象に、移住準備のための交通費を助成します。また富山くらし・しごと支援センター富

山オフィスか各市町村が実施する移住のための「現地案内」を利用した際の宿泊費を助成します。 

 

1　交通費助成 

 

＜対象となる現地活動＞ 

・就職のための面接、企業訪問や合同企業説明会への参加 

・不動産事業者訪問、空き家内見などの住まい探し 

・先輩移住者、地域住民への訪問 

・県、市町村等が実施する移住に関するツアーへの参加 

・オーダーメイド現地案内の利用　など 

 

＜補助対象経費＞ 

・居住地から富山県内到着地までの往復交通費（1往復分） 

鉄道（運賃、急行料金、特急料金及び指定料金が対象）、高速バス、船舶、航空機での移動に限る 

 

※以下は対象外となります 

・他市町村が設置する同趣旨の助成金を併用する場合 

・トラベルキャンペーン等を利用して本県を訪れる場合 

・富山県内の移動費（交通費） 

 

＜交通費補助率＞ 

ワンチームとやま推進室 移住・交流促進担当 076-444-4496 https://www.pref.toyama.jp/140401/iju/202204jyoseikin.html



富山県

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、

滑川市、黒部市、砺波市、小矢部

市、南砺市、射水市、舟橋村、上市

町、立山町、入善町、朝日町

子育て,引っ越し,住宅賃貸 とやま移住応援団

とやま移住応援団とは？ 

知らない土地への移住には、さまざまな不安や困りごとがつきもの。 

「とやま移住応援団」（協力事業者）は、富山県への移住を検討している方に 

移住前・後に役立つ各種割引サービス等、特典を提供しています。 

ぜひお気軽にご活用ください。 

（他の割引制度との併用は原則できません。詳しくは、各事業所にお問合せください。） 

 

使えるカード 

とやま移住応援団優待カード 

 

「TSUKAENcha」（つかえんちゃ） 

 

「つかえんちゃ」とは・・・ 

 

とやま移住応援団の提供するサービスが受けられる優待カード。 

「つかえん」とは 

 

“気にしなくていい。大丈夫”という意味の富山弁。 

 

特典 

○レンタカー料金の割引が受けられます。 

○宿泊施設からの特典が受けられます。 

富山県地方創生局ワンチームとやま推進室移住・交流促進担当 076-444-4496 https://toyama-teiju.jp/cheer

富山県

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、

滑川市、黒部市、砺波市、小矢部

市、南砺市、射水市、舟橋村、上市

町、立山町、入善町、朝日町

移住者限定支援,起業・就業 富山県移住支援金制度

富山県移住支援制度とは？ 

東京23区（在住者又は通勤者）から富山県へ移住し、移住支援金対象求人に就業した方等に、国・県・市町村が共同で移住支援金※を

支給する制度です。（※100万円〔単身の場合は60万円〕） 

①移住等に関する要件 

（ア）【移住元】東京23 区の在住者又は通勤者 

（住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上、かつ通算5年以上） 

（イ）【移住先】富山県内への移住者 

（ウ）その他の要件 

（エ）世帯に関する要件（世帯向けの金額（100万円）を申請する場合のみ） 

②就業に関する要件 

（ア）一般の場合 

（イ）専門人材の場合 

③テレワークに関する要件 

④本事業における関係人口に関する要件 

詳しくは下記のサイトをご覧ください 

https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration-migrants/

富山県地方創生局ワンチームとやま推進室 UIJターン促進担当 076-444-4608 https://uturn.pref.toyama.lg.jp/migration-migrants/

富山県 南砺市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
多世代同居推進住宅改修等助成

金

令和２年４月１日以降に同一集落内で、同居等をした日から前後１年以内に契約した、多世代同居世帯の改修、増築、建替え、別棟新

築工事に補助します。 

 

補助額　対象経費の５分の１　補助上限は下記のとおり 

 

〇多世代新婚世帯　　（孫世代が新婚夫婦の場合）：上限１００万円 

〇多世代若年夫婦世帯（孫世代が夫婦で令和２年４月１日において、一方が３５歳以下である場合）：上限５０万円 

〇多世代夫婦世帯　　（孫世代が夫婦の場合）：上限３０万円 

〇多世代家族世帯　　（孫世代が単身の場合）：上限１０万円 

 

※市指定の山間過疎地域で居住する場合は、金額が１．５倍もしくは２倍になります。

南砺で暮らしません課 0763-23-2037 http://www.city.nanto.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=12150



富山県 南砺市 住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
南砺市空き家バンク活用促進事

業

中古住宅を購入する際、「空き家バンク」を利用すると各種補助金が利用できます。 

 

▼借主：増築・改修等補助金※１ 

　　賃貸　50万円程度（対象経費１/５を上限に補助） 

　　売買　50万円程度（対象経費１/５を上限に補助） 

 

▽借主：片付け補助金 

　　賃貸　20万円程度（対象経費１/２を上限に補助） 

　　購入　10万円程度（対象経費１/２を上限に補助） 

 

▽借主：促進補助金 

　　賃貸　10万円程度（対象経費１/１０を上限に補助） 

　　購入　５万円程度（対象経費１/５を上限に補助） 

 

▽借主：登録促進補助金※２ 

　　賃貸　50万円程度（対象経費１/２を上限に補助） 

　　購入　50万円程度（対象経費１/２を上限に補助） 

 

 

※１市内での施工業者の場合：１００万円程度（対象経費１/２を上限に補助） 

　　令和3年4月1日以降に契約を結んだ方が対象。 

 

南砺で暮らしません課 0763-23-2037 http://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/akiya

富山県 南砺市 住宅新築,住宅購入 定住奨励金制度

５年以上市外に居住されていた方が、南砺市内に定住を目的として宅地と住宅を取得され居住を始められた場合に奨励金を交付しま

す。 

 

○転入奨励金（市外に５年以上居住されていた方が転入して前後３年間以内に土地・建物を取得） 

新築住宅：１００万円+家族加算（１人５万＊申請者を除く） 

中古住宅：６０万円+家族加算　（１人５万＊申請者を除く） 

 

 

○持ち家奨励金（市内に土地・建物を新たに取得） 

新築住宅：５０万円 

中古住宅：３０万円 

 

※令和3年4月1日以降に住宅を取得された方が対象です。 

　それ以前の取得については旧要綱を適用します。 

 

 

◎転入奨励金・持ち家奨励金ともに市指定の山間過疎地域で居住する場合は、金額が１．５倍もしくは２倍になります。

南砺で暮らしません課 0763-23-2037 http://www.city.nanto.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=12150

富山県 氷見市 住宅設備 浄化槽整備事業

個人で合併浄化槽を設置しようとする方に、設置費用の一部を助成します。 

 

※詳細は市ホームページでご確認ください。

上下水道課 0766-74-8207 https://www/city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/jogesuido/1/1/1243.html

富山県 氷見市 子育て 氷見らぶり～パパ塾
パパが主役の子育て講座を開催します。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。
地域子育てセンター 0766-74-8453 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kosodate/1/3/760.html

富山県 氷見市 子育て,出産 情報提供 子育て応援サイト「ひみ子育てナビ」による子育て情報の提供を行っています。 地域子育て支援センター 0766-74-8453 https://himi-city.mamapre.jp/

富山県 氷見市 出産 産後ケア事業

産後1年までのお母さんとお子さんで、家族等から十分な支援が受けられない方、産後の体調不良や育児に不安を感じている方に対し、

参加医療機関や自宅で個別的なケアを実施します。 

 

※詳細は市ホームページでご確認ください。

健康課 0766-74-8413 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kenkoka/3/2/1982.html

富山県 氷見市 子育て 出生祝い

第1子に5万円分、第2子に10万円分、第3子以降に20万円分の地域商品券または地域内で使える電子通貨を支給します。 

 

※詳細は市ホームページでご確認ください。

子育て支援課 0766-74-8117 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kosodate/1/2/4799.html

富山県 氷見市 子育て 家族で子育て応援金

子どもを保育所に預けないで家庭で育てている世帯に、満１歳から満３歳未満である第２子以降の幼児１人につき、月額20,000円を支

給します。 

 

※詳細は市ホームページでご確認ください。

子育て支援課 0766-74-8116 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kosodate/1/2/759.html

富山県 氷見市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成
中学生３年生までの子どもの医療費(保険診療の自己負担分)を助成。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。
子育て支援課 0766-74-8117 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kosodate/1/2/724.html

富山県 氷見市 移住者限定支援 移住世帯生活応援金

市外からの転入者で、子育て世帯・新婚世帯など一定の要件を満たす方に１世帯１０万円分の地域商品券を支給します。 

 

 

※支給要件などの詳細は市ホームページでご確認ください。

氷見市移住定住推進課 0766-74-8190 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1654.html



石川県 かほく市 起業・就業
かほく市空き家空き店舗活用事

業補助金

かほく市内の空き家等を活用し地域の活性化及び市内の賑わい創出を図るため、空き家等に出店する方に最大３６０万円を補助するも

のです。 

 

★対象業種 

　飲食店、雑貨店、飲食料品小売業、持ち帰り・配達飲食サービス業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネ

イルサービス業 

 

★補助対象者の要件 

　１．週５日以上営業する方 

　２．開業後３年以上継続して営業する方 

　３．認定申請した日から６ヶ月以内に開業する方 

　４．かほく市商工会に加盟するか方 

　５．税金の滞納がない方 

　６．風俗営業でない方 

 

★補助率、補助対象経費 

（補助率）　２分の１　※全補助対象経費に適用されます 

（補助対象経費） 

　・賃借料　　　　　　　　　上限　３０万円 

　・物件購入費　　　　　　上限１５０万円 

　・設備導入費　　　　　　上限　５０万円 

　・物件改装工事費　　　上限１００万円 

総務部企画振興課 076-283-1112 http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/104/001/000/index_10804.html

石川県 かほく市 移住者限定支援,住宅賃貸
かほく市ＵＩＪターン住まい補

助金

かほく市への定住促進を図るため、市内の民間賃貸住宅に居住する県外からの移住者に対し補助金を交付します。 

 

対象者（下記のいずれにも該当する者） 

・ 平成３１年４月１日以降にかほく市住所を有する 『県外からの移住者 』*1 で、転入日現在において、申請する者が４５歳未満であ

り、同居の親族を有し、同居の親族全てが県外からの移住者であること 

・ 市内の民間賃貸住宅に入居し、その所在地に住民票があること 

・ 家賃が３万円以上であり、公的制度による補助を受けていないこと 

・ 市税等を滞納していなこと 

 

*1 県外からの移住者とは、かほく市へ転入する前の３年間、県内のいずれの市町においても住民基本台帳への記録 がない方のことです

総務部企画振興課 076-283-1112 https://www.city.kahoku.lg.jp/001/171/174/d000609.html

石川県 志賀町 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修
志賀町移住定住促進空家リ

フォーム再生等助成金

空家を取得しリフォームで、最大１００万円助成！ 

 

●購入助成　住宅取得費×１/２、上限額５０万円 

●リフォーム助成　工事費×１/２、上限額５０万円（志賀町内建設業者依頼） 

 

※転入の日から１年以内の人で契約締結日から３カ月以内に申請が必要です。 

※空家取得は６カ月間以上使用していない住宅が対象です。 

※相続、贈与、その他の取得価格が伴わない事由による取得の場合は対象外です。

企画財政課ふるさと創生室 0767-32-9301

石川県 志賀町 移住者限定支援,住宅賃貸
志賀町移住定住促進賃貸住宅家

賃助成金

民間賃貸住宅の家賃を、最大月額２万円、最大３年間助成！ 

 

●１８歳以上６０歳未満対象の家賃補助制度　５千円/月、最大３年間 

●町内就業者は月額家賃×１/２、上限１万５千円/月加算 

 

※転勤など一時的な就業および公務員は対象となりません。 

※転入の日から１年以内の人で賃貸借契約締結日から１年以内に申請が必要です。 

※町営住宅等の公的賃貸住宅や社宅及び社員寮は対象外となります。

企画財政課ふるさと創生室 0767-32-9301

石川県 志賀町 移住者限定支援,子育て,住宅新築
志賀町移住定住促進住まいづく

り奨励金

新築住宅取得で、単身移住最大９０万円、家族移住最大１７０万円交付！ 

 

●単身入居で４０万円、町内業者依頼で工事費の２.５％（最大５０万円）加算 

●家族入居で８０万円、子ども１人につき２０万円（最大４０万円）、町内業者依頼で工事費の２.５％（最大５０万円）加算 

 

※転入の日から１年以内の人で工事請負契約締結日から３カ月以内に申請が必要です。 

※子育て世帯における加算奨励金の対象となる子どもは、１８歳未満の方です。

企画財政課ふるさと創生室 0767-32-9301

石川県 珠洲市 起業・就業 仕事場創業・拡大支援助成金 本市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業に対し、経費の2/3以内、上限200万円を助成します。 産業振興課 商?振興・企業誘致係 0768-82-7775 https://sutto-zutto.com/shigotoba_sogyo/

石川県 珠洲市 起業・就業 若者定住促進支援事業

珠洲市では、新規学卒者及び満40歳以下のU・Iターン者で、市内及び近隣市町の事業所に就職した方又は自ら事業を営む方を対象に、

市内共通商品券（3万円相当）を交付しています。また、対象者の意見をまちづくり施策に反映するため、市長を囲んでの意見交換会も

実施しています。

産業振興課 商?振興・企業誘致係 0768-82-7775 https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/7/1436.html

石川県 珠洲市 住宅購入 珠洲市空き家購入費補助金
市内の空き家バンク登録物件を購入した方を対象に、物件の購入経費の1/3、上限100万円（子育て世帯の場合、上限150万円）を補助し

ます。
企画財政課 移住定住推進係 0768-82-7726 https://sutto-zutto.com/akiya_konyuhi_hojo/

石川県 珠洲市 住宅改修 珠洲市空き家改修費補助金
空き家バンク登録物件を改修する買主・借主・貸主の方を対象に、物件の改修経費の1/2、上限100万円（子育て世帯の場合、上限150万

円）を補助します。
企画財政課 移住定住推進係 0768-82-7726 https://sutto-zutto.com/akiya_kaishuhi_hojo/

石川県 珠洲市 移住者限定支援,住宅賃貸 珠洲市移住定住促進補助金
市内の賃貸住宅に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2以内を補助します。補助額の上限は移住1年目が3万円/月、2年目が2万円/

月、3年目が1万円/月で最大3年間です。
企画財政課 移住定住推進係 0768-82-7726 https://sutto-zutto.com/yachin_hojo/



石川県 全域
移住体験,移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,

住宅購入,住宅改修
いしかわ移住パスポート

石川県への移住希望者および石川県に移住してから1年以内の方に対して、協賛事業者から各種割引サービスや特典を提供する「いしか

わ移住パスポート（Iパス）」制度をご活用ください！ 

※ホームページから簡単にお申し込みできます。 

詳しくは下記よりお申込みください。 

http://iju.ishikawa.jp/consultation_agree_ipass/ 

（ただし、移住後1年以内の方は、石川県への転入が1年以内であることを 

　証明する書類を郵送等で別途お送りいただく必要があります） 

 

※移住前の方は送付不要です 

 

<制度概要> 

石川への移住希望者・移住者に対し、協賛事業者が各種割引・特典を提供するパスポートを交付。 

※サービスの提供費用は協賛事業者側の負担となっております。 

 

【特典等の例】 

引越料金◯％引、不動産手数料◯円引、自動車学校講習料金◯円引、レンタカー基本料金◯％引、宿泊料金◯円引など 

 

協賛事業者など詳しくは下記ページをご覧ください。 

https://iju.ishikawa.jp/ipass/#ipassapp

石川県地域振興課 762251312

石川県 全域
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,子育

て,教育

オーダーメイド型いしかわ子育

て移住ツアー

待機児童ゼロ、学力トップクラスなど、子育て環境が充実している石川県。 

 

気になるリアルな暮らしぶりを移住ツアーで体感しませんか？ 

 

石川県では、UIターンを希望する子育て世帯の方向けに 

日程や訪問先を自由に組み立てることができるオーダーメイド型のツアーを実施しております。 

 

ツアーにかかる交通費・宿泊費の半額（最大５万円／世帯）を助成！ 

お得に石川県の暮らしぶりをのぞいてみませんか？ 

 

  

実施期間：～令和５年３月 

　　　　　　※応募状況等により期間途中で募集を〆切る場合があります 

　　　　　　※募集〆切後も現地訪問のご相談は随時承っております 

　　　　　　※感染症の流行等を鑑み、受入を停止する場合がございます 

 

対　　象：県外在住の子育て世帯・夫婦の方（出産予定を含む） 

　　　　　　※移住についてILAC又は市町にて相談を行うことが前提の方 

 

内　　容：・実施日・行先をご希望に合わせて決められます 

　　　　　　※保育園や幼稚園等の見学を希望する場合は平日を推奨 

　　　　　・ツアーの様子を写真やレポートにてご提出いただきます。  

石川県地域振興課 762251312

石川県 全域 移住体験 短期移住体験

移住希望者が、移住の不安要素を解消するために仕事と生活などを移住モデルとして提案し、体験してもらうのが「短期移住体験モデ

ル事業」です。 

 

世界農業遺産に登録された能登を中心に、農業・漁業体験、観光に携わる民宿・ゲストハウス、輪島塗など職人体験、今のスキルが活

かせる企業体験などの仕事体験の他、古民家や短期滞在住宅、民泊などの滞在先、地域の方々との交流など、短期体感プランをお作り

します。 

朝日や夕日、豊かな自然の中での暮らしを体験してみませんか。 

お気軽にご相談ください。 

 

※コロナ等の状況により、受け入れを中止する場合があります。 

　あらかじめご了承ください。

石川県地域振興課 762251312



石川県 全域 移住体験 オンライン移住体験

オンラインで石川県の暮らしを気軽に体感してみませんか？ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、移住を検討されている方におすすめなのが、オンラインでの移住体験です。 

石川県への移住を検討している皆さんに代わり、コーディネーターが現地を訪問し、WEB会議システムを活用してリアルタイムで石川

県をご案内します。 

ご要望に応じて、オンラインで空き家や買い物先、図書館の見学や先輩移住者との交流等をコーディネートいたします。 

 

 

▽実施期間：令和４年４月～令和５年３月 

▽対　　象：石川県への移住を検討している方であればどなたでも 

▽参加費：無料 

　　　　　※インターネットの通信料は自己負担となります。 

　　　　　※Wi-Fiが使える環境でのご利用をお勧めいたします。 

 

▽内　　容：実施日、行先は自由に決められます 

　　　　　　お一人お一人に合わせたプランをコーディネートいたします 

 

　　　　　　<例> 

　　　　　　・保育園等の子育て支援施設見学 

　　　　　　・スーパー等の商業施設見学 

　　　　　　・空き家物件の内覧 

　　　　　　・先輩移住者との交流　 など  

石川県地域振興課 762251312 https://iju.ishikawa.jp/news/7210/

福井県 池田町 起業・就業,農業,林業 いけだマルシェ事業
まちの駅こってコテいけだ前で、週末祝日に1日単位で、池田町の農産物などを活用した飲食物や工芸品等を販売したり、カフェ店長や

イベントしたりできる里山デッキ・スペース「いけだマルシェ」です。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/jigyousya/business/1653/p001581.html

福井県 池田町 まちづくり活動,林業
池田町木活・木育振興施設

「WOOD LABO IKEDA」

「木を活かし、森を知る、学びと習いの拠点」とし、木にふれることを入口に”森の豊かさ”、”山の偉大さ”そして”山林を活かす暮らし

の知恵”を学び、習う場づくりを目指し、木材加工技術の研究や木材商品の開発・製作をはじめ、木材加工体験を含む物づくり体験がで

きる池田町木活・木育振興施設です。

いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/shisetsu/sonota/p002613.html

福井県 池田町 教育 特色ある池田の教育

「育つ力を育てる」を基本理念に、「子どもの学び」「連携・協働」「池田らしさ」をキーワードに「池田町学校教育力向上プラン」

を策定し、取組みを進めています。 

●協同的学び「アクティブラーニング」の実現 

子ども同士の聞き合い・話し合いといった対話的コミュニケーションによる協同学習を行い、子どもたちの学びを育む授業を推進して

います。 

●地域の教育力を活かした教育の導入 

学校と地域が連携・協働して、地域の方が先生役となる「まち人授業」を実施し、町の歴史や食文化について学んでもらうとともに、

キャリア学習等を通して、多様な人生観・考えを育んでもらうなど、地域の教育力を活かしています。 

●プロジェクト型学習の実施 

チームで地域の課題解決に取り組み、その調査方法やまとめ方・発表の仕方を実戦形式で身につけます。 

●ポジティブ教育の推進 

子ども達が互いに認め合い支え合う仲間づくりを目指して、こども園・小学校・中学校が一体的にポジティブ教育に取り組み、「幸せ

を自ら作り出していく力」を育みます。

いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1284/p001172.html

福井県 池田町 交通機関利用,通勤・通学
通学・通勤用定期券助成、運賃

助成

町外の高校・短大・大学・専門学校等に、バスや電車を利用して通う生徒の定期券にかかる費用を、20歳までは90%、20歳からは30%

助成します。 

また、町外に通勤する町民の方の福鉄バスの通勤用定期券にかかる費用を30％助成します。福鉄バスの運賃助成も行っています。

いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/anzen/1375/p001256.html

福井県 池田町 就学 入学支度金支給事業
町内に住む子どもの就学・進学時に必要な入学準備費用を支援します。小学校及び中学校入学時に5万円、高校進学時に10万円を支給し

ます。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1265/p001155.html

福井県 池田町 子育て

ブックスタート事業・ウッド

ファースト事業・木の机プレゼ

ント事業

生後6か月ごろの赤ちゃんに絵本2冊と図書館の通い袋として使える布バッグを、1歳になった子どもに池田町オリジナルの木のおもちゃ

を、小学校に入学する子どもに教室で使う木の机をプレゼントします。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/gyousei/gyousei/1928/p002223.html

福井県 池田町 子育て ママがんばる手当 0歳から3歳までの子どものいるお母さんに、月2万円分のいけだ応援券に加え、子ども1人あたり月1万円の手当を支給します。 いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1265/p001152.html

福井県 池田町 出産 ようこそ赤ちゃん事業 初めて出産を迎える家族の準備費用として、1人目出産時に出産準備金20万円を支給します。 いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1260/p001153.html

福井県 池田町 子育て,出産 ママ・ケア事業 母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日から出産した日の1年後までの妊産婦の方の医療費の自費分等を助成します。 いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/gyousei/gyousei/1928/p002223.html

福井県 池田町 まちづくり活動 コミュニティ育成事業
地域の課題にについて考えるきっかけとなる世代を超えた花火大会などの交流活動や視察研修活動に対して、費用の最大50％（最大30

万円）を交付します。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/gyousei/gyousei/1928/p002361.html

福井県 池田町 まちづくり活動 ちっちゃな幸せ実現事業＋
地域づくりやまちづくりの一端を担い、申請団体の枠を超えた公共性・公益性のある活動に対して、町へのふるさと納税寄附金から、

費用の最大80％（上限40万円）を補助します。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/gyousei/furusato/1965/p001530.html

福井県 池田町 農業
町産マーケット「こっぽい屋」

事業

福井市のショッピングセンター内「こっぽい屋」と町内のまちの駅「こってコテいけだ」で、山菜や自分で作った農作物、加工品を販

売できます。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/nougyou/1013/p001404.html

福井県 池田町 農業 新規就農支援事業

【経営開始型】 

池田町で独立・自営就農を目指す50歳未満の方に、給付金を支給します。 

【準備型】 

池田町での就農に向けて研修を受ける方（就農予定時に50歳未満）に、給付金を研修中に支給します。

いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/jigyousya/farmar/1618/p001542.html

福井県 池田町 起業・就業,農業
池田町食品加工研究支援施設

「食LABO」

所得向上や観光振興の実現を目指し、池田町の安全な農産物や受け継がれてきた食文化などの地域資源の商品化を促進・高度化すると

ともに、町民による商品開発製造を支援する池田町食品加工研究支援施設です。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/shisetsu/sonota/p002416.html

福井県 池田町 起業・就業,農業,林業
池田町地域産業等支援施設「わ

くラボ」

多様な暮らし方及び働き方創造を支援するために生まれた共用キッチン・無料館内Wi-Fi等が備えた賃貸型オフィスの池田町地域産業等

支援施設です。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/shisetsu/sonota/p002389.html

福井県 池田町 起業・就業,農業,林業 地域資源活用商品開発支援事業 町内の事業者が地域資源を活用した商品開発を行う場合に、対象経費の30%（上限15万円）を補助します。 いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/jigyousya/business/1653/p001575.html



福井県 池田町

まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,コ

ミュニティ団体支援,交通機関利用,子育て,教

育,出産,健康・医療,起業・就業,農業,林業,通

勤・通学,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設

備,住宅賃貸

土地・住宅・移住定住相談窓口
町営住宅や空き家・空き土地、町内の求人情報、移住定住、移住後の暮らし等に関する総合相談・情報提供窓口「いけだ暮LASSEL（く

らっせる）」を役場内に開設しています。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 http://www.e-ikeda.jp/iju/

福井県 池田町 住宅賃貸 町営住宅
若年定住・移住促進を目的とした3種類の賃貸住宅（子育て支援戸建て住宅、若年単身者向け集合住宅、若年子育て世代向け集合住宅）

があります。（年齢等の要件もありますのでご相談ください。）
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/pick/pickjukyo/p001619.html

福井県 池田町 住宅新築,住宅改修
池田町住み家新築支援事業（い

けだdeマイホーム支援事業）

池田町内でこれから生活していきたいと強く望む方が、周辺景観に配慮した住宅を池田町内に新築・建替えする場合、対象経費の10%

（上限100万円）を補助します。計画の段階でご相談ください。
いけだ暮LASSEL（総務財政課内） 0778-44-6888 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/sumai/1471/p001348.html

福井県 -
移住者限定支援,結婚,子育て,起業・就業,住宅

新築,住宅購入

全国どこからの移住でもOK！？

福井県では移住支援金（全国

型）を実施しています！

福井県では県と市町が連携して、関東圏以外に全国どこからであっても、福井県で就業または企業をされる移住者の方への支援制度を

実施しています！ 

 

※各市町によって詳細が異なりますので、詳しくは各市町のHPをご参照ください。 

 

福 井 市：http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/connect/p022613.html 

敦 賀 市：https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kikakuseisaku_bu/h-sousei_ka/ijuu-shien2.html 

大 野 市：http://www.city.ono.fukui.jp/shisei/teiju/uitanouen/iju_shushoku_zenkoku.html 

勝 山 市：https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/10/14199.html 

鯖 江 市：https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/shinoshokai/teiju_koryu_info/iiiii.html 

あわら市：http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/ijyuuteijyuu1/p011109.html 

越 前 市：https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/010/uij.html 

永平寺町：https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p010586.html 

越 前 町：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijyushienkin-zenkoku_d/fil/8.pdf 

美 浜 町：https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/6233.html 

おおい町：http://www.town.ohi.fukui.jp/iju/5102/seido/p21004.html

福井県定住交流課 0776-20-0387 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijyushienkin-zenkoku.html

福井県 -
移住体験,移住者限定支援,結婚,子育て,起業・

就業

ふくい移住サポーターがあなた

の移住を応援します！

【ふくい移住サポーターとは】 

　福井県では、移住定住をより促進するため、移住を検討されている方に、移住相談や現地案内、情報発信等のほか、移住後の生活サ

ポート等を推進することを目的として新たに“移住サポーター”を創設し、19名5団体に委嘱しました。移住のお考えの皆さまはぜひご利

用ください！ 

 

（実際の活動例） 

・福井への移住をお考えの方へ現地の物件や近隣施設について案内 

・移住先の居住環境（スーパーやアパート情報）についてオンラインで相談　など 

 

 

【ふくい移住サポーター　と話したい】 

 

　ふくい移住サポーター制度のご利用をご希望の方は下記ふくい暮らすはたらくサポートセンターへ、お申し込み下さい。 

 

 　福井暮らすはたらくサポートセンター 

　TEL:0776-43-6295、メール：fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp

福井県　交流文化部　定住交流課 0776-43-6295 https://www.fukui-ijunavi.jp/search_by_purpose/support/supporter

福井県 - 移住者限定支援,起業・就業
ふくい移住パートナー企業があ

なたの移住を応援します！

ふくい移住パートナー企業とは、福井県への移住者・移住希望者に対し、県内各種協賛事業者から割引や特典を用意して頂き、移住に

係る負担を軽減する制度です。
福井県　交流文化部　定住交流課 0776-43-6295 https://www.fukui-ijunavi.jp/search_by_purpose/support/fukuiijupartner

福井県 - 交通機関利用,移住体験
福井でのテレワークを応援しま

す！

福井県では、「お試しテレワーク」を行うため、県外から来県する方に対し、移動費・滞在費の一部を助成します！ 

  

 

【対象者】 

 

　福井県外に居住し就業している方で、福井県内に滞在し「お試しテレワーク」を実施する方 

 

 

【助成要件】 

 

・「お試しテレワーク」実施期間（※１）が１０日以上あり、かつ、県内滞在日数（※２）が「お試しテレワーク」実施期間の概ね２

／３以上あること 

 

※１「お試しテレワーク」実施期間については、「お試しテレワーク」を実施するために居住元から福井県に来県した日を開始日と

し、「お試しテレワーク」を終了して福井県から離県する日を終了日とした期間をいう。 

 

※２「県内滞在日数」については、「お試しテレワーク」実施期間のうち、本県に実際に滞在している日数とし、一時的に本県を離れ

る場合（「一時離県」という。）は、その日数を除く。 

 

・「お試しテレワーク」実施期間中に、原則として、県内コワーキングスペース等を利用すること 

 

・本事業による助成は年度内１回とする 

福井県　交流文化部　定住交流課 0776-43-6295 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/otameshitelework.html



福井県 -
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,引っ

越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸

お得に移住の下見ができる！福

井県の交通費支援制度です！

福井県では、福井県内への移住を希望し、または検討している者およびそのご家族に対して交通費を支援しています！ 

 

県・市町が主催する移住・就活関連イベントや、住まい・空き家の現地確認、移住相談など、幅広い活動で福井にお越しになる際に利

用できますので、是非ご活用ください！ 

 

【対象となる交通費】 

住所地と福井県内訪問先の間を公共交通機関で移動した乗車券等の料金または自家用車で移動した有料道路利用料金等

福井県定住交流課 0776-20-0387 https://f-careernavi.com/immigration/

山梨県 都留市 通勤・通学 都留市快適遠距離通勤補助金

○対象者 

転入、新規就労、転職、または転勤により遠距離通勤を開始し、市内に住所を有し居住している方 

 

 

○通勤条件 

JR大月駅を起点に上り方面75キロメートル以上の距離を定期乗車券により通勤される(されている)方 

 

 

○補助額 

基本額：1人当たり1ヶ月あたり1万円 

加算額：富士急行線を利用している場合1人につき1ヶ月あたり5,000円 

 

 

○対象期間 

遠距離通勤を開始した日から通算36か月以内 

 

 

詳細は、市のホームページをご確認ください。

企画課つる創生推進室 0554-43-1111 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/soseisuishin/1261.html

山梨県 都留市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修 都留市移住定住促進奨励金

○奨励金の対象者 

交付対象となる方は、次の全てに該当することが条件です。 

 

・市外から転入し、市内に住宅または住宅及び土地を購入、新築、建て替え、増減築、改築または改修した方 

・転入前後1年以内に住宅の工事に着手または所有権を移転した方 

・市内に転入する前に、連続して3年以上市外に住んでいた方 

・自治会活動及び地域活動への参画に同意する方 

 

 

○奨励金の内容 

次の１～７の合計額を交付します。 

 

1．住宅の取得等にかかる経費の3%に相当する額(上限30万円)に、次に掲げる事項に該当し、算出した額を加えて得た額 

2．住宅と併せて、これらにかかる土地を同時購入した場合：10万円 

3．中学3年生以下のこの人数1人につき：10万円 

4．夫婦いずれも40歳未満の場合：10万円 

5．市内に居住する親族(2親等以内)と同居した場合：10万円 

 

注意)下記は市内業者を元請けとして新築、建て替え、増減築、改築または改修した場合のみ 

 

6．新築、建て替え、増減築の場合：かかる経費の2%に相当する額(上限30万円) 

7．改築または改修の場合：改築または改修に要した額(上限10万円) 

企画課つる創生推進室 0554-43-1111 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/soseisuishin/852.html

山梨県 富士吉田市 移住者限定支援,引っ越し
【富士吉田市】富士吉田市移住

支援金

東京23区内からの移住等で60万～補助！ 

〈支給額〉 

・単身で申請の場合　60万円 

・世帯で申請の場合　100万円 

・18歳未満の世帯員１人につき30万円加算 

 

〈要件〉 

・直前の10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住または東京圏（条件不利地域を除く）に在住し東京23区に通勤 

・県のマッチングサイト等を通じて就業 

・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業 

・移住元の業務を移住後も引き続きテレワークで行う 

・山梨県が実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けて起業 

など 

 

細かい対象要件がありますので、詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/3478



山梨県 富士吉田市 交通機関利用,通勤・通学
【富士吉田市】鉄道利用通学者

支援補助金

遠距離通学で補助！【補助額月１万円（通学定期券購入費の1/2）】 

〈対象者〉 

富士吉田市に居住し、住所地から県外の大学等に定期券を利用し鉄道で通学している方 

〈申請期限〉 

当該年度に係る申請は３月３１日まで 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/2956

山梨県 富士吉田市 住宅改修
【富士吉田市】中古物件改修支

援奨励金

バンク登録物件の改修で補助！【補助額最大50万円】 

〈対象者〉 

空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者 

【住居として利用する場合】申請時1年以内に本市に転入した者 

【店舗として利用する場合】転入者および市民ともに対象 

〈申請期限〉 

改修前に要相談 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 移住者限定支援,通勤・通学,引っ越し
【富士吉田市】テレワーク支援

奨励金

テレワークで補助！【補助額１万円/月】 

〈対象者〉 

①申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所または事業所を有する企業に所属し、テレワーク勤務をしている

者 

②申請時に50歳未満であること 

③当該事業所への通勤が月10日未満の者 

（遠距離とは富士吉田市から概ね50ｋｍ以上の地域） 

〈申請期限〉 

転入日またはテレワーク勤務を始めた日から90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 移住者限定支援,通勤・通学
【富士吉田市】遠距離通勤支援

奨励金

遠距離通勤で補助！【補助額１万円／月】 

〈対象者〉 

①申請時1年以内に転入した者で、本市から遠距離である事業所または事業所を有する企業に勤務する者 

②申請時に50歳未満であること。 

③当該事業所へ月10日以上通勤する者 

（遠距離とは富士吉田市から概ね50ｋｍ以上） 

〈申請期限〉 

転入日または遠距離通勤を始めた日から90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 引っ越し,住宅購入
【富士吉田市】中古物件取得支

援奨励金

中古物件購入で補助！【補助額最大60万円】 

〈対象者〉 

①申請時1年以内に転入した者で同居する配偶者を伴う者、または、すまい支援・家賃支援を受けた者（期限あり） 

②申請時1年以内に新たに中古住宅の購入契約を締結した者 

③契約締結時点で本人、配偶者ともに満50歳未満の者 

〈補助額〉 

住宅の取得費用の1／10以下、最大500,000円 

中学生以下の扶養する子がいる場合　100,000円を加算 

〈申請期限〉 

当該住宅へ住所を異動した日から90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 引っ越し,住宅新築
【富士吉田市】新築物件取得支

援奨励金

新築物件購入で補助！【補助額最大110万円】 

〈対象者〉 

①申請時1年以内に転入した者で同居する配偶者を伴う者、または、すまい支援・家賃支援を受けた者（期限あり） 

②申請時2年以内に住宅の新築契約を締結した者 

③契約締結時点で本人、配偶者ともに50歳未満の者 

④新築より1年以内であること 

〈補助額〉 

①土地から取得した方：最大1,000,000円 

②建物の新築のみの方：最大500,000円 

※中学生以下の扶養する子どもがいる場合100,000円を加算 

〈申請期限〉 

当該住宅へ住所を異動した日から90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979



山梨県 富士吉田市 起業・就業,引っ越し
【富士吉田市】中古物件利用者

家賃支援奨励金

空き店舗を利用で家賃補助！【補助額２万円／月】 

〈対象者〉 

①空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等（小売業・飲食業・サービス業等）を営もうとする個人事業主 

②開業と同時又は開業以前から富士吉田市へ居住する者 

〈申請期限〉 

事業開始日または転入日より90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸
【富士吉田市】中古物件利用者

すまい支援奨励金

空き家利用ですまい支援！【補助額２０万円】 

〈対象者〉 

①空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯 

②申請時1年以内に富士吉田市へ転入した世帯（本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む） 

③50歳未満の世帯（単身世帯含む） 

〈申請期限〉 

当該住宅への住所異動日より90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 富士吉田市 結婚,引っ越し,住宅賃貸
【富士吉田市】新婚世帯すまい

支援奨励金

新婚世帯へすまい支援！【補助額２０万円】 

〈対象者〉 

①申請時に婚姻届を提出してから1年以内の夫婦（再婚も含む）で、婚姻届出日現在で夫婦いずれも40歳未満の新婚世帯 

②夫婦いずれも富士吉田市の住民基本台帳に登録され、申請時に3年以上定住の意思がある夫婦 

③申請日から起算して前2年以内に富士吉田市内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を行い、入居している夫婦 

〈申請期限〉 

婚姻届出日または当該住宅への住所異動日より90日以内 

 

奨励金の種類によってはより細かな対象要件があります。詳細は市のHPをご覧ください。

地域振興・移住定住課 0555-22-1111 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/1979

山梨県 南アルプス市 住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
【南アルプス市】空き家活用定

住促進事業補助金

空き家バンク登録物件を改修する場合に、改修費の２分の１【上限１００万円】を補助します！ 

 

〈対象者〉 

・お持ちの空き家を、空き家バンクへ５年以上登録していただける方 

・空き家バンク登録物件を購入もしくは借りる方（賃貸の場合は所有者の許可が必要） 

 

（対象経費〉 

・台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁及び下水道設備等の改修、その他住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善に要

する経費 

 

〈申請期限〉 

・改修工事着工前 

 

詳細は、担当へお問い合わせください。

南アルプス市　ふるさと振興課 055-282-6073

山梨県 南アルプス市 子育て,健康・医療
【南アルプス市】子ども医療費

助成

１８歳以下のお子様について、保険診療分の医療費が窓口で無料になります。 

 

助成を受けるためには、子ども医療助成金受給資格者証を医療機関の窓口で提示する必要がありますので、市役所にて申請をお願いし

ます。 

 

詳細は、市のＨＰをご覧ください。

南アルプス市　子育て支援課 055-282-7293 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1116.html

山梨県 南アルプス市 子育て,教育 【南アルプス市】保育料無償化

すべてのお子さんの保育料無償化！ 

 

市内在住の保育施設に入所している０歳から５歳までの児童の保育料が無償。 

これまで第二子以降の無償化を行っていましたが、令和４年４月から第一子についても拡大し保育料を無償化します。 

これにより、すべての児童の保育料が無償となります。 

 

詳細は、市のＨＰをご覧ください。

南アルプス市　子育て支援課 055-282-7293 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/11734.html



山梨県 南アルプス市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸

【南アルプス市】結婚新生活支

援事業

令和４年１月１日以降に婚姻した夫婦に最大６０万円交付！ 

 

〈交付額〉 

・夫婦のいずれも３９歳以下の場合・・・１世帯当たり最大３０万円 

・夫婦のいずれも２９歳以下の場合・・・１世帯当たり最大６０万円 

 

〈対象者〉 

・令和４年１月１日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦 

・夫婦の合計所得が４００万円未満 

・申請時に夫婦の一方が入居する住居を住民票の住所としている 

・入居する住居が南アルプス市にあること 

・公的制度による家賃補助を受けていないこと 

など 

 

〈対象費用〉 

令和４年１月１日から令和５年３月３１日までに支払いをした住居費及び引越費用 

・住居費・・・住宅の取得費、改修費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額（※勤務先から住居手当が支

給されている場合は、住居費から差し引きます） 

・引越費用・・・引越業者又は、運送業者への支払いをした引っ越しに係る費用 

 

詳細は、市のＨＰをご覧ください。

南アルプス市　ふるさと振興課 055-282-6073 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/9677.html

山梨県 南アルプス市 移住者限定支援,引っ越し 【南アルプス市】移住支援金

東京圏から南アルプス市に移住した方に対し、移住支援金を支給します！ 

 

〈支給額〉 

・単身での移住の場合・・・・・６０万円 

・世帯での移住の場合・・・・・１００万円 

（※１８歳未満の世帯員１人につき３０万円加算） 

 

〈要件〉 

・直近１０年間の通算５年以上、東京２３区に在住または、東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）のうちの条件不利地域以外に在住

し、東京２３区へ通勤していた方 

・以下の①～④いずれかの要件を満たす方 

①山梨県マッチングサイトの掲載求人に就職した方 

②やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けている方 

③移住元の仕事をテレワークで継続して行う方 

④プロフェッショナル人材制度等を活用し就職した方 

・転入日において５０歳未満の方 

・本市、および前住所地の市区町村税に滞納がない方 

 

〈申請期限〉 

就業（テレワークの場合は移住）から３か月以後かつ移住から１年以内 

 

詳細は、市のＨＰをご覧ください。

南アルプス市　ふるさと振興課 055-282-6073 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/11719.html

山梨県 南アルプス市 引っ越し,住宅新築,住宅購入
【南アルプス市】若者世帯定住

支援奨励金

市内で土地及び建物を取得する方に　最大で５０万円交付！ 

 

〈奨励金の額〉 

・夫婦の場合・・・・・・・・・・・・・・・・２０万円 

・扶養する子どもが１人または２人いる場合・・３０万円 

・扶養する子どもが３人以上いる場合・・・・・５０万円 

 

〈要件〉 

・夫婦の合計年齢が７０歳以下（申請時）である若者世帯 

・自ら居住することを目的として、住宅と土地の両方を購入した方（新築または建売（新築もしくは未使用）住宅を購入した方）※親

族等から譲り受けた場合は対象になりません 

・購入住宅へ５年以上継続して居住する方 

・住宅及び土地の所有権を共有している場合にあっては、若者世帯の持分の合計が２分の１以上であること 

・若者世帯及び若者世帯と同居する親族が市税等を滞納していないこと 

・居住の用に供する部分の床面積が５０平方メートルを超える住宅であること 

・玄関、居室、台所、便所、及び浴室を備えている独立した住居であり、定住のための住宅であること 

 

〈申請期限〉 

・新築住宅の場合・・・・・・工事着工日から３か月以内 

・建売住宅の場合・・・・・・購入契約日から３か月以内 

 

詳細は、市のＨＰをご覧ください。

南アルプス市　ふるさと振興課 055-282-6073 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1805.html



長野県 伊那市 移住体験,農業,林業 ふるさとワーキングホリデー

長野県伊那市で「仕事」と「暮らし」を体験できる、ふるさとワーキングホリデー。 

仕事をしながら、伊那市にいる間に、多くの人と出会っていただいたり、伊那の風土や魅力ある景観を楽しんでいただけるよう、お手

伝いします。

地域創造課 0265-78-4111 https://www.inacity.jp/iju/hataraku/ina_working/ina_working.html

長野県 伊那市 移住者限定支援,住宅賃貸 移住者向け仮住戸
伊那市への移住定住を検討する方に、住まい確保や就職の第一歩として市営住宅を原則6か月間家賃15,000円～で提供。※所得要件、世

帯要件あり。
地域創造課 0265-78-4111 http://www.inacity.jp/shisei/kakushuboshu/ina_ijukibosha.html

長野県 伊那市 移住体験 田舎暮らしモデルハウス 伊那市への移住定住を検討する方に、一泊4000円、3泊4日以内で田舎暮らしモデルハウスの利用が可能。 地域創造課 0265-78-4111 http://www.inacity.jp/iju/kurasu/174jkza2016.html

長野県 伊那市 住宅購入,住宅改修 空き家バンク利用促進補助金 特定の要件すべてに該当する方を対象に、物件の取得または増改築の経費を10分の2（最大75万円）支給。 地域創造課 0265-78-4111

長野県 伊那市 移住体験,移住者限定支援 移住体験住宅
移住希望者が最長1か月（29泊30日）伊那市での生活を体験する伊那市移住体験住宅を、使用料：25,000円／回（光熱水費、寝具のシー

ツ代等は自己負担）で提供します。
地域創造課 0265-78-4111 http://www.inacity.jp/iju/kurasu/ijutaikenhouse.html

長野県 伊那市 移住者限定支援 定住助成金

高遠町・長谷・新山・伊那西地区にIターンまたはUターンをした若者等又は45歳以下の者を含む世帯の代表者が、対象地域に住所を有

した後、1年を経過し定住の意思が認められる場合に、助成金を交付する。1世帯につき15万円（Uターン世帯にあっては10万円)。単身

世帯又は単身者にあっては7万円(Uターンした単身世帯又は単身者にあっては5万円)。

地域創造課 0265-78-4111

長野県 伊那市 住宅購入,住宅改修 空き家取得等補助金
若者が高遠町・長谷・新山・伊那西地域の空家の取得・増改築の経費の10分の2以内、150万円を限度に補助　※若者とは年齢が15～45

歳の者または中学生以下の子を持つ者
地域創造課 0265-78-4111

長野県 伊那市 子育て,出産,林業
ウッドスタート・ブックスター

ト
赤ちゃんが伸び伸びと健やかに育つようにとの願いを込め、6か月児相談に来られた方に、木の贈り物および絵本をプレゼントします。 耕地林務課林務係 0265-78-4111 http://www.inacity.jp/kosodate_kyoiku/ikujishien/wood_book_start.html

長野県 伊那市 子育て,教育 第3子以降の保育料無料 年齢・在園等に関係なく、保護者と生計を一にする子どもから数えて第3子以降については無料です。 伊那市地域創造課 0265-78-4111 https://www.inacity.jp/kosodate_kyoiku/hoikuen_yochienhoka/hoikuen_shinai/hoikuryo.html#:~:text=1.%20%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%88%E3%82%8A,%E3%81%AF%E7%84%A1%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

長野県 上田市
移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸

空き家バンク利用者引越・改修

工事費用補助金

上田市空き家バンクを利用し、物件を購入した方の、引越し費用及び改修工事費用を補助します。 

【要件を満たす移住者の方は最大50万円を補助】 

 

〇以下の条件を全て満たす方が補助の対象です。 

・上田市の空き家バンクを利用し、物件を購入した方。 

・その物件に住民票を移し、引越しをした方。 

・市町村税の滞納がないこと。 

・引越し費用又は改修工事費用について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。 

・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 

・その物件に5年以上居住することを誓約できる方。 

 

〇引越し費用又は改修工事費用のうち、補助金の対象となる経費は以下のとおりです。 

・引越し費用 

　　引越業者又は運送業者へ支払った引越費用 

　　レンタカー料金、引越しに係る区間の有料道路利用料及び燃料費 

・改修工事費用 

　　上田市にある事業者へ支払った改修工事費用 

 

〇補助額 

・対象経費の2分の1を補助します。 

　ただし、20万円（一定の要件を満たす移住者※は50万円）を上限とします。 

　※一定の要件を満たす移住者とは、空き家バンク売買契約日の3月前において、引き続き5年以上長野県外に居住していた者 

移住交流推進課 0268-21-0061 https://www.city.ueda.nagano.jp/site/akiyabank-ueda2021/46604.html

長野県 大町市 子育て,出産 育児支援ヘルパー派遣事業

産前・産後の体調不良のため、育児や家事の支援を必要とする家庭に育児支援ヘルパーが自宅を訪問し、家事や育児に関するお手伝い

をします。 

 

１．利用対象者、利用回数 

 大町市に住所を有する在宅の妊産婦さんで、以下のいずれかに該当する方 

　・妊娠届出書を提出した方：5回 

　・産後12週以内の産婦で、同居の親族がいない方又は、同居の親族等から家事や育児の支援が受けられない方：10回 

　・多胎（双子など）で出産後1年以内の方：20回　 

 

２．利用時間 

　午前８時30分から午後５時までの間で、１回につき１時間 

 

３．利用料金 

　無料

中央保健センター 0261-23-4400 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006500/akachan/00006562_2_2_3.html



長野県 大町市 子育て,出産 母乳相談等助成事業

出産後、あかちゃんが母乳を充分飲めているかや体重の増え方はどうか心配な時、育児についてお困りの時などに、医療機関や助産院

で助産師さんに相談する際の費用の一部を助成します。 

 

１．対象者 

 大町市に住所があり、出産してから１年６ヵ月以内の方 

 

２．助成費用と交付枚数 

 出生届を受理した後、１回：2,000円の助成券を２枚送付します。 

※相談内容により2,000円を超えた分については自己負担となります。 

※自己負担金は、相談利用時に医療機関等の窓口でお支払いください。 

 

３．相談内容 

　・乳房管理支援（おっぱいマッサージ等） 

　・沐浴や授乳などの育児支援 

　・その他、母子に関する育児指導等

中央保健センター 0261-23-4400 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006500/akachan/00006562_2_2.html

長野県 大町市 子育て,出産 産後ケア事業

出産後、からだの回復や育児に不安があるお母さんと赤ちゃんが助産院に宿泊又は通院し、授乳指導や育児相談等を受けられる費用の

一部を助成します。 

 

〇対象者 

出産後のお母さん又は出生した赤ちゃんが退院後120日までの間に7日間まで（特に必要と認められる場合は14日間まで延長） 

 

〇利用料金（1日あたり） 

自己負担額：事業の利用料の２割（宿泊：概ね6,000円、通所：概ね2,000円） 

※住民税非課税世帯、生活保護世帯は市が全額負担します。

中央保健センター 0261-23-4400 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006500/akachan/00006562_2_2_2.html

長野県 大町市 子育て 子育て相談

子育ての不安や悩みに臨床心理士が個別に相談に乗ります！ 

保険センターへお気軽にお申し込みください。 

 

相談日：月１回（不定期） 

 

※要予約

中央保健センター 0261-23-4400

長野県 大町市 子育て セカンドブックプレゼント事業
4歳になったお子さんに、10冊の絵本の中からお好きな絵本1冊をプレゼントします。お話しの会に参加いただいたお子さんには直接、

欠席の場合は郵送でお送りします。
市立大町図書館 0261-21-1616

長野県 大町市 子育て 木のぬくもりプレゼント事業

木製品を保育や暮らしの中に取り入れるきっかけ作りとして、当市在住の１歳６ヵ月の幼児に、長野県産ひのきを原料にした積み木を

プレゼントしています。 

幼児期から、親子で木で創作する心地良さや面白さを体験することで、木や森林に親しみを感じてもらい、地域の特徴である様々な広

葉樹材を利用するきっかけにすることを目的としています。 

 

※木育の一環として長野県産材を使用した合計約6,200個の積木の貸出しも行っています。

農林水産課庶務・林業振興係 0261-22-0420

長野県 大町市 子育て ブックスタート事業 ４ヶ月健診時に赤ちゃんに絵本を1冊選んでもらいプレゼントします。 中央保健センター 0261-23-4400 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006100/00006130/00006131.html

長野県 大町市 起業・就業 空き店舗活用事業

対象となるものは４種類あります。ただし、（１）～（４）までについて、重複して受けることはできません。 

（１） 

〇対象経費 

商店街の活性化を図るため、空き店舗を商店街の集客に役立つ施設（ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設をい

う。）に改修するのに要する経費  

〇補助率及び限度額  

1／2以内（ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2／3以内。） 

限度額 500万円  

 

（２） 

〇対象経費 

商店街の活性化を図るため 空き店舗を賃借又は購入するものを商業用施設（サービス業含む。）として改修するものに要する経費  

〇補助率及び限度額  

1／3以内 

限度額 100万円 

 

（３） 

〇対象経費 

空き店舗を商業用施設又は集客施設（以下「商業・集客施設等」という。）の用に供するために賃借する場合の家賃 

〇補助率及び限度額 

1／2以内 

ただし月額10万円、12月を限度とする  

商工労政課商業労政係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/00013220/00013222.html



長野県 大町市 農業,住宅設備
生ごみ堆肥化等処理容器設置補

助金

ご家庭でごみの減量化に積極的にお取組みいただくため、生ごみを資源として有効利用することができる「生ごみ処理機の購入補助」

を行っています。 

 

〇補助金交付の対象者 

・市内にお住まいの方 

・市内にある店舗・事業所 

 

 

〇補助対象となる容器の種類と補助率 

補助の対象 補助率 条件等（※1）  

・容量100リットル未満の容器の購入に要した費用（例：ボカシ容器） 購入金額の1/2以内 

　限度額     2,000円 1回の申請当たり2個まで可能(2基の場合は限度額4,000円)  

・容量100リットル以上の容器の購入に要した費用（例：コンポスト） 購入金額の1/2以内 

　限度額     3,000円 1回の申請当たり2個まで可能(2基の場合は限度額6,000円)  

・電気式またはその他の補助装置を用いた容器の購入に要した費用 

  （例・電気式処理容器） 購入金額の1/2以内 

　限度額  30,000円 1世帯1台まで（※1）買い替えの場合は、前回補助から3年を経過している事が条件となります。 

 

 

〇補助の条件 

　補助申請にあたり、次のような制限等があります 

・容器の交互使用が望ましい容器（100?未満容器(ボカシ容器など)、100?以上容器(コンポストなど)は、１世帯２個まで 

生活環境課環境衛生係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00007000/00007100/00007101/00007117_2.html

長野県 大町市 起業・就業,住宅新築,住宅購入,住宅改修 過疎地域振興事業

八坂・美麻地区限定！ 

 

■ 住宅等の新築・増改築・購入を応援します!! 

「大町市過疎地域住宅新築資金等利子補給金」 

◎居住用の住宅を新築、増改築、購入するため、金融機関から借り入れされる方 

 

〇借入金利子額の２０％を助成　 

・新築８年間　 

・増改築、購入５年間 

 

〇世帯の所得額が１，０００万円以下等の条件あり 

 

 

■ 空き家入居者を応援します!! 

「大町市過疎地域定住促進奨励金」 

◎指定する地域の空き家に入居し、住民登録等を行った方で次の条件に当てはまる方　 

・永住の意思がある方　 

・世帯の生計を担う満５５歳未満の方　 

・自治会に加入し地域活動に参加する意思がある方等 

 

〇１世帯につき２０万円（１回限り交付） 

 

大町市八坂支所総務係/大町市美麻支所総務係 0

長野県 大町市 子育て,教育
入学おめでとう！入学お祝い事

業

子育て世代の皆さんに、お子さんの小学校入学をお祝いし、市内で利用できる商品券を贈ります。 

 

〇対象者 

・５月１日現在で大町市に住所がある７歳（小学校入学）になるお子さん（その年の４月２日から翌年４月１日が誕生日） 

  

〇金額 

・商工会議所が発行する市内で利用できる商品券　３万円分  

 

〇申請方法等 

・申請方法・・・該当するお子さんの保護者の皆さまに申請書を送りますので、申請期限までに申請書を提出してください。 

 

〇申請期限・・・当該年度の６月２０日

学校教育課庶務係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002837.html

長野県 大町市 子育て
子育て応援します！育児家庭応

援事業

子育て世代のみなさんに、お子さんの３歳に合わせて市内で利用できる商品券を贈ります。 

  

〇対象者 

・５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さん（その年の４月２日から翌年４月１日が誕生日） 

  

〇金額  

・商工会議所が発行する市内で利用できる商品券　３万円分  

 

〇申請方法等  

・申請方法・・・該当するお子さんの保護者の皆さまに申請書を送りますので、申請期限までに申請書を提出してください。 

・申請期限・・・当該年度の６月２０日

子育て支援課子育て支援係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002837.html



長野県 大町市 子育て 子育て世代包括支援センター
妊娠・出産・子育てをより一層支援していくため総合相談窓口　子育て世代包括支援センター「あおぞら」を大町市中央保健センター

内に開設しました。お気軽にご相談ください。
中央保健センター 0261-85-8022 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006500/00006543/00006514_2_3_3.html

長野県 大町市 子育て ファミリーサポートセンター

子育ての援助を行いたい人と受けたい人が会員になり、センター事務局（大町市児童センター）を橋渡し役として、会員同士が子ども

の世話を一時的に有償で援助しあう組織です。 

 

 

〇利用会員（子育ての援助を受けたい人） 

市内に住所のある人で満1歳から小学校6年生までのお子さんのいる人。 

 

〇協力会員（子育ての援助を行いたい人で、自宅で子どもを預かる事ができる人） 

20歳以上69歳以下の市内に在住の人で、育児や保育に理解と熱意のある健康な人。資格や経験、性別は問いませんが、入会に際しセン

ターが実施する講習会を受けていただきます。 

※援助は原則として協力会員の自宅で行います。 

 

 

利用料金は、援助が終わった後に利用会員から協力会員に直接支払います。 

　月曜日～土曜日　8:00～18:00　　　　　　　　　 1時間600円 

　　　　　　　　　7:00～8:00及び18:00～20:00　1時間700円 

　日曜日・祝祭日　7:00～20:00　　　　　　　　　 1時間700円 

　※30分未満は1時間当たりの金額の半額。30分以上は1時間とみなします。 

　※きょうだいを預かってもらう時には2人目以降のお子さんは半額となります。

大町市児童センター 0261-22-0741 http://www.city.omachi.nagano.jp/00009000/00009100/famisapokaisi_2.html

長野県 大町市 結婚 新婚生活応援事業

市内で定住する新婚世帯に地域商品券３万円を贈呈する新婚生活応援事業を実施しています。 

 

〇対象となる夫婦 

・ 結婚して一年以内の当市に定住する夫婦 

・ 結婚時において、夫婦ともに50歳未満であること 

・ 商品券の交付決定の日から起算して４年以上定住すること 

・ 夫婦ともに市税の滞納がないこと 

・ 夫婦の両方または一方が、本事業による商品券の交付を受けていないこと

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00013425_22.html

長野県 大町市 子育て,通勤・通学
大町市民バス幼児から高校生ま

で半額

大町市民バス「ふれあい号」 

〇運行日 

　土曜・日曜・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除いて毎日運行しています。 

 

〇運賃 

　現金乗車（１人１乗車につき） 

　大人　200円　　小人（幼児～高校生）　100円 

　※常盤東コースのみ　大人　300円、小人　200円 

　 

　回数券（１２券綴り）　　　　　 

　大人　2,000円　　小人（幼児～高校生）　1,000円 

　　　　 

　◆　１歳未満の乳児は無料。 

　◆　小学生以上１名につき２名以上の幼児（１歳～６歳未満）を同伴の場合、１名は無料、 

　　　２人目以降の幼児は小人料金。 

　　　※現金で乗車されるときや回数券を購入される際は、学生証（生徒手帳）等を提示してください。

情報交通課交通政策係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00003000/00042000/fureai_2.html

長野県 大町市 子育て,健康・医療,障がい者支援 大町市福祉医療制度

医療費の自己負担を軽減するため、受給資格要件に該当する方の自己負担額の一部を助成する「福祉医療費給付制度」を設けていま

す。 

医療機関等（病院・医院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど）で受診したとき、保険適用診療分が給付対象となります。福祉医

療制度の助成を受けるには、申請手続きが必要です。受給資格要件に該当する方は、手続きをお願いします。 

 

対象となる方 

〇障がい者（１?６のいずれかに該当する方） 

身体障害者手帳１級～４級 

療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２ 

特別児童扶養手当１級・２級 

国民年金の障害年金１級・２級 

精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

精神障害者自立支援法による「自立支援受給者証（精神通院）」をお持ちの方（自立支援分のみ） 

 

〇乳幼児等 

高校３年生まで 

 

〇母子家庭の母子、父子家庭の父子 

配偶者のいない方で、１８歳未満の児童または１８歳以上２０歳未満で高等学校に在学もしくは在校中の者を扶養している方と、その

扶養されている子。（児童扶養手当に準ずる所得制限あり。） 

 

〇父母のない児童 

市民課国保・年金係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006200/00006201/00006228/00006212.html



長野県 大町市 子育て 保育料減免
同時入所２人目半額、同時入所３人目無料 

その他、ひとり親世帯や他紙世帯への減免制度有
子育て支援課児童係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00009000/00009200/00009202/00009205_2.html

長野県 大町市 出産 出産祝金

〇受給資格者 

　出産時に大町市に住所を有し、申請時に出産児を養育している者 

 

〇祝金の額 

　第１子　　　　５０，０００円 

　第２子　　　　８０，０００円 

　第３子以降　１００，０００円 

 

〇申請方法 

　出生届を提出した際に、子育て支援課で申請をしていただきます。 

なお、申請資格はお子さんの出生日から1年以内となっています。 

ただし、出生日から申請までに受給資格者が転出した場合は申請できません。

子育て支援課子育て支援係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00009000/00009100/syussaniwaikin.html

長野県 大町市 住宅改修
安心・安全住宅リフォーム支援

事業

市民のみなさんが、住み慣れた住宅の性能や機能の向上を図る住宅リフォーム工事（省エネルギー型、環境負荷低減型、防災型）、住

宅リフォームと合わせて行う防災減災型外構工事に対して、工事費の一部を補助します。 

 

◎対象者 

市内に住所があり、次の要件を満たす人 

〇対象となる住宅の所有者または居住している家族 

〇市税に滞納がない方 

 

◎対象となる住宅 

市内にある個人所有の住宅で、所有者または家族の居住に供する住宅（店舗併用住宅の住宅部分、マンションの自己専有部分を含む） 

※アパートなどの貸家、借家は対象外 

 

◎対象となる工事 

〇20万円以上の住宅性能向上工事費を含む住宅リフォーム工事 

〇住宅リフォーム工事と合わせて行う防災減災型外構工事 

〇市内に本社がある住宅関連業者または市内に住所がある住宅関連個人事業者が行う工事 

〇2023年3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができる工事 

 

◎補助金額 

〇住宅リフォーム工事費の1/5(上限20万円） 

〇防災減災型外構工事費の1/5(上限10万円)

建設課建築住宅係 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/00012301_2_2.html

長野県 大町市 移住者限定支援,住宅改修 移住推進空き家改修事業補助金

市内の空き家の有効活用と市外からの移住・定住促進を図るため、移住される方が新たに入居する空き家の改修費用等の一部を助成す

る空き家改修事業補助金制度を実施しています。 

 

〇対象となる空き家 

１．転入前３年間に市内に住所を有しない方（予定者を含む）が、新たに入居する、現に居住していない一戸建て住宅。  

２．１０万円以上の改修等を行うもの 

３．市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者による改修等を行うもの 

 

〇対象となる経費 

１．主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するための改修等、内装等の改修、改修時に発生する一般廃棄物処理業者による不要物

（家財など）の撤去費用のいずれかに該当するもの 

２．国、県、市の補助対象となる工事以外の改修であるもの 

 

〇補助金の額 

１．対象経費の１／２以内、３０万円を限度とする（1,000円未満端数切捨て）。 

 

〇その他要件 

１．居住前かつ着工前の申請で、補助金申請年度内に改修等の完了が見込まれるもの 

２．補助を申請する空き家以外の住居で、すでに大町市に転入している場合は、転入してから２年以内の申請であること 

３．改修した空き家に住民登録し、５年以上定住すること 

４．申請者及び世帯全員、市税等の滞納がないこと 

５．改修終了後「実績報告書」を30日以内、又は申請年度のいずれか早い日までに提出すること 

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002841_2.html



長野県 大町市 住宅新築,住宅購入 マイホーム取得助成制度

大町市に住んでいる方・移住された方で、マイホームを新築又は購入された方に最大で４５万円の助成金を贈ります。 

 

◎助成の対象 

１、大町市に定住のための住宅を取得した方（１世帯（住宅）当たり１回の助成です。） 

２、取得した住宅に居住し、住民登録があること。 

３、本人及び同一世代の方全員が、市税を滞納していないこと。 

 

◎助成金額 

基礎助成　２０万円 

市内業者（新築のみ）/５０歳未満/子育て世代/３世代同居・近居/ケーブルテレビ加入/居住誘導区域内による加算金あり 

 

◎申請期限 

登記の日または住民登録をした日から６か月以内

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002839.html

長野県 大町市 移住体験,移住者限定支援 お試し暮らし体験

「大町暮らし」体験しませんか？ 

信濃大町駅前にある宿泊施設「七倉荘」を利用して移住の準備を行う「まちなか暮らし」や、山間エリア・美麻地区にある「滞在型市

民農園（クラインガルテン）」を1泊2日から29泊30日まで利用できる「いなか暮らし」と、目的に合わせた大町市滞在プランをご用意

しました。市内での暮らし体験やお仕事探し、お住まい探しなどの移住準備にご利用ください。

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 https://iju-omachi.jp/shien.html/#otameshigurashi

長野県 大町市 移住者限定支援 移住定住協力店・協力者

大町市に移住を検討している方や移住された方に、「移住体験談」や「地域の情報」「大町の暮らし」などをお話していただけるお店

や個人の方をご紹介します！ 

移住前も移住後も力強い味方になってくれる方々です。 

ぜひ移住定住協力店・協力者のみなさんに会いに来てください！！

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 https://iju-omachi.jp/kyouryokuten.html

長野県 大町市 移住者限定支援 定住促進アドバイザー制度

移住するうえでの分からないを少しでも軽減し、不安や心配を解消できるよう 

7名の個性豊かな移住経験者による移住サポートをしています。 

◇田舎に移住するには、何から始めたらいいの？ 

◇わたしの理想の田舎暮らしは大町で実現出来るだろうか？ 

◇おおまちの暮らしって、どんな感じ？ 

 

些細なことでもご相談ください！

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 https://iju-omachi.jp/adviser.html

長野県 大町市 移住者限定支援 大町市定住奨励事業

Ｉターン・Ｕターンし定住される方に、市内店舗で利用できる地域商品券を贈る定住奨励事業を実施しています。・申請は、交付の要

件に該当することをご確認いただき、必ず住民登録をした日から１年以内に申請してください。　 

 

１．おかえりなさい！ふるさと事業・・・大町市出身でＵターンされた方に３万円分の地域商品券を贈ります。 

２．ようこそ大町へ！移住奨励事業・・・大町市ご出身以外の方でＩターンされた方に３万円分の地域商品券を贈ります。 

 

〇対象者は下記の要件すべてにあてはまる方 

（１）住民登録した日から起算して４年以上定住する意思のある方　 

（２）６０歳未満の方（住民登録した日を基準とします。）　　　 

（３）申請時に就職、就業している方 

（４）自治会に加入する方

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002841.html

長野県 大町市 移住体験,農業
滞在型市民農園（クラインガル

デン）

都市住民等に「農業体験・土・自然と親しむ」事を通じ、心身共に 

リフレッシュしていただくことを願い、また、文化・経済などの交流を促進し、 

地域の振興に資する目的を持って美麻地区に設置しています。 

 

ふたえ市民農園　４９区画 

おおしお市民農園　３６区画 

利用料は、年間390,000円（光熱水費、浄化槽管理費、ＣＡＴＶ利用料は別途）です。 

※年度途中から利用した場合、利用料は月割りとなります。 

 

〇対象者 

(1) 充実した菜園・ガーデニング等農業体験ができる者 

(2) 地域住民と積極的に文化・経済交流ができる者 

(3) 共同作業・全体ミーティング・イベント等に参加できる者 

(4) 自ら農園を耕作できる者（家族・グループ利用可） 

(5) 契約地・施設を善良に維持管理できる者 

(6) 大町市の市民農園に関する条例・規則等を遵守できる者 

 

※市民農園は、単なる別荘的な利用及び居住を目的とした施設ではありませんので 

ご注意ください。

大町市美麻支所産業建設係 0261-29-2311 http://www.city.omachi.nagano.jp/00021000/00023101/00029006.html



長野県 大町市 通勤・通学
市外通勤等応援！長野県有料道

路利用者負担軽減事業

対象の長野県有料道路を利用し、市外へ通勤・通学等をする皆さんの負担を軽減するために、朝夕の通勤時間帯当に使用できる、通常

料金の５割引回数通行券を販売します。 

 

〇対象者 

・申請日において、大町市民である方（法人は対象外） 

・日常的に通勤・通学・通院などで、下記有料道路を利用する方。 

 

〇対象区間 

・白馬長野有料道路 

 

〇車種 

・普通自動車 

・軽自動車 

 

〇割引対象時間 

・「午前６時から１０時まで」及び「午後４時から９時」まで

まちづくり交流課定住促進係 0261-21-1210 http://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00013437.html

長野県 岡谷市 住宅賃貸 若者おかや暮らし応援事業
岡谷市では、若者の定住促進を目的に、岡谷市に定住する意思のある学生及び勤労者の方を対象に市内の民間賃貸住宅の家賃の一部を

補助します。
地域創生推進課 0266-23-4811 https://www.city.okaya.lg.jp/okayanisumu/izyuusien/13362.html

長野県 岡谷市 住宅購入,住宅改修
岡谷市空き家バンク移住・田舎

ぐらし応援事業補助金
空き家住宅バンクに登録された空き家を購入し、岡谷市へ移住する方を応援します！ 都市計画課　建築・住宅担当 0266-23-4811 https://www.city.okaya.lg.jp/okayanisumu/izyuusien/16421.html

長野県 岡谷市 移住体験,移住者限定支援 岡谷の魅力体験事業
岡谷市への移住・定住を検討されている方が移住に向けた準備活動を行うために、実際に岡谷市へ来た場合の「交通費」、「宿泊

費」、「移住体験住宅の家賃」について、その費用の一部を助成します。
地域創生推進課 0266-23-4811 https://www.city.okaya.lg.jp/okayanisumu/izyuusien/7876.html

長野県 木島平村
移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅改修,住

宅設備

Uターン者住宅新築・増改築支

援補助

Uターン者の同居等による空き家の発生防止と、木島平村への移住・定住の促進を目的に、親などとの同居を目的とした、住宅建築費の

一部を補助する制度です。 

対象は、以下の要件をすべて満たす方としています。 

 

【補助対象者】 

１．Uターン者のうち、転入から３年を経過しない者で、木島平村への定住を誓約する者 

２．２親等以内の親族との同居または同一、もしくは隣接する敷地への居住をする目的で、住宅を新築または増改築をする者 

３．申請時点で１８歳以下の子を養育する者 

４．過去にこの補助金を受けたことがない者 

 

【対象経費】 

同居等を目的とした住宅の新築または増改築に係る経費 

 

【補助額】 

補助対象経費の１/２以内（上限１００万円：１０００円未満切り捨て） 

※Uターン者について、隣接市町村からの転入者は対象外です。 

※事業を実施する前の交付申請が必要です。 

※５年未満で転出した場合など、補助金の返還要件があります。 

※上記の他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

産業企画室　移住定住推進係 0269-82-3111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2021052400028/

長野県 木島平村 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 結婚新生活支援事業

木島平村での結婚を応援し、若者の定住促進や少子化対策を目的とした補助制度です。 

以下の要件をすべて満たす新婚世帯のみなさんに対して、新生活の費用を支援します。 

 

【対象者】 

令和４年（２０２２年）１月１日～令和５年（２０２３年）３月３１日に婚姻届を提出し、木島平村に定住の意思のあるご夫婦。 

 

【交付要件】 

１．婚姻届を提出された時点での年齢が、ご夫婦とも３９歳以下であること 

２．ご夫婦の合計所得が４００万円未満であること 

　※申請される時点で、ご夫婦とも、またはどちらかが離職している場合、離職している方については「所得なし」とみなします。 

　※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除します。 

３．対象となる住居が木島平村内にあり、ご夫婦の住民登録上のご住所と一致していること 

４．生活保護による住宅扶助を受けていないこと 

５．過去に、ご夫婦いずれもこの制度に基づく補助（他市町村を含む）を受けてないこと 

６．ご夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと 

※補助対象となる費用、申請方法、申請期限など詳細は、担当係へお問い合わせください。 

 

【交付内容】 

引越、住宅の取得、住宅の賃料、リフォーム費用に対する補助。 

補助金額：ご夫婦ともに３９歳以下…上限３０万円 

　　　　　ご夫婦ともに２９歳以下…上限６０万円

産業企画室　移住定住推進係 0269-82-3111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2020042400031/



長野県 木島平村 結婚
ご結婚おめでとうございます！

結婚祝金

新たに結婚し、木島平村に定住の意思あるご夫婦に対する制度です。 

木島平村における結婚を応援し、若者の定住促進、少子化対策を目的として、新婚のご夫婦にお祝い金を交付します。（対象や交付の

要件は以下をご覧ください） 

 

【対象】 

平成３１年４月１日以降に結婚した４０歳以下のご夫婦で、以下の要件をすべて満たしている方。 

 

【対象要件】 

１．婚姻後、ご夫婦とも村に住民登録があること 

２．婚姻し、ご夫婦とも村に住民登録をしてから１年以上の居住実績があり、かつ将来にわたり村に定住する意思があること 

３．婚姻した時点でご夫婦とも４０歳以下であること 

４．ご夫婦とも村税や使用料などの滞納がないこと 

５．ご夫婦とも過去に木島平村で結婚祝金の交付を受けていないこと 

 

【申請期限】 

婚姻届を提出し、ご夫婦とも村に住民登録をしてから１年が経過してから６か月以内に申請してください。 

 

申請方法や詳細については、担当係あてお問い合わせください。

民生課　健康福祉係 0269-82-3111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2020042400024/

長野県 木島平村
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸

【空き家バンク】空き家活用等

補助金

空き家を有効活用することで移住や定住を促進し、また空き家の廃屋化を防ぐことを目的とした補助制度です。 

 

【対象者】※次の１～３すべてを満たす方、または４に該当する方 

１．木島平村空き家バンクにご利用登録いただいた方。 

　（随時申請可能。登録期限は２年間で更新可能です。） 

２．木島平村に定住するするために所有者から１年以内に空き家を購入または賃借する方。 

３．申請時に４０歳以下または２０歳以下の子どもと同居する６０歳以下の方。 

４．賃貸業を目的として空き家を購入する方で６か月以内に貸し出す予定がある方。 

 

【対象物件】※１を満たすもの、または２と３のいずれかを満たすもの 

１．木島平村空き家バンクに登録されている空き家（土地は対象外です） 

２．補助金の申請年度内に対象の事業が完了するもの 

３．補助金の申請年度内に延べ床面積が７０㎡以上の空き家を購入し売買契約が完了するもの 

 

【対象事業】 

１．対象物件の家財搬出、家屋内外の清掃にかかる費用の１／２以内（上限１０万円） 

２．空き家改修にかかる工事費の１／２以内（上限５０万円） 

　　※２０万円以上の工事で、施工は木島平村内に営業所を有する事業者とする 

３．建物および付随する土地を取得するためにかかる経費の１／１０以内（上限５０万円） 

　　※申請者が１８歳以下の扶養する子どもと同居する場合、子ども１人あたり５万円の加算あり（加算額の上限は１５万円） 

 

※申請のタイミングなど詳細については、担当係あてお問い合わせください。 

産業企画室　移住定住推進係 0269-82-3111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2013052100053/

長野県 木曽郡　大桑村 住宅新築,住宅改修
木曽郡　大桑村木造住宅新築等

補助金

在来工法による木造住宅の普及促進と建築関連業者を中心とした地域経済の活性化を図るため、新築または全面改築に要した経費に対

し、補助金を交付します。 

 

（交付対象者） 

村内に居住することを目的として、住宅を新築または全面改築する方 

 

（補助額） 

・補助限度額　80万円（2世帯以上が同居する住宅の場合は100万円）  

 

 

（補助の概要） 

・補助単価　3.3平方メートルあたり1.5万円  

・木曽郡内の事業者（支店、営業所は除く）が施工し、村内業者が5者以上参加して施工する 

　建物であること  

・延べ面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物であること 

・国産材を30％以上使用する建物であること  

・令和５年3月31日までに完了する工事であること

大桑村役場　住民課　生活環境係 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/main/kurashi/sumai/jyutakuhojo/mokuzoujyutaku_shinchiku.html



長野県 木曽郡上松町
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅設備

木曽郡上松町　空き家リフォー

ム支援

（空き家のリフォーム） 

木曽郡上松町は町内に居住、または住宅リフォーム後に町内に居住し、かつ上松町木造住宅推進協議会会員による施工を行う方へ工事

費の一部を助成しています。【事前申請が必要】 

 

（助成内容）　　上限40万円　補助率1/10 

 

 

（新築・全面改修住宅） 

木曽郡上松町は町内に住宅を新築あるいは全面改築する方に補助金を交付【事前申請が必要】 

 

（助成内容）　　上限50万円　床面積3.3㎡につき1万円 

 

移住後の住宅についてのご相談などお気軽にお問い合わせください。

上松町役場　産業観光課　商工観光係 0264-52-4804 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/kurashi/Planning_finance/agematsu_immigration.html

長野県 木曽郡上松町 移住者限定支援,子育て,教育,就学,引っ越し
木曽郡上松町　（子育て支援）

ウェルカム祝い金について

木曽郡上松町では、中学校終了前のお子さんが上松町に転入した場合に、「ようこそ上松町へ」の気持ちをこめて、ウェルカム祝い金

（商品券）をお贈りします。 

 

該当のお子さんの人数に応じて、上松町内で使用できる商品券を支給します。申請は一人１回限りです。 

 

（対象者） 

平成３０年４月１日以降に、中学校終了前までのお子さんとともに上松町に転入した世帯のお子さんの保護者、または、上松町に転入

した中学校終了前までのお子さんの保護者、または施設長（いずれも、施行日以降に住民基本台帳に記載され、２か月以上の住居実態

が確認された児童とする） 

 

（商品券金額） 

・お子さん１名　　　　３０，０００円 

・お子さん２名　　　　５０，０００円 

・お子さん３名以上　　７０，０００円 

 

制度について詳しく確認されたい場合には、上松町役場へのお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

上松町　教育委員会　子育て支援係 0264-52-2111 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/kurashi/Planning_finance/agematsu_immigration.html

長野県 木曽郡上松町 移住者限定支援,結婚,子育て,出産,健康・医療
木曽郡上松町　出産祝い金の支

給

木曽郡上松町はお子さんの出産のお祝いとして、祝い金と商品券の支給をします。 

出生届を出していただいた時にご案内しますので申請書を健康増進センターへ提出してください。 

 

赤ちゃんの誕生を祝うため、祝い金と上松町商品券を支給【赤ちゃんの出生後に申請】 

 

出産祝い金の支給 

 

（対　　象）６か月以上、上松町に居住している親から誕生した赤ちゃん 

 

（支給内容） 

　　現金支給　　１児　　　10万円（現金） 

　　 

　　商品券支給 

　　第１子：　　３万円分（商品券） 

　　第２子：　　５万円分（商品券） 

　　第３子以上：７万円分（商品券） 

 

詳細については担当部署へお問い合わせください。

上松町役場　住民福祉課　保健衛生係 0264-52-2825 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/kurashi/Planning_finance/oideyoagematsu.html



長野県 木曽郡上松町
移住者限定支援,結婚,引っ越し,住宅新築,住宅

購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸

木曽郡 上松町 「結婚祝金」・

「結婚新生活支援補助金」

木曽郡上松町では、ご夫婦の結婚に対するお祝いと新生活支援のため、 

「結婚祝金」・「結婚新生活支援補助金」という２つの制度を実施しています。 

 

「 結婚祝金 」 

 

（対象者）以下の全ての要件に該当する夫婦 

・令和2年4月1日以降に入籍している 

・夫婦双方が上松町の住民であり、祝金の申請をした日から5年以上、上松町に居住する意思を持ち、確約できる 

・町税等に滞納がない 

・過去に夫婦のどちらかが、この祝金の支給を受けていない 

 

申請のあった夫婦に対して下記の額を支給【婚姻日から6カ月以内に申請】 

　１組につき 

　　現　金：　20万円 

　　商品券　　5 万円分 

 

 

「結婚新生活支援補助金」 

 

（対象者）以下の全ての要件に該当する夫婦 

・令和３年４月１日以降に入籍している。 

・夫婦双方が上松町の住民であり、補助金の申請をした日から5年以上、上松町に居住する意思を持ち、確約できる 

上松町役場　企画財政課　企画政策係 0264-52-4901 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/kurashi/Planning_finance/kekkonseido.html

長野県 木曽郡上松町 移住者限定支援,子育て,起業・就業,引っ越し
木曽郡 上松町 UIJターン就業・

創業移住支援

木曽郡上松町ではIUJターン（移住）を行う方へ支援金を交付します。 

 

〇支援金について 

　　単 身 世 帯 ：　60　万円 

　　2人以上世帯 ：　100　万円 

   また、18歳未満のお子さんがいる場合、一人につき　30　万円を加算 

 

東京圏（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県）・愛知県・大阪府から移住された方・Uターンで上松町へ戻られた方を対象に支援金を交

付しています。 

 

※令和４年度分の締切は令和５年１月３１日（火）です。 

また、当事業の予算分がなくなった場合も申請受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご留意ください。 

 

支援の詳細・申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

上松町役場　企画財政課　企画政策係 0264-52-4901 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/kurashi/Planning_finance/agematsu_immigration.html

長野県 木曽郡王滝村 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備
木曽郡　王滝村役場　空き家リ

フォーム支援

木曽郡王滝村では、空き家バンクに登録した空き家所有者と利用登録した買主・貸主との契約が成立したあと、空き家の改修費用や片

づけにかかった費用の一部を補助します。 

 

（補助内容） 

原則１戸につき１回までの交付です。 

1.台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付随する住宅設備品の設置等 

2.内装、屋根、外壁等の改修等 

 

（補助金額） 

 

 補助率2/3 上限１００万円 

 

※空き家を借りる方は補助金の申請はできません 

※空き家バンクに登録し、空き家の賃借または売買契約が成立した場合に限ります。 

 

支援の詳細・申請についてのご相談も相談窓口へお気軽にお問い合わせください。

木曽郡　王滝村役場 総務課 企画係 0264-48-2001 http://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/sumai/ijyu/akiyabank.html



長野県 木曽郡王滝村 移住者限定支援,子育て,教育,出産,就学
木曽郡　王滝村　子育て支援祝

金

木曽郡王滝村では、子どもの誕生や子どもの成長の節目の時期のお祝いとともに、これから村の次世代を担う子どもたちの健やかな成

長を願い、子育て世代の定住促進を図るため「子育て支援祝金」を制定しました。 

 

（お祝い金額） 

　 

　誕生祝　 

　　　　　第１子・第２子　 50,000円　 

　 　　　　 　　　第３子　100,000円 

 

 保育所等卒園祝　10,000円 

 小学校卒業祝　　20,000円 

 中学校卒業祝　　20,000円  

 

（対象要件） 

・村住民登録されていて、祝金の対象となる子どものいる保護者 

・祝い金を受けてから引き続き５年以上定住する意思を有する保護者  

 

詳細や支援について、お気軽にお問い合わせください。

木曽郡　王滝村役場　総務課 0264-48-2001 http://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/sumai/kosodate/kosodate.html

長野県 木曽郡大桑村
移住者限定支援,高齢者支援,起業・就業,引っ

越し

木曽郡 大桑村 UIJターン就業・

創業移住支援事業補助金

木曽郡大桑村では、移住・定住の促進や村内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏（埼玉県、千葉県、東京

都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から移住し、村内で要件を満たす就業・創業等をした人へ移住支援金を交付します。 

 

（対象者） 

住民票を移す直前１０年間のうち、通算して５年以上の間、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）、愛知県、大阪府に在住、

就労していたこと。また、直前１年間は同地域で就労していること。（通算５年の就労には、同地域内の大学等へ通学していた期間も

就労に代えて加算できる。ただし、その場合でも直近１年間は就労していなければならない） 

 

※その他にも条件あり、詳細はホームページにて確認下さい 

 

（交付金額） 

単身世帯　　　　　６０万円 

２人以上世帯　　１００万円　※１８歳未満の世帯員１人につき３０万円を加算 

 

支援について詳細・申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽郡 大桑村役場　総務課 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/soumu/soumuka/UIJ_hojokinn.html

長野県 木曽郡大桑村 移住者限定支援,結婚,子育て,教育,出産,就学
木曽郡 大桑村 すこやか子育て応

援事業

木曽郡大桑村では「すこやか子育て応援事業」として、次代を担う子供たちの健やかな成長を応援し、出産祝金・入学祝金を支給しま

す。 

 

（対象者）　 村内に住民登録があり児童を養育している人  

 

（支給額） 

 

（１児につき） 出産祝金　５０，０００円 

 

　　　　　小学校入学祝金　５０，０００円 

　　　　　中学校入学祝金　５０，０００円 

　 

※対象に条件があります。  

 

支援についての詳細・申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽郡 大桑村役場 住民課 住民係 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/jyumin/juminaka/sukoyakakosodate.html

長野県 木曽郡大桑村
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修
木曽郡 大桑村 住宅新築等補助金

木曽郡大桑村は定住化を図るため、住宅を新築または全面改築に要した経費に対し、補助金を交付します。 

 

（対象者） 

・村内に居住することを目的として、住宅を新築または全面改築する方 

・長野県内及び岐阜県中津川市の事業者（支店、営業所を含む）が施工する建物であること 

・延べ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物であること 

・令和５年3月31日までに完了する工事であること 

 

（補 助 単 価）　3.3平方メートルあたり　1.5万円 

 

（補助限度額）　　30万円（2世帯以上が同居する住宅の場合は40万円） 

 

※村内の業者（下請業者を含む）が業種別に２者以上参加して施工した場合は、限度額に10万円を加算する。 

 

 

支援の詳細・申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽郡 大桑村役場 住民課 生活環境係 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/main/kurashi/sumai/jyutakuhojo/jyutaku_shinchiku.html



長野県 木曽郡大桑村 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備
木曽郡 大桑村 空き家対策事業補

助金

木曽郡大桑村は、空き家等の有効活用による地域の活性化と、老朽空き家による周囲への被害を防止するため、所有者等又は定住者が

行う空き家等に対する経費に対し、補助金を交付します。 

 

（対象者） 

・定住者（大桑村に住所を有する者で５年以上定住する意思のある者） 

 

（補助対象費用） 

・定住するために購入又は賃借した空き家等の改修工事費用で、次に該当するもの。 

ただし、総費用が５０万円以上のものに限る。 

 

　(１)台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 

　(２)内装、屋根、外壁等の改修 

　(３)下水道接続工事 

 

（対象物件）　　売買契約又は賃貸借契約締結済物件 

 

（補 助 率） 　８/１０ 

 

（補助上限額） ５０万円 

 

・大桑村内の事業者（支店、営業所を含む。）により実施するものであること。 

・各事業とも年度末（３月３１日）までに完了すること。 

木曽郡　大桑村役場 住民課 生活環境係 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/main/kurashi/sumai/jyutakuhojo/akiyataisaku.html

長野県 木曽郡大桑村 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備 木曽郡 大桑村 住宅増改築補助金

木曽郡大桑村は住宅増改築にかかる補助金を交付しています。 

 

（対象者） 

・個人が所有する、村内の補助対象住宅を増改築する方 

・工事金額50万円以上であること 

 

（補助額） 

工事金額の10％を補助（限度額40万円） 

 

（対象となる工事） 

・台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 

・内装、屋根、外壁等の改修 

・下水道接続工事　 

 

※大桑村内の業者が施工する工事であること 

 

支援の詳細、申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽郡　大桑村役場 住民課 生活環境係 0264-55-3080 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/main/kurashi/sumai/jyutakuhojo/jyutaku_zoukaichiku.html

長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 木曽郡 木曽町 UIJターン就業

木曽町では町内企業などの担い手不足の解消、および、地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏（東京都・千葉県・神奈

川県・埼玉県）・愛知県・大阪府から移住された方・UIJターンで木曽町へ戻られた方を対象に支援金を交付しています。細かな条件が

ありますので、下記概要をよくお読みいただき、申請をお願いいたします 

 

（対象者） 

 

東京圏（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県）・愛知県・大阪府から移住された方・UIJターンで木曽町へ戻られた方 

※その他詳細はお問い合わせください。 

 

（支援金） 

 

単身者    60万円 

 2人以上 100万円 

 

支援についてのご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。

木曽町役場　町民課 0264-22-4281 https://www.town-kiso.com/



長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,起業・就業 木曽郡 木曽町 創業支援補助金

木曽町では、年度内に事業を開始予定又は事業の開始から１年未満の方で、認定創業支援等事業計画により実施する創業支援セミナー

を受講した方に、起業に必要な初動期の経費の一部を補助します。 

 

（対象者） 

 

・起業して町内に事業所を設置しようとする者 

・個人事業者の場合は町内に住所を有すること、法人の場合は町内に登記が行われていること 

・３年以上継続して営業できる者 

・木曽町商工会の会員であること（事業開始で入会する者を含む） 

・営業に必要な許可等が取得されているか、取得が確実であること 

・初めて起業する方で、過去に事業収入を得ていないこと 

※その他の要件は補助金のご案内をご覧ください。 

 

（対象要件） 

 

・新たに起業する際の設備投資、備品費の取得費、内装等内部造作の工事費等  

・起業の手続きの際に必要な経費（登記料、行政書士等に支払う経費等、広告宣伝費等）  

・起業に際しての店舗家賃 

 

（補助金額） 

 

・設  備  投  資  等：対象経費の1/2以内（上限額100万円） 

木曽町役場 観光商工課　商工係 0264-22-4285 https://www.town-kiso.com/jigyosha/hojyokin3/100262/m100055/

長野県 木曽郡木曽町
移住者限定支援,起業・就業,通勤・通学,引っ

越し,住宅賃貸

木曽郡 木曽町 職人育成支援事業

補助金

木曽郡木曽町では、職人育成の為、条件を設けて支援事業補助金を交付します。 

 

（対象者） 

 

・事業者又は新規就業者を指導する者は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれの団体から推薦を受けていること。 

 　ア　大工等職人を雇用する者：木曽町木造住宅推進協議会 

 　イ　調理人を雇用する者：木曽食品衛生協会又は木曽町商工会 

 

・木曽町内に本社事業所を有すること 

・新規就業者を職人として最低でも２年間は継続して雇用すること。（ただし、本人が辞退する場合はこの限りではない。） 

・事業者が町税及び町の各種料金に滞納がないこと。 

・町と係争中でないこと。 

 

 

（注意事項） 

 

・職人とは、大工等職人又は調理人をいう。 

・大工等職人とは、木造建築物の建設のため、構造材及び造作材の加工、建て方、取付けなどの作業に従事する者並びに、左官、建

具、畳又は板金に専ら携わる者をいう。 

・調理人等とは、日本標準職業分類に基づき、飲食店、旅館、ホテル、工場、学校又は病院等、一般家庭以外の場所において、献立の

作成、飲食物の調理及びこれらの補助的ない仕事に従事する者をいう。 

 

木曽町役場 観光商工課　商工係 0264-22-4285 https://www.town-kiso.com/jigyosha/hojyokin3/100262/m100059/

長野県 木曽郡木曽町
移住者限定支援,子育て,教育,出産,奨学金,就

学

木曽郡 木曽町 就学に係る各種補

助金制度

木曽郡 木曽町 就学に係る各種補助金制度を紹介します。 

（１）～（４）までの支援があります。 

 

 

（１）入学準備補助金事業 

 

（対象者） 

・小学校又は中学校（特別支援学校の小学部又は中学部を含む。）に入学を予定している児童等を養育している保護者 

・児童等が入学する年の１月１日（以下「基準日」という。）において町内に住所を有し、かつ、児童等の入学の際に町内に住所を有

することが見込まれている者（町長が特に認める者を含む。） 

 

（支給金額） 

・町民税非課税世帯　：対象児童１人につき　50,000円 

・児童扶養手当受給世帯　：対象児童１人につき　50,000円 

・就学援助受給世帯　：対象児童１人につき　50,000円 

・町長が特に援助が必要と認める世帯：対象児童１人につき　50,000円 

・町民税課税世帯（(2)～(4)の世帯を除く）：対象児童１人につき　20,000円 

 

 

（２）遠距離通学費補助金 

 

（対象者） 

子育て教育課　子育て支援係 0264-23-2000 https://www.town-kiso.com/kodomo/hojyokin2/100110/



長野県 木曽郡木曽町
移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅設備

木曽郡 木曽町 空き家住宅活用事

業補助金

木曽町では、空き家住宅を活用して木曽町に移住する方に、住宅の改修費用の一部を補助します。 

 

（対象者） 

 

・定住を目的に空き家住宅を改修する所有者又は購入者あるいは空き家住宅を賃貸する方で、木曽町に3年以上居住する意思のある方 

・建築基準法に適合した住宅であること 

・木曽町空き家情報登録制度に登録されている又はされていた空き家住宅であること 

・改修は木曽町内の業者が施行するものであること 

 

（対象要件） 

 

居住スペースの改修工事、下水道への接続工事 

 

（補助金額） 

 

改修工事、下水道接続工事等の経費の1／2以内　限度額80万円　 

※加算要件に該当する場合は補助金額が上乗せになる場合があります 

 

支援についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽郡 木曽町役場 町民課　住宅係 0264-22-4281 https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100002/

長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修 木曽郡 木曽町 定住促進補助金

木曽町に定住・移住を希望する方が居住目的で住宅を取得する費用の一部を補助します。 

 

（対象者） 

 

・取得する住宅の価格が200万円以上で、居住部分の延床面積が30平方メートル以上の住宅 

・建売住宅の場合、建築後1年以内であること 

 

（対象要件） 

 

新築住宅、中古住宅の取得費用　 

※在来工法木造住宅を新築する場合は木造住宅新築補助金が対象になります。 

 

 

（補助金額） 

 

　取得住宅の延床面積(1坪)×7,500円　限度額80万円　 

※18歳未満の子どもがいる場合など、加算要件に該当する場合は補助金額が上乗せになる場合があります。 

 

支援についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽町役場　町民課　住宅係 0264-22-4281 https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100074/

長野県 木曽郡木曽町
移住者限定支援,結婚,子育て,教育,出産,就学,

引っ越し
木曽郡 木曽町 新生児出産祝金

木曽郡木曽町では、お子さんの出産のお祝いとして、祝い金と商品券の支給をします。 

 

（対象者） 

 

・木曽町に住民登録をしてから６ヶ月以上経過している、又は出産後も引き続き６ヶ月以上住所を有する見込みのある方 

・町に住所を有し、出生後、最初の住民登録地が木曽町である新生児の保護者の方 

 

 

（補助金額） 

 

・同一世帯の第1子目の児童　25,000円＋商品券50,000円  

・同一世帯の第2子目の児童　35,000円＋商品券50,000円  

・同一世帯の第3子目以降の児童　55,000円＋商品券50,000円 （全て新生児1人につき） 

 

支援についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽町役場　子育て教育課 0264-23-2000 https://www.town-kiso.com/kodomo/hojyokin2/100261/m100033/



長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,結婚,引っ越し
木曽郡 木曽町 結婚新生活支援補

助金

木曽町では、新婚して新生活始める方向けに支援補助金を交付しています。 

 

（対象者） 

 

※令和4年4月1日～令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯 

 

・対象となる住居が木曽町内にあること。 

・夫婦が木曽町に住民登録している。 

・夫婦共に婚姻時年齢が39歳以下である。 

・夫婦の前年の所得を合算した金額が400万円未満である。 

 

※婚姻を機に離職し、無職の場合は、所得なしとして算出します。 

※貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間返済額を所得から差し引きます。 

 

・他の公的制度による家賃補助等を受けていない。 

・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。 

・町税等の滞納がない。 

・夫婦双方が木曽町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではない。 

 

 

（対象要件） 

 

木曽郡 木曽町 企画財政課　企画係 0264-22-4287 https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100069/

長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,結婚,引っ越し 木曽郡 木曽町 結婚祝金

婚姻届出時に木曽町に住所を有しているご夫婦にお祝金（商品券）を交付します。 

 

 

（対象者） 

 

婚姻届出時において、木曽町に住所を有している夫婦で交付時においても住所を有している夫婦。 

 

（補助金額） 

 

２０，０００円（町内で利用できる商品券） 

 

詳細・申請についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

木曽町役場　町民課　住民係 0264-22-4281 https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100068/

長野県 木曽郡木曽町 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備
木曽郡 木曽町 リフォーム資金補

助金

木曽町では、町内で行うリフォーム工事に対して要件似合う方に補助金を交付しています。 

 

（対象者） 

 

・木曽町に住民票がある方（改修後に住民票を移す場合も含む） 

・申請者本人またはその家族が所有し、住民票がある住宅（又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅）の改修工事を行う方 

 

 

（対象要件） 

 

・住宅敷地内の倉庫や門塀も対象、下水道工事も対象 

　（※ただし、他の補助金と工事費が重複するものは対象外） 

・解体工事のみ、工事を伴わない備品の購入のみは対象外 

・リフォーム工事費が6０万円以上であること  

　　（補助金の加算を受ける場合は１００万円以上） 

・施工業者（元請業者）は、木曽町木造住宅推進協議会員であること 

　　（登録会員については木曽町商工会にお問合せください） 

・同一年度内に木造住宅新築等補助金、空家住宅活用事業補助金、定住促進補助金を受けた場合は対象外 

 

（補助金額） 

・定額２０万円　 

 

木曽町役場　観光商工課　商工係 0264-22-4285 https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100007/



長野県 木曽郡木祖村 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修,住宅設備
木曽郡 木祖村 空き家リフォーム

支援

木曽郡木祖村では、空き家バンクにより住宅を取得、賃貸した利用者向けに住宅を改修するための費用の一部を補助します。 

 

（補助対象） 

定住するため、新たに賃借又は購入した空き家の改修に要する費用 

※村内施工業者の実施する工事に限ります 

 

（対象者） 

定住者であって、所有者等の３親等以内の親族でない者  

 

（補助内容） 

補助率 5/10 　補助金限度額　45万円  

 

 

支援についてや移住についてもお気軽にお問い合わせください。

木曽郡　木祖村役場　産業振興課 0264-36-2001 http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/category/gorvernment/loan/hozyoseido_akiya.html

長野県 木曽郡木祖村 移住者限定支援,結婚,子育て,教育,出産,就学 木曽郡 木祖村 子育て支援

木祖村では、子育て支援として下記の補助対応をしております。 

 

 

（１）入学お祝い金 

 

入学祝金 村内に住所を有し、木祖小・木祖中学校に入学する児童・生徒へのお祝いを交付します。 

 

（交付額） 

　　　　　 小中それぞれ入学時に10,000円  

 

 

 

 

（２）ベビー用品の補助 

 

 

　・チャイルドシートの貸付事業  

 

養育または保護をしている6歳未満の幼児を乗用させて自動車を運転する必要のある方 チャイルドシートを無償で貸し付けを行っていま

す。 

 

  

木曽郡　木祖村　住民福祉課 0264-36-2001 http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/category/gorvernment/loan/hozyoseido_2.html

長野県 木曽郡木祖村 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し
木曽郡 木祖村 IJUターン就業・

創業移住支援

（１）IJUターン就業 

 

木曽郡木祖村では、町内企業などの担い手不足の解消および、地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏（東京都・千葉

県・神奈川県・埼玉県）・愛知県・大阪府から移住された方・Uターンで木祖村へ戻られた方を対象に支援金を交付しています。 

 

（対象者へ支援金を交付） 

 

　単 身 世 帯：　60　万円 

　2人以上世帯：　100　万円 

 

 

 

 

（２）創業移住支援　（木曽川源流の里　きそむら創業　支援金） 

  

（対象者） 

・村内において補助金の申請年度内に創業を行う方 

・創業の日から1年を超えない方 

 

※個人事業主は事業完了までに村内に居住し住民票を置く、法人は事業完了までに村内に本店所在地とした法人登記を行うことが条件

補助対象となる経費について 

 

木曽郡　木祖村役場　産業振興課 0264-36-2001 http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/category/gorvernment/loan/hozyoseido_2.html



長野県 木曽郡木祖村 移住者限定支援,結婚,引っ越し 木曽郡 木祖村 結婚お祝い金

木祖村では新たに夫婦となる二人の門出をお祝いし、対象となるご夫婦に結婚祝金を贈呈します。 

 

（１）結婚お祝い金 

 

（対 象 者） ご結婚後も木祖村に居住するご夫婦） 

（支給金額）  1組につき10万円  

　　　  

（要　　件）  

・婚姻届のご提出時点で、ご夫婦の双方又はいずれか一方が木祖村に居住していること。 

・婚姻届ご提出日の後、ご夫婦の双方が1年以上木祖村に住民票を有し、かつ居住する意志があること。 

・木祖村の村税等に滞納がないこと。  

 

（申請期間）　婚姻届提出後６か月以内 

（提出書類）　 

・結婚祝金支給申請書　 

・婚姻したことがわかる書類（戸籍等） ※木祖村に本籍 

 

 

（２）新婚世帯生活応援補助金として、村商品券３万円（最大４回支給） 

 

（３）結婚新生活支援補助金 

 

木曽郡　木祖村役場　総務課企画財政係 0264-36-2001 http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/index/marriage/kekkonsinseikatu_hojokin.html

長野県 木曽郡南木曽町 移住者限定支援,結婚,子育て,教育,出産
木曽郡 南木曽町役場 出産お祝

い・子育て応援

木曽郡南木曽町は、子どもの誕生をお祝いして出産祝金の交付と出産祝品の贈呈、成長に合わせて学用品や図書の贈呈をしています。 

 

 

【出産祝】※出生届に合わせて 

（対象者） 

祝金：南木曽町に住所を有し、出産した方 

祝品：南木曽町に住所を有し、出産した方で住民登録された子どもの保護者 

（交付額） 

祝金：お子さん一人につき20,000円 

祝品：木材を利用した出産祝い品 

 

 

【入学祝】 

（対象者） 

小中学校等に入学する月に南木曽町に住所を有する児童生徒 

（交　付） 

学用品の贈呈 

 

 

【ブック贈呈】 

（対象者） 

南木曽町に住所を有するお子さん、児童生徒 

木曽郡 南木曽町役場 南木曽町教育委員会 子どもすくすく係 0264-57-3335 http://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/17218/1/kosodatehandobukku.cleaned.pdf?20200521202618

長野県 木曽郡南木曽町
移住者限定支援,結婚,引っ越し,住宅改修,住宅

設備

木曽郡南木曽町　「結婚新生活

支援金」

木曽郡南木曽町では新婚世帯に対して新生活を始めるための費用を助成します 

 

新規に婚姻した世帯の婚姻に伴う住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用、リフォーム費用に対する支援を行っています。 

 

※令和４年度の申請締切は令和５年３月３日となりますのでご注意ください。 

 

（対象者） 

　補助金の交付を受けることができる新婚世帯（以下「補助対象世帯」）は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 

 

（1）　対象となる住居が南木曽町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること。 

（2）　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）の住民票の住所が南木曽町にあること。 

（3）　他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 

（4）　過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。 

（5）　町税等の滞納がないこと。 

（6）　夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例（平成23年南木曽町条例第８号）第２条第２号に規定する暴力団員ではないこと。  

 

（補助金対象） 

（1）　住居費 

※夫婦の一方が婚姻前から親族と同居していても、住居の名義が申請者本人であり、かつ、夫婦のいずれかが新生活に係る費用の支払

いを行っている場合は対象となる。 

（2）　引越費用 

（3）　リフォーム費用 

木曽郡　南木曽町役場　もっと元気に戦略室 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/nagiso_kekkonsien/nagiso_kekkonnsienn_sinseikatusien.html



長野県 木曽郡南木曽町 移住者限定支援,結婚,引っ越し
木曽郡　南木曽町　結婚お祝い

金

木曽郡南木曽町では結婚祝金を交付しています（婚姻後３年経過時まで） 

 

※令和４年度の申請締切は令和５年３月３１日（金） 

 

（対象者） 

　この祝金の交付を受けることができる世帯は、平成３０年４月１日以降に婚姻届を提出した者で、次の各号のいずれにも該当する者

とします。 

 

(１)　婚姻届が受理された日から起算して３年以内、かつ申請時に、夫婦双方又はいずれか一方が住民基本台帳法（昭和42年法律81

号）に基づく本町の住民基本台帳に記載されていること。 

(２)　夫婦双方又はいずれか一方が、本町の住民基本台帳に記載され、引き続き３年以上、本町に居住する意思を有すること。 

(３)　過去において、夫婦のうちいずれか一方が、本結婚祝金の交付を受けたことがないこと。 

(４)　夫婦双方が町税等の滞納がないこと。 

(５)　夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例（平成23年南木曽町条例第８号）第２条第２号に規定する暴力団員ではないこと。 

※祝金は、上記に全て該当し、かつ町長が必要と認めた者に支給します。  

 

 

（交付額） 

１組の夫婦に交付する祝金の額は、なぎそ・おたのしみカード会発行の商品券により以下の金額を交付します。 

 

(１)　婚姻時　50,000円 

(２)　婚姻後１年経過時　50,000円 

木曽郡　南木曽町役場　もっと元気に戦略室 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/nagiso_kekkonsien/nagiso_kekkonnsienn_kekkonniwaikinn.html

長野県 木曽郡南木曽町
移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸

木曽郡南木曽町　「南木曽町空

き家利活用推進補助金」

木曽郡南木曽町では空き家の利活用を進めるため、空き家バンク制度を創設し情報の収集・提供を行っていますが、登録される建物が

非常に少ないのが現状です。 

 

　空き家の利用が進まない大きな理由には、建物の中の片付けがなかなかできず貸すことができないことや、空き家は傷んでいるもの

が多く、利用するには多くの費用が必要になることなどがあります。 

 

　南木曽町では、空き家の所有者、利用者の方の負担を軽減することでより一層の空き家の利活用を促進するため、「空き家利活用推

進補助金交付要綱」を制定しました。 

 

 

（対象者） 

貸借又は売買契約が成立した空き家の所有者の方と南木曽町へ定住する利用者の方が対象となります。 

 

（対象となる事業） 

・空き家の所有者が行う、建物内外の片付けや掃除 

　　（補助率１０／１０、上限１０万円） 

 

・自らが居住する空き家を購入または借りる利用者が行う、建物（空き家）の修繕 

　　（補助率１/２、上限５０万円） 

 

（条件など） 

・利用者が所有者の２親等以内の親族でないこと。 

木曽郡　南木曽町役場　もっと元気に戦略室 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/akiyatou_bank/aliya_josei.html

長野県 木曽郡南木曽町 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し
木曽郡　南木曽町　IJUターン就

業・創業移住支援

木曽郡南木曽町では、町内企業などの担い手不足の解消、および、地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏（東京都・千

葉県・神奈川県・埼玉県）・愛知県・大阪府から移住された方・Uターンで南木曽町へ戻られた方を対象に支援金を交付しています。 

 

対象者へ支援金を交付 

 

　単 身 世 帯：　60　万円 

　2人以上世帯：　100　万円 

 

対象条件等の詳細については南木曽町役場担当窓口へお気軽にお問い合わせ下さい。

木曽郡　南木曽町役場　もっと元気に戦略室 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/ijuuteijuu/nagiso_ijusien.html



長野県 駒ヶ根市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 移住者の住宅取得補助制度

子育て世代の駒ヶ根市内への移住・定住を促進するため、市外から転入して住宅を新築や購入する方、竜東地区に転居して住宅を新築

や購入する方を対象に補助金を交付します。 

 

【対象者】 

令和3年4月1日以降に住宅を新築または購入（新築または中古）の契約を締結した方 

　 

　かつ次のいずれかに該当する方 

1.住宅の新築工事または購入の契約日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、補助金の実績報告書を提出する日

時点で駒ヶ根市に住民登録されている方 

 

2.市外から転入した日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、転入と同時に賃貸住宅に居住し、かつ、契約日に

おいて駒ヶ根市に住民登録されてから3年以内の方 

 

3.契約日からさかのぼって過去3年以上、竜東地区（中沢・東伊那地区）に住民登録が無く、令和3年4月1日以降に竜西地区（赤穂地区

など）から竜東地区に転居する方 

　 

　さらに以下のすべてに該当する方 

?補助金交付申請時に夫婦のいずれかの年齢が45歳以下であること又は中学生以下の扶養する 

 子と同居すること 

?補助対象者と新築または中古住宅の名義が同じであること 

?補助対象者の持分割合が2分の1以上であること（完了時に登記事項証明書で確認） 

?居住開始から引き続き5年以上住み続ける意思があること 

商工観光課 移住・交流促進室 0265-83-2111 https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/shien_soudan/7275.html

長野県 天龍村 結婚 結婚活動支援

村内に居住する独身者の結婚を支援し、若者の定住促進と少子化の解消を図る目的で、個人が申し込んだ結婚相談所、結婚相手照会

サービスの入会金・登録料に対し、補助（上限１０万円）を行います。また、村が主催または近隣自治体と共催で行う婚活イベントま

たは民間企業が主催する婚活イベントに対し、補助（日帰りイベント：５千円、宿泊を伴うイベント：１万５千円）を行います。 

　また、近隣の市町村と合同でのお見合いツアーも計画しています。

地域振興課 移住定住推進係 0260-32-1023

長野県 松川村 移住体験 松川村お試し住宅

安曇野松川村で暮らすように滞在できる「松川村お試し住宅」が利用できるようになりました！ 

至れり尽くせりのホテルではありませんが、生活に必要な最低限のものは揃っています。 

自宅で過ごすような感覚で、松川村での暮らしをイメージする一助になれば幸いです。 

 

＜松川村お試し住宅はこんな人におすすめです＞ 

    松川村に滞在しながら、じっくり生活環境を見て回りたい 

    松川村で生活するイメージを膨らませるために、試しに一度生活してみたい 

    就職活動や住居探しで数日滞在したい 

 

詳しくは松川村移住定住のページをご覧ください。 

http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/life/archives/003299.php

松川村役場総務課噂の田舎へ案内係 0261-62-3111 http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/life/archives/003299.php

長野県 松本市 奨学金 奨学金返還支援事業補助金
令和4年度から、市内中小企業の人材確保及び若者の移住・定住を促進するため、市内に本社・本店のある中小企業に就職し、奨学金を

返還する者に対して補助金を交付します。
移住推進課 0263-34-3193 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/55349.html

長野県 松本市 結婚 結婚新生活支援事業補助金
令和4年度から、結婚に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るた

め、該当する新婚世帯に対して補助金を交付します。
移住推進課 0263-34-3193 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/55355.html

長野県 松本市 移住者限定支援
UIJターン就業・創業移住支援事

業補助金

東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から松本市内に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の

交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県、松本市が共同で補助金を交付します。
移住推進課 0263-34-3193 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/4079.html

長野県 松本市 移住体験 短期限定住宅
松本市への移住希望者を対象に、教員住宅の空室を短期限定で貸与します。松本市内に定住先を探すための一時的な拠点としてご利用

ください。
移住推進課 0263-34-3193 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/4081.html

長野県 松本市 農業
未来を担う農業経営者支援事業

（認定農業者、女性農業者）

農業に夢を抱く地域の未来を担う農業経営者および女性農業者を育成し、農業振興を図るため、農業機械、生産施設等のリース契約ま

たは取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
農政課 0263-34-3222 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/3126.html

長野県 松本市 農業 松本新規就農者育成対策事業 市内で新規就農を目指す方を研修生として採用し、実践的な農業研修と就農支援を行います。 農政課 0263-34-3222 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/3049.html

長野県 松本市 起業・就業 新規開業家賃補助事業 新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃を補助します。 商工課 0263-34-3110 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3205.html

長野県 松本市 起業・就業 新規開業支援利子補給事業 新規開業者等が、市内に開業するために融資を受けた制度資金等の利子を補助します。 商工課 0263-34-3110 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3204.html

長野県 松本市 住宅改修 空き家の利活用等補助金 松本市空き家バンクに登録された空き家の改修費用等を補助します。 移住推進課 0263-34-3193 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/3268.html

長野県 泰阜村 文化・芸術・スポーツ,教育 学校美術館

全国的にも他に例を見ない小学校併設の美術館「学校美術館」があります。 

誰でも観覧可能ですが、特に小中学生は休み時間や放課後等いつでも本物の美需品に触れることができます。 

この美術館は、昭和初期の世界恐慌の折に「貧しくても心は貧しくならないように」と考えた当時の教員たちが、自身の給与を寄付し

たことではじまりました。 

現在では、多くの方々の寄付により340点を超える美術品を収蔵しています。

泰阜村教育委員会 0260-26-2750 http://www.mis.janis.or.jp/~yasusc/menu3.html

長野県 泰阜村 子育て,教育 ブックスタート事業

生後6か月、1歳6か月、3歳の子どもに対し、2冊ずつ絵本をプレゼントします。 

絵本は、子どもの発達に良い影響を与えるものを専門家が選びます。すでに持っている場合はリストの中から別の絵本と交換できま

す。 

年に2回実施し、同時に絵本の読み聞かせもします。

泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750

長野県 泰阜村 子育て,教育,出産 わんぱくクラブ
保育所入所前の子どもと保護者が、月に１回親子遊びやかんたん料理などを楽しむ活動です。 

過去には、いちご狩りや森遊びなどを行いました。
泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/connect-fun-learn.html

長野県 泰阜村 コミュニティ団体支援,子育て,出産 子育て広場

保育所入所前のお子様と、保護者の方の交流の場です。 

週3回子育て支援専門員や保健師などのスタッフが子育てについての相談や情報提供を行います。 

スタッフがいない日でも、土日含めいつでも利用可能です。 

出産前に行って赤ちゃんと触れ合ったり、先輩ママから話を聞くこともできます。

泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/connect-fun-learn.html



長野県 泰阜村 子育て,教育,出産 保育料の軽減
泰阜村保育所では、3歳以上の保育料は無料です。 

未満児の保育料は、保護者の収入により8階層に分け、国基準から85％～92％軽減しています。
泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/subsidy.html

長野県 泰阜村 子育て,教育,出産,起業・就業 長期休み学童保育 夏休みや冬休みなどの長期休暇中に実施する学童保育は1日当たり100円（おやつ代）で利用できます。 泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/care.html

長野県 泰阜村 子育て,教育,就学,起業・就業
放課後児童クラブ「いってきま

した」（学童保育）

学童保育（放課後預かり）を無料で利用できます。 

放課後預かりは、保護者が労働等により昼間家にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活な場を与えて健全な育成を

図る事業です。 

山村留学を推進するＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センターに委託・実施します。

泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/care.html

長野県 泰阜村 子育て,教育,出産
泰阜村ファミリーサポートセン

ター

地域の子育て支援をお手伝いする組織です。依頼会員（子育ての応援をしてほしい人）と提供会員（子育ての応援をしたい人）が会員

となって支えあいます。 

対象は、0～3歳児のいる家庭です。 

報酬への助成も行っており、依頼会員は1時間当たり300円でサービスを利用できます。

泰阜村教育委員会子育て支援係 0260-26-2750 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/care.html

長野県 泰阜村
交通機関利用,子育て,教育,健康・医療,高齢者

支援,介護,障がい者支援
やすおか村タクシー券 小中学生や70歳以上の方、障がいのある方がタクシーを利用する際に使えるチケットが半額で購入できます。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/subsidy.html

長野県 泰阜村 子育て,出産 チャイルドシート購入補助金 チャイルドシートの購入に対して、1台に付き1万円を限度して補助します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/subsidy.html

長野県 泰阜村 子育て,健康・医療 福祉医療費給付制度
子どもが医療機関を受診した場合、1レセプト当たり自己負担は300円のみ（18歳到達の年度末まで）。 

子どもが窓口で支払う医療費を村が直接病院・薬局に支払います。
泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/subsidy.html

長野県 泰阜村 結婚,出産
子宝サポート事業（不妊治療費

助成事業）
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、長野県の助成事業に準じて治療費の一部を助成します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/children/docs/subsidy.html

長野県 泰阜村 住宅設備
泰阜村太陽光発電システム設置

補助金
ソーラーパネルを設置する場合、1kw当たり7万円（上限20万円）を助成します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅設備
泰阜村合併浄化槽設置整備事業

補助金
住宅に合併浄化槽を導入する場合、規模に応じて補助金を支給します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅設備 泰阜村薪ストーブ等購入補助金 薪ストーブを導入する場合、対象経費の10分の3（上限20万円）を助成します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅改修,住宅設備
泰阜村住宅等リフォーム事業補

助金
住宅をリフォームする場合、対象経費の10分の3（上限20万円）を助成します。 泰阜村役場住民福祉課 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅新築,住宅購入
定住促進を目的とした空き家等

解体事業補助金
空き家を解体して住宅を新築する場合、解体費用等対象経費の2分の1（上限200万円）を助成します。 泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅改修,住宅設備 定住促進集落活性化住宅整備 対象の空き家を予算の範囲内で改修します。 泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 教育,奨学金,就学
泰阜村奨学金制度「学びのおて

こ」

奨学金の融資をあっせんし、その利子分を助成します。 

修学者1人につき300万円以内（上限1家庭あたり500万円）。
泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅新築,住宅購入
持ち家助成金（ひとねる条例住

宅新築事業等補助金）

以下の場合に、固定資産税額の2分の1相当額を支給します。 

（１）泰阜村に居住及び住所を有し、定住の意思がある者。ただし次に該当する者を除く。 

　ア）本拠地が村外にある者 

　イ）配偶者及び15歳未満の子があるときはその子が村内に居住しないとき 

（２）住宅建築時の年齢が満45歳以下の者で、1000万円以上の住宅を新築した場合に限る。 

（３）住宅を新築し、固定資産税軽減措置終了後3年間支給

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅新築,住宅購入,住宅設備
住宅用地取得補助金（ひとねる

条例住宅新築事業等補助金）

以下の場合に、土地の取得金額の2分の1以内（上限100万円）を助成します。 

（１）泰阜村に居住及び住所を有し、定住の意思がある者。ただし次に該当する者は除く。 

　ア）本拠地が村外にある者 

　イ）配偶者及び15歳未満の子があるときはその子が村内に居住しないとき 

（２）申請時の年齢が満45歳以下（夫婦の場合はどちらか片方）の者 

（３）住宅用地取得後、2年以内に住宅の建築に着手した者 

（４）住宅用地を原則として150㎡以上取得した者

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備 住宅新増改築補助金

以下の場合に、定額80万円を支給します。 

（１）泰阜村に居住及び住所を有し、定住の意思がある者。ただし次の場合は除く。 

　ア）本拠地が村外にある者 

　イ）配偶者及び15歳未満の子があるときは、その子が村内に居住しないとき 

（２）申請時の年齢が満45歳以下（夫婦の場合はどちらか）の者 

（３）建築工事費が1000万円以上の住宅を建設した者 

（４）補助金は1戸1件を対象とする 

（５）複数で所有する場合は、申請者の持ち分が5分の1以上ある場合 

（６）他の補助金及び報償費を受けて建設する場合は対象としない

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 子育て,住宅設備
住宅道路整備助成金（ひとねる

条例若者人口増加促進助成金）

道路の改良について、以下の場合に対象事業費から補助金分を差し引いた額の90％以内を支給します。 

（１）泰阜村緊急車両対策道路改良事業補助金として決定された場合 

（２）村内に居住及び住所を有する者で、高校生以下の子がある世帯

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 交通機関利用,子育て,教育,就学,通勤・通学
通学定期助成金（ひとねる条例

若者人口増加促進助成金）
村内に居住及び住所を有する者で、電車で通学する高校生の子がある世帯に対し、通学定期券の購入額の50％相当額を支給します。 泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 子育て,住宅賃貸
村営住宅家賃助成金（ひとねる

条例若者人口増加促進助成金）

以下の場合に、村営住宅の家賃月額の20％相当額を助成 

（１）村営住宅に入居している者で、中学生以下の子がある世帯に対し住宅使用料から減免 

（２）村内に居住及び住所を有し、定住の意思がある者 

（３）公務員を除く

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 結婚
結婚仲介報奨金（ひとねる条例

若者人口増加促進助成金）

以下の場合、結婚の仲介をした人に1組に付き5万円を支給します。 

（１）村内に居住及び住所を有する若者に結婚相手を仲介し、結婚が成立した場合 

（２）結婚後引き続き村内に居住し、2人とも本村に定住する意思がある場合 

（３）結婚後概ね1年以内に転入し、村内に定住する意思のある場合も含める

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html



長野県 泰阜村 起業・就業
村内企業就労助成金（ひとねる

条例若者人口増加促進助成金）

以下の場合に1人につき10万円を企業に対し支給します。 

（１）年齢が満45歳以下 

（２）村内に居住及び住所を有する若者で、定住する意思がある場合 

（３）公務員を除く

泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 子育て,出産
出産祝金（ひとねる条例若者人

口増加促進助成金）

1人目10万円、2人目20万円、3人目以降50万円を支給します（村内に居住及び住所を有する若者で、本村に定住する意思がある場

合）。
泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

長野県 泰阜村 結婚
結婚祝金（ひとねる条例若者人

口増加促進助成金）
1組当たり10万円支給します（結婚時どちらかの年齢が45歳以下で、村内に居住を有し、本村に定住する意思がある場合）。 泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html

岐阜県 郡上市 移住者限定支援 郡上市移住者支援金

地域社会を支える人材の確保及び地域の活性化を図ることを目的として、市外から郡上市に移住した者に対し、移住に係る費用を支援

する。 

2人以上世帯最大10万円、単身世帯最大5万円を支給。 

※対象要件については担当課までお問い合わせください。

市長公室政策推進課 0575-67-1844

岐阜県 郡上市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
薪ストーブ・ペレットストーブ

の購入補助金

薪ストーブとペレットストーブの他、ハウスなど農業用施設内で使用するストーブ本体の購入経費を補助する。 

税込本体価格が20万円以上のもので、市内の事業所・代理店で購入する未使用の物について、補助対象経費の1/3（最大10万円） 

※木質ペレットを燃料とするストーブは、補助対象経費の1/4（最大5万円）

農林水産部林務課 0575-67-2121 https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-117.html

岐阜県 郡上市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
郡上市産材住宅建設等支援奨励

金制度

定住促進及び郡上市産材の利用拡大を図るため、住宅及び事務所若しくは事業所における新築、リフォーム、増改築をする場合に、建

築費用等の一部を補助する。 

郡上市産材使用料（?）×30,000円（上限70万円） 

※その他要件有

農林水産部林務課 0575-67-2121 https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-115.html

岐阜県 郡上市 起業・就業 空き店舗等活用事業補助金
市内の空き店舗等を活用し事業を営もうとする人に対し、改修費の一部を支援する。 

改修費：補助対象経費の1/2（上限50万円）ただし、市内に住所または事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
商工観光部商工課 0575-67-1808 https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-47.html

岐阜県 郡上市 子育て
郡上市内スキー場リフト券優待

制度

市内スキー場の協力により、スキー場リフト優待券を発行している。 

市内の幼稚園・保育園及び認定こども園に在籍する4歳（年中）以上の園児、市内の小中学校及び特別支援学校（小中学部）に在籍する

児童生徒：リフト1日券　無料 

高校生・保護者：リフト１日券　1,000円～1,600円

教育委員会スポーツ振興課 0575-67-1815

岐阜県 郡上市 子育て 郡上市高等学校通学費補助金 長良川鉄道や路線バスを利用して通学する市内高校生の保護者に対し、定期券費用の一部を補助する。 教育委員会学校教育課 0575-67-1468

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 産後ケア事業 産後の母と子に対するケアを宿泊または日帰りで利用した際の費用を助成する。 健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-35.html

岐阜県 郡上市 子育て,出産,健康・医療 特定不妊治療費助成事業
体外受精及び顕微授精による不妊治療費の県制度（初回30万円）に、上乗せ助成を行う。 

1回あたり上限10万円。（県の承認通知必要）
健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-35.html

岐阜県 郡上市 子育て 教育ローン利子補給

大学等（高等学校を除く）に就学させるために、民間金融機関（消費者金融を除く）及び日本政策金融公庫から教育ローンを借り受け

ている人に利子補給を行う。 

利子補給金額：6万円以内（金利2%以下） 

※その他要件有

教育委員会教育総務課 0575-67-1123 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/7185.html

岐阜県 郡上市 子育て 郡上市青少年育英奨学資金貸付

高校、大学、専門学校などに入学を予定されている人や在学中の人で経済的理由により授業料等の支払いが困難な方を対象に一定の所

得基準により就学資金（一時金・月額金）の貸付を行う。 

※奨学資金貸付金の返還時において郡上市の奨学金を受けた学校を卒業して市内に住所を有する人には、返還金の一部免除（年間最大

20万円）の制度有。 

【貸付月額】 

高校、高等専門学校：2万円以内 

短期大学、大学、大学院、専門学校：5万円以内

教育委員会教育総務課 0575-67-1123 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/7186.html

岐阜県 郡上市 子育て 「赤ちゃんの駅」設置 公共施設や民間店舗に授乳とおむつ交換ができる「赤ちゃんの駅」を整備 健康福祉部児童家庭課 0575-67-1817 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-614.html

岐阜県 郡上市 子育て 病児・病後児保育

児童（生後6ケ月～小学校3年生まで）が病気または病気の回復期など、他の児童との集団生活が困難な時期に家庭に替わって、病院内

の専用保育室で、その児童を一時的に預かる保育を行なう。 

（2,000円／日、ただし、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんが3人以上みえる世帯は利用料無料）

健康福祉部児童家庭課 0575-67-1817

岐阜県 郡上市 子育て 保育料の軽減
3歳未満児について、同一世帯内で2人以上の児童が、保育園の場合は「幼稚園または保育園に同時在籍」また、幼稚園の場合は「小学

校3年生以下」に同時在籍される場合、保育料が2人目から1/2軽減、3人目以降は全額軽減
健康福祉部児童家庭課 0575-67-1817 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-25.html

岐阜県 郡上市 起業・就業
UIJターン者・新規学卒者就職奨

励金

UIJターン者及び新規学卒者が市内事業所へ就職し6ヶ月以上正規に雇用されている人または市内で創業し6ヶ月以上事業を継続している

人等に対し、10万円の奨励金を交付する。(年齢等詳細条件有)
商工観光部商工課 0575-67-1808 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/uij.html

岐阜県 郡上市 起業・就業 創業塾 商工会が主体となり、創業を希望する者に対し研修という形で創業のノウハウを伝授する。 商工観光部商工課 0575-67-1808

岐阜県 郡上市 移住者限定支援,起業・就業,住宅賃貸
郡上市就職促進家賃助成事業補

助金制度

市内に移住し市内企業に就職した者に対し、支払った家賃の月額（公益費等を除く）と当該借家等に附属する駐車場の借上料の合算額

から住居手当を差し引いた額の1/2を補助する。 

（上限月額2万円、最長3年間）

商工観光部商工課 0575-67-1808 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-735.html

岐阜県 郡上市 子育て,出産,健康・医療 妊婦健診 母子ともに安心、安全な妊娠・出産をむかえられるよう、妊婦健診（14回分）の助成を行う。 健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-95.html

岐阜県 郡上市 子育て,出産,健康・医療 一般不妊治療費助成事業 保険適用外となる人工授精による不妊治療費を年間5万円を限度に自己負担額の半分を助成する。 健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-35.html

岐阜県 郡上市 子育て,出産,健康・医療 母子１ヶ月健診事業 産後1ヶ月の母と子に対する健診費用を助成する（上限10,000円） 健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-35.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 任意予防接種費助成事業
「おたふくかぜワクチン」、「小児インフルエンザ」及び「妊婦インフルエンザ」の予防接種費用の一部を助成することで経済的負担

を軽減し、予防接種を受けやすくし、病気の予防や重症化の予防に繋げる。
健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-37.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 定期予防接種事業
定期A類疾病及びB類疾病に指定される予防接種費用を助成する。 

（A類については全額、B類については一部助成）
健康福祉部健康課 0575-67-1834 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-37.html

岐阜県 郡上市 結婚,子育て,教育,出産 がんばれ子育て応援事業
「子育て世代に安心して郡上に住んでいただき、たくさんのお子さんを産み育ててほしい」という願いから、3人目以降の子を対象とし

て、5歳となるまでの6年間、毎年10万円の「郡上市共通商品券」を給付する。
健康福祉部児童家庭課 0575-67-1817 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-729.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 母子家庭等医療費助成事業
対象：18歳未満の児童（18歳に達した日以降の最初の3月31日まで）を監護し、または養育している方及び当該児童 

内容：医療機関等の保険適用分の自己負担額（就学前児童：2割、小学生以上：3割）を助成する。
健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-70.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 父子家庭等医療費助成事業
対象：18歳未満の児童（18歳に達した日以降の最初の3月31日まで）を監護している配偶者のいない父及び当該児童 

内容：医療機関等の保険適用分の自己負担額（就学前児童：2割、小学生以上：3割）を助成する。
健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-71.html

岐阜県 郡上市 住宅購入,住宅賃貸
空き家家財道具等処分費補助金

制度

空き家バンクに登録するために家財道具等を処分する費用の一部を補助する。 

対象経費の2分の1（上限＝10万円）
建設部都市住宅課 0575-67-1814



岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 高校生等医療費助成事業
高校生等（満15歳に達した日以後における最初の4月1日から満18歳に達した日以後における最初の3月31日までの者）を対象に、通

院・入院費を助成する。
健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-385.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 小中学生医療費助成事業 小中学生を対象に、医療機関等の保健適用分の自己負担額を助成する。 健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-383.html

岐阜県 郡上市 子育て,健康・医療 乳幼児医療費助成事業 就学前児童を対象に、医療機関等の保健適用分の自己負担額を助成する。 健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-383.html

岐阜県 郡上市 農業

ぎふ農業経営者育成発展支援事

業【農業研修スタート型・経営

チャレンジ型・キャリアチェン

ジ型】

農業を始める方々を総合的にサポートする。 

60歳未満で新規に就農される方に対し、研修・就農開始時から年間50万円～100万円×1年間のみ給付。
農林水産部農務水産課 0575-67-1835 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-611.html

岐阜県 郡上市 起業・就業,農業
(新規就農者育成総合対策)経営

開始資金

就農時の悩み・不安を解消し、安心して農業を始めていただけるよう、就農の準備段階から経営を開始した後の就農初期段階まで、農

業を始める方々を総合的にサポートする。 

50歳未満で新規に就農される方に対し、就農開始時から年間150万円×最長3年間まで給付。

農林水産部農務水産課 0575-67-1835 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-611.html

岐阜県 郡上市 住宅賃貸 市営住宅の斡旋
健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸するこ

とにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設部都市住宅課 0575-67-1814 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-51.html

岐阜県 郡上市 通勤・通学 居住者通勤費補助金
新たに市内に居住する40歳以下の人で片道30km超の市外の職場へ通勤する場合、通勤費の一部を補助する。 

（市の定める補助基準月額と勤務先の通勤手当の差額　上限5,000円、最長3年）
市長公室政策推進課 0575-67-1844 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-717.html

岐阜県 郡上市
子育て,高齢者支援,住宅新築,住宅購入,住宅改

修

三世代同居等住宅支援補助金制

度

新築：市内で新たに三世代同居または近居を始める人に対し、対象経費の1/2を補助（最大50万円） 

増改築：市内で新たに三世代同居または近居を始める人に対し、対象経費の1/2を補助（最大30万円） 

※その他要件有

市長公室政策推進課 0575-67-1844 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-716.html

岐阜県 高山市 結婚,引っ越し,住宅購入 高山市結婚新生活支援補助金

市民が安心して結婚や子育てできる環境を整備するため、結婚に伴う住居費用などを補助します。 

 

１．対象世帯（次の要件を全て満たす世帯） 

・令和4年1月1日～令和5年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された世帯 

・夫婦の所得の合計が400万円（年収540万円程度が目安）未満の世帯 

　※申請時に無職の場合は所得なしとして計算します。 

　※奨学金の年間返済額を所得から控除して計算します。 

・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 

・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯 

・夫婦の双方が過去にこの補助（他自治体による同種の補助を含む。）を受けたことがない世帯 

 

２．対象経費（結婚を機に新たに住宅を購入又は賃借、引っ越した際に要した費用） 

令和4年1月1日～令和5年3月31日の間に支払った次の費用。 

　・住宅購入費（建物部分のみ。取得後6ヶ月以内に同居を開始したもの。住宅ローンを含みます。） 

　・賃借料（賃料、礼金、共益費、仲介手数料） 

　・引越費用（引越業者又は運送業者へ支払った実費） 

　・リフォーム費 

　　※補助金交付申請時に支払い済みの費用が対象です。 

　　※他の公的制度による補助を受けている費用は対象外です。 

 

３．補助限度額 

婚姻日において夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯60万円、それ以外の世帯は1世帯30万円

市民活動部　協働推進課 0577-35-3412 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1001398/1010645.html

岐阜県 高山市
移住者限定支援,起業・就業,引っ越し,住宅賃

貸
若者定住促進事業補助金

「若者定住促進事業補助金」は、高山市へU・I・Jターンした若者で、賃貸住宅・借家を借りられた方に対して、家賃の一部を補助する

ものです。 

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。 

　１．高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方 

　２．高山市内の事業所へ就職または就業した方 

　３．就職または就業した日の年齢が45歳未満の方 

　４．上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方 

　５．賃貸住宅・借家を借上げ、家賃を支払う方（申請者本人名義にて賃貸借契約をする必要があり、申請者本人名義にて家賃を支払

う必要があります。） 

　６．高山市に定住する意志のある方 

　７．一般職の公務員（任期付職員等は除く）でない方 

　８．市税に未納のない方 

　９．外国の方の場合は、永住者の在留資格または特別永住者の資格を持っている方 

 

 

≪補助金の額と交付期間≫ 

支払った月額の家賃（共益費等を除く）と当該借家などに付属する駐車場の借上料の合算額の3分の1以内の額で10,000円を限度に最大1

年間補助 

 

≪補助金の申請方法≫ 

必要書類（申請書、賃貸契約書の写し、離職票または履歴書、卒業証明書の写しなど、誓約書（該当者のみ））を商工労働部雇用・産

業創出課へ提出してください。 

商工労働部雇用・産業創出課 0577-35-3182 http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1002804.html



岐阜県 高山市 移住体験
飛騨高山ふるさと体験施設「秋

神の家」

高山市では、飛騨高山での生活に興味をお持ちの皆様が地域の自然、季節、風土を体験し、また生活に必要な情報を集めるための拠点

として活用できる飛騨高山ふるさと体験施設『秋神の家』を開設しています。 

『秋神の家』は、御嶽や乗鞍岳など雄大な山々を一望できる鈴蘭高原のふもとである朝日町秋神地区に位置し、その周辺では四季を通

じて素晴らしい里山の景観と自然を満喫することができます。 

 

≪申込受付期間≫ 

受付開始：利用希望日の2ヶ月前から 

申込期限：利用希望日の2週間前まで 

 

≪申込方法≫ 

「飛騨高山ふるさと体験施設秋神の家利用申込書」に必要事項をご記入の上、郵便、ファックス、メールのいずれかでお申し込みくだ

さい。 

 

詳細につきましては、高山市飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課へお問合せください。

飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課 0577-35-3001 http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1003941.html

岐阜県 高山市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
飛騨高山ふるさと暮らし・移住

促進事業補助金

『飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金』は、飛騨地域以外から高山市へ移住し、一戸建ての空き家を賃借する人、又は高山

市に居住するために一戸建ての空き家を取得及び改修する人に対しての補助金となります。（但し、移住後5年間の定住の確約が必要に

なります。） 

 

≪補助金の額と期間≫ 

借家等賃借料補助金 

　家賃月額の3分の1以内で15,000円を限度とし、3年間補助 

空き家取得費・改修費補助 

　空き家の取得にかかる費用及び、空家の取得後６か月以内に着手した改修にかかる費用の2分の1以内の額で1,000,000円を超えない額

を補助（土地の取得費は除く） 

　※取得・改修を併用する場合も補助率・補助金額は2分の1以内で1,000,000円 

　※取得・改修については事業の実施前に計画の認定が必要となりますので、ご注意ください。 

　 

≪申請方法≫ 

借家等賃借料補助金 

　転入日から1年以内に、申請書に必要書類を添付して提出 

空き家取得費・改修費補助 

　事業の実施前（契約前）に、計画認定申請書に必要書類を添付して提出 

 

詳細につきましては、高山市飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課へお問合せください。

飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課 0577-35-3001 http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1015449.html

岐阜県 中津川市 教育,奨学金,就学,健康・医療 介護福祉士修学資金貸付制度
介護福祉士を目指し、将来市内介護施設等で勤務を希望する高校生を対象とした貸付制度です。一定の条件を満たせば返還免除となり

ます。
介護保険課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 教育,奨学金,就学 医療職修学資金貸付制度
将来、薬剤師・看護師として中津川市立の病院等で勤務を希望する学生を対象とした貸付制度です。一定の条件を満たせば返還免除と

なります。
中津川市立市民病院　総務人事課 0573-66-1251

岐阜県 中津川市 教育,奨学金,就学 保育士等修学支援金貸付制度
将来、中津川市の幼児教育を支えることとなる学生さんを対象とした返還免除の修学奨励金です。（中津川市内の保育所等で勤務する

ことが条件となります。）
幼児教育課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 教育,奨学金,就学 奨学金貨与制度 市独自の奨励金制度があります。（大学～専修学校60万円以内、高校36万円以内） 教育企画課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 移住者限定支援,奨学金,起業・就業 看護師等就職準備支援金事業
看護師・助産師の有資格者で、Iターン・Uターンにより中津川市立市民病院等に就職する方に対して準備支援金（上限20万円）をお貸

しします。（返還免除あり）
中津川市民病院　総務人事課 0573-66-1251

岐阜県 中津川市 起業・就業,林業 新規林業就業者の支援制度
東京圏以外からの中津川市へ移住し、林業に就業した方に支援金を交付します。 

（世帯:100万円　単身者:60万円）※就労月数に応じた補助金等もあります。（月額2万円×3年間）
林業振興課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 東京圏からの移住支援事業
東京圏から中津川市へ移住し、起業や就職（テレワーク等含む）する方に移住支援金を交付します。 

（世帯：100万円　単身者：60万円　18歳未満の世帯員1人につき：30万円）
定住推進課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備
自然エネルギー活用への補助制

度
太陽光発電・蓄電池・燃料電池・次世代自動車及びV2H等の自然エネルギー活用への補助を行っています。 環境政策課 0573-66-1111

岐阜県 飛騨市 住宅新築,住宅購入,住宅改修 07 住宅取得等資金利子補給金

住宅取得やリフォームの際に借り入れた住宅ローン（リフォームローン含む）に対する利子補給。 

 

ローン支払い開始から３６月分　年利１％相当額の利子

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援,子育て 04 転入準備品支援事業補助金

保育園等入園後又は小中学校入学後通常必要となる体操服類、お昼寝用布団、ランドセル、学生服等購入費用を補助。 

 

【対象者】 

①飛騨市に住所を有する保育園等の入園の認定があた園児の保護者 

②飛騨市に住所を有する小中学校に在籍する交付対象者の保護者 

 

【補助内容】 

①保育園等上限１万円 

②小学校２万円　中学校６万円

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援 03 移住奨励金

飛騨市へ移住された方に対して、 

電子地域通貨「さるぼぼコイン」または 

古川町商品券若しくは神岡商店会連合会商品券を支給 

 

単身世帯：１０万円　２名以上の世帯：１５万円

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html



岐阜県 飛騨市 移住体験,移住者限定支援 02 移住検討宿泊費補助金

飛騨市へ移住を検討する為、移住前に飛騨市を来訪し 

飛騨市移住コンシェルジュの案内又は飛騨市住むとこネット登録事業者の案内による 

空き家等の見学を行い、かつ移住者優遇補助金一覧下部に記載する市内のゲストハウス又は民泊にて１泊以上宿泊された方に対して、

宿泊費の一部を補助。 

 

総額1/2以内　１回あたりの上限３０，０００円　１世帯２回まで

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援 06 雪国デビューパック

豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年4月5日法律第73号）第2条の規定による 

指定地域以外から飛騨市へ転入した移住者の方 

 

①除雪用具購入費用補助 

　総額1/2以内　上限１０，０００円 

　１世帯につき１回限り 

 

②本人が使用する車両用に初めて購入するスタッドレスタイヤ費用 

　車両１台につき 

　総額1/2以内　上限３０，０００円 

　１世帯につき１回限り

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援,引っ越し 05 引越し費用補助金

移住者のうち飛騨市に引越した日から１ヶ月以内に転入の届出をだした方で 

引越しをする際に運送業者（自動車運送事業法規定により国土交通大臣の許可を受け、 

又は届出をした者をいう）を利用した方 

 

総額1/2以内　上限５０，０００円 

 

１世帯につき１回限り

地域振興課 0577-62-8904 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援 01 移住検討交通費補助金

飛騨市への移住を検討する為、移住前に飛騨市を来訪し 

飛騨市移住コンシェルジュの案内又は飛騨市住むとこネット登録事業者の案内による 

空き家等の見学を行った方に移住者優遇補助金一覧下部にて定める定額を支給。 

 

１世帯あたり２回まで

地域振興課 0577-62-8904 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援 米１０俵プロジェクト事業

【概要】 

地域に根付く互助の精神及び気質を市外へ発信し、 

市外からの転入と定着の促進をはかる為 

移住し住宅を取得された方へお米１０俵を贈呈します。 

 

【対象者】 

次のいずれにも該当する方 

①転入してから３年以内に住宅を取得した方 

②『①』に該当になった日から１年を経過していない方 

③飛騨市内に２親等以内の親族がいない方 

 

【補助内容】 

１世帯１年度あたり１俵（60kg）の米を１０年間贈呈

総合政策課 0577-73-6558 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/5716.html

岐阜県 飛騨市 移住者限定支援 00 移住者優遇補助金

【移住検討者の方への補助金】 

・交通費 

・宿泊費 

【移住者の方への補助金】 

・移住奨励金 

・引越し費用 

・転入準備品補助 

・ペーパードライバー講習費用 

・雪国デビューパック（除雪用具・スタッドレスタイヤ）

総合政策課 0577-73-6558 http://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/9/16458.html

静岡県 伊豆の国市
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅賃貸
新生活応援補助金

40歳未満の夫婦を含む家族または小学生以下の子どもを含む家族が、令和2年4月1日以降に、静岡県外から伊豆の国市に移住、定住しよ

うとする場合、住居費または引越費用の一部を補助します。 

　対象：40歳未満の夫婦を含む家族（若年世帯）／小学生以下の子どもを含む家族（子育て世帯） 

　補助金額：若年世帯　10万円／子育て世帯　20万円（※1世帯につき1回、一律で支給） 

　条件：移住時に住居費や引越費用がかかっている、5年以上継続して住む意思がある　など

政策戦略課 055-948-1413 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/seisaku/ijuu/sinseikatsuoen.html

静岡県 御前崎市 住宅改修 住宅リフォーム支援事業補助金 省エネ化、バリアフリー化、住宅を長持ちさせるための改修などの住宅リフォームを実施する方に対し、最大30万円の補助金を交付。 建設経済部都市政策課 0537-29-8732 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/toshiseisaku/sumaitochi/sumai/reform.html

静岡県 御前崎市 住宅新築,住宅購入 定住促進住宅取得補助金 定住を目的として市内に新たに住宅を取得した方に対し、最大100万円の補助金を交付。 総務部企画政策課 0537-85-1161 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/ijyuuteijyuu/6436.html

静岡県 菊川市 子育て,出産
妊娠出産時家庭ホームヘルプ

サービス

体調不良などにより家事を行うことが難しく、日中に家族などからサポートを受けられない妊産婦がベビーシッターなどを利用した際

の費用の一部を補助します。
子育て応援課 0537-37-1136 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kenkouchouju/homehelp.html

静岡県 菊川市 子育て,出産 リフレッシュ・一時保育 保護者の方の病気や入院、冠婚葬祭等の理由により、一時的に保育園やこども園に入園していないお子様を保育します。 こども政策課 0537-37-1131 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/yojikyoiku/refresh_ichijihoiku.html

静岡県 菊川市 移住者限定支援,起業・就業 移住就業支援事業費補助金 首都圏から菊川市に移住した方のうち、就職や起業などの条件を満たす方に補助金を支給します。 営業戦略課 0537-35-0924 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/ijyuteijyushienkin.html

静岡県 菊川市 結婚 結婚新生活支援事業費補助金 新規に婚姻した、共に39歳以下の世帯が市内に住居を取得したり借りたりする場合の費用を補助します。 企画財政部企画政策課 0537-35-0900 http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kekkonshinseikatsushien.html

静岡県 菊川市 移住体験,移住者限定支援 菊川暮らし案内
移住を考えている方を対象に、交通・公共機関、子育て・教育環境、起業・農業などを市職員が案内します。先輩移住者との交流機会

も提供。オンラインによる相談や、不動産会社と連携した住宅物件の紹介も可能です。
営業戦略課 0537-35-0924 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kikugawakurasiannnai.html



静岡県 湖西市 奨学金
わ～くわく「こさい」で新生

活！奨学金返還支援補助金

湖西市内に住み、協力事業者に登録している企業に就職した方に対し、企業と市が協力して奨学金の返還を支援します。補助金は3年間

で最大72万円です。 

詳細は担当課へお問合せください。

企画政策課 053-576-4910 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kosai_saiko/hojoseido/9755.html

静岡県 湖西市 結婚,引っ越し
新婚さん「こさい」へおいでん

新生活応援金

結婚を機に湖西市へ転入する夫婦に対し、新生活応援金として10万円を交付します。 

補助対象者の要件など、詳細は担当課へお問合せください。
企画政策課 053-576-4910 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kosai_saiko/hojoseido/5455.html

静岡県 清水町 通勤・通学
清水町大学等新幹線通学支援事

業

清水町で暮らす次世代を担う若者の経済的負担軽減等のため、JR三島駅から新幹線を利用し大学等に通学する学生（30歳未満）を対象

に、新幹線通学定期券購入費の一部を貸与します。
企画課 055-981-8279 http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00202.html

静岡県 清水町 移住者限定支援,起業・就業 清水町移住・就業支援金
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、町内に移住して就業または起業等をした方に支援金を支給

します。
企画課 055-981-8279 http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00195.html

静岡県 東伊豆町 住宅改修 住宅リフォーム振興事業 町民が町内の施工業者を利用し、住宅を改良する場合に経費の一部を補助 観光産業課 0557-95-6301 http://www.higashiizu.shizuoka.jp

静岡県 東伊豆町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 若者定住促進住宅取得補助金 若者夫婦世帯の住宅支援による定住の促進を図るため、町内の定住を希望して住宅を取得する若者夫婦世帯に対し、補助金を交付する 企画調整課 0557-95-6202 http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp

静岡県 東伊豆町 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家活用支援補助事業 空き家バンクに登録されている物件を改修する費用及び取得に係る費用又は賃借の費用の一部を補助 企画調整課 0557-95-6202 http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp

静岡県 東伊豆町 移住体験 お試し移住体験施設

地域・人・文化・歴史などを知っていただいて前向きに移住を考えていただくための施設。 

長期型（１ヶ月単位、最長６ヶ月まで）と短期型（１日単位で５日から、最長３１日まで）があり、長期型は気に入って移住をするよ

うであればそのまま賃貸又は売買も可能。

企画調整課 0557-95-6202 http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp

静岡県 藤枝市 引っ越し,住宅改修
中山間地域活性化推進事業費補

助金
中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家の改修・引越しの費用を最大１００万円補助します。 中山間地域活性化推進課 054-639-0120 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/chusankan/gyomu/1/index.html

静岡県 藤枝市 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
仲良し夫婦移住定住促進事業費

補助金

結婚３年以内で新たに市内で住む子育て前の夫婦世帯（転入・転出時点で夫婦ともに４０歳未満）に対し、新居の取得・賃借・引っ越

し費用の補助を行っています。 

１世帯あたり、最大１００万円を補助します。

都市建設部　住まい戦略課 054-631-5750 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/12537.html

静岡県 藤枝市 引っ越し,住宅新築
優良田園住宅移住促進事業費補

助金

市内の優良田園住宅地域へ移住する世帯に対し、 

①新築住宅の建築・購入に要する経費 

②新築住宅に移転する際に要する費用について 

１世帯あたり、最大１５０万円を補助します。

都市建設部　住まい戦略課 054-631-5750 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/index.html

静岡県 藤枝市 結婚,引っ越し,住宅賃貸 新婚生活サポート事業費補助金

藤枝で素敵な新婚生活をスタートしていただけるよう、新婚世帯の皆さんの新居の取得・貸借・引っ越し費用に対する補助を行ってい

ます。 

１世帯あたり、最大８０万円を補助します。

企画創生部　広域連携課 054-643-3229 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kikakuzaisei/renkeikoryu/oshirase/16920.html

静岡県 藤枝市 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修
空き家活用・流通促進事業費補

助金

市内の空き家、中古マンションへ移住する世帯に対し、 

①空き家、中古マンションの購入に要する経費 

②空き家、中古マンションの改修に要する経費 

③空き家、中古マンションへ移転する際に要する経費　について、 

１世帯あたり、最大170万円を補助します。

都市建設部　住まい戦略課 054-631-5750 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/1524025341858.html

静岡県 藤枝市 引っ越し,住宅新築,住宅購入
子育てファミリー移住定住促進

事業費補助金

１８歳以下のお子さんのいる子育てファミリー世帯に対し、 

①新築住宅の建築・購入、新築マンションの購入に要する経費 

②新築住宅　又は　新築マンションに移転する際に要する費用について 

１世帯あたり、最大100万円を補助します。

都市建設部　住まい戦略課 054-631-5750 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/1450661881654.html

静岡県 藤枝市 結婚,子育て,教育,起業・就業 移住定住総合支援サイト

「藤枝スタイル」とは、藤枝市に移住をご検討の方のための総合サイトです。 

移住のヒントや、支援制度、先輩移住者の声など、移住や定住に役立つ様々な情報を 

発信しています。 

まずは、藤枝スタイルで、あなたらしい藤枝の暮らしを考えてみませんか。

企画創生部　広域連携課 054-643-3229 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/style/

静岡県 富士宮市 移住者限定支援,通勤・通学
富士宮市移住者首都圏通勤支援

助成金

首都圏から富士宮市へ移住し、首都圏に通勤している方に対して、予算の範囲内において東海道新幹線「新富士駅」周辺の月極駐車場

の使用料を助成します。
企画戦略課 0544-22-1215 https://www.fujinomiya-life.com/support/support04/

静岡県 富士宮市 移住者限定支援,子育て,起業・就業 富士宮市移住・就業支援金

移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、首都圏の市区町村から本市に移住した者で就業、起業等し

た方に対して、予算の範囲内において支援金を支給します。 

また、令和3年3月1日から、テレワークを行う方や専門人材、移住先の地域との関わりが深い方(関係人口)等も支給対象者となります。 

さらに、令和4年4月1日以降に移住した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、30万円の加算

となります。

企画戦略課 0544-22-1215 https://www.fujinomiya-life.com/support/support03/

静岡県 富士宮市 移住体験,移住者限定支援
富士宮市お試しテレワーク補助

金

テレワークでの移住に踏み切れない人を後押しするため、富士宮市独自の「お試しテレワーク補助金」をスタートします！ 

予算の範囲内において、お試しテレワークに係る宿泊費及び交通費の合計額の2分の1以内の額を補助いたします。
企画戦略課 0544-22-1215 https://www.fujinomiya-life.com/telework/

静岡県 富士宮市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 富士宮市移住定住奨励金

平成28年1月1日以降に、静岡県外から富士宮市に移住し、住宅を取得または賃借した若者世帯に、予算の範囲内において移住・定住奨

励金を交付します。 

 

助成金の額：最大180万円

富士宮市企画戦略課 0544-22-1215 https://www.fujinomiya-life.com/support/support01/

静岡県 森町
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備,住宅賃貸
住もうよ森町新婚さん応援金 婚姻に伴う新生活に対し、３０万円を上限とし経済的に支援する制度 定住推進課 0538-85-6321 https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/teijusuishinka/ijukoryugakari/2/izyusankouzyohou/3809.html

静岡県 森町 移住者限定支援,起業・就業 移住就業支援補助金 東京圏からの移住（UIJターン）の促進及び中小企業等の人材確保対策を目的とし、「移住就業支援補助金支給事業」を実施。 定住推進課 0538-85-6321 https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/teijusuishinka/ijukoryugakari/2/izyusankouzyohou/2368.html

静岡県 焼津市 移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入
子育て世帯移住定住応援事業

（通称：YAIJU）

市外から転入する子育て世帯（夫婦共に40歳以下、又は中学生以下の子がいる世帯）が、次の①または②に該当する住宅を取得した場

合、補助金を交付します。 

　①土地区画整理事業の一般保留地を購入し、住宅を新築した場合、上限100万円を交付。 

　②中古住宅を購入した場合、基本額20万円、築年数や市内業者によるリフォームの加算を合わせた合計で最大60万円を交付。 

※申請を検討される方は、土地・建物契約前に担当課へご相談ください。

都市政策部住宅・公共建築課 054-626-2163 http://www.city.yaizu.lg.jp/g06-004/yaiju.html

静岡県 焼津市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度

お子さんが病気やけがをしたときに安心して治療を受けられるよう、「子ども医療費助成」を行っています。 

原則として18歳までの市民が対象で、入院・通院ともに自己負担なしで保険診療を受診することができます。 

ただし、保険診療以外のものおよび消費税は助成対象にはなりません。

こども未来部子育て支援課 054-626-1137 https://www.city.yaizu.lg.jp/g04-003/012.html



愛知県 蒲郡市 住宅改修,住宅設備 空家リノベーション補助金

令和４年度から始まりました！ 

「蒲郡市空家・空き店舗バンク」に登録された物件を購入または賃借された方が、該当空家のリノベーション工事を行う費用を補助し

ます。 

※空家バンクに登録された住宅が対象で、店舗物件は対象外です。 

 

申込受付は令和４年７月１日（金）から開始します。 

 

■補助対象工事■ 

・補助金の申請手続き後、交付決定通知を受けてから着手した工事。 

・年度内に完了実績報告書が提出することができる工事。 

・住宅の外壁、屋根、床、内壁、天井の修繕や改修工事、給排水等設備の改修工事、テレワークを行うための通信環境整備工事など 

 

※新築・増築工事、庭木剪定等の植栽工事、家具・家電製品の購入・設置工事、カーテン・ブラインド等の設置、建物以外の工事（外

構、物置、車庫）は補助対象となりません。 

 

■補助対象者（個人に限る）■ 

（１）「空家・空き店舗バンク」に登録した物件を購入又は賃借した方（店舗は対象外） 

　　※賃借されている方は空家所有者の同意が必要です。 

（２）空家リノベーション工事等を行った後、当該空家を５年以上利活用することが見込まれる方。 

（３）市税等の滞納がない方 

 

■補助金額■ 

建築住宅課 0533-66-1132 https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kenchiku/akiyarenovationhozyo.html

愛知県 蒲郡市
子育て,出産,高齢者支援,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅設備
三世代同居･近居促進補助金

新たに親･子･孫による三世代で同居または近居をするために、居住誘導区域内において住宅を新築･リフォーム･購入等する方に、工事

や購入費の２分の１について、同居の場合は５０万円･近居の場合は２５万円を上限に補助します。 

　直近一年以内に同居または近居しておらず、子世帯は４５歳未満で中学生以下の子どものいる世帯、かつ親世帯は３年以上前から蒲

郡市内に住んでいる世帯が対象です。

建築住宅課 0533-66-1132 http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kenchiku/3sedai.html

愛知県 新城市 子育て 幼児教育・保育の無償化 ３歳児から５歳児の基本保育料は無償、給食費も免除します。 子ども未来課 0536-23-7622 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kosodate/kodomoen/mushouka.html

愛知県 新城市 健康・医療 新城市子ども医療費助成事業 入院医療費と通院医療費の自己負担分を中学校３年生まで全額助成します。 保険医療課 0536-23-7625 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kenko/fukushi-syogai/iryohi-jyosei/fukushi-iryo.html

三重県 津市 移住者限定支援,起業・就業 ふるさと就職新生活応援奨励金
市内の企業等に就職が決定し、市内へ転入した人が、新生活を始める際にかかる費用の一部として就職祝金を５万円交付。期間令和４

年４月１日から令和５年３月３１日まで。
津市商工観光部商業振興労政課 059-229-3114 http://www.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000008389/index.html

三重県 津市 起業・就業 ふるさと就職活動応援奨励金
県外に住む津市出身者が、市内の企業等へ就職活動を行う際にかかる交通費を上限５万円で交付。期間令和４年４月１日から令和５年

３月３１日まで。
商工観光部商業振興労政課 059-229-3114 http://www.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000008388/index.html

三重県 津市 健康・医療 骨髄移植ドナー支援事業 骨髄または末梢血管細胞の移植を行ったドナーとドナーが勤務する事業所に対して、助成金を交付します。 健康福祉部地域医療推進室 059-229-3372 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000000511/index.html

三重県 津市 住宅改修 津市木造住宅耐震化事業
昭和56年5月末以前に着工された木造住宅を対象に無料耐震診断、耐震補強計画補助事業（上限18万円）、耐震補強補助事業（上限100

万円）、木造住宅除却補助事業（上限30万円）を実施。
都市計画部建築指導課 059-229-3187 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000009275/index.html

三重県 津市 起業・就業
津市小規模事業資金融資等に係

る補給金

三重県信用保証協会の保証付き融資（小規模事業資金融資等）を受けて起業等を行う方に対して、その融資に係る保証料の全額を補

助。
経営支援課 059-236-3355 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1493090641450/index.html

三重県 津市 起業・就業 津市創業資金融資保証料補給金
三重県信用保証協会の保証付き融資（創業・再挑戦アシスト資金融資）を受けて起業等を行う方に対して、その融資に係る保証料の一

部を補助。
経営支援課 059-236-3355 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1493107975752/index.html

三重県 津市 起業・就業 津市創業資金融資利子補給金 株式会社日本政策金融公庫の融資を受けて起業等を行う方に対して、その融資に係る利子の一部を補助します。 経営支援課 059-236-3355 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1493107975752/index.html

三重県 津市 子育て
子ども医療費助成制度(0歳～中

学生)

０歳から中学生を対象に、医療機関等で支払った医療費(保険診療分)の自己負担相当額を助成。未就学児は県内に限り現物給付。※保護

者の所得制限有
健康福祉部保険医療助成課 059-229-3158 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000008304/index.html

三重県 津市 子育て,出産 妊産婦医療費助成制度
妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担相当額から1,500円を控除した額を助成（1つの医療機関で1か月単位で計

算。調剤薬局分は控除しない）。また健康診査費助成として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有
健康福祉部保険医療助成課 059-229-3158 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000008316/index.html

三重県 津市 結婚
津市少子化対策地域支援活動事

業

市内に活動拠点を有する団体が実施する、独身男女の出会いの場を提供する事業などを募集し、創意工夫のある優秀な企画を提案した

団体の事業に対して補助。（対象経費のうち上限10万円）
健康福祉部子育て推進課 059-229-3390 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1480657133050/index.html

三重県 津市 結婚 津市出会い応援事業

津市役所若手職員により構成されたプロジェクトチームが、独身男女の出会いを支援するイベントを自ら企画し、実施しています。 

また、結婚に関する相談会、婚活応援セミナー、企業向けセミナー等を開催し、「つながる支援」の構築と結婚しやすい環境づくりに

取り組んでいます。

健康福祉部子育て推進課 059-229-3390 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1568332677726/index.html

三重県 津市 住宅賃貸 移住支援制度

過疎地域への定住人口又は交流人口を増加させ、当該過疎地域の活性化を図るための、美杉住宅「コミュニティ・持経」及び「コミュ

ニティ・瑞穂」を設置し管理を行っている。 

家賃は３２，０００／月。

建設部市営住宅課久居分室 059-255-8853 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/genre/149602263580/index.html

三重県 津市 移住者限定支援,住宅改修
津市空き家有効活用推進事業補

助金

・リフォーム等補助金 

三重県外から津市への移住を目的として津市内の空き家・空き建築物を改修し、10年以上定住予定の場合、その改修工事費用を補助。

（工事費用の1/3、上限額100万円） 

 

・家財道具処分補助金 

津市空き家情報バンクにより成約した空き家の家財道具を処分する場合にその費用の一部を補助。（補助対象経費の２分の１、上限５

万円）

都市計画部都市政策課 059-229-3290 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/akiya/contents/1515492887453/index.html

三重県 津市 移住者限定支援,住宅改修
津市美杉地域空き家情報バンク

利用物件改修補助金

空き家情報バンクを利用して空き家を購入し、1年以内に補助申請をした方を対象に、浴室、トイレ、台所等の水回り部分の改修工事費

用を補助。（工事費用の1/2、上限50万円）
美杉総合支所地域振興課 059-272-8082 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000012117/index.html

三重県 津市 移住者限定支援,住宅改修
津市美杉地域移住促進のための

空き家リノベーション補助金

空き家情報バンクを利用して空き家を購入し、1年以内に補助申請をした方を対象に、当該空き家の水回り以外の部分の改修工事費用を

補助。（工事費用の1/3、上限100万円）
美杉総合支所地域振興課 059-272-8082 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000012117/index.html

三重県 鳥羽市 農業 鳥獣害対策事業補助金 農家を対象とし、鳥獣害防止に必要な電気柵、防護柵、防護網の購入にかかる費用の1/2（上限3万円）を補助。 農水商工課  農林係 0599-25-1230 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/norin/gyomu/nogyo_ringyo_suisan/nogyo/1608.html

三重県 鳥羽市 起業・就業 起業家育成支援セミナー事業
起業希望者に必要な知識を提供するセミナーを開催。本事業は国の認定による「鳥羽市創業支援事業計画」における特定創業支援事業

に位置付けられており、受講者には登録免許税軽減等の優遇措置あり。
農水商工課 0599-25-1156 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/shoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_sogyo/1797.html



三重県 鳥羽市 起業・就業
創業・再挑戦アシスト資金保証

料補給補助金

「三重県創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づき、県信用保証協会の保証を付した融資を受けた場合、保証料相当額について、

毎年、融資額元金の償還割合に応じて助成。
農水商工課 0599-25-1156 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/shoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_shien/2235.html

三重県 鳥羽市 子育て,健康・医療
中学3年生までの子どもの医療費

無料
義務教育終了（15歳になる年度末）までの子どもの医療費を助成。所得制限無し。 市民課 0599-25-1148 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/hoken_nenkin/gyomu/iryo_kenok/1/2657.html

三重県 鳥羽市 子育て 保育所２人目から無料保育料
保育所に在籍する３～５歳クラスの保育料が無料（副食費がかかります）。幼児が２人以上ある世帯について、２人目以降の保育料・

副食費無料化。
健康福祉課　子育て支援室 0599-25-1184 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/kosodate_shien/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_yochien/2345.html

三重県 鳥羽市 子育て とばっ子カード事業 とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることができる仕組み。 健康福祉課 0599-25-1184 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/kosodate_shien/gyomu/2/2899.html

滋賀県 東近江市 出産,健康・医療
大人の風しん予防接種費用の助

成
滋賀県風しん抗体検査の結果、医師より予防接種が必要と判断された方の費用の一部を助成。 健康推進課 0748-24-5646 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

滋賀県 東近江市 出産 不育症治療費助成 不育症治療費について、医療保険適用分の検査費と治療費の一部、また医療保険適用外の検査費の一部を助成。 健康推進課 0748-24-5646 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

滋賀県 東近江市 出産 不妊治療費助成 特定不妊治療費にかかる費用の一部を助成。 健康推進課 0748-24-5646 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

滋賀県 東近江市 出産 妊婦健康診査費用助成 妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成 健康推進課（母子保健係） 0748-23-5050 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

滋賀県 東近江市 住宅新築,住宅購入,住宅改修 空家バンク物件改修等補助金

空家バンクを介して取得した空家に居住する場合に、その空家の改修費又は解体再建築費の一部を補助。 

●補助額 

　対象経費の1/5（改修は上限２０万円、建替は上限５０万円） 

　※住まいる事業補助金と併用不可

住宅課（空家対策推進係） 0748-24-5669 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

滋賀県 東近江市 起業・就業 移住就業支援補助金

東近江市内への移住に関して、滋賀県と共同して行う移住就業支援事業の移住、就業、世帯にかかるいずれの要件にも該当する者に対

して補助。 

●補助額 

　世帯員が2人以上　100万円 

　単身世帯　60万円

商工労政課 0748-24-5565

滋賀県 東近江市 移住体験 移住推進ツアー
移住に関心を持つ人を対象に、東近江市の魅力や暮らしを体験できるツアーを開催。 

※新型コロナウイルス感染症の状況による。
企画課 0748-24-5610

滋賀県 東近江市 子育て 多胎児家庭サポート事業
多胎児を養育している保護者に対して、支援員等を派遣し、心身の負担を軽減する。利用期限は多胎児が３歳に達する日の前日まで。

（ただし、市の実施する３歳６か月児健康診査の受診日は利用可能）
健康推進課（母子保健係） 0748-23-5050

滋賀県 東近江市 子育て 産後ケア事業

産後1年未満の母親と乳児を対象とし、心身のケアや育児のサポートを受けることができる。 

●短期入所型：助産所や産科医療機関などに宿泊し、心身のケアや授乳や育児の指導や相談を受ける。 

●通所型：助産所や産科医療機関に通所し、心身のケアや授乳や育児の指導や相談を受ける。 

●居宅訪問型：助産師が訪問し、心身のケアや授乳や育児の指導や相談を受ける。

健康推進課（母子保健係） 0748-23-5050

滋賀県 東近江市 出産
多胎妊婦健康診査受診費用の助

成

多胎妊婦に妊婦健康診査基本受診券4,000円分を5枚、超音波検査券5,300円分を2枚追加交付し、頻回となる健診の受診費用助成を行

う。
健康推進課（母子保健係） 0748-23-5050

滋賀県 東近江市 結婚 婚活サポート事業 登録者に対してマッチングの場を設け、未婚男女の婚活サポートを行う。 企画課 0748-24-5610 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業 移住推進団体事業補助
東近江市内に拠点を置くスポーツ、文化、まちづくり団体などが、市内で住み、市内で働き市内で活動する移住者を計画的に受け入れ

る場合に、その定住移住事業に対して団体に補助。
企画課 0748-24-5610

滋賀県 東近江市 移住体験 田舎暮らし体験住宅 東近江市内での暮らしを体験、実感してもらうため体験住宅を用意。 企画課 0748-24-5610 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 移住体験 オーダーメイド移住体験 移住希望者の具体的な要望に応じたオーダーメイド型の移住体験を実施。 企画課 0748-24-5610

滋賀県 東近江市 起業・就業,農業
新規就農者育成総合対策（経営

開始資金）
50歳未満の認定新規就農者に、経営が安定するまでの間、最長３年間、年間最大150万円を交付。 農業水産課 0748-24-5561 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業,農業
次世代担い手確保・育成支援資

金

機械設備を購入・修繕する新規就農者に対して必要経費の一部を補助。 

●補助額 

　対象経費の1/3（上限50万円～200万円　※補助対象により異なる）

農業水産課 0748-24-5561 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業,農業 新規就農マッチング事業
愛東・湖東地域では、地元のＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部と連携し、非農家や市外出身の就農希望者に、後継者を求める農家や集落

を紹介。農地、施設・機械、住居（空き家）のマッチング、技術研修（果樹の場合）を行い、新規参入や第三者継承を支援。
農業水産課 0748-24-5561 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業,農業 就農相談 市、県、ＪＡ、農業委員会、地域商社（㈱東近江あぐりステーション）等の関係機関が連携して、就農相談に対応。 農業水産課 0748-24-5561 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業
東近江市しごとづくり応援セン

ター
就労を市内で希望する者と東近江市内の事業所を職場見学、体験実習を通してマッチングをサポートする。 商工労政課 0748-24-5565 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業 就職面接会 市内で就職を希望する若年層の就職希望者と市内事業所との面談の場を提供するための面接会を開催。 商工労政課 0748-24-5565 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業
中心市街地商業等空店舗再生支

援事業補助金

6箇月以上利用されていない中心市街地の商業集積地以内（八日市駅前）で空店舗を活用し事業を行う者に対して、改修等に必要な費用

の一部を補助。 

●補助額 

　対象経費の1/2（上限300万円）

商工労政課 0748-24-5565 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 起業・就業 空店舗改修支援事業補助金

6箇月以上利用されていない物件を活用して、新店舗を出店する事業者に対して、改修に必要な費用の一部を補助。 

●補助額 

　対象経費の1/2（上限100万円）

商工労政課 0748-24-5565 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成 小学１年生から中学３年生の通院・入院医療費の自己負担の一部を助成。 保険年金課 0748-24-5631 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て,健康・医療 乳幼児医療費助成 ０歳から小学校入学前までのお子さんの通院・入院医療費の自己負担を助成。 保険年金課 0748-24-5631 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て 多子世帯への保育料軽減

保育料軽減 

●支援内容 

　第3子以降の保育料を、兄弟の年齢にかかわらず、世帯の所得により無料または半額に軽減

幼児課 0748-24-5647 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て 病児・病後児保育
保護者が勤務している場合等で、児童が病気の際に自宅での保育が困難な場合、市内３箇所（八日市、愛東、能登川）の病児保育室に

て一時的にその児童を保育する。
幼児課 0748-24-5647 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て 見守りおむつ宅配便
1歳未満の乳児を養育しているご家庭に、月額1,500円相当のおむつ等を毎月宅配するとともに、見守りや子育ての悩みや相談に応じて

いる。
子育て支援センター 0748-22-8021 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て
「赤ちゃん広場」（赤ちゃんと

ママ、妊婦さんが集う場）
１歳未満児と保護者が身長・体重を計測したり、日々の困りごとを保育士・助産師に相談することができる。 子育て支援センター 0748-22-8021 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 住宅購入,住宅賃貸 空家バンク 東近江市内の空き家を所有されている方と、空き家を使いたい方がマッチングできる仕組。 住宅課（空家対策推進係） 0748-24-5669 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html



滋賀県 東近江市 住宅改修
住まいる事業補助金（市民定住

住宅リフォーム事業）

自己所有の住宅を東近江市内の施工業者を利用して改修される場合に改修費の一部を地域商品券で補助。 

●補助額 

　対象経費の1/10（上限15万円）

住宅課(住宅政策係） 0748-24-5652 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 子育て,住宅購入
住まいる事業補助金（市民子育

て住宅取得事業）

令和4年1月1日時点で東近江市に住民票を置いており、0歳から中学校修了前の子どもがいる世帯が住宅を取得される場合に取得費の一

部を地域商品券で補助。（申請者は40歳未満であること。） 

●補助額 

　対象経費の1/5（上限20万円）

住宅課 0748-24-5652 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 住宅新築,住宅購入
住まいる事業補助金（Ｕターン

者住宅取得事業）

東近江市外から転入してくる世帯で、過去に東近江市内に居住していた世帯又は父母若しくは祖父母（義父母・義祖父母も可）が現在

も東近江市内に居住している世帯が住宅を取得される場合に取得費の一部を地域商品券で補助。 

●補助額　対象経費の1/5（上限20万円）

住宅課（住宅政策係） 0748-24-5652 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 東近江市 住宅新築,住宅購入
住まいる事業補助金（市民結婚

新生活支援事業）

令和4年1月1日以降に婚姻届が受理され婚姻日の年齢がいずれも39歳以下で、世帯所得が400万円未満の世帯が住宅を取得される場合に

取得費の一部を補助。 

●補助額 

　対象経費の10/10（29歳以下の世帯は上限60万円） 

　　　　　　　　　　　　 （30歳から39歳以下の世帯は上限30万円）

住宅課(住宅政策係） 0748-24-5652 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/category/15-0-0-0-0.html

滋賀県 彦根市 結婚 彦根市結婚新生活支援補助金

彦根市では移住・定住人口の増加を図るため、結婚に伴い、移住される方に対し、住居費やリフォーム費用、引越し費用などを補助し

ます。 

 

◆主な要件 

・令和4年3月1日～令和5年2月28日の間において婚姻の届出が受理されている 

・婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下 

・交付申請の時点における夫婦の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一である 

・本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でない 

・夫婦の双方または一方が、過去1年間、彦根市および周辺市町に住んでいない 

・夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思がある 

・夫婦の所得を合算した金額が400万円未満 

 

◆補助金額 

1世帯当たり30万円 

（婚姻時における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は60万円） 

 

※詳しくは彦根市ホームページをご覧ください

企画課 0749-30-6101 https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/6/kekkonnshienn/10619.html

滋賀県 彦根市 奨学金
移住・定住促進 奨学金返還支援

補助金

市内大学（滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学）の卒業生の移住・定住を支援するため、下記の事業を行っています。 

 

◆対象（要件すべてに当てはまる方） 

・彦根市内の大学（滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学）を卒業している　※滋賀大学は彦根キャンパスの学部、大学院が対象 

・在学中に奨学金の貸与を受け、返還している(これから返還を開始する) 

・彦根市内に居住し、市内の事業所に勤務している(起業する場合も可)　※公務員を除く 

・最初の申請時に30歳以下の方 

 

◆補助内容 

補助額：1万円/月(上限)　　　補助期間：2年間(24か月分) 

2年間で最大24万円 

 

※詳細は彦根市HPをご覧ください

企画課 0749-30-6101 https://www.city.hikone.lg.jp/ijyu/shien/hojyokin/16258.html

滋賀県 彦根市 住宅改修,住宅設備
彦根市地域経済対策リフォーム

事業

市内業者（市内に本社がある法人または、市内に事業所もしくは住民登録がある個人の施工業者）を利用し、市内で住宅の改修等をし

た場合に、その経費の一部を助成します。 

 

◆対象者 

交付申請時において次の要件に該当している方 

(1) 申請する市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしている 

(2) 市税の滞納がないこと 

 

◆助成金額 

助成対象工事経費の10％で、最高10万円（千円未満切捨て） 

 

※詳細は彦根市ホームページをご覧ください

産業部地域経済振興課 0749-30-6119 https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/3/renovation/14505.html



滋賀県 彦根市 住宅新築,住宅購入 移住促進住宅取得費補助金

彦根市では、移住を促進し定住人口の増加を図るため、市外(周辺市町を除く)からの移住者が、市内に住宅を取得（新築または購入）し

て居住する場合、取得費用の一部を補助しています。 

 

◆主な要件 

・45歳以下 

・周辺市町（長浜市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）以外からの移住者 

・3世代同居または18歳以下の子ども2人以上がいる 

・過去1年間、彦根市および周辺市町に住んでいない 

・工事請負／売買契約前に市窓口で事前相談をしている 

 

◆補助金額 

補助対象経費の10分の1相当額（上限50万円） 

 

※詳しくは彦根市ホームページをご覧ください。

企画課 0749-30-6101 https://www.city.hikone.lg.jp/ijyu/shien/hojyokin/12998.html

滋賀県 日野町 農業 日野町新規就農者資材補助 農薬・肥料の購入費用と補助（補助率1/3、上限20万円、補助期間2年間まで） 農林課 0748-52-6563

滋賀県 日野町 起業・就業,農業 日野町新規就農者支援事業
日野町に居住し、町内で農業経営をはじめようとする認定新規就農者に対し、経営開始から農業次世代人材投資事業の給付を受ける前

月までの間、最長3年間、月額3万円を給付。
農林課 0748-52-6563

滋賀県 日野町 まちづくり活動,移住体験,教育,農業 日野町都市農村交流事業 都市部の学生を中心に、農泊を実施し、農村生活体験を通じて心の交流を図っています。 商工観光課　商工観光担当 0748-52-6562 https://www.omi-hino.jp/

滋賀県 日野町 農業 日野町農業次世代人材投資事業 50歳未満の新規就農した方に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間最大150万円を給付。 農林課 0748-52-6563

滋賀県 日野町 起業・就業 日野町創業支援事業

日野町で新たに創業しようとする方に、次の支援を実施。 

●家賃補助事業 

・創業者：家賃月額の1/2以内（上限月額3.5万円・最大12か月分） 

・創業塾等受講者：家賃月額の1/2以内（上限月額5万円・最大12か月分） 

●店舗改修費補助事業 

・創業者：補助対象経費の1/4以内（上限35万円） 

・創業塾等受講者：補助対象経費の1/4以内（上限50万円） 

※創業塾：商工会が開催する創業セミナー

商工観光課　商工観光担当 0748-52-6562 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=4008

滋賀県 日野町 子育て
（日野町）つどいのひろば「ぽ

けっと」

親子が楽しく遊んで過ごせる場の提供。おしゃべりしたり、相談したりして交流する場にもなっています。同じくらいの月齢の赤ちゃ

んの集まりや、同年齢の子どものサークルなどもあります。
子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category_list.php?frmCd=29-5-1-0-0

滋賀県 日野町 子育て,教育
日野町子育て・教育相談セン

ター
子育て・教育に関する相談や支援、検査等を実施。 学校教育課　日野町子育て・教育相談センター 0748-53-3838 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=133

滋賀県 日野町 奨学金 （日野町）奨学金制度

日野町に居住する方で経済的理由のために修学が困難な方に対し、学費を貸与。 

●貸与金額 

　高等学校等　月額10,000円以内 

　大学等　月額20,000円以内

学校教育課　学校教育担当 0748-52-6564 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=131

滋賀県 日野町 子育て （日野町内）子育てサロン
各地区の公民館を会場に子育てサロンスタッフと地区社協等が連携して開催し、お子さんを遊ばせながらおしゃべりしたり、地域の人

と交流。
子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmld=6257&frmCd=29-5-5-0-0

滋賀県 日野町 子育て
（日野町）ファミリーサポート

センター
子育ての手伝いをしてほしい人と子育てを協力できる人が会員登録し、会員同士が子育てを応援しあう組織。(有料) 子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category_list.php?frmCd=29-5-6-0-0

滋賀県 日野町 子育て
（日野町）放課後児童クラブの

減免

生活保護世帯、準要保護世帯、兄弟姉妹の放課後児童クラブの負担金を支援。 

●支援内容 

　兄弟姉妹は2人目以降3,000円の減額 

　生活保護世帯および準要保護世帯は負担金月額3,000円

子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583

滋賀県 日野町 子育て
（日野町内）幼稚園・保育所・

認定こども園の延長保育

【幼稚園】 

　日野幼稚園は通常の保育時間～16:30まで 

　必佐幼稚園は7:30～通常の保育時間および通常の保育時間～18:00まで 

【保育所】 

　町立の保育所・認定こども園は7:30～18:30（あおぞら園鎌掛分園は18:00まで、こばと園は19：00まで） 

　私立の保育所は7:00～19:00

子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category_list.php?frmCd=29-6-0-0-0

滋賀県 日野町 子育て （日野町）一時保育

保護者の方の病気などにより一時的に保育を必要とする場合などの時に利用可能。 

●利用料金 

3歳未満児：１日2,800円、半日2,000円 

3歳以上児：１日2,000円、半日1,500円 

※給食・おやつ代を含む

子ども支援課　子ども支援担当 0748-52-6583 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5599

滋賀県 日野町 健康・医療 こどもの医療費助成制度 0歳から中学校卒業までの通院・入院医療費の自己負担分を無料化。 住民課　保険年金担当 0748-52-6584 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents.detail.php?co=kak&frnld=1188

滋賀県 日野町 出産
日野町妊婦健康診査費用等助成

制度
標準的な妊婦健康診査等の費用を助成。 福祉保健課　保健担当 0748-52-6574 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1839

滋賀県 日野町 出産 日野町不妊治療助成制度 不妊治療を安心して受けていただけるよう、費用の一部を助成。 福祉保健課　保健担当 0748-52-6574 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=2270



滋賀県 日野町 住宅改修 日野町住宅リフォーム促進事業

日野町内で自らが所有し、居住している住宅について、町内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、助成を行います。 

また、自ら所有し、かつ居住するために空き家のリフォームを行い、申請年度内に転入・転居した場合にも、その経費の一部を助成し

ます。 

●補助額 

　・リフォーム 

　　対象経費の10％（上限10万円） 

　　ただし、転入・転居する方が空き家をリフォームする場合20％（上限20万円） 

　・太陽光発電システム設置 

　　太陽電池モジュール1ｋｗあたり3万円 

　　（リフォームと太陽光発電システム設置の合計の上限10万円） 

　※町指定の商品券で助成します。

商工観光課　商工観光担当 0748-52-6562 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category_list.php?frmCd=27-3-12-0-0

滋賀県 日野町 住宅購入,住宅賃貸
日野町空き家・空き地情報登録

制度

日野町空き家・空き地情報登録制度に登録された「空き家・空き地物件」を、日野町に住もうと考え登録されている「利用希望者」に

紹介します。
企画振興課　企画人権担当 0748-52-6552 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category_list.php?frmCd=27-9-2-0-0

京都府 南丹市 子育て 病児保育事業

病気やケガなどの児童で、保育所等での集団生活が困難であり、かつ、保護者が仕事など家庭で保育できない場合に、病児保育室「ひ

まわり」※で児童を一時的にお預かりします。 

（※京都中部総合医療センター内）

子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/%e7%97%85%e5%85%90%e4%bf%9d%e8%82%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad/

京都府 南丹市 農業

農業へ参入しようとする者の農

地取得を容易にするための別段

面積に関する規程

下限面積要件を引き下げることにより、農業へ参入しようとする方の農地取得を容易にし、新規就農者やＵターン、Ｉターンの方の移

住定住を促進するとともに、遊休農地の発生防止や解消を図ります。
農業委員会事務局 0771-68-0067 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/gove/145/004/000/index_91406.html

京都府 南丹市 健康・医療
国民健康保険短期人間ドック利

用助成事業

南丹市国民健康保険被保険者の方を対象に、生活習慣病の予防と早期発見・治療のため人間ドック検査料（基本健診部分）の一部を助

成します（年度内で１人１回限り）。 

自己負担額は各指定医療機関の基本健診費用の３割相当分となりますが、当該年度内に満30歳、満40歳、満50歳、満60歳に到達される

被保険者の方、または前年度に一度も医療機関で受診されなかった世帯に属する方は、基本健診部分の自己負担金が無料となります

（オプションは全額自己負担）。

市民課 0771-68-0011 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/107/001/000/index_91134.html

京都府 南丹市
結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸
結婚新生活支援事業 新婚世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得費・住宅リフォーム費・住宅賃借費・引越費を予算の範囲内で補助。 地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_90596.html

京都府 南丹市 移住者限定支援,起業・就業 南丹市移住支援金 東京23区などから移住し、本制度の登録企業に就業された方に対して、移住支援金を予算の範囲内で交付。 商工課 0771-68-1008 https://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2022/04/220401_guidebook.pdf#page=17

京都府 南丹市 起業・就業
特定創業支援等事業（創業セミ

ナー）

ビジネスプランの作り方や売れる仕組みづくり、資金のことなど、新規起業に必要な知識やポイントを学べる創業セミナーを年4回実

施。
商工課 0771-68-1008 https://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2022/04/220401_guidebook.pdf#page=39

京都府 南丹市 起業・就業 起業者販路開拓支援事業 自らの製品やサービスなどを周知するため、展示会などに参加する起業者に対して、出展に必要な経費を予算の範囲内で補助。 商工課 0771-68-1008 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/003/000/index_75194.html

京都府 南丹市 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 定住促進サポートセンター
移住希望者や空き家所有者からの相談対応、空き家バンク物件の紹介などを行っており、南丹市に住みたい方を地域につなぐ役割を

担っています。
地域振興課 0771-68-1616 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76515.html

京都府 南丹市 高齢者支援,介護 家族介護慰労事業
介護保険において、要介護4または5に認定された方を介護保険のサービスを利用しながら在宅で6カ月以上介護している同居家族の方に

対し慰労金を支給。（年額80,000円、市民税非課税世帯）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 健康・医療,高齢者支援,介護 介護用品支給事業
介護保険において、要介護4または5に認定された方を在宅で介護している家族の方に対し、紙おむつ、尿とりパッド、おしりふき、防

水シートの購入にかかる介護用品代を助成。（年額75,000円以内、市民税非課税世帯）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市
健康・医療,高齢者支援,介護,障がい者支援,住

宅設備
老人日常生活用具給付事業 心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要な一人暮らし高齢者などに対し、日常生活用具 （電磁調理器など）を給付又は貸与する。 高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 高齢者支援,介護,障がい者支援 訪問理美容サービス事業
在宅で寝たきりや認知症等の高齢者および障がいのある方を対象に、一般の理美容院に出向くことが困難な方について、居宅で理美容

サービスが受けられるよう理美容師の出張に要する費用の一部を助成。
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 まちづくり活動,高齢者支援 高齢者等除雪対策事業
自力での除雪が困難な高齢者世帯等に対し、住居敷地内の歩行を可能とする範囲の除雪、屋根からの落雪に伴う住居周囲の除雪、住居

屋根の雪下ろし作業等の経費の一部を助成。（地域限定）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 高齢者支援 敬老祝い事業 米寿(８８歳）の方に記念品、白寿（９９歳）を迎えられた方に祝金と記念品を贈呈。 高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 健康・医療,高齢者支援,介護,障がい者支援 外出支援サービス事業
一般の公共交通機関を利用して外出することが困難な高齢者や心身に障がいのある方を医療機関及び院外薬局へ送迎をする。（自己負

担あり）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 健康・医療,高齢者支援 あんしん見守りシステム事業
一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を対象に、固定電話に緊急通報装置を設置し、２４時間３６５日専門スタッフが常駐するセンターと

繋がり日常の健康相談や急病時などに近隣協力員の協力を得て対応。（自己負担あり）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 健康・医療,高齢者支援 「食」の自立支援事業
一人暮らし高齢者や高齢者世帯、または、心身に障がいのある方で自力での調理が困難な方に対し、栄養バランスに配慮した食事を定

期的に提供するとともに、配達時に安否確認を行う。（自己負担あり）
高齢福祉課 0771-68-0006 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/005/000/index_1855.html

京都府 南丹市 住宅設備
薪ストーブ及び木質ペレットス

トーブ購入補助金
薪ストーブ及び木質ペレットストーブの購入（本体のみ）に要する経費の１／４補助。　（上限額１０万円） 環境課 0771-68-0085 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_10647.html

京都府 南丹市 まちづくり活動 生ごみ堆肥化容器等購入補助金 生ごみ堆肥化容器等購入費の１／２補助。上限額は生ごみ堆肥化容器は4,000円、生ごみ堆肥化処理機は20,000円。 環境課 0771-68-0085 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/001/000/index_10643.html

京都府 南丹市 住宅設備
住宅用太陽光発電システム設置

事業費補助金
自らが居住する住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置した個人に対する補助。 環境課 0771-68-0085 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_87794.html

京都府 南丹市 農業
農業経営チャレンジ支援事業集

落タイプ

新規就農希望者を対象に、技術習得から就農までを実践的な研修（最長２年間）を通して、地域で一貫して支援し、将来の地域農業の

担い手として育成します。研修期間中の農地や農業用機械・施設の賃借料、技術指導者への謝金等の研修にかかる費用を助成します。
農業推進課 0771-68-0060 http://www.city.nantan.kyoto.jp/agriportal/understand/system-understand/%e6%8b%85%e3%81%84%e6%89%8b%e9%a4%8a%e6%88%90%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e8%be%b2%e5%a0%b4%e6%95%b4%e5%82%99%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad

京都府 南丹市 農業 農業次世代人材投資事業
次世代を担う農業者となることを目指す50歳未満の新規就農者に対して、研修期間や経営が安定するまでの間、年額最大150万円の資金

を交付します。（①準備型：最長2年間、②経営開始型：最長5年間）。
農業推進課 0771-68-0060 http://www.city.nantan.kyoto.jp/agriportal/support/system-support/%e8%be%b2%e6%a5%ad%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%8b%e6%a5%ad

京都府 南丹市 健康・医療,障がい者支援 重度心身障害老人健康管理事業
後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1～4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額以

下の方について、かかった保険医療費の自己負担額を市が負担します。
社会福祉課 0771-68-0007 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/001/000/index_20049.html

京都府 南丹市 健康・医療,障がい者支援 福祉医療費支給事業
後期高齢者医療制度の被保険者でない身体障害者手帳1～4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額

以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額の全部または一部を市が負担します
社会福祉課 0771-68-0007 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/001/000/index_20049.html

京都府 南丹市 子育て 養育支援訪問事業
特に養育の支援が必要とする世帯に対して、訪問支援員を派遣し、子どもの世話や家事など必要な支援を行う。（時間あたり７００円

減免措置あり）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e8%a8%aa%e5%95%8f%e4%ba%8b%e6%a5%ad/

京都府 南丹市 子育て,出産 産前・産後サポート事業
妊産婦やその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩みについて、保健師、看護師、子育て経験者及びシニア世代等による相談支

援を行うとともに、必要な家庭には家事支援や育児支援を行う。
保健医療課 0771-68-0016 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e7%94%a3%e5%89%8d%e3%83%bb%e7%94%a3%e5%be%8c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/



京都府 南丹市 子育て,健康・医療
京都/南丹市子育て支援医療費助

成制度

0歳から中学校卒業までの児童を対象に、入院・通院にかかる医療費（保険診療分）を助成。1ヶ月1医療機関200円の負担で医療を受け

られる制度。
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%8d%97%e4%b8%b9%e5%b8%82%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/

京都府 南丹市 子育て,健康・医療 すこやか子育て医療費助成制度
中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日（高校生の場合は19歳に達する日以降最初の3月31日）までの児童を対象に、入院・通院にか

かる医療費のうち、1ヶ月1医療機関につき800円を差し引いた額を助成。
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%8d%97%e4%b8%b9%e5%b8%82%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/

京都府 南丹市 子育て,教育,就学 入学祝金
市の区域に居住している方を対象に、子どもの小・中学校入学を祝福し、祝金を支給。（小学校入学：30,000円、中学校入学：40,000

円）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%a5%e5%ad%a6%e7%a5%9d%e9%87%91/

京都府 南丹市 子育て 児童トワイライトステイ事業
保護者の仕事などが恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在となるため、家庭における生活が困難となった子どもを施設に一定期間通

所させる。1人1日当たり750円（休日1,350円）（減免措置あり）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e4%ba%8b%e6%a5%ad/

京都府 南丹市 子育て 児童ショートステイ事業
保護者の疾病などの社会的な理由によって、家庭における養育が一時的に困難となった子どもを施設に一定期間入所させ養育を行う。2

歳未満5,350円、2歳以上2,750円（減免措置あり）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e4%ba%8b%e6%a5%ad/

京都府 南丹市 子育て 子育て手当
市の区域に居住する5歳未満の子どもを養育している方を対象に、手当を支給。（第1子：2,000円、 第2子：3,000円、 第3子以降：

5,000円）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e6%89%8b%e5%bd%93/

京都府 南丹市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター

子育ての援助を受けたい依頼者と援助をしたい援助者がそれぞれ会員登録し、センター事務局を橋渡し役として、会員同士が地域の中

で子どもの世話を有料で援助し合う。（時間当たり平日700円、土日祝日800円、減免措置あり）
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e4%ba%8b%e6%a5%ad/

京都府 南丹市 子育て 子育てすこやかセンター
「親子の育ちの場」 として、親子が気軽に集いコミュニケーションを図るとともに、遊びや触れ合いを通じて子育てに関するさまざま

な悩みの相談に応じる。
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/commu/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%81%99%e3%81%93%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/

京都府 南丹市 出産 子宝祝金
出産したときに市の区域に居住している方を対象に、出生児1人につき、第1子の場合は50,000円、第2子の場合は100,000円、第3子以降

の場合は200,000円を支給。
子育て支援課 0771-68-0017 http://nobinobi.nancla.jp/seido/114-2/

京都府 南丹市 まちづくり活動,住宅改修,住宅設備 企業連携移住促進事業
定住促進を推進する地域において、企業や地域団体が移住者向けの社員寮・賃貸住宅などを整備する場合、その整備費・設計費を補

助。
地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_41421.html

京都府 南丹市
移住者限定支援,起業・就業,住宅改修,住宅設

備
移住者起業支援事業

定住促進を推進する地域の空き家など既存施設を活用し、移住者または代表者が移住者である法人が起業するために必要な改修や整備

を行う場合、その改修費・敷地整備費・設備機器整備費・設計費などを補助。
地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_39620.html

京都府 南丹市 子育て,引っ越し,住宅改修,住宅設備 子育て応援住宅支援事業 子育て世帯（移住者以外も含む）が、多子世帯の居住または三世代の同居・近居に必要な住宅改修を行う場合、その改修費を補助。 地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_41465.html

京都府 南丹市 起業・就業
サテライトオフィス誘致事業者

等支援事業
市内の空き家等をサテライトオフィスとして活用する企業等に対し改修費等を補助。 商工課 0771-68-1008 https://www.nancla.jp/wp-content/uploads/2022/04/220401_guidebook.pdf#page=41

京都府 南丹市 引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修 Ｕターン者住宅購入等支援事業
市内において住宅を購入、新築または改築を伴いＵターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会が発行する商品券を複数年にわたり

交付。
地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_74436.html

京都府 南丹市
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅設備,住宅賃貸
移住促進事業 定住促進を推進する地域において、地域が求める人材の該当者が空き家を改修し定住する際の改修費を補助。 地域振興課 0771-68-0019 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76525.html

京都府 南丹市 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家バンク 空き家を売りたい、貸したい方（物件所有者）から登録された空き家の情報を、空き家の利用を希望する方（利用希望者）に紹介。 地域振興課 0771-68-0019 https://www.nancla.jp/sumai/bank/

京都府 南山城村

まちづくり活動,移住者限定支援,起業・就業,

農業,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸

南山城村への移住相談は移住交

流スペース「やまんなか」へ

移住交流スペース「やまんなか」は、南山城村への移住を希望する方と地域とのマッチングや、移住前後の方に役立つ村暮らし情報を

発信する総合窓口です。 

2名の移住交流推進員が運営していて、地域の紹介や物件案内のほか、村の内と外をつなぐ交流の場として各種体験イベントを実施して

関係人口の創出・拡大を目指しています。 

Wi-Fi環境がありコワーキングも可能です。 

　開館日：水・金・土　10:00～16:00　※祝日は休館 

　電　話：0743-94-0666　※スタッフ不在時は産業観光課に転送されます

産業観光課 0743-93-0105 https://murapura.com/guide/

京都府 南山城村 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
南山城村田舎暮らし定住促進奨

励金

南山城村に定住を目的として住宅を取得（賃貸借）した子育て世帯及び転入者を対象に、予算の範囲内で奨励金を交付しています。 

　◎子育て世帯･･･45歳以下で18歳未満の子ども（妊娠中も対象）と同居し養育する世帯 

　◎転入者　　･･･転入した60歳未満の世帯で、過去2年間、南山城村に居住していない世帯方 

詳しくは南山城村ホームページにある制度紹介ページをご覧ください。

産業観光課 0743-93-0105 https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000000966.html

京都府 南山城村 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 南山城村空き家バンク制度

村内の空き家を有効活用することで移住・定住を促進し、地域活動の維持と活性化を図ることを目的とした制度です。 

南山城村への移住を希望される方で物件をお探しの場合は、南山城村ホームページにある空き家バンクページをご覧ください。 

ご希望の物件がある場合は、利用申込書により利用者登録をする必要があります。利用登録後、ご希望物件の内覧が可能です。 

空き家バンク契約アドバイザー（不動産専門人材）を配置しているので、物件や契約条件などについて無料で何でも気軽に相談できま

す。

産業観光課 0743-93-0105 https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000001383.html

京都府 与謝野町 移住者限定支援
休日の移住相談窓口を開設して

います

Web会議システムZoom（ズーム)を利用して、お好きな場所から移住に関する制度はもちろん、「仕事」や「起業」「地域コミュニ

ティ」など与謝野町の暮らしについてご相談いただけます。 

まずはお気軽にお問い合わせください。 

 

連絡先 

与謝野町移住支援窓口-364-（株式会社ローカルフラッグ） 

土曜、日曜及び祝日　10：00～16：00 

TEL　　080-8713-5112 

E-MAIL　　info@yosano364.com 

URL　https://note.com/364yosano

観光交流課 772439016 https://www.town.yosano.lg.jp/culture/emigration-community/emigration/entry_273/



大阪府 泉南郡熊取町 通勤・通学 社宅誘致支援

熊取町内に従業員の居住を目的とした住居を、新たに取得した法人に対して、その費用の一部を助成します。 

補助金額は、入居戸数１戸につき、１５万円（限度額は１法人につき３００万円）となります。 

令和３年度からは、より多くの法人様にご活用いただけるよう制度の見直しを図りましたので、ぜひご検討ください！ 

 

■補助金額 

入居戸数１戸につき、１５万円（補助限度額は１法人につき３００万円） 

※事前にご相談ください。 

 

■社宅の要件 

・補助対象住宅は、補助対象者が補助対象期間内（1月～12月末）において、新たに所有もしくは賃借したものであること。　※入居戸

数に制限はありません。 

・補助対象者が住民税の特別徴収義務者となる従業員が、対象期間となる年の翌年1月1日において住民登録し、かつ、居住しているこ

と。 

 

■補助対象経費 

・社宅を所有する場合に対象となる経費　※施設の維持管理に要する費用（電気・ガス・水道料金、管理に要する費用等） 

・社宅を賃借する場合に対象となる経費　※賃借に要する費用（家賃、共益費等） 

・共通で対象となる経費　※入居に要する費用（引越し費用、不動産仲介手数料等） 

 

※対象となる要件や制度の詳細は、お問い合わせいただくか、熊取町ホームページをご覧ください。

総合政策部企画経営課 072-452-9016 https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kikaku/seisakukikaku/kurashi/tennyusokushin/1521686217585.html

大阪府 泉南郡熊取町 引っ越し,住宅新築,住宅購入 三世代近居等支援制度

熊取町では、子世帯が、親世帯と３世代で近居や同居をするために、町内で住宅（中古住宅含む。床面積50㎡以上の住宅が対象。）を

取得した場合に、10万円を補助する制度を、令和３年４月１日から実施しています。 

　この機会にぜひ熊取町への転入定住をご検討ください！ 

 

■対象となる住宅（次の要件をすべて満たす住宅） 

・令和３年１月２日から令和６年１月１日までの間に、３世代近居等をするために新たに取得した新築住宅及び中古住宅（贈与または

相続により取得したもの、借家の用に供するものを除く。） 

・子世帯が居住するための住宅 

・専用住宅（併用住宅も可） 

・居住部分の床面積が５０㎡以上の住宅 

 

■対象者の要件 

・３世代近居等をする親、子、孫いずれの方も基準日において熊取町に住民登録をしていること 

・３世代近居等をする親、子、孫いずれかの方が対象住宅を所有する納税義務者であること 

・基準日において、３世代近居等をする子世帯が中学生以下の子どもを扶養する世帯、または子世帯の夫婦いずれもが４０歳以下であ

ること 

・対象住宅の所有者及び居住者に町税等の滞納がないこと 

※基準日：対象住宅を取得した日の属する年の翌年の１月１日 

 

※対象となる要件や制度の詳細については、お問い合わせいただくか、熊取町ホームページをご覧ください。

総合政策部企画経営課 072-452-9016 https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kikaku/seisakukikaku/kurashi/tennyusokushin/1617012597066.html

大阪府 阪南市 教育 英語教育

加速度的に進むグローバル化の中で、世界共通語である英語力の向上は喫緊の課題となっています。「英語をもっと使いたい」と思え

る子どもの育成と、わくわくしながら、積極的に英語を用いてコミュニケーションを図れるよう、英語教育の充実として、児童生徒に

対して、外国語を通した言語、文化への理解やコミュニケーション能力などを段階的に養うため、小中学校で行われる外国語活動及び

外国語科の授業、また幼稚園などで行われる英語を活用した行事等に参加する外国語指導助手（ALT）を配置しています。

学校教育課 072-471-5678

大阪府 阪南市 起業・就業,通勤・通学
テレワークプレース（サラダス

テーション）

テレワークなど、多様な働き方のニーズに応え、地域社会の活力向上を図るために、阪南市テレワークプレース「サラダステーショ

ン」を、市役所地下に設置しています。
シティプロモーション推進課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/mirai/promotion/sarada_station/index.html

大阪府 阪南市 起業・就業
起業創業支援事業（バウ

チャー）補助金
市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部を交付します。 まちの活力創造課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/mirai/mkatsu/syoukougyou/sougyou/1435113429778.html

大阪府 阪南市 住宅購入 空家等利活用相談会を開催
「空家を活用（売却・賃貸）して、利用してもらいたい。」、「空き家を活用（購入・賃貸）して、利用したい。」など、「空家」の

利活用について、専門家による相談会を開催します。
都市整備課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/akiyataisaku/1589962051791.html

大阪府 阪南市 移住者限定支援,住宅購入
空き家バンク活用促進事業補助

金
空き家バンクに登録された空き家を購入し、阪南市に移住された方へ登記費用や引っ越しにかかる費用を最大20万円補助します。 都市整備課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/akiyataisaku/akiyabank/1506325546145.html

大阪府 阪南市 教育 地産地消 阪南市では、地場産物の活用に積極的に取り組んでおり、地元の特産品を使った郷土料理を給食に取り入れています。 学校給食センター 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/syogai/kyushokusenta/kondatenitsuite/syogakko/chisanchisho/index.html

大阪府 阪南市 教育 海洋教育

2019年度～2021年度まで日本財団、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター、笹川平和財団海洋政策研究所が主催する

「海洋教育パイオニアスクールプログラム」【地域展開部門】を活用して、海洋教育に取り組んでいました。2022年度は「海洋教育パ

イオニアスクールプログラム」【地域展開・アドバンス部門】を活用して取り組みます。 

〔実施校の取組紹介〕 

尾崎小学校、西鳥取小学校、下荘小学校、舞小学校、上荘小学校

学校教育課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/syogai/gakko/1615283243604.html

大阪府 阪南市 子育て
ファミリー・サポート・セン

ター

子どもを預かって欲しい人（利用会員）と、預かることのできる人（協力会員）が会員となって、子育ての相互サポートを行うシステ

ムです。センターは、地域の人と人をつなぐ役割を果たします。
子育て総合支援センター 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kodomomirai/kodomo/chicchi_kokko/kosodate_shiens/1306200894558.html

大阪府 阪南市 子育て,教育 留守家庭児童会
保護者が労働等の事由により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活指導の場を提供し、もってその児童の健全な育成を図

るため、阪南市留守家庭児童会を設置しています。
生涯学習推進室 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/syogai/syogai_s/rusukatei/index.html

大阪府 阪南市 子育て 赤ちゃんの駅
「おむつ替え」や「授乳」のいずれか1つまたは両方ができる場所です。 

（市内に21箇所）
こども支援課 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kodomomirai/kodomo/akachannoeki/index.html

大阪府 阪南市 子育て オンライン子育て相談
不安や悩みはあるけれど、身近に相談相手がいない、外出が不安、保健センターではそんな方でも安心して相談できるように、オンラ

インでの子育て相談を実施しています。
保健センター 072-471-5678 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/fukushi/kenko_z/5630.html



兵庫県 相生市 奨学金,起業・就業 中小企業奨学金返還事業
従業員の奨学金返還負担軽減制度を設ける市内中小企業に対して、負担金の一部を支援することで、若年者の負担軽減を図るととも

に、地元就職を応援。
地域振興課 0791-23-7133

兵庫県 相生市 子育て,出産,健康・医療 妊活カップル応援事業 体外受精及び顕微授精を行う夫婦に対して、１クールの治療あたり５万円を支給します。（年６回まで） 子育て元気課（子育て世代包括支援センター） 0791-22-7156 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys03.html

兵庫県 相生市
子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改

修,住宅設備,住宅賃貸

あつまれ！新婚さん新生活応援

金支給事業

住宅取得で最大１００万円の支援！！ 

 

市内に若年新婚世帯が新生活を始める際の住宅費用等を最大で６０万円補助。加えて、継続して３年間住み続けた場合、１５万円を追

加交付します。 

住宅取得奨励金と合わせると、市内に住宅を新築した場合、最大で１００万円の助成！

定住促進室 0791-23-7125 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys01.html

兵庫県 相生市
結婚,子育て,教育,出産,健康・医療,住宅新築,

住宅賃貸

あいおいが暮らしやすい１１の

鍵

相生市では「子育て応援都市」宣言をし、子育てしやすい環境を整え、人口減少対策や定住促進施策を推し進めています。 

結婚、出産、子育て、教育と、産まれる前から中学校卒業まで、それぞれのライフステージに応じた切れ目のない支援で、子育て世代

を応援します！

企画総務部定住促進室 0791-23-7125 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/index.html

兵庫県 相生市 教育 ３歳児保育事業 市立幼稚園全園では、幼児期に基本的生活習慣を身に付けるため、３歳児保育を実施しています。 教育委員会管理課 0791-23-7142 https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kyoikukanri/kyouikukanri322.html

兵庫県 相生市 起業・就業 創業者支援等事業
相生市は創業者を支援するため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成２８年１月１３日に経済産業

省から認定を受けました。現在、「創業支援等事業計画」に基づき様々な支援策を展開しています。
市民生活部地域振興課 0791-23-7133 https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/chiikishinko/sougyou.html

兵庫県 相生市 引っ越し,住宅改修,住宅設備 相生市空き家活用支援事業 空き家改修補助金として、最大、住宅改修にかかった費用の３分の１を助成（１００万円を限度） 市民生活部地域振興課 0791-23-7130 https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/chiikishinko/akiyakatsuyou.html

兵庫県 相生市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 相生市空き家バンク事業 市内にある空き家を紹介しています。 市民生活部地域振興課 0791-23-7130 http://www.city.aioi.lg.jp/site/aioisiakiyabank/

兵庫県 相生市 移住体験,移住者限定支援 あいおい暮らしお試し移住事業

相生市での暮らしを体験できる、家具や家電製品などを備えた”お試し住宅”を用意しました。  

新しい土地で生活を始めるには、不安なこと、疑問に思うことがたくさんあると思います。 

移住を考えている方、相生のことを知りたいと思っている方、まずはお試し住宅で、相生での暮らしを体験してみませんか？ 

 

●利用できる人 

　相生市への移住を検討している方 

 

●利用できる期間 

　４週間から８週間　（それ以外の期間をご希望の場合はご相談ください） 

　※週単位でのご利用となります。 

　※同一年度内のご利用は１回までとさせていただきます。 

 

●利用料金 

　７,５００円/週　（月額３万円） 

　※光熱水費等を含みます。

企画総務部定住促進室 0791-23-7125 https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/teiju/aioiotameshihouse.html

兵庫県 相生市 引っ越し,住宅新築,住宅購入 住宅取得奨励金交付事業 市内に住宅を新築または購入した40歳未満の世帯に２５万円を交付します。（中古住宅は対象外） 企画総務部定住促進室 0791-23-7125 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys02.html

兵庫県 相生市 子育て,教育
ワンピース・イングリッシュ事

業

「英語耳」を養う充実した英語教育！ 

幼児期から中学校卒業まで、段階に応じた英語教育のため、総合的なプログラムを実施します。
教育委員会学校教育課 0791-23-7143 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys11.html

兵庫県 相生市 子育て,教育 相生っ子学び塾事業
小学5年生?6年生の希望者を対象に放課後の居場所づくり、自習力と基礎学力の向上を図るため、放課後や土曜日に国語・算数・英語・

珠算の教室を『相生っ子学び塾』として無料で実施しています。（各科目　月３回程度、珠算のみ４年生より対象）
教育委員会生涯学習課 0791-23-7144 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys10.html

兵庫県 相生市 子育て,教育 幼小中学校給食費無料化事業 市内の幼稚園・小学校・中学校において、豊富な献立とメニューと栄養バランスのとれた給食を完全無料で実施しています。 教育委員会学校教育課 0791-23-7143 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys09.html

兵庫県 相生市 子育て,教育 市立幼稚園預かり保育事業 市立幼稚園では、希望する4歳児と5歳児を対象に、無料で預かり保育を実施します。（通常保育終了後17時00分まで） 教育委員会管理課 0791-23-7142 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys08.html

兵庫県 相生市 子育て 子育て応援券交付事業
お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。応援券は､延長保育や予防

接種などに利用できます。
健康福祉部子育て元気課 0791-22-7175 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys06.html

兵庫県 相生市 子育て,健康・医療 こども医療費助成事業 中学3年までの入院・外来医療費に加えて、高校生等の入院医療費の無料化を実施しています。（所得制限があります） 市民生活部市民課国保年金係 0791-22-7175 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys06.html

兵庫県 相生市 子育て,出産 出産祝金支給事業
相生市内にお住まいの方が出産した場合、お祝い金として１万円を贈呈。その子が３人目以降であった場合、相生市に住み続けること

で。次年度以降、３年間毎年１０万円を贈呈します。（総額３１万円）
健康福祉部子育て元気課 0791-22-7175 http://www.eetoko-aioi.jp/category/key/keys06.html

兵庫県 赤穂市 住宅改修 古民家再生促進支援事業 空き家となった古民家を改修し、地域交流施設等として再生しようとする方に、改修費の一部を補助。 都市計画課 0791-43-6827 http://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/kominka.html

兵庫県 赤穂市 住宅改修 空家活用支援事業 一戸建ての空き家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点として活用しようとする方に、改修費の一部を補助。 都市計画課 0791-43-6827 http://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/akiyakatuyousien.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療
子どものインフルエンザ予防接

種費用の助成

"生後6ヵ月から小学6年まで、１回につき1,000円を2回計2,000円 

13歳以上は１回のみ助成 

中学3年生は3,000円を１回助成"

保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/yobousessyujyosei.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療 不育症治療費助成 対象となる夫婦に対し、不育症治療に係る費用の1部を助成 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/fuikusyouchiryou.html

兵庫県 赤穂市 子育て,健康・医療 乳児健康診査費助成 健診費用3,500円を上限に2回助成 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/kensinjyosei.html

兵庫県 赤穂市 子育て,健康・医療 新生児聴覚検査費助成 検査費用3,000円を上限に１回助成 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/kensinjyosei.html

兵庫県 赤穂市 出産,健康・医療 産婦健康診査費助成 健康診査費用1,500円を上限に2回助成 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/kensinjyosei.html

兵庫県 赤穂市 出産,健康・医療 妊娠歯科健康診査費助成 健診費用１回分を助成（自己負担なし） 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/kensinjyosei.html

兵庫県 赤穂市 出産,健康・医療 妊婦健康診査費の助成 上限85,000円、多胎妊娠の場合は110,000円を助成 保健センター 0791-46-8701 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/kensinjyosei.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療 特定不妊治療費助成 兵庫県特定不妊治療費助成額を控除した額（上限10万円）を助成 保健センター 0791-46-8701 http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/hoken/hunib_jyosei.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療
未熟児養育費医療給付制度の自

己負担額無料化
未熟児として生まれた赤ちゃんに対する医療給付制度の自己負担額が無料 医療介護課 0791-43-6820 http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kokuho/20130401.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療 子どもの医療費無料化
"義務教育終了年齢までの医療費無料（外来・入院） 

入院医療費については、高校卒業年齢まで無料"
医療介護課 0791-43-6820 http://www.city.ako.lg.jp/kenko/iryo/jose/index.html

兵庫県 赤穂市 健康・医療
多子世帯の国民健康保険税減免

制度
高校卒業年齢までの被保険者が３人以上いる世帯は、均等割を３人目半額、４人目以降は全額免除する。 医療介護課 0791-43-6820 http://www.city.ako.lg.jp/kenko/iryo/jose/index.html

兵庫県 赤穂市 子育て 幼稚園未就園児保育（3歳児）
市立10幼稚園で就園前（3歳児）親子を対象に、同年齢の子どもが一緒に遊んだり、親同士が子育てについて話し合う事業を年間8回実

施
子育て支援課 0791-43-6808 http://www.city.ako.lg.jp/kanko/kyoiku/yochien/index.html

兵庫県 赤穂市 子育て 児童館 市内に4つの児童館を設置（12月29日～1月4日を除いて毎日開館） 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/zidoukan.html

兵庫県 赤穂市 子育て 病児・病後児保育事業
保育者の就労等により家庭での保育が出来ない生後6か月～小学校6年生までの病気の児童で、事業の利用を医師が認めた場合１回につ

き、連続7日まで、1日2,000円（住民税非課税世帯は無料）
子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/byouji-byougoji.html

兵庫県 赤穂市 子育て 乳幼児一時預かり事業 生後6か月～就学前までの集団保育が可能な乳幼児、1日最大6時間まで、1日につき500円 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/nyuuyouziitiziazukari.html



兵庫県 赤穂市 子育て 第3子いきいき子育て応援事業 第3子以降小中入学時3万円分の商品券 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/dai3si.html

兵庫県 赤穂市 子育て 幼児2人同乗用自転車購入費助成 幼児2人用自転車購入費助成（限度額4万円） 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/bicycle_jyosei.html

兵庫県 赤穂市 子育て チャイルドシート購入費助成 チャイルドシート購入費助成（上限8,000円） 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/tyairudosi-to.html

兵庫県 赤穂市 子育て 子育て応援ナビ 子育て応援ナビ赤穂すくすくキッズによる子育て情報の提供 子育て支援課 0791-43-6808 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/akosukusukukids.html

兵庫県 赤穂市 住宅購入,住宅賃貸
赤穂市空家情報バンク活用支援

事業補助金

赤穂市では、赤穂市空家情報バンクの活用を通して、本市への定住促進を図るため、赤穂市空家情報バンク活用支援事業補助金を交付

します。
観光課 0791-43-6931 http://www.city.ako.lg.jp/sangyoshinko/kanko/teiju/akiyabankuhojyokin.html

兵庫県 朝来市 農業 新規就農者補助金
朝来市で新規就農を目指す方に、認定農業者（親方農家）のもとで研修していただく期間の補助金を支給します。最大３年間で、45歳

以下の方は15万円／月、61歳以下の方は10万円／月。３年後には独立、もしくは継承を目指します。
農林振興課 079-672-2774

兵庫県 朝来市 住宅賃貸 朝来市定住促進住宅
朝来市の定住人口の増加を図るために整備した住宅で、子育て世帯や新婚世帯、市外からの転入者の方への家賃の優遇措置がありま

す。標準家賃45,000円、最長入居期間10年間。子育て世帯・新婚世帯への減額2,000円、移住者の方への減額5,000円など。
都市政策課 079-672-6127 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 移住体験,移住者限定支援,住宅賃貸 あさご暮らし体験住宅

朝来での暮らしを体験できる「お試し移住体験住宅」を賃貸できます。家賃３万円（光熱水費・食費等は利用者で負担）、利用期間は

１ヶ月～最長２年間。滞在中は、自治会の事業などに参加していただきます。 

４軒の住宅を整備しています。

市民協働課あさご暮らし応援室 079-672-1492 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 子育て,健康・医療
乳幼児等医療費助成・こども医

療費助成・高校生等医療費助成

０歳から高校卒業までのお子さんの医療費を助成する制度で、中学卒業までは入院・通院ともに自己負担なし。高校生は、入院のみ自

己負担なし。（ただし、所得制限あり）
市民課 079-672-6120 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 出産 妊婦健康診査費助成事業

妊婦健康診査にかかる保険診療外の費用について、全額、助成します。朝来市と委託契約を行っている医療機関については、助成券を

提示いただくと窓口での支払いは不要。委託契約していない医療機関については、いったんお支払いいただいたあと、返金申請が必

要。

健幸づくり推進課 079-672-5269 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 出産 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精・顕微鏡受精）を受けられたご夫婦に対して、この治療に要した経費の一部を助成（上限は15万円、ただし治

療内容によっては上限5万円）　男性不妊治療費も助成（上限１０万円）
健幸づくり推進課 079-672-5269 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 まちづくり活動,起業・就業 朝来市にぎわい創出補助金事業
市内の空き家・空き店舗を活用して新たに店舗を開店される方に対して、店舗改装費や、店舗購入・賃借料などの出店にかかる費用の

一部を補助します。それぞれ対象経費の50％で、改装費及び備品購入費最高80万円、購入費最高120万円などで、合計上限200万円。
経済振興課 079-672-2816 https://www.city.asago.hyogo.jp/0000000661.html

兵庫県 朝来市 起業・就業
あさご元気産業創生センター

（相談窓口）

創業・第２創業、異業種連携や販路開拓など、新たな一歩を踏み出そうとされる方を支援。資金・経営や人材育成等に関するアドバイ

スのほか、助成制度の情報提供、外部の専門アドバイザーの派遣、講座開催など、一括して相談できる総合窓口です。
経済振興課 079-672-2816 https://www.a-pic.network/

兵庫県 朝来市 住宅賃貸
あさご暮らし住宅取得応援事業

（家賃補助）

若者世代等の住宅賃貸費用の一部を補助する制度。市外からの転入者（単身世帯は対象外）または婚姻の届出から2年以内の夫婦のいず

れかに該当する方で、家賃金額に応じて、年額3万円もしくは年額6万円の補助を最大2年間補助。
市民協働課あさご暮らし応援室 079-672-1492 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 住宅新築,住宅購入
あさご暮らし住宅取得応援事業

（住宅取得補助）

朝来市外からの転入者、もしくは40歳未満の方または義務教育終了前のお子様がおられる方で、朝来市内に住宅を取得（新築・購入）

された方に、取得費用の一部を補助。基本補助額40万円。市内業者による新築加算や転入者加算など各種加算を加えた最大補助額は90

万円。

市民協働課あさご暮らし応援室 079-672-1492 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 住宅改修,住宅設備
朝来市空き家活用促進事業（補

助金）

建築後10年以上の空き家を購入される転入者または婚姻による新世帯、およびこれらの世帯に空き家を貸す所有者の方に対し、空き家

改修費用の一部を補助。改修費用の1/2、最大60万円。市内事業者利用による加算最大10万円あり。
市民協働課あさご暮らし応援室 079-672-1492 http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

兵庫県 朝来市 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 朝来市空き家バンク事業
朝来市内に空き家を所有されており、その運用を考えておられる方と、空き家を購入・賃貸したい方とのマッチングを図る制度。ＨＰ

にて物件概要の閲覧・申請書類のダウンロードが可能。契約等の前には、該当の自治会との面会なども仲介。登録・見学は無料です。
市民協働課あさご暮らし応援室 079-672-1492 http://www.asago-akiyabank.jp/

兵庫県 市川町 起業・就業 市川町創業支援等事業補助金
町内の産業の振興、雇用の創出及び定住促進を図るため新たな創業又は事業継承を契機に新分野に挑戦するなどの第二の創業をしよう

とする方を支援いたします。
地域振興課 0790-26-1015 https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/619

兵庫県 市川町 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入
市川町若者定住促進住宅取得奨

励金

若者世帯の定住を促進し、人口の確保と増加を図り、町の活性化に寄与することを目的に、市川町に定住し住宅を取得した方に対し

て、市川町若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱に基づき、奨励金を交付します。
住民環境課 0790-26-1011 https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/657

兵庫県 市川町 通勤・通学 若者遠距離通勤者助成事業
令和3年4月から、市川町に住所のある40歳未満の方で、通勤距離が片道50㎞以上の方に、助成金を支給いたします。 

この事業の実施期間は、令和3年4月から令和8年3月までです。
企画政策課 0790-26-1010 https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/1254

兵庫県 上郡町 住宅新築,住宅購入,住宅改修 三世代同居等世帯支援補助金

■ 対象（すべて当てはまる） 

○ 町内で５年以上の三世代同居または隣居が目的 

○ 住宅の取得や改修にかかった費用が１００万円以上 

○ 子世帯または親世帯の少なくとも一方が、１年以内に当町の住民基本台帳に記録されたことがなく、町外から転入してきた 

○ 所有者や世帯員が、税金や使用料などの公共料金を滞納していない 

○ これまでに、この補助金を受けた世帯の構成員でない 

○ 所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない 

○ 所有者、世帯員が税金、使用料などの公共料金を適正に納付している 

 

■ 補助金額 

３０万円

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kurashi_kankyo/iju_teiju/2819.html

兵庫県 上郡町 住宅新築,住宅購入 定住応援支援金

■ 対象 

○当町の「若者住宅取得奨励金」、「新築住宅の固定資産税課税免除」、または、「中古住宅取得費補助金」の対象となる方 

 

■ 支援内容 

次の二つの合計額を、上郡町商工会が発行する振興券で交付します。 

１．上郡町ケーブルテレビ加入支援金（上限１２万円、１，０００円未満切捨） 

２．子育て支援金（中学生以下の子ども１人目１万円、２人目２万円、３人目以降３万円）

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kurashi_kankyo/iju_teiju/2819.html



兵庫県 上郡町 住宅購入 中古住宅取得費補助金

■ 対象（すべて当てはまる） 

○ ５年以上の定住が目的 

○ 当町内で、ほかに自己所有の住宅を持っていない 

○ 所有者や世帯員が、税金や使用料などの公共料金を滞納していない 

○ 過去に当町の定住促進助成などを受けていない 

○ 所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない 

 

■ 補助金額 

中古住宅の取得にかかった建物費用の５％（上限１０万円） 

※土地分の費用は対象外です 

※若者住宅取得奨励金との併用はできません

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kurashi_kankyo/iju_teiju/2819.html

兵庫県 上郡町 住宅新築 新築住宅の固定資産税課税免除

■ 対象（すべて当てはまる） 

○ 所有者（または配偶者）の年齢が、家が建った年の翌年１月１日時点で５０歳未満、 

　または世帯員の中に中学生以下の子どもがいる 

○ 当町内で、ほかに自己所有の住宅を持っていない 

○ 過去に当町の定住促進助成などを受けていない 

○ 所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない 

○ 所有者、世帯員が税金、使用料などの公共料金を適正に納付している 

 

※建設工事の完了日から起算して１年以内の住宅 

 

■ 免除内容 

　５０～２８０平方メートルの広さの住宅に対し、１２０平方メートル分まで２分の１免除

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kurashi_kankyo/iju_teiju/2819.html

兵庫県 上郡町 住宅新築,住宅購入 若者住宅取得奨励金

■ 対象（すべて当てはまる） 

　○ 申請日時点で４０歳未満 

　○ ５年以上の定住が目的 

　○ 令和４年４月１日以降に新築または中古の住宅を取得 

　○ 当町内で、ほかに自己所有の住宅を持っていない 

　○ 所有者や世帯員が、税金や使用料などの公共料金を滞納していない 

　○ 過去に当町の定住促進助成などを受けていない 

　○ 所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない 

 

※中古住宅取得費補助金と併用できません 

 

■ 取得の奨励金額 

　○ 新築住宅･･･移住５０万円、定住３０万円 

　○ 中古住宅･･･移住３０万円、定住２０万円 

 

※移住･･･過去２年以上、当町外に住民票のあった人が、町内に転入し居住すること 

※定住･･･当町内に住民票のある人が、町内で転居し、居住すること

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kurashi_kankyo/iju_teiju/2819.html

兵庫県 上郡町 移住体験,移住者限定支援 かみごおり移住体験住宅

上郡町では、移住を希望される方を対象として、移住希望者の方がスムーズに移住していただけるように移住体験住宅を整備しまし

た。 

　上郡町での暮らしを実際に体験してみたり、体験住宅を拠点とした住宅や仕事探しなどにご利用ください。　 

【利用できる期間】 

　・1か月単位、最大2か月まで（生活に最低限度必要な電化製品等を整備） 

　・1か月単位、最大12か月まで（生活に必要な電化製品等はご利用者の方で準備していただきます。） 

【施設利用に必要な料金等】 

　・施設利用負担金として、1か月あたり29,000円、又は31,000円 

　・光熱水費の基本料金を除く使用料相当 

　・飲食費、寝具、日常生活にかかる消耗品並びに施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用

上郡町地域振興課 0791-52-1162 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/kanko_bunka/event/3103.html

兵庫県 三田市 移住者限定支援,住宅改修,住宅設備
在宅ワーク環境整備補助（テレ

ワーク補助）

市外から転入のため中古住宅を購入し、在宅ワークのため環境整備を行う若年世帯等に通信機器等の購入、在宅ワークのための工事費

用を補助します。【上限25万円、補助率1/2】 

 

【補助の対象者】 

　〇若年世帯：夫婦の満年齢の合計が80歳未満 

　〇子育て世帯：18歳未満の子どもまたは妊娠者のいる世帯 

　〇若年独身者：満年齢40歳未満の独身者 

【補助の対象経費（5万円以上に限る。インターネット関連費用除く。）】 

　〇在宅ワークのための情報通信機器、什器の購入費 

　〇在宅ワークに用いる区画の設置工事費

若者のまちづくり課 079-559-5041 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/3/gyomu/iju_teiju/hojo_josei/1371.html

兵庫県 三田市 出産 不育症治療費の助成
不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない検査及び治療費に

ついて、国内の医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した医療費の2分1につき、上限15万円まで助成します。
すくすく子育て支援課 079-559-5079 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/21/gyomu/ninshin/support/1285.html

兵庫県 三田市 出産 新生児聴覚検査の助成
先天性の聴覚障害を早期発見し、適切な医療に繋ぐため、新生児聴覚検査の目的・必要性を周知するとともに市民税非課税世帯を対象

とした受検費用の補助（上限3,000円）を実施することにより、受検率向上や普及を図る。
すくすく子育て課 079-559-5079 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/21/gyomu/shussan/support/1288.html

兵庫県 三田市 移住体験 うぇるかむ三田支援事業補助金
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県在住で、三田市への移住を検討するために、三田市に泊付で訪問される方に対し、1人1泊上限1万円

を補助します（上限2泊、1世帯につき2人まで）。
若者のまちづくり課 079-559-5041 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/3/gyomu/iju_teiju/hojo_josei/1373.html



兵庫県 三田市 子育て 認可外保育施設利用者補助事業 待機児童となり、認可外保育施設を利用した場合に、認可保育所等に通園した場合との保育料の差額を補助。 保育振興課 079-559-5073 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/24/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_kodomoen_yochien/ninkagaihoiku/1317.html

兵庫県 三田市 子育て 保育コンシェルジュの配置 保育コンシェルジュを配置し入所相談を行う。 保育振興課 079-559-5073 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/24/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_kodomoen_yochien/6/1325.html

兵庫県 三田市 子育て
乳幼児等・こども医療費助成制

度

対象者:0歳児～中学3年生 

助成内容 

【外来】（令和2年7月から） 

・低所得者（市民税非課税世帯で一定基準を満たす世帯）及び未就学児は0円 

・市民税所得割額23万5千円未満の世帯は1医療機関等あたり1日上限400円※ 

・市民税所得割額23万5千円以上の世帯は1医療機関等あたり1日上限800円※ 

※同月中の同じ医療機関で3日目以降の受診は0円 

【入院】 

0歳児～中学3年生まで無料

国保医療課 079-559-5049 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/33/gyomu/kosodate_kyoiku/4358.html

兵庫県 三田市 出産 妊婦健康診査費の助成 妊婦の健康を守り、安全・安心な出産を支援するために、妊婦健康診査にかかる費用に対し、90,000円を上限として助成。 すくすく子育て課 079-559-5079 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/21/gyomu/ninshin/support/1284.html

兵庫県 三田市 出産 不妊治療ペア検査の助成
不妊症の早期発見及び早期治療を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない不妊検査に要する検

査費の一部を助成。
すくすく子育て課 079-559-5079 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/21/gyomu/ninshin/support/1282.html

兵庫県 三田市 住宅賃貸 新婚世帯転入応援補助金
市外の新婚世帯（夫婦の満年齢の合計80歳未満で婚姻3年以内）が転入して民間賃貸住宅を借りる場合に、家賃の一部を補助します。

【上限1万2千円、最長24ヶ月（市内で住宅取得した場合はさらに12ヶ月延長）】
都市政策課 079-559-5128 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/34/gyomu/sumai/3/619.html

兵庫県 三田市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修 空き家リフォーム補助金

居住のため購入する空き家のリフォーム費用を補助します。【上限100万円・補助率1/2】 

 

【若年・子育て世帯居住型の対象】 

　〇若年世帯（夫婦の満年齢の合計が80歳未満）、子育て世帯（18歳以下の子または妊娠し　ている者がいる） 

　〇「市外から転入」または「世帯分離により市内から転居」または「市内の賃貸住宅等から　転居」 

【ＵＩＪターン居住型の対象】 

　〇若年独身者（40歳未満） 

　〇「県外から転入」または「市内の賃貸住宅等に県外から転入後2年未満」 

 

※地域交流拠点型もあります。詳しくはお問い合わせください。

都市政策課 079-559-5128 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/34/gyomu/sumai/3/620.html

兵庫県 三田市 住宅賃貸 マイホーム借上げ制度推進事業
JTI（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）が実施する「マイホーム借上げ制度」の賃貸物件を借りて居住する場合に、必要となる事

務手数料、仲介手数料などの一部を補助します。【上限12万円】
都市政策課 079-559-5128 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/34/gyomu/sumai/3/621.html

兵庫県 三田市 住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク
市内に空き家をお持ちの方に物件をご登録いただき、空き家の利用を希望する方にその情報を提供する制度です。空き家等の有効活用

を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。
都市政策課 079-559-5128 https://sanda-portal.com/akiyabank/index.html

兵庫県 宍粟市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
新婚カップルの新生活を応援

最大30万円を助成

新婚カップルの新生活を応援します。新婚世帯の住居費や引っ越し費用の一部を最大30万円まで助成します。 

 

対象要件等は市公式サイトより、ご確認ください。

健康福祉部　社会福祉課 0790-63-3067 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shakaifukushi/tantojoho/konkatsu/12377.html

兵庫県 宍粟市 起業・就業,農業,林業 狩猟免許等新規取得補助制度

宍粟市では、農作物や生活環境に被害を及ぼすシカ、イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を兵庫県猟友会宍粟支部に依頼して実施していま

す。 

有害鳥獣捕獲事業者の後継者不足解消のため、新たに狩猟免許を取得した後、兵庫県猟友会宍粟支部に加入すること等を条件に、市が

狩猟免許の取得に係る費用の一部を助成します。 

 

〇補助金額 

補助対象経費の2分の1の額。ただし、自治会及び農会の推薦を得て狩猟免許等を取得する場合は全額を助成します。

産業部　農業振興課 0790-63-3109 https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/noringyo/zyosei/1484209749341.html

兵庫県 宍粟市 住宅新築,住宅改修,住宅設備
木質バイオマスストーブ購入費

用を助成

宍粟市内に住所、事務所を有する人を対象に薪ストーブやペレットストーブなど木質バイオマス燃焼機器の購入費用の一部を助成しま

す。 

 

〇補助金額 

購入及び設置に要する費用の2分の1以内。上限20万円を補助。（1000円未満は切り捨てします。）

産業部　森林環境課 0790-63-3065 https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1515743499802.html

兵庫県 宍粟市 子育て,教育,出産 第3子以降の学校給食無料制度

宍粟市では18歳未満の子どもが3人いる世帯は、平成30年4月から3人目以降の給食費が無料になります。 

 

対象となる児童などの給食費相当額(年間11か月分) 

〇小学生(月額)3,800円 

〇中学生(月額)4,100円

学校給食センター 0790-63-0081 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyushokusenta/tantojoho/1524103939982.html

兵庫県 宍粟市 子育て,教育,出産 宍粟市子育て支援センター
宍粟市には4ヶ所の子育て支援センターがあります。親子が安心して仲間と遊び、語れる場であるよう、絵本やおもちゃを用意してみな

さんのお越しをお待ちしています。
健康福祉部　保健福祉課 0790-62-1000 https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/kosodateshien/1386738223531.html

兵庫県 宍粟市 子育て,教育,出産
宍粟市ファミリーサポートセン

ター

宍粟市では子育て中の人が仕事や用事などで子どもの世話が出来ない時に、一時的、臨時的に地域の人が応援する会員制の子育て支援

ネットワーク「ファミリーサポートセンター」を用意しています。 

詳しくは、宍粟市ホームページよりご確認ください。

健康福祉部　社会福祉課 0790-63-3067 https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/kosodateshien/1386725456108.html

兵庫県 宍粟市 結婚,子育て,教育,出産,健康・医療 妊婦健康診査費の助成

妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えられるよう妊婦健康診査の費用の一部を助成します。 

 

〇助成内容 

助成金額93,000円以内 

助成回数14回以内(本市に転入した人は転入日の妊娠週数により助成回数が異なります。) 

 

〇助成方法 

助成券（5,000円券14枚、1,000円券23枚）を発行し、助成券方式または償還払方式で助成します。

健康福祉部　保健福祉課 0790-62-1000 https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/joseiteate/1386745446766.html

兵庫県 宍粟市 子育て,教育,出産,健康・医療 乳幼児等医療費助成

乳幼児等医療とは、福祉医療助成事業の1つで児童の医療費の一部を助成する制度です。 

宍粟市では、令和元年7月1日から対象年齢を15歳から18歳までに改正し、高校生以下の医療費自己負担額を無償化しました。（所得制

限なし）

市民生活部　市民課 0790-63-3108 https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/joseiteate/8552.html



兵庫県 宍粟市 子育て,教育,出産 地元材を使った誕生祝い品

宍粟市で生まれる子どもたちには、恵まれた自然の中ですくすくと健やかに成長してもらいたい。そして、ふるさとを大切に思う心を

育んでもらいたい。そんな思いを込めた地元材の木のおもちゃを新たに市内で生まれる子どもたちにプレゼントします。 

 

木のおもちゃの手触りや色、香りなどにふれる時間が子どもたちにとって新鮮な出会いとなり、子どもたちの豊かな感性や創造力を育

みます。また、子どものころから木とふれあうことは森林や木への思いやりの心を育み、自然について考えるきっかけにもなります。

市長公室　地域創生課 0790-63-3066 https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/shisakukeikaku/kodomo_kyoiku/6785.html

兵庫県 宍粟市 交通機関利用,就学,起業・就業,通勤・通学 通勤・通学助成金事業

【この事業は令和5年度に終了を予定しています。】 

 

宍粟への定住やUJIターンの促進、公共交通の利用による環境負荷の軽減等を目的として、遠距離通勤、通学する人に定期券購入費用の

一部を助成します。 

 

〇助成内容 

1か月あたりの定期券等料金から通勤手当などを引いた額の3分の1を助成します。 

（定期券等料金は最も安価な方法で算出した額です） 

上限月額2万円とし、千円未満の端数は切り捨てます。

建設部　住宅土地政策課 0790-63-3166 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/9867.html

兵庫県 宍粟市 起業・就業,農業 新規就農・定住促進事業奨励金

地域農業の担い手を育成し、農地の有効活用及び適正な保全管理の推進のため、市内に居住し、新たに農業経営しようとする人を支援

します。 

 

〇助成内容 

農業経営に要する経費（農機具の購入費やリース料、農業用施設の設置費用、種や苗等の購入費等）の10分の10以内。上限100万円を助

成します。

産業部　農業振興課 0790-63-3109 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/nogyoshinko/tantojoho/nogyo_zyosei/sinkisyuno.html

兵庫県 宍粟市 起業・就業 はじめて起業を志す人を支援

宍粟市内で初めて事業（フランチャイズチェーン、第二創業、副業としての起業及び設備投資のみでの起業を除く）を起こそうとする

方を対象に、店舗の建築や改装、設備及び備品の購入などの経費を助成します。 

 

〇店舗等の改装費、設備の購入費、広告宣伝費の助成 

　2分の1を補助（上限100万円） 

　新規転入者は上限150万円 

 

〇雇用助成 

　社会保険被保険者　1人50万円 

　雇用保険被保険者　1人30万円 

　それ以外　　　　　1人15万円 

　（1人1回限り） 

 

その他にも経営個別相談等ございます。詳しくは宍粟市ホームページをご覧ください。

産業部　商工観光課 0790-63-3127 https://www.city.shiso.lg.jp/jigyosha/yushiseido/1429074376863.html

兵庫県 宍粟市 起業・就業
総合的な仕事の相談窓口「宍粟

わくわ～くステーション」

「宍粟わくわ～くステーション」は仕事の相談窓口です。 

新卒などの若者、出産や子育てで一時離職した人、また地元で継続的に就業したい人などあらゆる人を対象に、無料で職業紹介や相

談、就労を支援します。 

求人情報はパソコンやスマートフォンからでも検索できます。 

「宍粟わくわ～くネット」 

URL　→　https://shiso-wakuwork.net/ 

 

〇場所 

宍粟市役所本庁舎1階（宍粟市山崎町中広瀬133-6） 

 

〇開所日時 

毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始除く） 

午前8時30分から午後5時15分

宍粟わくわ～くステーション(受託事業者:㈱マインズ) 0790-63-3011 https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/kyujinsyuro/1490342101903.html

兵庫県 宍粟市 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家バンク制度

「空き家バンク制度」は空き家を提供したい人（提供希望者）と利用して定住したい人（利用希望者）を結びつけるための取り組みで

す。ゆっくりと時間が流れる美しい自然に囲まれた宍粟でスローライフを楽しみたい人、生まれ育った宍粟に戻って働きたい人、新た

な土地で新生活を楽しみましょう。 

 

空き家バンクの物件案内や詳細情報の開示は事前に利用登録が必要です。 

オンライン利用登録フォームはこちら　→　https://logoform.jp/f/ENh9h

建設部　住宅土地政策課 0790-63-3166 https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/sumai/akiyabank/6948.html

兵庫県 宍粟市 起業・就業,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家改修を支援

築20年以上経過している市内の空き家を売買または賃貸する契約をし、居宅や店舗等の目的のために空き家の改修をする方に改修に要

する費用の一部を支援します。助成を受けるには事前に申請が必要です。（受付は先着順とし、予算に到達次第終了します。） 

 

〇助成額 

空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内（上限50万円） 

その他物件の場合、改修費用の3分の1以内（上限25万円）

建設部　住宅土地政策課 0790-63-3166 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/9866.html



兵庫県 宍粟市 住宅新築,住宅購入
森林の家づくり応援事業(住宅取

得支援)

宍粟市に定住し、住宅の取得や空き家を改修する場合に住宅取得、市内事業者の活用、地域材の活用の3つの支援制度を利用すれば、最

大140万円の助成が受けられます。助成を受けるには事前に申請が必要です。 

 

○住宅取得支援 

　転入又は転居等し、住宅を取得する40歳以下の方又は中学生以下の子どもがいる世帯に住宅の取得に要する費用の一部を助成（補助

率1/10、最大50万円） 

○市内事業者活用支援 

　市内で市内事業者の施工により住宅を新築する方に新築に要する費用の一部を支援（補助率1/10、最大50万円） 

○地域材活用支援 

　構造材：1立方メートルにつき2万円 

　内装材：１平方メートルにつき5千円 

　構造材、内装材合わせて上限40万円。ただし、内装材は上限20万円）

建設部　住宅土地政策課 0790-63-3166 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/1490702275597.html

兵庫県 新温泉町 住宅改修
新温泉町空き家リフォーム補助

金

空き家を有する方又は利用する方を対象に、空き家のリフォーム、不要な家財道具等の運搬及び処分に対する助成を行います（空き家

バンクに登録中又は事業完了後１か月以内に登録する空き家が対象です）。 

ただし、電気製品や家具･業務設備等の購入設置、庭・敷地等の工事は対象外です。 

改修の場合は工事費用の1/10（上限50万円）、家財道具処分の場合は処分費用の1/2（上限10万円）を補助します。

商工観光課 0796-82-5625 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=1817a417f6a468d4b127e81d9c83459f

兵庫県 新温泉町 住宅新築,住宅購入,住宅改修
新温泉町定住促進住宅取得助成

金

住宅の新築や改修、購入に要した費用の一部を助成します。 

対象者は以下のとおり。 

1 町内在住の満45歳未満の方 

2 次のいずれにも該当する方（U・Iターン者） 

　・町内に転入した日前1年以上、連続して町外に住所を有していた方 

　・町内に転入後3年未満の方又は工事の完成（購入）日までに転入する方 

3 新温泉町地域おこし協力隊員であった方で、隊員の任期満了後3年未満の方 

助成額：新築・購入の場合　50万円（上記対象者の2又は3に該当する場合は70万円） 

　　　　改修の場合　工事費用の10％（上限50万円。上記対象者の2又は3に該当する場合は上限70万円）

商工観光課 0796-82-5625 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=0857c0ccf18ee4c2d5bd75c952fd1ca0

兵庫県 新温泉町 住宅賃貸
新温泉町民間賃貸住宅家賃助成

金

町内の民間賃貸住宅の家賃の一部を、新婚世帯の夫婦又は転入者（いずれも40歳未満）に助成します。 

助成額は家賃月額から35,000円を差し引いた額（月額10,000円を上限）。 

婚姻又は転入後3年までの間に通算2年分を助成。

商工観光課 0796-82-5625 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=9a002d64489067e6f53efea68784548e

兵庫県 新温泉町 起業・就業
新温泉町ふるさと就職奨励・定

住促進交付金

町内企業に常用労働者として就職した方に対する交付金を支給します。 

新規学卒者又は転入者の満40歳未満の方を対象とします。 

交付金額：就職後雇用期間1年を超えるごとに5万円（連続2回を限度。合計10万円）

商工観光課 0796-82-5625 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=9825deb4dfde5fe6b95e588f6e84c3c8

兵庫県 新温泉町 起業・就業 新温泉町起業支援事業補助金

町内で起業をする方に補助金を支給します。 

対象経費は次のとおり。 

（1）起業支援補助　次の対象経費の合計額が50万円以上になるもの 

　　 事務所又は店舗の開設にかかる経費、設備等の購入費、起業に伴う広告宣伝費 

（2）家賃補助　おおむね3か月以上の空き店舗又は空き家バンクに登録している空き家を活用して開設した事務所又は店舗の月額の賃

借料 

補助率は補助対象経費の1/2。 

補助限度額は、起業支援補助50万円（転入者の場合は100万円）、家賃補助3万円/月（事業開始月から24か月分）。

商工観光課 0796-82-5625 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=821adaee92269194b68e59cdd18e179a

兵庫県 たつの市 就学 祝入学支援事業 小学校入学に際して必要となる学用品の一部を入学祝い品として贈呈します。 学校教育課 0791-64-3179

兵庫県 たつの市 出産
はつらつベビーまごころ便支給

事業
生後２か月と５か月頃に紙おむつや離乳食等のベビー用品をメッセージを添えて宅配します。 健康課 0791-63-5121 http://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/haturatubabymagokoro.html

兵庫県 たつの市 出産 妊婦歯科健康診査費助成事業 妊婦歯科健診に要する費用の助成を行います。 健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/28ninpushikakensinzyoseizigyou.html

兵庫県 たつの市 住宅新築,住宅購入 若者定住促進住宅取得支援事業 市内に居住されている４０歳以下の夫婦等が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に、３０万円の奨励金を交付します。 まちづくり推進課 0791-64-3167 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kikaku/teijyu.html

兵庫県 たつの市 健康・医療 高校生等医療費助成制度

誕生日が１５歳に達する日の翌日以後最初の４月１日から１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある方を対象に、入院の

保険診療費に係る自己負担額の全額を助成します。（所得制限あり）※他の公費負担医療制度に係る入院の自己負担額についても助成

します。 

また、令和４年７月から通院の保険診療費に係る自己負担額の全額も対象となります。(所得制限あり)

国保医療年金課 0791-64-3240 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kokuhonenkin/r04kodomobosikakujuu.html

兵庫県 たつの市 健康・医療
乳幼児等・こども医療費助成制

度

０歳児から中学３年生に、保険診療費に係る自己負担額の全額を助成します。（所得制限なし）※他の公費負担医療制度に係る自己負

担額についても助成します。
国保医療年金課 0791-64-3240 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kurashi/iryou/fukushi.html

兵庫県 たつの市 子育て チャイルドシート購入助成金 乳児の保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルドシート購入費用の一部を助成します。 児童福祉課 0791-64-3153 https://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/childseat.html

兵庫県 たつの市 出産 出生祝金支給事業 お子さんの出生に際し、祝金を支給します。第1子：5,000円、第2子：10,000円、第3子：15,000円、第4子以降：20,000円 児童福祉課 0791-64-3153 https://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/shusseiiwaikin.html

兵庫県 たつの市 出産
妊産婦タクシー利用料金助成事

業
妊産婦の方に通院・健診等にご利用いただけるタクシー券を配布し、費用を助成します。 健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/ninsannputakusi-jyoseijigyoyu.html

兵庫県 たつの市 出産 産前産後家事支援費助成事業 産前産後の家事・育児支援が必要な家庭で、家事ヘルパーを利用した費用の一部を助成します。 健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/sanzensangokajisienhoumonjyosei.html

兵庫県 たつの市 出産 妊婦健康診査費助成事業 妊婦にかかる健診に要した費用の一部を助成します。 健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/h31/ninnpujyoseijigyou.html

兵庫県 たつの市 出産 不育症治療費助成事業 不育症治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療費の一部を助成しています。 健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/ippannfunintiryohizyoseizigyou.html

兵庫県 たつの市 出産 一般不妊治療費助成事業
不妊に悩むご夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ってい

ます。※令和4年度から事実婚のご夫婦も助成の対象となります。
健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/ippannfuninthiryou.html

兵庫県 たつの市 出産 特定不妊治療費助成事業
体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費助成事業を行っていま

す。
健康課 0791-63-5121 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/23tokutei-funintiryouhijyosei.html

兵庫県 たつの市 住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク たつの市で居住することを希望されている方に、空き家の情報を提供します。 まちづくり推進課 0791-64-3167 https://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/akiyabank.html

兵庫県 たつの市 住宅新築,住宅購入
転入者定住促進住宅取得支援事

業

市外に居住されている方が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に、５０万円（１年目３０万円、２・３年目各１０万円）

の奨励金を交付します。
まちづくり推進課 0791-64-3167 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kikaku/teijyu.html



兵庫県 豊岡市 移住者限定支援,住宅設備
移住促進住宅　但東町中山（赤

野）

【家賃】28,000円／月 

【間取等】3LDK、98.9㎡、平屋建、平成8年築、LDにエアコン完備、駐車場各戸1台 

【敷金】56,000円（家賃の2ヵ月分） 

【共益費】月額2,491円（テレビ視聴、共用光熱水費） 

【入居期間】最長10年間 

※ただし、10年経過時に引き続き申込資格を満たしている場合は、満たす期間に限り延長可能。 

【入居条件】 

申込時において、同居又は同居しようとする親族のある方で、下のいずれかに該当する方 

・入居しようとする配偶者との年齢の合計が80歳未満 

・中学生以下の同居する子がある 

※内縁関係にある方や婚約者のある方も申込できます。 

 

現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方等

豊岡市環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/4260

兵庫県 豊岡市 移住者限定支援

豊岡市へ移住された方に「コウ

ノトリ育む農法の無農薬米 １０

㎏」をプレゼントします！

豊岡市では、おいしいお米とさまざまな生きものを同時に育み、コウノトリも住める豊かな文化・地域・環境づくりを目指すため「コ

ウノトリ育む農法」に取り組んでいます。 

こうした豊岡独自の農法で栽培された「コウノトリ育む農法のお米」を、豊岡市に定住する意思を持ち移住した方にプレゼントしま

す。 

 

【対象者】 

 

　個人世帯、家族世帯問わず、豊岡市へ定住する意思を持ち、2020年9月以降に移住相談窓口（豊岡市役所 環境経済課、暮らしのパー

ラー、たじま田舎暮らし情報センター、NPO法人たけのかぞく等）での相談後移住をした方で、移住の理由が下記に掲げる事項のいず

れにも該当しない方。 

?但馬地域内から豊岡市内へ転入した方 

?転勤、出向等の職務上の理由 

?進学、通学等の一時的な理由 

?豊岡市が備える住民基本台帳に記録されている方との婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。） 

 

【贈呈内容】 

 

コウノトリ育む農法のお米（無農薬タイプ）　玄米10㎏分／1世帯 

 

【申請から受け取りまでの流れ】 

 

1.申請書を環境経済課窓口で取得する、または豊岡市ホームページでダウンロード 

豊岡市環境経済課 0796-21-9096 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1019537/teiju/1012449.html

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営鶴岡東住

宅）（3LDK）

【家賃】20,600円／月 

【間取等】65㎡、共同住宅、昭和62年築、駐車場あり 

【敷金】61,800円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】区長と要相談 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方。連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/2952

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営上山住

宅）（3LDK）

【家賃】19,900円／月 

【間取等】３LDK 60.7㎡、共同住宅、平成4年築、駐車場あり 

【敷金】59,700円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】区長と要相談 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方、連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/2911

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営栄町住

宅）（3DK）

【家賃】16,900円／月 

【間取等】３DK 60.3㎡、共同住宅、 昭和59年築、駐車場あり（月額200円/台） 

【敷金】50,700円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】月額2,000円程度（テレビ視聴、共用光熱水費） 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方、連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/2967



兵庫県 豊岡市 起業・就業
豊岡市ステップアップ支援補助

金

豊岡で活躍する中小企業等が、豊岡商工会議所または豊岡市商工会の経営指導を受け、成長を目指して取り組む新たなプロジェクトや

経営革新などに対する助成制度です。 

新製品・サービスの開発、新生産・販売方式の導入、販路の拡大および新分野への進出事業を対象にしています。 

（その他要件等あり） 

【対象】 

補助金交付決定後に発注、契約等を行い支払う次の経費（経費にかかる消費税は対象外） 

1.設備・システム導入費 

2.事業所工事費 

3.展示会出展費 

4.ウェブサイト製作費 

5.事業高度化のためのコンサルタント料 

【補助率および補助金額】 

対象経費の2分の1以内（豊岡市環境経済認定事業の推進を含む事業は補助率3分の2）・下限50万円、上限200万円 

 

詳細は豊岡市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/kigyoshien/kigyohojokin/1007530.html

環境経済課 0796-23-4480 https://tech-navi.city.toyooka.lg.jp/hojyokin/?news_id=560&view_oft=0

兵庫県 豊岡市 起業・就業 豊岡市創業支援補助金

豊岡商工会議所または豊岡市商工会の支援および計画認定を受け創業・事業承継する若者（注）または女性を支援します。 

注:2022年4月1日時点で満45歳以下の者（1976年4月2日以降に生まれた者） 

（その他要件等あり） 

【対象】 

補助金交付決定後に豊岡市内の事業者に契約、発注等を行い支払う次の経費（経費にかかる消費税は対象外） 

1.事業所の開設に要する工事費および賃借料 

2.設備またはシステムの購入、借用、製作および改良に要する経費 

3.広告宣伝に要する外注費および印刷費（自己により印刷を行うものを除く） 

【補助率および補助金額】 

対象経費の3分の1以内。ただし、若者、女性は2分の1以内。上限100万円 

 

詳細は豊岡市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.toyooka.lg.jp/ssangyo/kigyoshien/kigyohojokin/1007580.html

環境経済課 0796-23-4480 https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/kigyoshien/kigyohojokin/1007580.html

兵庫県 豊岡市 交通機関利用,移住体験 航空運賃を助成

コウノトリ但馬＝大阪（伊丹）間の航空運賃の一部を助成します。 

市内在住・在勤の方に加え、出身者の帰省や商用で豊岡を訪問する方、仕事探しや住まい探しで豊岡に来られる方も対象！ 

例）大人普通運賃　助成前：14,260円→助成後：6,460円 

ウルトラ先得割引併用なら3,360円～

都市整備課 0796-23-1712 http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/dorokotsu/tajimaap/1001105.html

兵庫県 豊岡市 起業・就業
コワーキングスペース　FLAP

TOYOOKA

普段の仕事場として、創業して間もない方の拠点として、新しいつながりやビジネスの場として、打合せや会議、商談やセミナーの会

場としてそれぞれのスタイルに合わせてご利用ください。 

主な設備 

コワーキングスペース　約40席 

カウンター　約10席 

シンキングブース　1席2ブース 

会議室　約10席1室 

ミーティングルーム2席1室、4席1室 

ステージ 

ダイヤル式ロッカー 

複合機 

キッチン 

冷蔵庫 

電子レンジ 

ポット 

利用料金 

一時利用　500円／2時間（1日最大1,000円） 

個人会員　25,000円／6ヶ月など

環境経済課 0796-23-4480 http://flap-toyooka.com/

兵庫県 豊岡市 起業・就業,農業 就農支援・豊岡農業スクール

就農に必要な農業生産技術と経営管理ノウハウを認定農業者のもとで習得できます。 

給付金10万円／月 

市内へ移住する認定新規就農者及び豊岡農業スクール生に家賃の一部を支援します。 

家賃の2分の1　2万円／月（３年を限度） 

他にも就農時の助成制度あり

農林水産課 0796-23-1127 https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/1021071/1021072/1021083/1002235.html

兵庫県 豊岡市 起業・就業,農業,林業,水産業 仕事紹介・ジョブナビ豊岡 豊岡市で働きたい方に求人情報や企業情報を提供しています。また、専任の相談員が企業とのマッチングをお手伝いします。 環境経済課 0796-21-9008 http://job-navi.city.toyooka.lg.jp/



兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
移住促進住宅（中山向町移住促

進住宅）

【家賃】28,000円／月 

【間取等】3LDK、98.9㎡、平屋建、平成8年築、LDにエアコン完備、駐車場各戸1台 

【敷金】56,000円（家賃の2ヵ月分） 

【共益費】月額2,491円（テレビ視聴、共用光熱水費） 

【入居期間】最長10年間 

※ただし、10年経過時に引き続き申込資格を満たしている場合は、満たす期間に限り延長可能。 

【入居条件】 

申込時において、同居又は同居しようとする親族のある方で、下のいずれかに該当する方 

・入居しようとする配偶者との年齢の合計が80歳未満 

・中学生以下の同居する子がある 

※内縁関係にある方や婚約者のある方も申込できます。 

 

現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方等

環境経済課 0796-21-9096

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営草飼テラ

ス住宅）

【家賃】18,400円／月 

【間取等】2DK、64.92㎡、2階建、昭和59年築、駐車場あり 

【敷金】55,200円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】別途必要 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方、連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/1372

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営久畑二ノ

宮住宅）（3LDK）

【家賃】21,200円／月 

【間取等】3LDK、73.5㎡、2階建、平成8年築、駐車場各戸2台 

【敷金】63,600円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】月額2,491円（テレビ視聴、共用光熱水費） 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方、連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/24

兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸
お試し住宅（豊岡市営久畑二ノ

宮住宅）（2DK）

【家賃】14,300円／月 

【間取等】2DK、49.4㎡、平屋建、平成8年築、駐車場各戸2台 

【敷金】42,900円（家賃の3ヵ月分） 

【共益費】月額2,491円（テレビ視聴、共用光熱水費） 

【入居期間】原則１年間（最長2年間） 

【入居条件】現在、豊岡市以外に居住されており、豊岡市へ定住を希望するUIJターンの方、連帯保証人のある方など。

環境経済課 0796-21-9096 https://tonderu-local.com/sumai/fudo/114

兵庫県 豊岡市 住宅改修
住宅の耐震改修およびリフォー

ムを補助
県の助成と合わせて最大170万円（市内業者による施工等の条件あり） 建築住宅課 0796-21-9018 http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/tochijutaku/jutakuoshirase/1001010.html

兵庫県 豊岡市 移住者限定支援,引っ越し,住宅改修

【豊岡市定住促進事業補助金】

移住者が行う住宅改修、引越し

等にかかる費用の一部を補助し

ます！

豊岡市定住促進事業補助金は、豊岡市内に移住してきた方または移住しようとする方の定住に係る費用を支援することにより、定住の

促進を図り、地域経済の活性化を図ることを目的としています。 

 

 

◎住宅の改修に係る支援 

 

移住者が、豊岡市移住定住促進ウェブサイト「飛んでるローカル豊岡」（http://tonderu-local.com/）（以下ウェブサイト）に掲載され

ている物件（以下住宅）を、ウェブサイトに登録されている協力不動産業者（以下不動産業者という。）の仲介によって購入または賃

借する場合、当該住宅の改修等に要する費用の一部を補助します。 

 

〇対象者 

　豊岡市内で住宅を不動産業者の仲介により購入または賃借する者。 

　また、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。ただし、3親等以内の親族が所有している住宅を購入または賃借する場合および暴力

団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団員その他反社会的団体若しくは

それらの構成員またはそれらが関係する者は除く。 

 

1.当該物件に5年以上定住する意思のある者 

ただし、次に掲げる事由による移住（転入）は対象外とする。 

（ア）　転勤、出向等職務上の理由による転入 

（イ）　大学進学等一時的な転入 

（ウ）　豊岡市内に住民票を有する者との結婚による転入 

（エ）　上記に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた転入 

環境経済課 0796-21-9096 http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1019537/teiju/1004858.html



兵庫県 豊岡市 移住体験,移住者限定支援

【豊岡市移住促進支援補助金】

市に移住を目的として訪問され

る方に、宿泊費用・航空運賃・

レンタカー費用の一部を補助し

ます

豊岡市への移住を目的として、住居もしくは仕事を探す活動、または文化、歴史、風土、気候等の地域を知る活動のために豊岡市を訪

れる方が、豊岡市内に所在する宿泊施設を利用する際の宿泊費用、来訪に利用した飛行機の航空運賃、レンタカー費用の一部を補助し

ます。 

 

【対象経費】 

 

?豊岡市内に所在する宿泊施設への宿泊費用 

?来訪に利用した飛行機の航空運賃（ただし、但馬空港発着路線で伊丹空港を経由する場合に限る。） 

?来訪または豊岡市内での移住準備活動に利用するレンタカー費用（ただし、市内に事業者においてレンタルする場合に限る。） 

 

【対象者】 

 

次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体若し

くはそれらの構成員またはそれらが関係する者その他の補助金を支給することが適当でないと市長が認める者を除く。 

?市外に住所を有する者であって、豊岡市に移住を希望するものであること 

?豊岡市への移住を目的とする活動期間中に、職員または豊岡市が指定する者と移住に係る面談を行うこと 

?移住の理由が次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと ?転勤、出向等の職務上の理由 

?進学、通学等の一時的な理由 

?豊岡市が備える住民基本台帳に記録されている者との婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。） 

 

【補助率・補助金の額等】 

環境経済課 0796-21-9096 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1019537/teiju/1004859.html

兵庫県 豊岡市 子育て ママの休日プレゼント 満１歳、満２歳の子どもを在宅で育児している保護者を対象に、市内の保育園および認定こども園に１回預けることができます。 こども育成課 0796-22-4452 http://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/hoikujoyochien/hoikujo/1001533.html

兵庫県 南あわじ市 移住者限定支援 移住奨励金 南あわじ市移住支援補助金を活用して定住された方に対し、期間に応じて奨励金を交付。（定住1年後5万円、2年後20万円） ふるさと創生課 0799-43-5205 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/ijyuu.html

兵庫県 南あわじ市 移住者限定支援,住宅賃貸 移住支援補助金

定住の意思を持ち、淡路島外から市内へ移住する意思のある若者世帯または子育て世帯に対して、お試し住宅に代わる民間賃貸住宅へ

の居住に係る、①初期費用（礼金、仲介手数料：最大20万円）、②引越費用（最大5万円）、③１ヶ月分のレンタカー費用（最大5万

円、お試し移住者のみ)を補助。

ふるさと創生課 0799-43-5205 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/ijyuu.html

奈良県 曽爾村 移住者限定支援 転入奨励金制度
転入奨励金：曽爾村に定住の意思のある方が転入された場合で、４５歳以下の者（２人以上の世帯２０万　単身者５万　義務教育終了

まえの世帯員１人につき１０万）※５年経過したときに交付
企画課 0745-94-2116 http://www.vill.sibu.nara.jp

奈良県 天川村 住宅改修,住宅設備 天川村空家改修事業等補助金

天川村への移住・定住の促進、定住人口の確保と増加を図ることを目的に、空き家の改修工事や家財道具の処分を行う方を対象とした

補助制度です。 

補助金の交付に関して様々な条件がございますので、申請をお考えの方は、まずは天川村役場　地域政策課までご相談ください。

地域政策課 0747-63-0321

奈良県 天川村 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 天川村空き家バンク制度

天川村への定住を希望される方が居住物件情報を検索できるよう、空き家バンクを設置し、情報を相互に交換するお手伝いをしていま

す。天川村内で空き家をお探しの方で、掲載している空き家情報にご希望の物件がございましたら、空き家利用希望者の登録を行って

ください。 

登録や空き家についてのお問い合わせは、委託業者の空き家コンシェルジュで承っております。(0744-35-6211)

地域政策課 0747-63-0321 http://tenkawa-akiyabank.com/

和歌山県 有田市 起業・就業 有田市創業支援補助金 有田市内において創業を行う者に対し、設備費等の創業に係る経費の４分の３の額を上限５０万円まで補助します。 産業振興課 0737-22-3624 https://www.city.arida.lg.jp/sangyoshigoto/sogyokoyo/1001185.html

和歌山県 有田市 移住者限定支援,引っ越し 有田市移住支援金

移住前に（１）を満たし、移住後に（２）のいずれかを満たす方について、単身世帯の場合は６０万円、２人以上の世帯の方は１００

万円を支給します。（１８歳未満の子ども１人につき３０万円が加算。） 

細かな要件は省略して記載していますので、詳しくは、有田市ＨＰをご確認ください。 

 

（１）移住前の要件 

・住民票を移す前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいう。以下

同じ。）のうちの条件不利地域（※）以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた。 

・住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域（※）以外の地域に在住し、東京23区に

通勤していた。ただし、東京23区への通勤期間については、移住3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。 

 

なお、東京圏のうちの条件不利地域（※）以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者

については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。 

 

※条件不利地域以外の地域とは以下のとおり 

東京都：檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

埼玉県：秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 

千葉県：館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大

多喜町、御宿町、鋸南町 

神奈川県：山北町、真鶴町、清川村 

 

（２）移住後の要件　下記いずれかに該当する 

・和歌山県が運営するマッチングサイト掲載企業への就業 

経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/1003938.html

和歌山県 有田市 結婚 結婚祝贈呈事業
結婚を機に、新婚夫婦からお世話になった方へ感謝の気持ちを有田市の特産品（１万円分）として贈呈する制度。 

※婚姻日において、夫婦共に３９歳以下の方が対象
経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/1002141/1003412.html



和歌山県 有田市
結婚,子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住

宅賃貸
結婚新生活支援補助金

新婚新生活を始めるための、住居に関する経費を最大３０万円まで補助。 

【対象経費】 

・住宅取得または賃借にかかる経費 

・引越にかかる経費 

【主な支給要件】 

・婚姻日において、夫婦ともに３９歳以下 

・令和３年１月１日以降に婚姻された方

経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/1002141/1003411.html

和歌山県 有田市 子育て,出産 スマイルチケット

妊娠届、出生届時に協賛事業者が提供するサービスを利用できるチケットを配布。 

・妊娠時　２万円分のチケット 

・出産時　３万円分のチケット

保健センター 0737-82-3223 https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/kosodateshien/1003409.html

和歌山県 有田市 出産 出産支援事業

未来を担う大切な子供の健やかな成長を願い、誕生をお祝い。 

・１人目　１０万円 

・２人目　３０万円 

・３人目　５０万円 

【主な支給要件】 

３か月以上有田市に住所を有し、出産した子の最初の住民登録が有田市であること。

健康課 0737-22-3514 https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/kosodateshien/1003413.html

和歌山県 有田市 子育て 病児保育無料

病気やけがなどで保育所や学校に行けない子どもを、有田市立病院において無料でお預かりし、子育てと就労の両立を支援。 

【支給要件】 

保護者が就労、傷病により家庭での保育が困難な場合、生後６か月～小学校６年生までの病児を無料で保育。緊急の場合を除き、事前

登録が必要。

福祉課 0737-22-3524 https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/kodomoazukari/1001101.html

和歌山県 有田市 子育て,健康・医療 子ども・乳幼児医療費助成事業 子育て支援の一環として、０歳から高校３年生までの子どもの医療費が無料。 福祉課 0737-22-3524 https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/teatejosei/1001058.html

和歌山県 有田市 子育て,教育,就学 小・中学校入学祝金支給事業
小学校・中学校に入学する新たなステージを迎えた子育て世帯を応援します。 

小・中学校に入学する子どものいる保護者が５月３１日までに申請した場合、１０万円を支給。
福祉課 0737-22-3524 https://www.city.arida.lg.jp/kosodatenavi/kosodateshien/1003456.html

和歌山県 有田市 奨学金,通勤・通学 奨学金返還支援助成事業

有田市に住み就業・起業する若者の定住を促進するため、２９歳になる年度まで毎年奨学金の返還を支援。 

【助成額】 

・奨学金返還額の２分の１（上限１２万円） 

・市内事業所へ就業企業の場合、４年目から返還額の１０分の１０（上限２０万円） 

【主な支給要件】 

・R3.4.1以降、奨学金を返還し始めた方で、有田市に住所があり、起業・就業している方 

・各年度１月１０日まで認定申請が必要

経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/shisei/machizukuri/1003401.html

和歌山県 有田市 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
空き家・空き地バンク仲介手数

料補助金
空き家又は空き地の所有者及び利用希望者のそれぞれに対し、仲介手数料の２分の１（上限５万円）を補助。 経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/1003472/1003407.html

和歌山県 有田市 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
空き家家財道具等処分支援事業

補助金
有田市の空き家バンクに登録されている空き家の家財道具等を処分する費用に対して、上限１０万円まで補助。 経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/1003472/1003410.html

和歌山県 有田市
移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入,

住宅改修,住宅賃貸

移住推進空き家・空き地活用補

助金

有田市の空き家バンクを介し、空き家の購入や改修をする場合、その費用の一部を支援。 

・購入費用の２分の１（上限５０万円※１） 

・改修費用の３分の２（上限８０万円※１） 

※１　義務教育課程の子どもを持つ世帯または世帯主の年齢が４０歳未満の世帯は上限１００万円 

 

また、有田市の空き地バンクを介し、空き地を購入し新築する場合、その費用の一部を支援。 

・新築費用の３０分の１（上限５０万円※２） 

・有田市の事業所を活用した新築の場合２０分の１（上限７０万円※２） 

※２　義務教育課程の子どもを持つ世帯または世帯主の年齢が４０歳未満の世帯は上限５０万円上乗せ 

　　　（市内事業所を活用しない場合１００万円、市内事業所を活用する場合１２０万円）

経営企画課 0737-22-3731 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/1003472/1002476.html

和歌山県 有田市 移住体験,農業 みかんと生きる

農地・研修先・販路が確保され、行政からの支援も合わせて1年目から安定した環境で農業に専念できます。 

すぐに就農したい人、数年後に就農したい人、まだ就農に踏み出せない人、それぞれによって就農コースをご用意しております。 

まずは、就農体験を通して、情報収集してみませんか？お気軽にお問い合わせください。

有田みかん課 0737-22-3635 https://arida-agri.com/

和歌山県 田辺市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 移住支援金

東京圏からの移住し、就職又は起業、テレワークを行う方に対し、移住支援金を交付します。 

　移住支援金額　世帯の場合 100万円 

　　　　　　　　単身の場合  60万円 

　（18歳未満の方を帯同して移住の場合は、18歳未満の方１人つき30万円を加算）

たなべ営業室 0739-33-7714 http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0905-0956-75.html

和歌山県 田辺市 移住者限定支援,住宅改修
まちなか移住推進空き家改修支

援事業
県外からの移住者がまちなか空き家を購入又は賃貸で活用する場合、空き家の改修費用の一部を補助します。 たなべ営業室 0739-33-7714 http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0510-1429-75.html

和歌山県 田辺市 農業 新規就農者育成支援事業
新規就農希望者が就農に必要な技術等を習得できるよう研修受入農家とのマッチングを行います。 

また、農業研修を受ける方には、１か月当たり最大１１万円の補助があります。
農業振興課 0739-26-9930

和歌山県 田辺市
移住者限定支援,高齢者支援,介護,障がい者支

援,起業・就業,住宅改修,住宅賃貸
ハートの雇用事業

市外からの移住者が市の指定する障害福祉事業所又は介護事業所で就労する場合、就労に必要な資格の取得に係る費用の補助及び研修

期間中の生活費の補助があります。 

住居の斡旋も行います。

やすらぎ対策課 0739-26-4910 http://www.city.tanabe.lg.jp/yasuragi/u-i-turn.html

和歌山県 田辺市 移住体験,移住者限定支援 短期滞在施設 市外から移住希望者が最長１年間（一部２年間）、入居することができる短期滞在施設が市内に４か所９戸設置しています。 たなべ営業室 0739-33-7714 http://www.city.tanabe.lg.jp/sanson/tankitaizaishisetsu.html

和歌山県 田辺市 移住者限定支援,起業・就業 移住者起業支援事業
県外からの移住者が起業する場合、起業費用の一部を補助します。 

（わかやま地域課題解決型起業支援補助金及び和歌山県移住者起業支援補助金への上乗せ補助となります。）
たなべ営業室 0739-33-7714 http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2020-0219-1603-75.html

和歌山県 田辺市 移住者限定支援,住宅改修 移住推進空き家改修支援事業 県外からの移住者が空き家を購入又は賃貸で活用する場合、空き家の改修費用の一部を補助します。 たなべ営業室 0739-33-7714 http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/2019-0521-1419-75.html

和歌山県 橋本市 子育て,出産 幼児教育・保育の無償化
２人以上の子どもを育てている家庭における第２子以降に係る保育料を無償化する。（第２子：所得制限あり。第３子以降：所得制限

なし）
健康福祉部こども課 0736-33-6102 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/kodomo/hoiku/osirase/musyouka.html

和歌山県 橋本市 子育て 在宅育児支援事業
橋本市に住民票をおき生後2ヶ月を超え、満1歳に満たない2子・3子以降の、在宅で保育されている、保護者が育児休業給付金を受給し

ていない、所得制限、などの要件を満たす場合、月額15,000円を支給する。
健康福祉部こども課 0736-33-6102 https://www.city.hashimoto.lg.jp/life_mokuteki/kosodate/seido/1536291784433.html



和歌山県 橋本市 子育て,就学,健康・医療
乳幼児・小中学生医療費助成制

度

市内に住所を有する中学校卒業までの児童に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう、保険診療にかかる医療費の自己負担額

を全額助成する制度です。※所得制限があります。
健康福祉部こども課 0736-33-6102 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/kodomo/kosodate/iryouhijyosei/1360119577513.html

和歌山県 橋本市 子育て,出産 母子健康手帳アプリ

妊娠中のお母さんの健康状態、お子さんの成長に関する日々の気づきや画像を記録・管理することができます。また、妊娠週数やお子

さんの月齢に応じて、その時期にあわせた子育てに関する手続きや制度、乳幼児健診、予防接種の案内等の情報を配信し、子育て支援

につなげます。

健康福祉部子育て世代包括支援センター 0736-33-0039 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/heart_bridge/bosihoken/1534825070530.html

和歌山県 橋本市 子育て,出産 紀州3人っ子施策（保育料支援） 保護者と生計を一にする児童が３人以上いる世帯の３人目以降の児童に係る保育料を無料化する。 健康福祉部こども課 0736-33-6102 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/kodomo/hoiku/hoikuen/1360137998221.html

和歌山県 橋本市 子育て,出産 特定不妊治療助成
夫婦の一方または双方が市内に住所を有する夫婦に対して、特定不妊治療に要した費用から県の助成額を控除した額について５万円を

上限に助成する（通算６回を超えない範囲）。
健康福祉部子育て世代包括支援センター 0736-33-0039 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/heart_bridge/bosihoken/1464331315734.html

和歌山県 みなべ町 高齢者支援 高齢者等温泉入浴料補助事業 みなべ町内の温泉休養施設入浴料の補助をします。（満６５歳以上の者で事前に申請が必要です。） 健康長寿課 0739-74-3337

和歌山県 みなべ町 移住者限定支援,林業 林業従事者就業補助金 みなべ町外からの移住者で林業に新規就業する者に対し住居費等の費用を補助します。 産業課 0739-72-1337

和歌山県 みなべ町 出産 みなべ町出産育児応援金
お子さんの誕生を祝福し健やかな成長を願い子育て家庭の経済的負担を軽減することを目的として出産育児応援金を給付します。対象

児一人につき１０万円
健康長寿課 0739-74-3337

和歌山県 みなべ町 子育て 在宅育児支援事業 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第２子以降の乳児（０歳児）の保育を家庭で行う保護者に対し給付金を支給します。 幼児教育室 0739-74-3738

和歌山県 みなべ町 住宅新築
みなべ町紀州材で建てる住宅支

援事業

紀州材を使用してみなべ町内に住宅を建設する場合に、補助金を交付します。棟上げの３日前までに事前の申請が必要。和歌山県の証

明基準により紀州材と証明されるもの。
産業課 0739-72-1337

和歌山県 みなべ町 子育て,健康・医療 こども医療費制度
保護者の所得に関係なくみなべ町に住所を有する０歳から１８歳の子どもが対象。通院・入院及び訪問看護医療費等に係る医療保険診

療分の自己負担分を助成。婚姻している者及び以前に婚姻していたことがある者は除く。
住民福祉課 0739-72-2161

和歌山県 - 交通機関利用 片道交通費支援
首都圏に居住し、和歌山県移住推進市町村（地域）への移住を検討している者の居住地から訪問地までの往路交通費を支援。（東京相

談窓口での事前面談、訪問先など諸条件有）
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/howto/support

和歌山県 - 移住体験
「しごと」のある「くらし」体

験

東京などの大都市圏の若年者を対象に、移住後の実生活を「お試し」体験できる機会を提供。体験内容等の詳しい情報はリンク先参

照。
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/category/work/experience

和歌山県 -
移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅設備,

住宅賃貸
空き家お片付け補助金

所有物件を「わかやま空き家バンク」に登録している者で、移住を希望する者に所有する空き家を賃貸又は売買する際の、家財の整

理・撤去・処分活動費用（上限10万円を補助）を補助。
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/house/vacant-hous

和歌山県 - 移住者限定支援,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸 空き家改修補助金
県外からの移住を推進するため、移住推進市町村（地域）にある空き家を賃貸又は売買する際に改修費用の２/３（上限80万円）を補

助。（※随時受付、移住に際し市町村及び受入協議会の支援を受けることなど、条件有）
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/house/vacant-hous

和歌山県 - 移住者限定支援,起業・就業,農業,林業,水産業 移住者農林水産就業補助金
県外から移住推進市町村（地域）の支援を受けて同市町村に移住し、農林水産業に独立就業する方（60歳未満）に、最大50万円を支

給。（※随時受付、実施規模について要件有、所得制限有）
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/work/agriculture

和歌山県 - まちづくり活動,移住者限定支援,起業・就業 移住者継業補助金 県外から移住推進市町村（地域）へ移住する方（60歳未満）に対して、継業に必要な経費（最大100万円）を支給。（その他諸条件有） 移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/category/work/work-inheritance

和歌山県 - 移住者限定支援,起業・就業 移住者起業補助金
県外から移住推進市町村（地域）の支援を受けて同市町村に移住し、地域資源を活用した起業をする方（60歳未満）に、初期経費の補

助金として最大100万円を支給。
移住定住推進課 734412930 https://www.wakayamagurashi.jp/work/business

鳥取県 倉吉市 移住者限定支援,起業・就業 倉吉市移住就業支援事業
東京一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足の解消を図るため、東京圏から倉吉市に移住し、それぞれの交付要件に

全て該当する方に対して、移住就業支援金を交付します。
倉吉市　地域づくり支援課 0858-22-8159 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/iju/7/tokyohozyokin/

鳥取県 倉吉市 交通機関利用,子育て,教育,通勤・通学 高校生の通学費助成
高校生等と申請者が倉吉市内に住所がある方で、鳥取県内の高等学校等に通学する生徒の通学定期券（ＪＲ・路線バス）購入費が月額

7,000円を超える通学費（特急料金を除く）を助成。
倉吉市　教育総務課 0858-22-8165 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/x163/

鳥取県 倉吉市 住宅購入,住宅改修,住宅設備 倉吉市空き家流通促進事業
市内における市場に流通していない空き家の利活用を促進するため、改修工事等を行う方に必要な経費の一部を補助します。 

（最大４５万円、補助率は補助対象経費の５０％）
倉吉市　地域づくり支援課 0858-22-8159 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/iju/7/tokyohozyokin-copy/?edit_off

鳥取県 倉吉市 子育て,出産 産後ケア事業
産後の期間において、体調不良や家族から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安

定、育児不安の解消を目的に母親のケアや育児サポートを行います。
倉吉市　子ども家庭課 0858-27-0031 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/2-copy/v106-copy/

鳥取県 倉吉市 子育て,出産 育児パッケージプレゼント
「倉吉市に生まれてきてくれてありがとう！！」の気持ちを込めて、倉吉市からのプレゼントです。赤ちゃんやママ・パパにもうれし

い品々をつめこんだ「はじめてばこ」を贈り、お子さんの健やかな成長を応援します。
倉吉市　子ども家庭課 0858-27-0031 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/2-copy/v106/

鳥取県 倉吉市 起業・就業 倉吉市短期融資
中小企業信用保険法の対象となるもので、市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者の運転資金を融資。融資限度額500万円、融資

利率は保証付年1.89％、保証無年2.23％。融資期間：3年以内。
倉吉市　商工観光課 0858-22-8129 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kikaku/shoukou/112/15/

鳥取県 倉吉市 まちづくり活動,起業・就業
空き店舗マッチング事業（空き

店舗情報）

倉吉市では、空き店舗の有効活用に向けて、貸し手と借り手をつなぐマッチングの支援を行っています。市内での起業を考えている

方、新たな店舗などを探しておられる方に空き店舗をご紹介します。
倉吉市　商工観光課 0858-22-8129 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kikaku/shoukou/112/101/

鳥取県 倉吉市 まちづくり活動,起業・就業 チャレンジショップあきない塾
お店を始めたい方に安価な家賃で貸し出しを行い、起業のノウハウの習得を目指します。契約期間は最長1年間。利用者負担は家賃月額

4,800円～5,500円（店舗面積により異なる）、光熱費、上下水道使用料、共益費。
倉吉商工会議所 0858-22-2191 http://www.kurayoshi-cci.or.jp/challengeshop/

鳥取県 倉吉市 子育て,起業・就業
ひとり親家庭 高等技能訓練促進

費給付金

経済的な自立を促進するため、市の指定した看護師、介護士等の就職に結びつきやすい資格の取得を支援します。養成機関において1年

以上修業される場合に、期間中の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給する事業です。
倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8220 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/jidouboshi/

鳥取県 倉吉市 子育て,起業・就業
ひとり親家庭 自立支援教育訓練

給付金

就職に必要な資格や技能を習得するために、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講し、終了した場合に、受講料の6割を給付金

として支給します。
倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8220 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/jidouboshi/

鳥取県 倉吉市 子育て,健康・医療 小児の医療費助成
０歳～18歳に達する年度末までの子どもの医療費を助成。自己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関　月4回　2,120円まで）薬局

は無料。入院医療費1日1,200円。（減額認定証の交付を受けた人は上限15日まで）
倉吉市　保険年金課 0858-22-8151 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/fukushi/iryohoken/4/

鳥取県 倉吉市 子育て,出産,健康・医療 不育治療費助成事業 不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。 倉吉市　子ども家庭課 0858-27-0031 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/31-copy/5/

鳥取県 倉吉市 子育て,出産,健康・医療 不妊治療費助成事業
保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用の一部（年間10万円を限

度）を5年間助成します。治療内容により助成金額に上限があります。
倉吉市　子ども家庭課 0858-27-0031 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/31-copy/4/

鳥取県 倉吉市 子育て,出産 出産手当
第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。 

※出生日時点で６か月以上倉吉市に住所のある方に限ります。
倉吉市　市民課 0858-22-8155 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/sangyou/shimin/w164/17-copy/

鳥取県 倉吉市 子育て,教育,奨学金,就学 倉吉市奨学資金
学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方50,000円３ヶ月毎に貸与。

無利子
倉吉市　教育総務課 0858-22-8165 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/

鳥取県 倉吉市 交通機関利用,子育て,教育,通勤・通学 遠距離通学費補助金

遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞(乗合バスを利用する場合は３㎞)以上、中学校片道６㎞(乗合バ

スを利用する場合は５㎞)以上。 

乗合バスを利用して通学する小学校児童及び中学校生徒、１箇月通学定期乗車券の額（１箇月を超える通学定期乗車券の場合にあって

は、当該定期乗車券の１箇月分に相当する額）のうち、小学校児童は820円、中学校生徒は1,360円を超える額。 

乗合バス以外の通学方法は小学校児童月額1,200円、中学校生徒月額1,500円。

倉吉市　教育総務課 0858-22-8165 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/syoutyuugakkoujimutetsuduki/6/



鳥取県 倉吉市 子育て,教育,就学
ひとり親家庭 小中学校入学支度

金
小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯） 倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8220 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/jidouboshi/

鳥取県 倉吉市 子育て,教育 災害遺児手当
中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい者になった場合に支給し

ます。支給月額は、児童1人につき2,000円
倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8220 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/jidouboshi/

鳥取県 倉吉市 子育て,教育 ブックスタート事業 6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせ、読書相談などをを行っています。 倉吉市立図書館 0858-47-1183 https://www.lib.city.kurayoshi.lg.jp/content/baby/bookstart.html

鳥取県 倉吉市 子育て,出産
倉吉市子育て世帯買い物応援事

業

協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割引、敷金半額、クリーニ

ング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世帯。
倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8100 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/22/

鳥取県 倉吉市 子育て
鳥取県交通安全協会チャイルド

シート貸出

ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200円～800円）が必

要。
鳥取県交通安全協会倉吉地区協会 0858-26-7115 http://tottori-ankyo.jp/information/area/kurayoshi

鳥取県 倉吉市 子育て,教育 子育て支援センター
乳幼児と家族が出かけて交流等ができる場です。ミニプログラムや季節行事、子育て相談のほか、子育てセミナー、親支援セミナー、

赤ちゃんと小学生とのふれあい会等を行っています。
倉吉市　子ども家庭課 0858-22-8100 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kodomo/26/

鳥取県 倉吉市 住宅購入,住宅改修,住宅設備
住宅省エネ改修に伴う固定資産

税の減額
外壁や窓を通した熱の損失を防止する改修工事（省エネ改修）をすると、翌年度の固定資産税の一部を減額します。 倉吉市　税務課 0858-22-8114 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/zeimu/01/7/

鳥取県 倉吉市 住宅購入,住宅改修
住宅耐震改修に伴う固定資産税

の減額

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの改修工事（耐震改修）をすると、固定資産税の一部を減額

します。
倉吉市　税務課 0858-22-8114 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/zeimu/01/3/

鳥取県 倉吉市
高齢者支援,障がい者支援,住宅購入,住宅改修,

住宅設備

住宅バリアフリー改修に伴う固

定資産税の減額

高齢者や障がい者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上させる改修工事（バリアフリー改修）を行った場合、翌年度の固定資産

税を3分の1（100㎡相当分まで）減額します。
倉吉市　税務課 0858-22-8114 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/zeimu/01/5/

鳥取県 倉吉市 住宅購入,住宅改修
倉吉市震災に強いまちづくり促

進事業

震災に強いまちづくりを推進するために、古い基準で建築された建物の「耐震診断・改修設計・耐震改修」にかかる費用を補助しま

す。
倉吉市　建築住宅課 0858-22-8175 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/kenchiku/18/13/

鳥取県 倉吉市 住宅改修,住宅設備 水洗便所改造資金融資
公共下水道・農林業集落排水・合併処理浄化槽に接続するため、従来のくみ取り便所やし尿浄化槽を廃止して便器や洗浄用具などの改

造、これに伴う排水設備の新設又は改修する方に、希望に応じて金融機関へ融資を斡旋
倉吉市上下水道局 0858-27-0638 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kensetsu/gesui/7/

鳥取県 倉吉市 移住者限定支援,住宅賃貸 賃貸物件家賃等助成事業 連続して3年以上県外に居住していた方が「くらよし空き家バンク」の戸建て賃貸物件に一年以上入居される場合5万円を交付します。 倉吉市　地域づくり支援課 0858-22-8159 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/iju/7/6/

鳥取県 倉吉市 住宅購入 空き家取得支援事業助成金
「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在住の人」に助成金を15万円交付しま

す。
倉吉市　地域づくり支援課 0858-22-8159 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/iju/7/2/

鳥取県 倉吉市 住宅新築
若者新築住宅固定資産税減免制

度
35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共同住宅や賃貸住宅は除きます) 倉吉市　税務課 0858-22-8114 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/sangyou/zeimu/01/01/

鳥取県 倉吉市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修 倉吉市住宅支援制度
県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大

50万円（対象経費の５％）・中古改修：最大35万円（対象経費の10％）
倉吉市　地域づくり支援課 0858-22-8159 http://kurayoshi.sanin.jp/iju/7/3/

鳥取県 境港市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
境港市空家利活用移住定住奨励

金
空家利活用流通促進事業補助金を活用して改修を行った空家に県外から移住する場合に、奨励金を助成。 境港市都市整備課 0859-47-1015 https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=111112

鳥取県 鳥取市 健康・医療 がん検診

各種がん検診を実施します。（検診実施期間7月～2月末日） 

医療機関健診または集団健診で受けることができます。 

ご希望の健診実施機関に予約の上、受診券を持参して受けてください。 

【対象者】 

40歳以上 

　　・胃がん検診：バリウムまたは胃内視鏡検査（胃内視鏡検査は医療機関のみ） 

　　・肺がん検診：胸部レントゲン検査 

　　・大腸がん検診：便潜血検査（2日法） 

　　・乳がん検診：マンモグラフィ検査　2年に1回 

20歳以上 

　　・子宮がん検診：頸部細胞診検査 

【自己負担額】（非課税世帯、生活保護世帯の人は無料です） 

　　・胃がん検診：医療機関健診2,000円、集団検診500円 

　　・肺がん検診：医療機関健診1,000円（喀痰検査要2,000円）、集団検診無料（喀痰検査要300円） 

　　・大腸がん検診：医療機関健診500円、集団検診200円 

　　・乳がん検診：医療機関健診1,300円、集団検診500円 

　　・子宮がん検診：医療機関健診1,500円、集団検診500円 

 

※R3.4.2～R4.4.1の間に41.46.51.56.61歳（子宮がんは21.26.31.36歳も対象）はがん検診無料クーポン券の対象になります。

鳥取市保健所健康子育て推進課 0857-20-0320 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
ひとり親家庭児童・生徒入学支

度金

（対象者）ひとり親家庭で小学校又は中学校に入学する児童・生徒の養育者（要申請） 

（支給額）児童・生徒一人当たり　10,000円
こども家庭課 0857-30-8239 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343213316782/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
子育て支援カード（とりっこ

カード）事業

（対象者）鳥取市内にお住まいで小学校入学前のお子様を含む3人以上のお子様がいる家庭（要申請） 

カードを、協賛店舗等で提示すると、子育て支援のための様々なサービスが受けられます。
こども家庭課 0857-30-8491 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1191048612616/index.html

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援
鳥取市ふるさとでの新しいライ

フステージ支援事業補助金

結婚、出産又は子育てを機会とした若年者のIJUターンを促進するため、移住を目的として転入した若者夫婦または子育て世帯に対し奨

励金を交付します。（ご夫婦どちらかが満39歳以下かつ、?～?いずれかの条件を満たす世帯。?結婚10年以内?妊娠中の方がいる?高等学

校入学前の子がいる） 

　?のみ該当：１世帯５万円、?または?に該当：１世帯１０万円

地域振興課 0857-30-8173 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1616474354182/index.html

鳥取県 鳥取市 交通機関利用,高齢者支援
鳥取市高齢者等公共交通利用者

支援事業

65歳以上の高齢者または運転免許返納者（年齢制限なし）に対し、路線バス（日ノ丸自動車、日本交通）の定期券（高齢者向けバス定

期券も含む）を定価の半額で販売します。
交通政策課 0857-30-8326 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1585126606519/index.html

鳥取県 鳥取市 農業 市民農園設置事業
気軽に農産物を栽培する機会を市民の方々に提供するため、市民農園を開設しています。  

（開設区画数全348区画）
農政企画課 0857-30-8302 http://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/0000000000000/1200481470191/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 脳ドック検診事業
40、45、50、55、60、65、70歳の鳥取市国保加入者及び健康保険被扶養者等に対し、脳ドック検診を実施します。 

自己負担金　上限8,000円。
鳥取市保健所健康・子育て推進課健診推進室 0857-20-0320 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 骨粗しょう症予防対策事業費
25歳以上の女性を対象とした、骨粗しょう症予防検診を実施します。 

自己負担額　集団）　300円
鳥取市保健所健康・子育て推進課健診推進室 0857-20-0320 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/



鳥取県 鳥取市 健康・医療 肝炎ウイルス検査
40～74歳を対象に肝炎ウイルス検査を実施します。（過去に鳥取市の肝炎ウイルス検査を受けた人は対象となりません。） 

自己負担額　個別）800円　集団）300円
鳥取市保健所健康・子育て推進課健診推進室 0857-20-0320 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療,高齢者支援 高齢者健康診査 75歳以上の人を対象に健康診査を行います。年に1回鳥取市より高齢者健康診査受診券を送付します。（自己負担　500円） 鳥取市保健所健康・子育て推進課健診推進室 0857-20-0320 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 健康診査

18～39歳の人で被用者保険（協会けんぽ、共済組合等）の加入者本人以外の人、40歳以上の医療保険未加入の人は鳥取市の健康診査を

受けることができます。 

（自己負担額18～39歳は500円、40歳以上は無料）

鳥取市保健所健康・子育て推進課健診推進室 0857-20-0323 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 ふしめ歯科健診
40、50、60、70歳の人を対象に、歯科検診（むし歯・歯周病のチェック）を無料で実施します。　 

(鳥取市国民健康保険に加入している人は、45、55、65歳も）
鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8581 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1337916607750/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 特定疾病医療助成

（１）対象者 

　慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、神経・筋疾患等の治療をしている満20歳未満の人（先天性代謝

異常については満20歳以上の人も対象となる場合あり）※18歳以下の人は小児特別医療で対応 

（２）患者負担額 

　通院　530円／日（同一医療機関で一月5日目以降は無料）、入院　1,200円／日（※1） 

　※1　市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、一月当たりの負担上限は15日、18,000円

まで

保険年金課 0857-30-8223 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189668872643/index.html

鳥取県 鳥取市 障がい者支援
重度障がい者（児）タクシー料

金助成制度

重度障がい者の日常生活の利便向上と社会参加の促進のため、タクシー料金の一部を助成する利用券を月4枚交付します。（対象者要件

あり）
障がい福祉課 0857-30-8217 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190348690934/index.html

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援 Ｕターン支援登録制度
Ｕターン支援登録制度を設け、登録いただいた方に、本市の「しごと」、「住まい」、「暮らし」等の最新情報を定期的に提供してい

ます。
地域振興課 0857-30-8173 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1439276390775/index.html

鳥取県 鳥取市 移住体験 まちなか居住体験施設の運営

鳥取市外にお住まいの皆さまに鳥取市の中心市街地の便利で豊かな生活を体験していただくため、まちなか居住体験施設「Kari巣mai」

（かりずまい）を運営しています。中心市街地に住みたいとお考えの方で、４５歳未満の方が１名以上おられる家族、グループの方に

ご利用していただけます。 

（5日間までは一律10、000円。6日目以降は1日につき2,000円を加算。30日以内。）

中心市街地整備課 0857-30-8331 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1542679776136/index.html

鳥取県 鳥取市 移住体験 お試し定住体験施設
一定期間、自然に恵まれた地域の住宅で田舎暮らしを試していただくよう、鳥取市お試し定住体験事業を実施しています。（7施設。5

日間までは一律6,000円。6日目以降は1日につき1,200円を加算。1ヶ月以内。）
地域振興課 0857-30-8173 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1180599679609/index.html

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援 移住・交流情報ガーデン
鳥取駅前に移住相談、情報発信の拠点として「移住・交流情報ガーデン」を設置しています。移住者がいつでも気軽に集い、交流し過

ごすことのできる場としても提供しています。
地域振興課 0857-30-8173 http://www.tottori-iju-garden.jp/

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援 移住相談窓口

市役所内の「鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口」、 関西圏移住定住相談窓口、鳥取駅前の「移住・交流情報ガーデン」に相談員

を配置し、移住相談、情報発信などを行っています。オンラインによる移住相談も可能です。 

2022年春、鳥取市の移住定住ポータルサイト「とっとりコネクト」がオープンしました。 

URL:　https://tottori-iju.jp/

地域振興課 0857-30-8173 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1356667042910/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 子育て講座の開設
新小学１年生になるこどもをもつ保護者を対象に「基本的生活習慣や家庭学習」、「家庭で身につけさせるモラルやマナー」を取り上

げた「子育て親育ち講座」を市内全小学校・義務教育学校で開催しています。
生涯学習・スポーツ課 0857-30-8426 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1421127453766/index.html

鳥取県 鳥取市 通勤・通学 遠距離等通学費補助金

市立小・中・義務教育学校に通学する児童・生徒において、居住地域から学校まで遠距離（小学校3㎞以上、中学生5㎞以上）にあり、

バス若しくはＪＲ又は公共交通手段がないため自家用車により通学する場合、その通学に係る経費負担を軽減するため、補助を行って

います。

学校保健給食課 0857-30-8416 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1375151351031/index.html

鳥取県 鳥取市 教育
早期からの教育相談・支援体制

の構築事業

特別な支援が必要となる可能性のある子ども・その保護者に対して、幼児期から満１８歳までの柔軟できめ細やかな対応を図るため、

教育相談を行い、支援体制を整えています。
こども発達支援センター 0857-30-8562 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1439281286688/index.html

鳥取県 鳥取市 教育 放課後児童対策事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、遊び及び生活の支援として、放課後児童クラブを開設していま

す。（74クラブ開設）
学校教育課 0857-30-8411 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1211765238953/index.html

鳥取県 鳥取市 教育 小規模校転入制度推進事業
豊かな自然環境や小規模であることの特徴を生かし、その中で学ぶ楽しさや豊かな人間性を培いたいと希望する児童生徒・保護者に対

し、一定の条件を付して入学を認める「小規模校転入制度」を実施しています。
学校教育課 0857-30-8412 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1408321023863/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て,健康・医療 2歳児歯科健診 2歳児歯科健診（フッ素塗布）・歯科保健指導を行います。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8581 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1408321023863/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 離乳食講習
離乳食講習会の実施　　実演・試食 

離乳食に関するＤＶＤの貸し出しも行います。
鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8582 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1455510908575/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て,健康・医療
就学前児　インフルエンザ予防

接種費用一部助成
生後6月以上就学前の乳幼児に対する季節性インフルエンザ予防接種の接種費用の一部を助成します。 鳥取市保健所保健医療課 0857-30-8640

鳥取県 鳥取市 子育て ブックスタート事業 6ヶ月児健診において親子に絵本の読み聞かせを行い、絵本２冊を入れた「ブックスタートパック」を手渡しています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1285119807059/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 乳幼児健診 6カ月児・1歳6か月児・3歳児を対象に健診を行い、育児相談に応じたり、各月齢に合わせた育児の話をしています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8585 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1285122296412/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 赤ちゃん訪問
鳥取市で生まれた生後1～2ヶ月ごろまでのすべての赤ちゃんに保健師や助産師が赤ちゃん訪問を行っています。訪問時には、計測や相

談、鳥取市の母子保健サービスの紹介等を行っています。
鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 新生児聴覚検査費助成事業 新生児聴覚検査の検査費用を、1人1回2,000円を上限に助成。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 産後健康診査 産後健康診査を受けていただくよう、１回5,000円（上限2回）の公費助成を行っています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 里帰り出産 鳥取市から他県・他市町村に里帰りして出産される場合の手続き方法、相談を受け付けています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 妊婦歯科健診事業 母子手帳に併せて妊婦歯科健診受診票を交付します。助成金は2,000円（全額）。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8581 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 妊婦健康診査 妊婦健康診査を14回受けていただくよう、公費助成を行っています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て,出産
妊娠・出産・育児、妊娠中の禁

煙に関する相談
妊娠中の心配ごとや赤ちゃんが生まれてからのこと、妊娠を機会にタバコをやめたい、などの相談を受け付けています。 鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1451004896970/index.html

鳥取県 鳥取市 出産 風しん予防接種費助成事業

大人の風しん予防に向け予防接種費用を助成します。 

○対象者： 

　　　（１）妊娠を希望している女性のうち、風しん抗体検査の結果、抗体価が低い方 

　　　（２）（１）の助成対象者の同居者(※2)で、風しん抗体価の低い方 

　　　（３）鳥取県内に在住する妊娠をしている女性の配偶者（内縁を含む。） 

　　　（４）妊娠をしている女性の同居者  

　　　※第５期定期接種対象者を除く 

○対象となる接種：風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの接種 

○助成額：上限8,000円／1人1回

鳥取市保険所保健医療課 0857-30-8640 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1427527907068/



鳥取県 鳥取市 出産 特定不妊治療費助成金交付事業

（１）対象者 

　鳥取市特定不妊治療助成事業（国県分）の対象となった方 

（２）助成額 

鳥取市特定不妊治療助成事業（国県分）の対象費用から、国県分の助成金を控除した額又は5万円（以前に凍結した胚を解凍して胚移植

を実施した治療については2万5千円）のいずれか低い額

鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1313030241563/

鳥取県 鳥取市 出産 不育治療費等助成事業

（1）対象者 

　法律上の婚姻をしている夫婦で、申請時に市内に引き続き1年以上居住しており、日本産科婦人科学会専門医が所属する医療機関にお

いて不育症と診断され、治療を受けている、など諸要件を満たす方 

（2）助成額 

　不育症に係る診断・治療に要した保険適用外の金額の2分の1を助成。1年度につき10万円、通算5年度を上限とする。

鳥取市保健所健康・子育て推進課 0857-30-8584 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1430444936216/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 親の集い「いっぽいっぽ」
児童の発達が気になる保護者に、交流・情報交換の機会を提供します。また、児童の発達が気になる保護者同士が、毎月1回グループ

ミーティングを行い、子育ての不安や課題を共有し、解決できるよう支援します。
こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1531204247193/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 小集団療育事業
発達支援の必要な年中、年長児及びその親を対象に、月2回、1回あたり最大6組の親子へ保育士、発達支援コーディネーター及び先輩保

護者等の支援による子どもへの療育、保護者への相談や交流等を行います。
こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1531204247193/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 親子通所療育事業
発達上の困難を抱える２～３歳児及びその親を対象に、週1回、10～12組程度の親子へ、保育士及び発達支援コーディネーター等による

療育プログラムを実施し、保護者への療育指導や交流等を行います。
こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1531204247193/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 発達相談 子どもの成長・発達に、気がかりや心配のある保護者を対象に、専門スタッフが相談に応じます。 こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1527758482025/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
児童発達支援センター若草学園

通園療育
発達支援の必要な幼児に対し、生活自立を目指して療育を行います。（月曜日～金曜日） こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1336563077914/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 障がい児等地域療育支援事業

在宅で発達が気になる児童及びその保護者に対し、外来の方法により、各種の相談・支援を行います。 

①週1回、発達が気になる児童に、保育士による小集団での療育プログラムの実施。 

②家庭訪問による子どもの療育相談を実施。 

③保育園・幼稚園の施設に訪問し、子どもの療育相談を実施。

こども発達支援センター 0857-30-8561 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1336563077914/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 子育て支援短期利用事業

仕事、疾病、家庭の事情等で、短期間子育てができないときに一時的にお子さまを預かります。 

①ショートステイ：宿泊を伴う一時預かり（最長7日間を限度） 

②トワイライトステイ：平日の夜間、休日の一時預かり 

③平日日帰りステイ：平日の17時までの一時預かり

こども家庭相談センター 0857-20-0122 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1423096510180/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て,出産 妊娠・出産包括支援事業

妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援を行い、安心して妊娠・出産・育児が行える環境を整え、子育てを支援します。 

①母子保健相談支援事業 

②産後ケア事業（生後4か月未満の乳児と母親の母子ショートステイサービス、母子デイサービス、生後4か月未満の乳児の一時預かり

を実施）

こども家庭相談センター 0857-20-0122 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1410308922112/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て,出産 養育支援訪問事業

妊娠期から子どもへの関わりや育児に困難な状態にある家庭に対して相談や支援を行います。 

①家庭訪問による支援 

②こども家庭相談センターにおける心理相談

こども家庭相談センター 0857-20-0122 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1192609616656/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 一時預かり事業
保護者の就労や病気、冠婚葬祭やボランティア、育児に伴う心理的・肉体的負担の解消等、様々な理由により、1週間に3日を限度とし

て一時的にお預かりします。11施設で実施。
こども家庭課 0857-30-8238 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1580796755356/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 休日保育 日曜、祝日に保護者の就労等の事情により家庭で保育ができない場合に預けることができます。事前の登録が必要です。2施設で実施。 こども家庭課 0857-30-8238 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1580796755356/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 延長保育事業
就労形態の多様化などに伴う延長保育の需要に対応するため、通常18時までの預かり時間を最長19時半まで延長しています。（実施時

間は施設により異なります。）50施設で実施。
こども家庭課 0857-30-8238 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1580796755356/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
保育料無償化・多子世帯の保育

料軽減

（１）保育料を無償とします。 

①３歳から５歳までの幼稚園、保育園、認定こども園など 

　を利用する子どもたちの保育料を無償 

②０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの 

　保育料を無償 

 

（２）多子世帯の保育料を軽減します。 

①第3子以降　完全無償化 

②第2子 

　・低所得者世帯又はひとり親世帯 

　　同時在園の場合　無償、同時在園でない場合　半額 

　・低所得者世帯又はひとり親世帯以外 

　　同時在園で第１子が３歳以上児　半額 

　　同時在園で第１子が３歳未満児　1/5

こども家庭課 0857-30-8238 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1561509224891/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
高等職業訓練促進給付金（ひと

り親家庭自立支援）
ひとり親家庭の父又は母であって、看護師・介護福祉士等の国家資格取得養成機関在学中、給付金を支給します。 こども家庭課 0857-30-8456 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343213316782/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て
自立支援教育訓練給付金（ひと

り親家庭自立支援）
ひとり親家庭の父又は母であって、自身の能力開発のため対象講座を受講し終了した際に、その受講経費の一部を助成します。 こども家庭課 0857-30-8456 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343213316782/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 児童扶養手当

ひとり親家庭又は配偶者が重度の障がいを有している、18歳未満の子を養育する父、母又は養育者に対して手当てを支給します。 

　全部支給　月額43,160円 

　一部支給　月額10,180円～43,150円 

　　子二人目は10,180円～5,100円加算、三人目以降6,100円～3,060円加算　 

　　※所得制限あり

こども家庭課 0857-30-8456 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343213316782/index.html



鳥取県 鳥取市 子育て 児童手当

中学校修了前までの児童を養育する保護者に対して、児童手当を支給します。 

【月額】3歳未満の子ども1人あたり　15,000円／月 

　　　　 3歳以上小学校修了までの子ども1人あたり　10,000円／月（第1子・2子） 

　　　　 3歳以上小学校修了までの子ども1人あたり　15,000円／月（第3子以降） 

　　　　 中学生の子ども1人あたり　10,000円／月

こども家庭課 0857-30-8491 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1305080362829/index.html

鳥取県 鳥取市 子育て 病児・病後児保育事業

①病児保育事業（せいきょうこどもクリニック、病児保育室とくよし、コモド第三保育園瓦町） 

　児童が病気の回復期に至らない場合で、当面の症状の急変が認められない場合において、通常保育とは別の専用施設でお預かりしま

す。 

②病後児保育事業（市立病院、保育園の2園） 

　病気回復期で集団保育が出来ない児童を、通常保育とは別の専用施設でお預かりします。

こども家庭課 0857-30-8238 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1580796755356/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 未熟児養育医療助成 出生時体重が2,000ｇ以下で、生活力が弱い症状を示す未熟児の入院にかかる保険対象医療費の自己負担部分を助成します。 保険年金課 0857-30-8223 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1367886197771/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 小児特別医療助成

小児(18歳に達する年度末まで)に対し、医療費の助成を行う。 

○対象者：小児(18歳に達する年度末まで) 

○患者負担額：通院　530円／日　（同一医療機関で一月5日目以降は無料）、入院　1,200円／日　（※1）　 

　※1…市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、一月当たりの負担上限は15日、18,000円

まで

保険年金課 0857-30-8223 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1223269073293/index.html

鳥取県 鳥取市 健康・医療 ひとり親家庭医療助成

所得税非課税のひとり親世帯の親及び子（18歳に達する年度末まで）に対し、医療費の助成。 

○対象者：配偶者のない父・母（死別・離婚・遺棄・配偶者が身体障がい者・未婚の母等）と子 

○患者負担額：通院　530円／日　（同一医療機関で一月5日目以降は無料）、入院　1,200円／日　（※1）　 

　※1…市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、一月当たりの負担上限は15日、18,000円

まで。

保険年金課 0857-30-8223 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1223270955007/index.html

鳥取県 鳥取市 結婚
麒麟のまち婚活サポートセン

ター
婚活イベントの開催、婚活コーディネーターによる婚活相談会など出会いから成婚までをサポートします。 政策企画課 0857-30-8013 https://sugokon.jp/

鳥取県 鳥取市 農業 青年等就農計画認定制度
新規就農を目指す青年等が、就農初期段階の経営を安定して行うことができるよう青年就農給付金等による生活支援、農地賃借料助

成、住居家賃助成を行っています。
農政企画課 0857-30-8305 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1412136805367/index.html

鳥取県 鳥取市 農業 新規就農推進事業 全国から就農希望をする若者を積極的に受け入れ、農業技術を始め鳥取市に就農定住するまでのノウハウの習得を支援しています。 農政企画課 0857-30-8305 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1596098976641/index.html

鳥取県 鳥取市 障がい者支援,起業・就業 鳥取市障がい者雇用奨励金
障がい者を対象とした国のトライアル雇用（有期雇用契約・原則3か月）終了後、常用雇用に移行（3か月経過）した場合、当該事業所

に対して雇用した障がい者一人あたり5万円の雇用奨励金を支給します。
経済・雇用戦略課 0857-30-8284 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1301384873891/index.html

鳥取県 鳥取市 起業・就業 鳥取市求職者教育訓練助成金
65歳未満の求職者が、就職に必要な厚生労働大臣の指定講座を自己の負担で受ける場合において、支給要件期間の制限で雇用保険から

の給付対象とならないものに対し、受講料の2分の１を補助します。（補助上限額5万円）
経済・雇用戦略課 0857-30-8284 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1304326093670/index.html

鳥取県 鳥取市 起業・就業
鳥取市地元企業就職PR動画作成

助成金

自社の魅力及び人材採用について動画で宣伝しようとする事業者に対し、動画作成に要する費用の4分の3を補助します。（補助上限額

10万円）
経済・雇用戦略課 0857-30-8284 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1504077694684/index.html

鳥取県 鳥取市 奨学金
鳥取市中小企業等奨学金返済支

援事業補助金

従業員の奨学金返済を支援する制度を設ける事業者に対し、補助事業者に採用された日から起算して96か月間、当該制度に基づき支給

する手当等の2分の1を補助します。（補助上限額年8万円）
経済・雇用戦略課 0857-30-8284 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1557893408404/index.html

鳥取県 鳥取市 起業・就業 職業紹介事業 専任の雇用アドバイザーを配置した鳥取市無料職業紹介所を設置し、求職相談を受け付けています。 経済・雇用戦略課 0857-30-8284 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1319017034436/

鳥取県 鳥取市 住宅設備 ごみ減量化推進事業 家庭で生ごみの堆肥化を行う場合、生ごみ堆肥化容器や基材の購入費用の２/３を補助します。（申請回数制限・補助額上限有） 廃棄物対策課 0857-30-8091 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1266920427342/index.html

鳥取県 鳥取市 住宅購入
定期借地権付土地分譲制度活用

による地域活性化事業

保証金と土地賃料のみで土地を利用でき、購入するよりも少ない資金で住宅を所有することが可能です。青谷町望町団地（月額賃料

3,600円～）、鹿野町湯川団地（月額賃料5,900円～）で実施中。
建築住宅課 0857-30-8371 http://www.jkk-tottori.or.jp/?id=79

鳥取県 鳥取市 住宅改修
住宅・建築物耐震診断・改修支

援事業

住宅の耐震化を進めるため、持家の耐震化（診断・設計・改修）に対して一部を助成します。（それぞれ対象となる建物、助成内容に

ついての要件あり。）
建築指導課 0857-30-8362 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1252053925221/

鳥取県 鳥取市 住宅改修 街なか居住推進事業

まちなか空き家改修支援事業補助金 

　1戸当たり50万円以上の空き家改修費用の一部を補助（対象経費の1/51/2かつ上限50万） 

　※補助対象者の要件あり（中心市街地外から中心市街地内への転入で、18歳以上45歳未満の方が世帯に1名以上いること、町内会に加

入することなど） 

 

そのほか、まちなかの住まいに関する総合的な相談窓口の設置やまちなか暮らしに関する情報発信、未利用地の住宅転換や遊休不動産

の利活用などに対するまちなかアドバイザー派遣事業などを実施。

中心市街地整備課 0857-30-8331 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1374028692190/

鳥取県 鳥取市 住宅購入,住宅賃貸 空き家情報バンクの設置
空き家の売却・賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家を登録(※)し、購入・賃借希望者に紹介しています。 

※登録にあたっては要件があります。
中心市街地整備課 0857-30-8331 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1412665355317/

鳥取県 鳥取市 介護,住宅改修 高齢者居住環境整備助成

高齢者が、安全で安心して 在宅生活を送り続けられるよう、高齢者のための居室・浴室・トイレなどの日常生活上支障となる動線上の

改修工事費用の一部を助成します。 

○対 象 者：要介護・要支援の認定を受けている者で、本人及び同一住所を有する家族、全員が市民税非課税の者 

○対象工事：手すりの取付、段差の解消、滑り止め防止の床材の変更、引き戸等への取替、和式便器の取替等 

○助成金額：助成対象経費200千円までは3分の2を、200千円超～800千円までは2分の1の額（上限43万3千円）

長寿社会課 0857-30-8212 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190279049616/index.html

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援,住宅改修
ＵＪＩターン者住宅利活用推進

事業
「空き家バンク登録」の空き家を対象に、空き家の改修や住宅にある家財道具の処分に40万円を限度として補助しています。 地域振興課 0857-30-8173 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1269569542174/index.html

鳥取県 鳥取市 移住者限定支援,住宅購入,住宅賃貸 空き家情報 ＵＪＩターン希望者の移住を促進するため、「空き家情報」制度を設け、空き家情報を提供しています。（移住希望者のみ利用可） 地域振興課 0857-30-8173 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/index.html

鳥取県 北栄町 子育て,健康・医療 任意予防接種費用助成 インフルエンザやおたふくかぜ等の予防接種に係る費用の一部を助成します。 健康推進課 0858-37-5867 http://www.e-hokuei.net/5598.htm

鳥取県 北栄町 子育て,健康・医療,障がい者支援 特別医療費助成事業
障がいのある方、ひとり親家庭、特定疾病、18歳(高校卒業前)までのお子様の通院・入院など、特に医療費の助成を必要とする方の医療

費を助成します。
健康推進課 0858-37-5867 http://www.e-hokuei.net/1714.htm

鳥取県 北栄町 健康・医療 妊娠歯科検診の助成 妊娠中の方へ、自己負担500円で歯科検診の受診ができます。 健康推進課 0858-37-5867 http://www.e-hokuei.net/1713.htm

鳥取県 北栄町 健康・医療 妊娠健診の助成 妊娠中の方は妊娠一般健診を公費で受診が可能になります。(最大14回) 健康推進課 0858-37-5867 http://www.e-hokuei.net/1713.html

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,起業・就業 創業支援事業
町内産業の振興・雇用の促進及び定住促進に寄与するため、発展性を持った新規創業者に対して初期投資にかかる経費の一部を支給し

ます。
産業振興課 0858-37-3153 http://www.e-hokuei.net/3157.htm

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,農業,住宅賃貸 新規就農者移住支援給付金事業 長期定住及び就農への強い意志をもった移住者へ、営農初期の生活安定を支援します。 産業振興課 0858-37-3152



鳥取県 北栄町 住宅改修,住宅設備
住宅省エネルギー改修促進補助

金

北栄町では、家庭部門における地球温暖化対策の推進と、地域経済の活性化を目指して町民の皆様がお住いの住宅を、町内事業者に発

注する断熱改修や省エネ設備設置の工事費用の一部を補助します。
環境エネルギー課 0858-37-3116 http://www.e-hokuei.net/4648.htm

鳥取県 北栄町 引っ越し,住宅設備 空き家家財道具等処分費補助金
空き家情報バンクに登録し、北栄町外からの移住者の入居が決定している空き家所有者へ、家財道具等の撤去・処分にかかった経費を

支援します。
北栄町観光交流課 0858-37-3158 http://www.e-hokuei.net/2701.htm

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,住宅改修
空き家利活用流通促進事業補助

金
空き家の所有者又は利用者に、空き家の利活用に必要な改修工事にかかる経費を支援します。 北栄町観光交流課 0858-37-3158 http://www.e-hokuei.net/2701.htm

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修
北栄町IJUターン空き家改修支援

事業補助金

県外から移住される方が、自らが定住をする目的で北栄町空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借し居住の為に行

う改修工事を対象に、「北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金」を交付します。
北栄町役場観光交流課 0858-37-3158 http://www.e-hokuei.net/2701.htm

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
若年層移住定住住者宅取得支援

補助金

現在北栄町外に居住している方が北栄町に定住するために、町内に住宅を新築又は中古住宅を購入し転入する方を対象に「若年層移住

定住者住宅取得支援補助金」を交付します。
北栄町役場観光交流課 0858-37-3158 http://www.e-hokuei.net/2701.htm

鳥取県 北栄町 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 北栄町移住奨励金
現在北栄町外に居住している方が北栄町に定住するために、町内に住宅を新築又は中古住宅を購入された方を対象に「北栄町移住奨励

金」を交付します。
北栄町役場観光交流課 0858-37-3158 http://www.e-hokuei.net/2701.htm

鳥取県 八頭町 子育て,教育 給食のアレルギー対応食 町立保育所及び小中学校において、食物アレルギー疾患のある児童・生徒に対し、アレルギー食材を除去した給食を提供。 学校給食共同調理場（又は各実施保育所） 0858-72-0304

鳥取県 八頭町 子育て,教育,通勤・通学 八頭町スクールバス運行事業 安心安全な登下校のため、町立小中学校の遠距離通学者を対象にスクールバスを運行。 学校教育課 0858-84-1231

鳥取県 八頭町 子育て,教育,就学 八頭町小中学校等入学祝い金 入学祝い金として、小学生には2万円分、中学生には3万円分の商品券を支給。 学校教育課 0858-84-1231

鳥取県 八頭町 子育て,出産
八頭町妊婦・子育て支援タク

シー利用費助成事業
妊婦健診及び出産に係る入退院時のタクシー利用料金を助成（片道6回まで、上限5,000円/回）。 町民課 0858-76-0211

鳥取県 八頭町 子育て,出産 八頭町出産お祝い金 出生児童1人につき、30,000円と町指定ごみ袋60枚（大・中・小 各2袋）を支給。 町民課 0858-76-0211 http://www.town.yazu.tottori.jp/1217.htm

鳥取県 八頭町 子育て 第2子以降保育料無償化 幼児教育・保育の無償化に上乗せし、第2子以降は3歳未満も保育料無料（年齢制限、所得制限なし）。 町民課 0858-76-0205 http://www.town.yazu.tottori.jp/1216.htm

鳥取県 八頭町 出産 八頭町不妊治療費助成金 不妊治療（人工授精を含む）を受けている方に対し、治療費の一部を鳥取県の制度に上乗せして助成。 保健課 0858-72-3566

鳥取県 八頭町 起業・就業
八頭町「出る杭を伸ばす」事業

者応援補助金

八頭町内において新たな新商品開発・人材活用等の新事業展開、起業創業、事業継承の新たな取組に要する経費の一部を補助（補助率

50%、上限50万円）。
産業観光課商工観光室 0858-72-0144 http://www.town.yazu.tottori.jp/2818.htm

鳥取県 八頭町 交通機関利用,子育て,教育,通勤・通学 八頭町高校生通学費助成事業
公共交通機関の定期券を利用して鳥取県内の高等学校等に通学する高校生の保護者に対し、その通学費の一部を補助（負担額上限7,000

円/月）
企画課 0858-76-0212 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/7243.htm

鳥取県 八頭町 住宅設備
八頭町家庭用発電設備等導入推

進補助金

家庭用発電設備等（太陽光発電、家庭用燃料電池、薪ストーブ、定置用蓄電池等）の設置者に対し、設置費用の一部を補助（補助額は

導入設備による）。
企画課 0858-76-0212 http://www.town.yazu.tottori.jp/2053.htm

鳥取県 八頭町 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
八頭町結婚新生活支援事業補助

金
当該年度に結婚した低所得世帯に対し、住居の購入・賃借及び引越しに要した経費を補助（1世帯30万円）。 企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/8535.htm

鳥取県 八頭町 住宅改修,住宅設備
八頭町空き家住宅支援事業補助

金

所有する空き家を「八頭町空き家バンク」に5年間登録しようとする方に対し、改修工事及び家財処分に要する経費を補助（補助率

50%、上限200万円）。
企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2827.htm

鳥取県 八頭町 移住者限定支援,住宅改修,住宅設備
八頭町UJIターン住宅支援事業補

助金

県外から八頭町に移住し、空き家バンク登録物件を購入又は賃借し5年以上定住しようとする方に対し、改修工事に要する経費を補助

（補助率50%、上限200万円）。
企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2828.htm

鳥取県 八頭町 住宅改修,住宅設備
八頭町住宅リフォーム等支援事

業補助金

一定要件を満たす若者夫婦や子育て世帯に対し、町内業者が施工する住宅リフォーム工事に要する経費を補助（補助率30%、上限30万

円）。
企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2676.htm

鳥取県 八頭町 移住体験 八頭町おためし住宅
町外からの移住希望者に対し、移住体験施設を整備。利用期間3日～1カ月（延長1回最長3カ月まで）。利用料金3日7,000円（4日以降

1,300円/日）※光熱水費インターネット利用料込。
企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2705.htm

鳥取県 八頭町 住宅購入,住宅賃貸 八頭町空き家バンク 売却や賃貸を希望する所有者から提供された空き家情報をホームページ等で公開。オンライン内覧も対応。 企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2609.htm

鳥取県 八頭町 移住者限定支援,結婚,子育て,出産
八頭町ふるさとでの新しいライ

フステージ支援事業補助金
県外から八頭町に移住し、一定要件を満たす若者夫婦や子育て世帯に対し、奨励金（世帯30万円）を交付する。 企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2812.htm

鳥取県 八頭町 移住者限定支援,起業・就業 八頭町移住支援金
東京圏から八頭町に移住し、起業・就業、テレワーク又は関係人口等の一定要件に該当する方に対し、移住支援金（単身60万円、世帯

100万円、18再未満1人につき30万円加算）を交付する。
企画課地域戦略室 0858-76-0213 http://www.town.yazu.tottori.jp/2923.htm

鳥取県 米子市 移住体験 暮らしやすい地域情報提供 移住希望者や移住が決まった方に細かい地域情報を提供します。 総合政策課 0859-23-5359

鳥取県 米子市 移住体験 空き家物件情報提供 賃貸・売買物件を、移住希望者へ情報提供します。 総合政策課 0859-23-5359

鳥取県 米子市 移住体験
本社機能移転等による移住者支

援補助金
鳥取県へ本社機能の移転等を実施する企業の雇用者向け支援です。 総合政策課 0859-23-5359 https://www.city.yonago.lg.jp/35535.htm

鳥取県 米子市 移住体験 ビジネス人材移住支援金 東京圏から米子市へ移住し、補助要件を満たすかたに対して、移住支援金を交付します。 総合政策課 0859-23-5359 https://www.city.yonago.lg.jp/35535.htm

鳥取県 米子市 移住体験 よなご体験ガイドツアー
米子市へ移住を検討しているかたに、ニーズに合う地域情報の提供や市内ガイドをおこなっています。事前に相談いただければ、日程

調整や交通費の補助（オーダーメイドツアー）の対応も可能です。
総合政策課 0859-23-5359 https://www.city.yonago.lg.jp/35535.htm

鳥取県 米子市 交通機関利用,子育て,就学 高校生等通学費助成制度 子育て支援を目的に、遠距離通学をする高校生等の通学費の支援を実施しています。 交通政策課 0859-23-5274 https://www.city.yonago.lg.jp/student_pass/

鳥取県 米子市 交通機関利用 高齢者バス運賃助成制度 70歳以上の方に対し、高齢者向け路線バス６ヶ月定期券「グランド７０」の購入助成を行います。 交通政策課 0859-23-5274 https://www.city.yonago.lg.jp/senior_pass/

鳥取県 米子市 住宅購入,住宅賃貸 米子市空き家バンク
米子市内の空き家等の有効活用を目的に、空き家等（店舗・事務所等を含む）に関する情報を空き家バンクに登録し、ホームページで

その情報を利用（賃貸または購入）したいかたに提供します。
住宅政策課 0859-23-5288 https://www.city.yonago.lg.jp/25512.htm

鳥取県 米子市 子育て,健康・医療
特別医療費の助成制度（小児・

ひとり親・特定疾病）

ひとり親家庭、特定疾病、18歳の年度末までのお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費を助成しま

す。
市民二課 0859-23-5123

鳥取県 米子市 健康・医療 緊急風しん予防接種事業
R1～R6年度まで実施　風しん予防接種の機会がなかったS37.4.2～S54.4.1生まれの男性を対象に風しん抗体検査及び予防接種の無料

クーポン券を交付します。ただし、すでに任意で接種された方、抗体検査の結果、抗体価の高い方は対象とはなりません。
健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 米子市 結婚,子育て 産後健康診査費の助成 産後の健康診査について、2回の受診票を交付し、市の定める助成額を上限として、健診費用を助成します。 こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 障がい者支援 自動車運転免許取得費助成 障がいのあるかたが第１種普通自動車免許を取得する場合に、教習を受ける費用の一部を助成します。 障がい者支援課 0859-23-5549

鳥取県 米子市 移住体験 お試し住宅 県外から移住を検討している方向けに３件お試し住宅を設置。期間３日～９０日 総合政策課 0859-23-5359

鳥取県 米子市 子育て
学童保育（なかよし学級）の実

施
米子市内の小学校に通う１年生から６年生まで、学校が終わって家庭に帰っても、保護者が就労等で不在の児童をお預かりします。 こども施設課 0859-23-5441

鳥取県 米子市 子育て 母子（父子・寡婦）福祉資金 母子・父子家庭等の方や寡婦の方に対し、資金の貸付を行なっています。 こども支援課 0859-23-5135

鳥取県 米子市 子育て 米子市子育て支援センター 育児だよりの発行や各種相談。お子さん連れで自由にセンターをご利用いただける開放日があります。 こども施設課 0859-23-5441

鳥取県 米子市 子育て 特別保育があります
保護者が仕事、病気、出産、看護などのため、日中家庭で保育ができないお子さんに対し、一時預かり保育、休日保育、病児・病後児

保育を実施しています。
こども支援課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 子育て 多子世帯の保育料を軽減します 幼稚園（新制度）や保育所、認定こども園などをきょうだいで同時に利用する場合、条件に応じて半額や無料になります。 こども支援課 0859-23-5177



鳥取県 米子市 子育て はじめてばこ事業

山陰放送及び鳥取県生活共同組合の協力を得て、赤ちゃんの生まれた家庭に「はじめてばこ」（離乳食などのいろいろな生活用品が一

箱に入ったもの）を無料でお贈りします。対象：米子市に住民票のある赤ちゃん（平成30年9月1日生まれ以降）と同一世帯の方で、 

赤ちゃん訪問を受け、「はじめてばこ」を希望された方

こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 子育て 新生児聴覚検査費用助成事業 生活保護受給世帯またはひとり親かつ非課税世帯に対し、新生児聴覚検査費用を助成します。 こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 子育て 産後ケア事業
産後4か月までで、家事、育児等の充分な援助が受けられず、不安の強い方に対し、委託施設にて日帰り（デイケア）あるいは宿泊

（ショートステイ）により育児指導等を行っています。
こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 子育て 産後ヘルプサービス
核家族などで出産後に家事などのお手伝いを必要とする家庭に、米子シルバー人材センターからヘルパーを派遣し、お母さんの精神

的・肉体的負担を軽減し、産後の生活を支援する産後ヘルプサービスを行なっています。
こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 子育て 災害遺児手当
災害・事故などにより児童の養育者が死亡、又は障がい者となったとき、義務教育終了前のその児童の養育者に対して手当てを支給し

ます。
こども支援課 0859-23-5135

鳥取県 米子市 子育て
家庭ごみ袋の一部補助（負担軽

減措置）

福祉サービスや子育て支援として、米子市の福祉サービスを受けておられる世帯や、2歳未満の乳幼児がいる世帯は、最大で年間平均使

用量の3分の1程度の可燃ごみ専用指定ごみ袋を無料で支給しています。
クリーン推進課 0859-23-5259

鳥取県 米子市 子育て ファミリーサポート 育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人がお互い会員になって、地域で助け合うグループを作ります。 こども支援課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 子育て とっとり子育て応援パスポート 高校３年生までの子育てをしている家庭に配布し、商品の割引や多種なサービスをうけれる制度です。 こども支援課 0859-23-5137

鳥取県 米子市 子育て
未熟児養育医療に係る医療費の

助成

身体の発育が未熟なまま生まれ（出生時体重2,000g以下等）、入院を必要とする1歳未満の赤ちゃんに必要な医療費の一部を助成しま

す。
こども相談課 0859-23-5457

鳥取県 米子市 子育て
米子市風しんワクチン予防接種

費助成事業
風しんワクチンを接種した場合、接種費用の一部を助成しています。 健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 米子市 障がい者支援
特別医療費の助成制度（重度心

身等）
障がいのあるかたの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費を助成します。 市民二課 0859-23-5123

鳥取県 米子市 子育て ブックスタート事業 6か月児健康診査の時に絵本の読み聞かせを行い、絵本2冊とコットンバッグをプレゼントします。 こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 子育て 米子市不妊治療費助成事業 不妊治療に要した費用の一部を、県の制度に上乗せして助成します。 健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 米子市 子育て 妊婦一般健康診査費の助成 妊婦の健康診査について、14回(多胎妊娠妊婦は19回）の受診票を交付し、市の定める助成額を上限として、健診費用を助成します。 こども相談課 0859-23-5453

鳥取県 米子市 健康・医療 人工透析患者通院費助成 人工透析のための通院に要する交通費を助成します。 市民二課 0859-23-5123

鳥取県 米子市 健康・医療
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接

種

国が指定する誕生年の方、60歳以上65歳未満で厚生労働省が定める要件に該当される方を対象に、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種

を実施します。ただし、既に任意で接種された方（任意接種含む）は対象となりません。
健康対策課 0859-23-5452

鳥取県 米子市 健康・医療 高齢者インフルエンザ予防接種 65歳以上の方、60歳以上65歳未満で厚生労働省が定める要件に該当される方を対象に、季節性インフルエンザ予防接種を実施します。 健康対策課 0859-23-5452

鳥取県 米子市 健康・医療 身体障害者自動車改造費助成 身体に障がいのあるかたが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造費の一部を、予算の範囲内で助成します。 障がい者支援課 0859-23-5549

鳥取県 米子市 健康・医療
重度障がい児・者タクシー料金

助成

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのかたは、乗車時に手帳を提示するとタクシー料金を1割引します。重度の障がいのあるかたに

は、福祉タクシー利用券を交付し、タクシーの初乗り料金相当額を助成します。
障がい者支援課 0859-23-5159

鳥取県 米子市 健康・医療 がん検診
40歳以上の方を対象に、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん、２０歳以上の方を対象に子宮がん検診を実施します。検診期間は7月から

12月末までです。(乳がん・子宮がん検診のみ1月末まで）
健康対策課 0859-23-5472

鳥取県 米子市 起業・就業
米子市高等職業訓練促進給付金

事業

ひとり親家庭の父、母が、看護師、保育士など定められた専門的な資格取得のため、1年以上養成機関で修業される場合に、一定の要件

を満たせば、給付金を支給しています。
こども支援課 0859-23-5134

鳥取県 米子市 起業・就業 米子市の制度融資 米子市内での事業を営む商工業者のかたを対象に、金融機関を通じた低利融資をご用意しています。 商工課 0859-23-5217

鳥取県 米子市 住宅購入,住宅改修 障がい者住宅改良費の助成 障がいのあるかたの在宅生活を支援するための改良費の一部を、予算の範囲内で助成します。 障がい者支援課 0859-23-5549

鳥取県 米子市 住宅設備 排水設備工事融資あっせん制度
くみ取り便所を水洗便所にし、公共下水道・農業集落排水施設につなぎこむ工事・浄化槽からの接続切替工事をされる方に、融資を

あっせんしています。
下水道営業課 0859-34-1387

鳥取県 米子市 住宅設備 合併処理浄化槽設置補助金 単独処理浄化槽又は、くみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する方に対し、補助金を交付します。 下水道営業課 0859-34-1387

鳥取県 米子市 住宅設備
家庭用生ごみ処理機等購入費補

助
生ごみ処理機等の購入費の一部を補助します。 クリーン推進課 0859-23-5259

島根県 雲南市 子育て,住宅改修 三世代同居促進支援事業

子育て世帯（※）を含む世帯が雲南市内で三世代同居をする際、市内に所有し居住する住宅を改修または増築等する場合に、費用の一

部を助成します。県制度への上乗せで、上限30万円、補助率1/3。 

 （県制度「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム事業」の「子育て配慮改修」補助対象の場合に限る）

うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 https://www.hokkori-unnan.jp/support/

島根県 雲南市 移住体験,移住者限定支援 雲南つながる体験プログラム
雲南市では、空き家見学や田舎体験、先輩UIターン者訪問など、参加者の地域に触れていただく機会を用意しております。 

 いきなり移住は難しいと思っている方、まずは来て見て、雲南を感じてください。
うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCoeI7BpkhHS1WeVLsf0NMHQfEUVAcsOR_mcXkTcdcMamkbA/viewform

島根県 雲南市 結婚,住宅賃貸 民間賃貸住宅家賃助成事業 市内事業所へ通勤（新規就職含む）または新婚世帯が、新たに市内の民間住宅に入居する場合に、家賃の一部を助成します。 うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 https://www.hokkori-unnan.jp/support/

島根県 雲南市 農業 就農サポート事業 農業研修を経て就農を目指す方を対象とした支援事業です。雇用就農希望・自営就農希望ともに最大2年間のサポートを受けられます。 農政課 0854-40-1051 https://www.hokkori-unnan.jp/support/

島根県 雲南市 子育て,住宅賃貸 市営住宅の入居者支援事業
雲南市へのUIターンを目的に対象の市営住宅に入居するお子さんをお持ちUIターン者へ、家賃から子ども1人につき5,000円を減額しま

す。（3人目まで可）
建築住宅課 0854-40-1065 https://www.hokkori-unnan.jp/support/

島根県 雲南市 子育て,住宅新築,住宅購入 民間住宅地の購入支援
子育て世帯（※夫婦の年齢若しくは夫婦のいずれかの年齢が40歳未満である世帯または年齢が16歳未満のお子さんがいる世帯）が住宅

を取得することを目的に、民間売買により宅地を購入する場合、購入費に対し補助を行います。上限100万円、補助率1/10 。
うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 https://www.hokkori-unnan.jp/support/



島根県 奥出雲町 子育て,住宅新築,住宅改修,住宅設備
奥出雲町住宅整備支援事業補助

金

目的：町内への移住及び定住を促進し、人口増加と地域活性化を図るため、若年世帯及び転入者が行う住宅整備を応援します。 

 

内容：UIターンで定住される方や町内在住者で、新築または住宅を購入（空き家バンク制度を利用したものに限る）される場合に建築

費や購入費の一部を助成します。 

但し、住宅購入の場合は増改築事業との併用はできません。 

 

 

◆新築助成事業 

 

補助対象経費 

・対象となる住宅の新築・購入の工事等に要する費用が200万円以上のもの 

・新築の場合は耐震基準を満たしていること 

 

補助額 

・補助対象経費の4分の1以内とし、補助額は最大で130万円とします 

・基本額に加え要件により加算する加算方式とします 

 

◆住宅改修助成事業 

 

補助対象経費 

・住宅の増築・改修に要する費用が120万円以上のもの 

・工事施工業者は町内に事業所を有する法人または個人事業者 

まちづくり産業課 0854-54-2524 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1648532356014/index.html

島根県 美郷町 住宅新築,住宅改修,住宅設備 みさと住実暮らし制度

新築住宅を建設することで様々な補助金が利用可。 

※１ポイント=１P 

<解体撤去補助金>最大200万円（補助率1/2） 

<土地購入補助金>最大50万P（補助率1/2） 

<新築住宅建設補助金等>最大250万P（補助率1/10） 

 

それぞれに交付条件や加算条件等あり。

美郷暮らし推進課 0855-75-1212

島根県 美郷町 起業・就業 サテライトオフィス整備
旧役場庁舎を改装し、昭和レトロなサテライトオフィスを整備。 

コワーキングスペースやシェアオフィスがありどなたでも利用可。
美郷暮らし推進課 0855-75-1212

島根県 美郷町 子育て 子育て支援センターの設置

おおち保育園内にある子育て支援センターで子育て世帯（プレママを含む）の育児相談や交流活動を行い、子育て中の方へリフレッ

シュの場となる楽しい行事を計画・実施。 

町内の公共施設等でお出かけ子育て支援センターを開催

健康福祉課 0855-75-1931

島根県 美郷町 子育て,健康・医療 予防歯科費用助成

幼児期からむし歯や歯周病を予防し、口腔の健康の保持及び増進を図ることを目的に、フッ素塗布（2才6か月、3才～6才6か月※ただ

し、年齢が3才6か月～6才6か月までの者は、町内の保育園に入園していない者に限る。）、フッ素洗口（3才～中学生）の費用を全額助

成。

健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 健康・医療 定期予防接種費用全額助成 疾病の発生及びまん延を予防することを目的に、定期予防接種費用を全額助成。 健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 健康・医療 不妊治療助成 不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を図ることを目的に、一般不妊治療費・特定不妊治療費を助成（上限15万円/1年間） 健康福祉課 0855-75-1932 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/benri/hushime/122/2174

島根県 美郷町 出産,健康・医療 産婦検診助成 産後の母親の体調や授乳、育児の状況を確認するために、産婦健診2回分（産後約2週間及び1か月）を無料とする。 健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 出産,健康・医療 妊婦歯科検診助成 妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上を図ること目的に、妊婦歯科検診1回分を無料とする。 健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 出産,健康・医療 妊婦健診通院助成
妊婦の経済的負担を軽減し、定期的な受診を促し、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的に、妊娠届出1

件につき25,000円の通院費を助成。
健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 子育て,健康・医療 産後ケア事業 産後に家族等の支援が得られない家庭に、在宅助産師や保健師が訪問し、授乳指導、乳房ケア、育児相談等を提供する。 健康福祉課 0855-75-1932

島根県 美郷町 子育て,障がい者支援 療育支援 発達支援に対する通院費の助成。 健康福祉課 0855-75-1931

島根県 美郷町 子育て 保育利用料完全無償化 第1子からの保育利用料が無料。(給食費も含む) 健康福祉課 0855-75-1931

島根県 美郷町 子育て,教育,就学 公営学習塾の開設 中学生対象の公営塾を２会場で、それぞれ週２回（平日）開講。利用料無料。教材費は実費負担。 美郷町教育委員会 0855-75-1217

島根県 美郷町 子育て,教育,就学 放課後児童クラブ
放課後児童クラブを町内3箇所で開設。利用料無料（年間1,450円の傷害保険料が必要） 

利用時間は放課後～18時。長期休み等は8時～18時。世帯の就労状況によっては前後1時間の延長可能。土曜日の利用も可能
美郷町教育委員会 0855-75-1217 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/32/33/504

島根県 美郷町 子育て,教育,就学 学校給食費の軽減
給食費の3割相当を町が補助し、保護者負担を軽減する。 

個人負担額は、小学校１食２００円、中学校１食２２０円。
美郷町教育委員会 0855-75-1217

島根県 美郷町 移住者限定支援,住宅設備,住宅賃貸 空き家利活用推進事業
空き家バンクに登録された物件に入居する際、周辺整備に必要な費用を助成。（物件内の不要家財の処分や周辺の草木伐採等。限度額

10万円）
美郷暮らし推進課 0855-75-1212

島根県 美郷町 移住者限定支援,住宅購入,住宅賃貸 美郷町空き家バンク制度 美郷町内の空き家情報をWEBで提供。見学希望者を美郷暮らし推進課職員が案内する。 美郷暮らし推進課 0855-75-1212 http://www.misato-koyou.jp/house/bank/

島根県 美郷町 住宅改修,住宅設備 美郷町定住者用住宅改修事業 UIターン者が定住のために必要な30万円以上の住宅改修を行う際、限度額50万円補助を行う。（補助率1/2、町内業者の施工に限る） 美郷暮らし推進課 0855-75-1212 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/61/42/656



岡山県 岡山市 移住者限定支援 岡山市移住支援金

東京圏から岡山市に移住し、一定の就業要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。 

 

〇対象者 

・転入する直前10年間のうち通算5年以上、且つ直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し東京23区内に通勤して

いた方 

・転入後3か月以上1年以内であり、5年以上岡山市に居住する意思がある方 

・次のいずれかの就業要件を満たす方 

　(1)岡山県が運営管理しているマッチングサイトの移住支援金対象求人に新規就業した3か月以上在職、5年以上継続して勤務する意思

を有している方 

　(2)岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金交付決定を受けて1年以内の方 

　(3)プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方 

　(4)テレワークを利用し、自己の意思により移住される方 

・暴力団構成員ではない方 

・岡山市税を滞納していない方 

 

〇補助内容 

・単身で移住した世帯：60万円 

・2人以上で移住した世帯：100万円 

・18歳未満の世帯員1人につき30万円加算

移住定住支援室 086-803-1335 https://okayama-life.jp/work/subvention/

岡山県 岡山市 住宅購入,住宅改修 中古住宅購入・リフォーム補助

岡山市に移住して来られる方、二拠点居住をされる方を対象に、岡山市内の中古住宅を購入、リフォームをされる場合の費用の一部を

補助します。 

 

〇対象者 

（移住される方） 

・令和4年4月1日以降に岡山市に転入し、転入の直前に岡山県外に1年以上住民票があった方 

・実績報告日以降、2年以上岡山市に住む予定がある方 

（二拠点居住される方） 

・令和4年4月1日以降に岡山市で二拠点居住し、二拠点居住開始の直前に岡山県外に1年以上住民票がある方（あらかじめ届け出が必

要） 

・岡山市内での拠点で水道を常時利用される方 

・実績報告日以降、2年以上岡山市で二拠点居住をされる予定がある方 

（移住・二拠点居住される方共通） 

・理由が転勤、進学以外の方 

・暴力団構成員ではない方 

・岡山市税を滞納していない方 

 

〇補助内容 

・中古住宅の購入費用 

・リフォームの工事費用 

・購入・リフォームに関連する附帯工事にかかった費用 

（購入の場合　上限30万円、リフォームの場合　上限20万円、購入してリフォームをされる場合は、あわせて最大50万円の補助を受け

移住定住支援室 086-803-1335 https://okayama-life.jp/house/reform/

岡山県 岡山市 住宅設備
テレワーカーのインターネット

通信環境整備費補助

テレワークにより岡山県外から市があらかじめ指定した対象地域に移住した方を対象に、インターネット通信環境整備に要する費用及

び通信費（最大12か月分）を補助します。 

 

〇対象者 

・本市に転入する直前に1年以上岡山県外に在住している方 

・テレワークにより就労している又は就労を開始する方 

・年度内に自己の意思により指定した対象地域に転入する方 

・官公庁から通信環境整備に係る補助や公的扶助を受けていない方 

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で企業等から資金提供をされていない方 

・暴力団構成員ではない方 

・岡山市税を滞納していない方 

 

〇補助内容 

・通信環境整備に要する経費 

・通信に要する経費（最大12か月分） 

（上限10万円）

移住定住支援室 086-803-1335 https://okayama-life.jp/work/telework/



岡山県 岡山市 起業・就業
就職・転職活動のための面接に

おける交通費補助

岡山市内の企業に就職又は転職するために面接に来られる場合の交通費（鉄道、飛行機及び高速乗合バス）の一部を補助します。1人に

つき2回/年まで利用可能。 

 

○対象者 

・岡山県外在住の方 

・就職・転職活動の一環として、岡山市内の企業面接を受ける方※公務員試験は原則対象外 

・雇用形態が正社員、契約社員又は嘱託社員となる方 

・面接会場まで鉄道、飛行機、高速乗合バスを往復利用する方 

・暴力団構成員ではない方 

・岡山市税を滞納していない方 

 

〇補助内容 

・鉄道・飛行機・高速乗合バス代の往復分の半額 

（上限16,000円、下限2,000円）

移住定住支援室 086-803-1335 https://okayama-life.jp/work/turn/

岡山県 岡山市 住宅賃貸 家賃補助

不動産情報サイト「住まいる岡山」に掲載の民間賃貸住宅を契約する方を対象に、契約時の仲介手数料・家賃保証保険保証料の一部

や、入居してから最大6か月分の家賃の一部を補助します。 

 

○対象者 

・1年以上岡山県外在住で、本市へ移住または二拠点居住される方（転勤、結婚又は進学以外であること） 

・官公庁から住宅に係る補助金や公的扶助を、企業等から住宅手当を受けていない方 

・暴力団構成員ではない方 

・岡山市税を滞納していない方 

 

〇補助内容 

・家賃補助（上限33,000円/月、最大6か月） 

・仲介手数料（上限48,000円） 

・家賃保証料（上限48,000円）

移住定住支援室 086-803-1335 https://okayama-life.jp/house/trial/

岡山県 笠岡市 移住体験,引っ越し オーダーメイド移住ツアー
移住希望者の方向けに、市内案内から空き家バンク紹介まで、お客様のスタイル（スケジュール）に合わせてオーダーメイド型現地案

内を行っています。
定住促進センター 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/24269.html

岡山県 笠岡市 移住体験,引っ越し オンライン移住相談
zoomを利用したオンライン移住相談を受け付けています。現地に来る前に移住担当者と顔を合わせて話を聞いて見たいと言う方にオス

スメ！ご希望の方は事前にご予約をお願いします。
定住促進センター 0865-69-2377 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/28981.html

岡山県 笠岡市 移住体験,引っ越し,住宅購入 ライフプラン相談
住宅新築や中古物件を購入しリフォームを考えている人，移住を考えている人を対象に，笠岡市での生活を具体的に考えてもらうた

め，ファイナンシャルプランナーによる無料相談を実施します。
定住促進センター 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/20986.html

岡山県 笠岡市 移住体験,引っ越し お試し住宅
移住希望者が笠岡市での暮らしを体験できる施設です。1回の利用最長30日まで利用可能。（※延長1回可、最長60日まで）利用料金は1

日1,000円（光熱費込）です。便利な陸地部と，本格的な島暮らしができる島しょ部の2か所があります。
陸地部：定住促進センター　島しょ部：ＮＰＯ法人かさおか島づくり海社 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/1360.html

岡山県 笠岡市 引っ越し
空き家等における家財等処分助

成金交付事業

空き家バンク登録物件の所有者が、その空き家の家財等を処分する場合、処分及び搬出に係る経費の 1/2に相当する額（最大５万円）を

助成金として交付します。
定住促進センター 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/1362.html

岡山県 笠岡市 まちづくり活動,コミュニティ団体支援
空き家バンク活用奨励金交付事

業

まちづくり協議会等が行う空き家調査などの活動により、空き家バンクへ登録した物件が、売買・賃貸契約に至った場合、１件につき

奨励金２万円を交付します。
定住促進センター 0865-69-2377 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/35716.html

岡山県 笠岡市 結婚,引っ越し,住宅賃貸 新婚等世帯家賃助成事業
市内賃貸住宅に入居する新婚等世帯（笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップを含む）に対し月額１万円を上限に最長２年間（24

月分）、市内共通商品券により家賃の助成を行います。
定住促進センター 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/1368.html

岡山県 笠岡市
結婚,子育て,出産,引っ越し,住宅新築,住宅購

入,住宅賃貸
多世代同居等支援事業

市内で新たに親等と満50歳以下の子や孫が多世代（二世代も可）で同居又は直線距離１㎞以内に近居するための住宅取得や転居等の費

用に対して最大15万円を助成します。
定住促進センター 0865-69-2377 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/1364.html

岡山県 笠岡市 通勤・通学 スマートエネルギー導入補助金

温室効果ガスの排出を抑制するとともに，環境保全に対する意識の高揚を図るため，エネルギー利用を最適化・効率化（スマートエネ

ルギー化）する機器を導入する市民の方に対して，笠岡市スマートエネルギー導入補助金を交付します。 

 

◆定置用リチウムイオン蓄電池システム 

　本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額1/10（最大12万円）を交付します。 

◆太陽熱利用システム 

　本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額1/10（最大10万円）を交付します。 

◆電気自動車等の購入 

　車両価格の1/10（最大10万円）を交付します。 

　対象車両：普通自動車・小型自動車・軽自動車 

　※国のクリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金業務実施細則別表1で定める電気自動車又はプラグインラグインハイブリット

自動車

環境課 0865-62-3805 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/34245.html

岡山県 笠岡市 住宅設備
合併処理浄化槽設置整備事業補

助金交付事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、合併処理浄化槽を設置する人に対して、補助金を交付する制度を設けています。ただ

し、既設合併処理浄化槽を更新・改築するなど、既存の汚水処理未普及解消につながらないものについては、補助対象外となります。
下水道課 0865-69-2142 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/34/2353.html

岡山県 笠岡市 住宅改修,住宅設備 住宅リフォーム助成金交付事業

市民の住環境の向上および地域経済の活性化を図るため，市内の建築業者等を利用して住宅のリフォームを行う場合に，その経費の一

部を予算の範囲内で助成します。 

助成金額：助成対象工事に必要な経費の100分の10相当額（千円未満切り捨て）以内とします。（限度額最大15万円）

都市計画課 0865-69-2138 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/34170.html

岡山県 笠岡市 子育て,引っ越し,住宅新築 住宅新築助成金交付事業

満40歳以下で、申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者

で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者に対して、建築費用の1/10（最大70万円）の助成金を交付します。中学生以下

の子どもがいる世帯には、一人につき10万円（最大30万円）加算します。 

※新婚等世帯家賃助成金の対象となったアパートに1年以上居住し、現在まで住民票を異動させていない者も対象に含めます。

定住促進センター 0865-69-2377 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/1366.html



岡山県 久米南町 出産
すこやかエンゼル祝い金（出産

祝金）

１年以上町内に居住した方が出産した場合で、出産後も定住する見込みのある方に対して、出産祝い金を支給します。 

【第1子3万円、第2子5万円、第3子以降10万円】 

※他に細やかな条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

保健福祉課 086-728-4411 http://www.town.kumenan.okayama.jp/iju/about_shien.html

岡山県 久米南町 子育て,就学
カッピー子育て支援金（入学・

卒業支援金）

町内の小中学校へ入学する場合、また町内の中学校を卒業する場合（一部条件あり）に支援金を支給します。 

【小学校入学3万円、中学校入学5万円、中学校卒業7万円】 

※他に細やかな条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

教育委員会 086-728-2711

岡山県 久米南町 子育て,住宅賃貸 民間賃貸住宅家賃助成金

賃貸物件（アパート、空き家など）を借りた人が若者対象者（夫婦のどちらかが40歳未満または義務教育終了までの子どもがいる方）

であれば、毎月の家賃の４割を助成します。【上限1.5万円/月】 

※他に細やかな条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

産業振興課 086-728-2134 http://www.town.kumenan.okayama.jp/iju/about_shien.html

岡山県 倉敷市 交通機関利用,移住者限定支援
倉敷市移住等活動支援交通費補

助

東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）と大阪圏（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県）在住者で倉敷市内へ「採用面接」や「住

居探し」の移住に向けた活動を行うために公共交通機関を利用して訪問する場合に、交通費の一部を助成します。 

申請を行う場合、「くらしき移住定住推進室」又は、「くらしき移住就労サポートデスク」へ事前登録が必要になります。（「住居探

し」が目的の場合、「移住等活動計画書」をくらしき移住定住推進室又はくらしき移住就労サポートデスクへ出発する日の7日前までに

提出が必要です。）

倉敷市くらしき移住定住推進室 864263153

岡山県 勝央町 移住者限定支援,起業・就業 勝央町移住支援金

◎東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、岡山県が対象として登録

した法人に就業した方等に対し、支援金を支給する事業です。 

 

移住支援事業は、岡山県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領に基づき、岡山県と勝央町が共同で実施する事業です。 

 

【金額】 

世帯での申請の場合　１００万円 

個人での申請の場合　　６０万円 

◇令和4年4月1日以降、18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満一人につき30万円を加算します。 

 

【要件】 

移住前、移住先、仕事等の他多岐にわたるため、ご不明な点は総務部元気なまち推進室までお問い合わせください。

送付分元気なまち推進室 0868-38-3111 http://teiju.town.shoo.lg.jp/support/ijushien

岡山県 勝央町 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修 定住促進補助金

◎町内に定住するために空き家バンク登録物件を購入、もしくは賃借、無償で使用する世帯主が６５歳以下の方に対して、改修の場

合）最大７０万円、（購入の場合）最大１００万円を支給します。（諸要件あり） 

 

【対象者】※勝央町空き家バンク制度登録者に限る 

①5年以上暮らすための空き家を購入若しくは賃借、または無償で使用する人であって、次の全てに該当する人 

ア）生来町外に居住し、本町に定住の意思をもって移住しようとする人または移住後3年を経過しない人 

イ）移住する世帯の世帯主は６５歳以下の人であること 

② 5年以上賃貸または無償で①のア）、イ）すべてに該当する移住者 

 

【補助金の額等】 

《改修》 

◇補助対象改修経費の総額に３分の１を乗じて得た額 

◆補助金１０万円から70 万円以内 

・改修工事費にともなう補助金上限５０万円 

・中学生以下の子を養育する人 １人あたり加算１０万円 

⇒ただし、工事費の額と補助金合計の額のいずれか低い額 

◇町内の建築業者（個人事業主含む）が対象工事の施工業者であること 

◆賃借等の契約成立後、６カ月以内に着手する工事であること 

◇空き家の居住用に供する部分（店舗、倉庫等の用途に係るものを除く）に関し、機能回復のための修繕工事及び設備改善のための改

修工事であること 

《購入》 

◇補助対象購入経費の総額（含む土地代）に2分の１を乗じて得た額 

総務部元気なまち推進室 0868-38-3111 http://teiju.town.shoo.lg.jp/support/15



岡山県 勝央町 移住体験,移住者限定支援 勝央町お試し住宅

◎ＵＩＪターンや田舎くらしを希望される方を対象に、町の風土及び日常生活を体感して頂くために一定期間居住するお試し住宅を3棟

用意しています。 

 

「移住したいけど、いきなりはちょっと……」と不安を感じていませんか？ 

勝央町では、そのような不安を少しでも解消していただくため、岡山県外からの移住希望者向けにお試し住宅を整備しました。 「風土

や気候を体感したい」「近所付き合いを経験したい」「仕事や住居探しの拠点としたい」という方は、ぜひご利用ください。 

 

【使用できる期間】 

　・３日以上１８０日以内ですが、長期（１か月以上）の申込者を優先します。また、申込者多数の場合は抽選となります。なお、１

回のみ使用期間を延長することができます。ただし、当初使用開始の日から最長３６５日以内とします。使用予約状況によっては延長

できない場合もございます。 

【使用料金】 

　・無料 

※ただし、お試し住宅の利用に伴う飲食費、日常生活に係る消耗品、寝具及び備付けの器具以外の器具に要する費用等は利用者の負担

となります。（どのような負担が必要かは、お問い合わせください。） 

※長期（１か月以上）入居者の方は、名義変更による生活必要経費（電気・ガス・上下水道）が利用者の負担となります。 

【使用手続き】 

　・申込希望が多いため現在期間を定めて受付を行っています。次回の予定は問い合わせください。 

※その他使用上の条件・注意などはホームページを参考にして下さい。

総務部元気なまち推進室 0868-38-3111 http://teiju.town.shoo.lg.jp/sumai/120

岡山県 勝央町
交通機関利用,結婚,子育て,高齢者支援,起業・

就業,通勤・通学
勝央町運転不安解消事業

◎勝央町では、町内に引っ越ししてきたけれど「自動車の運転が不安・・・」という方が、町内の自動車学校が行なっている「ペー

パードライバー講習」を受講され、支払った受講料に助成を行います。 

 

【助成内容】 

・町内の自動車学校が行う「ペーパードライバー講習」の受講料を5時限分を限度に支払っ た額の1/2を助成。 

  

【対象者】以下の全てに当てはまる方 

　①助成金申込日に町内に住所があり、かつ町内に居住している方 

　②都道府県公安委員会交付の有効な自動車運転免許証を有している方 

　③申込日において満65歳未満の方 

　④町内にある自動車学校でのペーパードライバー講習を受講している方 

　⑤過去にこの助成金の交付を受けてない方

総務部 0868-38-3111 http://www.town.shoo.lg.jp/news/news982

岡山県 津山市 移住体験,引っ越し オーダーメイド型個別ツアー

「移住候補地への訪問を検討しているけれど、土地勘がなくて・・。」 

「候補地のどんなところを見たらいいの？」 

などのお悩みはありませんか？ 

 

津山市では、移住を検討されている方のご希望に合わせた 

オーダーメイド型の移住体験ツアーを実施しております。 

 

移住の専門職である、移住コンシェルジュが市内をご案内しますので、 

津山に訪れたことがない方でも安心です。 

 

まずは、お問い合わせください！

津山市　産業文化部　仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://life-tsuyama.jp/ordermadeplan/

岡山県 津山市 起業・就業
中心市街地空き店舗等対策事業

補助金制度（不定期募集）

空き店舗等の改装費、家賃の一部の補助制度 

※出店する場所の商店街組合等を通じて補助する制度です。 

※中心市街地エリア限定の補助制度です。 

 

詳しくは担当部署へお問い合わせください

津山市商業・交通政策課 0868-32-2081

岡山県 津山市 住宅新築 地域材で家づくり支援補助金
延床面積８０㎡以上の住宅で主要構造材に地域材を１０?以上利用して新築する場合に材料費の一部を補助します 

※施工業者を通して申請
津山市森林課 0868-32-2078 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8125

岡山県 津山市 住宅改修
地域材で住宅リフォーム等支援

補助金

空き家を含む住宅の改修に地域材を利用する場合、材料費の一部を補助します 

※施工業者を通して申請
津山市森林課 0868-32-2078 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8223

岡山県 津山市 起業・就業 就活学生登録

岡山県北に就職を希望する方へ情報提供など就職活動のサポートをします。 

大学・短大・高専・専門学校を卒業予定の方なら誰でも登録できます。 

 

※進学が決定した高校生も登録できますが、高校生の就職については対象外となります。

津山広域事務組合 0868-24-3633 http://www.koyou.or.jp/job_gtouroku.html

岡山県 津山市 子育て
津山市子育て世代包括支援セン

ター

【　妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口　】 

 

妊娠や子育てには不安なことがたくさんあります。 

津山市では、母子保健コーディネーターが、妊娠から出産・子育てまで切れ目なく、相談に応じています。 

また、妊娠・出産・子育てのサービスの紹介や調整を行い、安心して出産や子育てが出来るようにサポートしています。

津山市　こども保健部　健康増進課 0868-32-2069 https://www.city.tsuyama.lg.jp/kosodate/index2.php?id=5332



岡山県 津山市 交通機関利用,起業・就業
津山広域事務組合ＩＪＵターン

就職活動助成金

津山広域事務組合（津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町で構成する一部事務組合）では、ＩＪＵターン希望者（新規

学卒者等を除く）が、津山圏域内の企業の採用面接を受ける際の交通費の半額相当を助成しています。 

 

○支給額 

１回あたり最大２万円の助成、1人２回まで。 

 

○対象者 

　次の要件のすべてに該当する方です。 

（１）津山圏域内へのＩＪＵターンを希望する人。 

（２）津山県圏域内企業に就職活動又は転職活動を行う人。 

（３）津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町、久米南町又は無料職業紹介センターの紹介　 を受けた人。 

（４）採用面接時に、県外に住所を有する人。

津山広域事務組合 0868-24-3633 http://www.koyou.or.jp/koutuhi.html

岡山県 津山市 移住体験 津山市トライアルステイ

津山市の生活環境の体験、住まい探しや仕事探しを行う短期間のお試しぐらしができます。ＩＪＵコンシェルジュが、さまざまなご相

談をお受けしたり、市内案内などお試しぐらしのコーディネートを行います。 

 

●対象者 

津山圏域外に住んでいる人で、津山市への移住を希望している満20歳以上の人 

●体験料 

3日～ 7日以内 10,000円  

8日～14日以内 20,000円 

●申込み 

事前の申込みが必要です。体験の14日前までに申し込んでください。

津山市　産業文化部　仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://life-tsuyama.jp/trialstay/

岡山県 津山市 移住者限定支援,農業 農業トライアルワーク

津山市「農業トライアルワーク」事業は、市内で農業を営む団体や企業等の協力のもと、津山圏域外から津山市へ移住希望の方に、津

山地域の農業体験をマッチング。 

最長で連続8日間利用でき、その間に津山地域の暮らしや人を知っていただき、移住後にも頼りになる生活基盤としての関係づくりも

行っていただける事業です。

津山市　産業文化部　仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://life-tsuyama.jp/agriculture_trialwork/

岡山県 津山市 起業・就業 無料職業相談

津山広域事務組合（津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町で構成する一部事務組合）では、無料の職業紹介を行う「津

山圏域無料職業紹介センター」を設置しています。 

ハローワークなどの関係機関と連携をとりながら、ＩＪＵターン希望者や一般の求職者の 

就職の支援をするため、職業紹介や情報提供を行っています。

津山広域事務組合 0868-24-3633 http://www.koyou.or.jp/

岡山県 津山市 住宅購入,住宅賃貸 津山市住まい情報バンク 「津山市住まい情報バンク」は、津山市内への定住促進を目的に、賃貸物件や売買物件等の住まい情報を掲載しています。 津山市産業文化部仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://www.ok-smile.jp/migrants-tsuyama

岡山県 津山市 起業・就業 新規学卒者就職奨励金

中学・高校・高専・大学等の新規学卒者等の就職に伴う若者の定住を促進し、市内の民間企業の雇用の安定と地域の活性化を図るた

め、津山市に住所を有し、学校等を卒業又は中退した日から2年以内に、市内の民間企業に常用雇用者として就職し、就職後１年間勤務

を継続し、引き続き本市に定住しようとする者に対して、就職奨励金を交付する制度です。

津山市産業文化部仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5253

岡山県 津山市 移住者限定支援 空き家活用定住促進事業補助金

空き家を購入した移住者の方に、購入費補助金（30万円を限度）と改修費補助金（60万円を限度）を交付します。 

また、住宅金融支援機構との連携により、この補助金とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の適用を受けら

れる場合があります。

津山市産業文化部仕事・移住支援室 0868-24-3787 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=4704

岡山県 津山市 起業・就業
サテライトオフィス設置・創業

等サポート補助金

◎津山市内で創業や第二創業を目指す方やサテライトオフィス設置を検討する事業者様を対象に、事業の立ち上げに必要な建物の改修

費、事務機器等購入費を一部補助します。 

 

◆補助対象経費： 

　市外の中小企業者が、サテライトオフィスを設置、ＵＩターン創業希望者、市内の創業希望者（第二創業含む）が、新規性・独創

性・優位性のある事業計画(３年以上)を有し、市内に新たに事務所を開設する際に係る費用(ただし、サテライトオフィスの設置につい

ては、センターが定める下記業種、業態、かつ１名以上の雇用が条件 ) 

 

※センターが認める業種・業態 

　(１)ＩＴ(情報ｻｰﾋﾞｽ業，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ附随ｻｰﾋﾞｽ業，映像・音声・文字情報制作業) 

　(２)設計(機械設計業,建築設計業)　 

　(３)デザイン(プロダクトデザイン,グラフィックデザイン) 

　(４)その他特につやま産業支援センターが必要と認めた事業

つやま産業支援センター 0868-24-0740 https://www.tsuyama-biz.jp/

岡山県 和気町 子育て,住宅新築,住宅購入
住宅取得に係る固定資産税の免

除

40歳未満の若者および子育て世代（中学校卒業までの子どもを扶養）が町内で新しく住宅を取得した場合、新築または購入した家屋

の、新築後5年間、120㎡分の固定資産税（家屋分）を免除もしくは軽減します。 

○対象者 

40歳未満の者。ただし、婚姻している夫婦の場合は、そのいずれかが40歳未満であること。又は、就学前、就学中（0～15歳）の子ども

を扶養している者であること。

税務課 0869-93-1124 https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshirase/11263/



岡山県 和気町 移住体験,移住者限定支援,住宅賃貸 お試し住宅

岡山県外から和気町への移住をご検討中の方に、和気町での暮らしを体験したり仕事や家探しができたりするように、家具や家電製品

等をそろえた住宅をご用意しています。滞在中は移住推進員等が移住のサポートをします。 

 

料金は、月額3万円（電気代・水道料金等の光熱水費含む）です。利用期間は、14日以上2か月以内。ただし、特別な理由がある場合

は、2か月まで延長できます（最長で計4か月）。 

 

○対象者 

　次の全てに該当する者 

（１）住民基本台帳法に基づき記録されている住所が岡山県外にある方 

（２）和気町への移住を希望する方 

（３）和気町への移住を目的とする活動期間中、和気町移住推進員等と面談が行える方 

（４）転勤・婚姻等による転入予定者でない方 

（５）２親等以内の親族が町内に住所を有していない方 

（６）暴力団員でない方 

（７）和気町のお試し住宅を体験したことがない世帯の方 

（８）補助対象者又はその配偶者が18歳以上60歳未満の方又は、就学前、就学中の子どもを扶養している方

まち経営課 0869-92-4589 https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsIjyuSodan/otameshi

広島県 庄原市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修 庄原市定住促進奨励金

庄原市への定住促進を図るため、住まいを整備しようとする転入定住者（転入日前1年間において本市に住民登録の実績がない方で、10

年以上定住の意思をもって本市に転入した方および転入しようとする方）に対し、奨励金の交付を行います。 

・新築住宅取得　80万円 

・中古住宅取得　40万円 

・住宅改修　　　40万円 

※その他・転入者の人数・子供の人数に応じた加算があります。 

※対象経費が新築80万円・中古住宅・改修40万円以上のものが対象になります。 

※中古住宅取得と住宅改修の併用可能。 

その他要件もありますので、詳しくはホームページで確認いただくか、ご連絡ください。

自治定住課　定住推進係 0824-73-1257 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/settlement/cat03/post_347.html

広島県 三原市 起業・就業 地域商業活性化支援事業

市内全域（中心市街地を除く）の空き店舗等を活用した新規出店者や既存店舗を改装し事業を継続する事業者等に対し，改装費等の一

部を助成しています。 

○改装費　補助率：１/2以内（既存店舗の改装1/3以内）　 

○補助限度額：50万円（既存店舗の改装40万円）

商工振興課 0848-67-6072 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/syougyoukasseikahojokin1.html

広島県 三原市 起業・就業 中心市街地魅力向上支援事業

中心市街地の空き店舗を活用した新規出店者や既存店舗を改装し事業を継続する事業者等に対し，改装費等の一部を助成しています。 

○改装費　補助率：1/2以内（既存店舗の改装1/3以内）　 

〇補助限度額：50万円（既存店舗の改装40万円）

商工振興課 0848-67-6072 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/tyuushinshigaiti-shinkishutten.html

広島県 三原市 起業・就業
起業化促進事業（みはら創業応

援隊）

コーディネーターを配置した創業支援拠点を設置し，新規創業者や第二創業者の掘り起こし及び事業者ごとのフェーズに応じた支援を

実施しています。
商工振興課 0848-67-6072 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/onestop-soudanmadoguti.html

広島県 三原市
移住者限定支援,起業・就業,引っ越し,住宅賃

貸
就労・移住定住支援事業

◆市外から三原市に移住し，市内の教育保育等施設・医療介護等施設の常勤職員として新たに就労される方に引越費用等を補助しま

す。※条件あり。 

◆市内の教育保育等施設に新たに保育士等専門職として就職される方に20万円を支給します。

地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/140743.html

広島県 三原市 起業・就業 Ｊデスクみはら ＵＪＩターンを希望する方に年2回の就職ガイダンスを実施しています。（7月，翌3月：変動あり） 商工振興課 0848-67-6013 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/jdesk.html

広島県 三原市 農業,水産業 三原市新規就農者研修支援事業
◆市が指定する研修所で研修を受講する新規就農者に，家賃，研修及び就農に係る経費を最大２年間支援します。 

○就農研修者研修生に対して年額42万円
農林水産課 0848-67-6077

広島県 三原市
結婚,子育て,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住

宅賃貸
三原市結婚新生活支援事業

新婚世帯を対象に，新婚新生活に伴う住宅の取得費用・賃借費用，引越費用を補助します（移住世帯には加算あり）。 

※条件あり。
地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/120777.html

広島県 三原市
移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅設備,

住宅賃貸
空き家改修等支援事業補助金

広島県三原市では，市内の空き家の流動化を促進し，移住者の増加を図るため，空き家バンクを利用した市外からの移住者に対し，空

き家の改修費を補助します。 

　※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外

地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/akiyahojyo.html

広島県 三原市 住宅購入,住宅賃貸 三原市空き家バンク制度

広島県三原市では，市内の空き家の有効活用を通して，家屋等の資産の保全と，定住促進・地域活性化を図ることを目的に，空き家所

有者と利用希望者をつなぐ，空き家バンク制度を設けています。 

　空き家バンク制度を活用することで，利用できる補助金制度があります。

地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/akiyabank.html

広島県 三原市 移住体験,移住者限定支援
三原市お試し暮らし滞在費補助

金

広島県三原市では，広島県外から三原市への移住を考えている方が，実際に市内に滞在し，仕事や住まいを探したり，事前に生活環境

を体感することで，三原移住後の暮らしをイメージできるよう，移住体験するための宿泊費用の一部を補助します。
経営企画部地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/otamesigurasi.html

広島県 三原市 住宅新築,住宅購入,住宅改修
三原市ファーストマイホーム応

援事業

市内において，新たに住宅を取得される若年層（40歳未満夫婦及び子育て世帯）に対し，土地取得費用を除いた住宅取得費用（改修費

用含む）の一部を補助しています。 

※条件あり。

経営企画部地域企画課 0848-67-6011 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/fast-myhome.html

広島県 三次市 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入
定住促進にかかる宅地購入・新

築奨励金

移住者（1年以上市外に在住されている方，または市外に1年以上居住後，転入して3年以内の方）が市内に住宅を新築した場合，住宅に

係る固定資産税相当額を5年間奨励金として交付します。 

（市の所有する分譲地を購入した場合は，土地も対象）

定住対策・暮らし支援課 0824-62-6129 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/teijyu_m/oasis_miyoshi/syorekin.html

山口県 萩市 結婚,子育て,出産 多子世帯応援誕生祝金
令和4年4月1日以降に出生する第2子以降の子どもを持つ世帯に祝金を給付します。 

・第2子10万円、第3子40万円、第4子以降90万円
萩市子育て支援課 0838-25-3259 https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/h46358.html

山口県 萩市 結婚,子育て,出産 子育て世帯応援誕生祝金 次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、10万円相当の市内共通商品券を給付します。 萩市子育て支援課 0838-25-3259 https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/h46358.html

山口県 萩市
移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅設備,

住宅賃貸
がんばるリノベ応援事業

萩市空き家情報バンクに登録している物件を購入又は賃貸し改修したUJIターン者に対し、自ら行う改修工事に係る費用の一部を補助。

（補助率1/2、上限30万）
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3360 http://www.city.hagi.lg.lp/site/teijyu/

山口県 萩市 出産,健康・医療 風しん予防接種費用助成事業
妊娠を希望する女性及び配偶者、妊婦の配偶者、十分な免疫のない妊婦の同居者のうち、抗体検査で抗体価が低いと判断された方にワ

クチン予防接種費用を補助する。
萩市保健部健康増進課 0838-26-0500 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/40/

山口県 萩市 出産,健康・医療 不育症治療費助成事業
産婦人科等医療機関において不育症と診断された場合、その治療費に対する助成を行う。 

（1年度あたり20万円以内）
萩市保健部健康増進課 0838-26-0500 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/40/



山口県 萩市 子育て,教育 乳幼児・子ども医療費助成事業
高校卒業年齢までの子どもの医療費自己負担額を助成。ただし、高校生等の生徒を持つ世帯は、その父母の市民税所得割額（税額控除

前）の合計が136,700円以下の世帯が対象。（小学生以上は一部負担金有り）
萩市福祉部子育て支援課 0838-25-3259 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/

山口県 萩市 子育て,教育 児童クラブ給食サービス事業 夏休み期間中、保護者の負担軽減と食品衛生管理を考え、給食サービスを実施。夏休み期間中の15日程度。1食200円程度 萩市福祉部子育て支援課 0838-25-3259 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/

山口県 萩市 子育て 24時間保育事業 夜間及び深夜勤務を伴う業務に従事する保護者の子どもを、翌朝まで預かり保育します。 萩市福祉部子育て支援課 0838-25-3536 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/

山口県 萩市 子育て 多子世帯子育て支援金支給事業 第3子以降の児童を保育所等に入所させた場合、その保育料の全額又は半額を助成。※条件あり 萩市福祉部子育て支援課 0838-25-3536 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/35/

山口県 萩市 移住体験,移住者限定支援
移住支援員・地域移住サポー

ターの配置

はぎポルト―暮らしの案内所－に「移住支援員」を3名配置するとともに、移住者と地域のパイプ役として活動する「地域移住サポー

ター」を各地域等に配置し萩市への円滑な移住と定着の支援を行う。
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3819 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/12/h10100.html

山口県 萩市
子育て,出産,起業・就業,農業,林業,水産業,住

宅賃貸
農林業スタートアップ応援事業

○新規就業者が円滑に就業できるように就業時に準備金を交付（5万円） 

○新規就農者に賃貸住宅の家賃の一部を補助。（月額家賃の1/2以内、上限2万円、最長3年間） 

○家族で移住して就業する方を支援するため、18歳以下の子ども（扶養者）の人数に応じて補助金を交付。（扶養者1人：月額5千円、

扶養者2人：月額１万円、扶養者3人以上：月額1万5千円、最長3年間） 

※業種によって要件等がそれぞれ異なりますので担当課へお問い合わせください。

農林水産部 0838-25-4191 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/45/

山口県 萩市 農業
儲かる農業経営体モデル確立支

援事業

①就農開始に必要な農業用機械・施設等整備を支援します。（ハード整備支援） 

補助率：購入費の1/2以内　上限150万円等 

②新規就農者等が特産品の開発、販路開拓、新品種の導入等に取り組む農家を支援します。（ソフト事業支援） 

補助率：対象経費の1/2以内　上限50万円等

農林水産部農政課 0838-25-4192 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/45/

山口県 萩市 農業 セカンドキャリア就農支援事業

第２の生業として新たに農業経営を始めようとする「セカンドキャリア就農者」等を地域農業の新たな担い手へと誘導するため、就農

に必要な経費等を支援します。 

対象年齢：56歳以上64歳以下 

①セカンドキャリア就農準備補助金 

就農・就業に必要な経費（研修費、農機具費、資材費、機械等修繕料等）の1/2以内（補助限度額15万円） 

②セカンドキャリア就農人材育成事業補助金 

就農研修生5万円/月（最長2年間）、独立・自営就農者5万円/月（最長3年間）、半農半?等準主業農家2万5千円/月（最長3年間）、研修

指導者1万円/月（最長2年間）

農林水産部農政課 0838-25-4192 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/45/

山口県 萩市 農業
農業次世代人材投資事業（開始

型）
50歳未満（就農時）の認定新規就農者に対し、経営開始直後の新規就農者に資金を交付する。（期間：最長3年間、150万円/年） 農林水産部農政課 0838-25-4192 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/45/

山口県 萩市 農業
農業次世代人材投資事業（準備

型）
山口県が認める研修を実施する農業大学校、先進農業法人等で研修を受ける者に資金を交付します。（最長2年間　150万円/年） 農林水産部農政課 0838-25-4192 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/45/

山口県 萩市 教育,就学,通勤・通学 高校生女子寮 離島や遠距離により萩市内高校に通学することが困難な女子高生が対象の女子寮を設置。 萩市教育委員会教育政策課 0838-25-3141 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/86/h20787.html

山口県 萩市 教育,就学,通勤・通学
萩市高等学校生徒通学費支援事

業
地元の高校へ進学しやすくするため、市内の生徒が公共交通機関を利用して通学する場合には、その交通費を助成する。※条件あり 萩市教育委員会教育政策課 0838-25-3141 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/86/h26224.html

山口県 萩市 移住体験,移住者限定支援,起業・就業 萩市お試し暮らし住宅

「萩暮らし」を体験できる住宅を提供しています。 

 

○むつみ地域　2棟（家賃等：15,000円～17,000/月、利用期間：1日～1年間） 

○萩地域　1棟（家賃等：7,000円/週、利用期間：1週間～4週間）インターネット完備

萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3819 http://www.city.hagi.lg.jp/site/teijyu/

山口県 萩市
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸
萩市空き家情報バンク制度

登録された空き家の情報を市のホームページ等で公開するとともに、移住希望者等に空き家紹介を行う。不動産屋が取り扱わないよう

な中山間地域の古民家など、田舎暮らし向きの物件が登録されている。
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3819 http://www.city.hagi.lg.jp/site/teijyu/

山口県 萩市 移住者限定支援,起業・就業,農業,林業,水産業
萩市移住創業チャレンジ支援事

業

萩市外から萩市に移住し、住民等が求めるサービスなど創業・継承を希望する方に対して、地域ニーズとのマッチングや事業実施に必

要な施設の内装改修費等の支援を行います。 

（内装改修費・トイレ改修費等、機械類等整備・営業車両購入費等：補助率1/3、上限50万円）

萩市企業誘致推進課 0838-25-3811 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/49/

山口県 萩市 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸
萩暮らし応援事業（家賃補助

金）
萩市空き家情報バンクに登録している物件を賃貸したUJIターン者に対し、賃貸物件の家賃の一部を2年間補助。※他にも用件あり 萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3360 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/12/

山口県 萩市 移住者限定支援,住宅購入,住宅改修
萩暮らし応援事業（改修費補助

金）

萩市空き家情報バンクに登録している物件を購入または賃貸し改修したUJIターン者に対し、改修に要する経費を一部補助。（補助率

1/2～2/3、上限200万円）※他にも用件あり
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3360 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/12/

山口県 萩市
移住者限定支援,起業・就業,引っ越し,住宅賃

貸

萩LOVE女子応援事業（引越し補

助金）

萩暮らし応援センターを通じJIターンした、１８歳以上４４歳以下の独身女性が市内事業所に新たに正規雇用された場合、引っ越し業者

等に支払った費用の一部を補助。（補助率２/３、上限５万円）
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3360 http://www.city.hagi.lg.lp/site/teijyu/

山口県 萩市 移住者限定支援,住宅賃貸
萩LOVE女子応援事業（家賃補

助）

萩暮らし応援センターを通じJIターンした、１８歳以上４４歳以下の独身女性の民間賃貸住宅の家賃の一部を１年間補助。（補助率

1/2、上限２万円/月）
萩市おいでませ、豊かな暮らし応援課 0838-25-3360 http://www.city.hagi.lg.lp/site/teijyu/

徳島県 - 移住者限定支援,教育
みんなでリスタート！徳島移住

促進支援金（学生向け）

徳島県で学び、働き、暮らすことを希望する学生の皆さんに、多様な進路選択のチャンスを提供するため、転入学・再入学等に伴う経

費や引越に必要な費用について徳島県が支援を行うことで、経済的負担を軽減し、とくしま暮らしをサポートします。 

詳しくは支給要件や交付要綱等をご確認ください。

とくしまぐらし応援課 088-621-2089 https://tokushima-iju.jp/docs/3802.html

徳島県 - 移住者限定支援,子育て
みんなでリスタート！徳島移住

促進支援金（子育て世帯向け）

未就学児がいる子育て世帯の方で、徳島県に移住すれば移住支援金として１０万円を支給！ 

更に２年間定住すれば定住応援金として１０万円を支給します。 

是非この機会に本県への移住をご検討ください。 

詳しくは支給要件や交付要綱等をご確認ください。

とくしま移住交流促進センター 0120-109-407 https://tokushima-iju.jp/docs/3352.html



徳島県 三好市 住宅購入,住宅賃貸 三好市空き家バンク制度

三好市への定住促進と地域の活性化を図ることを目的として、賃貸・売却を希望する登録空き家を、移住希望者など空き家を利用した

いという方に情報提供するための制度です。 

 

■空き家の所有者の方へ（「空き家登録」について） 

 

1.登録できる物件 

 

 登録できる物件は、下記のすべてに該当する場合です。 

 ・三好市内にある空き家であること 

 ・空き家等の売買及び賃貸を生業としない個人の所有である物件（個人以外の営利目的での登録は不可） 

 ・相続及びその他所有者以外の権利の設定がある場合は、登録に関して関係者の承諾が得られている物件 

 ・共有名義の場合は、各名義者の承諾が得られている物件 

 ・集団的に、または常習的に暴力不当行為を行うおそれのある組織の構成員等でない方 

 

2.空き家バンクに登録する場合は、登録申し込み（様式第1号,様式第2号,様式第3号の提出）が必要です。 

 

■空き家をお探しの方へ（「利用登録」について） 

 

1.空き家バンク制度を利用できる方は、下記のすべてに該当する方です。 

 ・自ら空き家等に居住し、地域の活性化に寄与しようとする方 

 ・空き家等の転売及び転貸を目的としない方 

 ・集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れのある組織の構成員等でない方 

地方創生推進課 0883-72-7607 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4872.html

徳島県 三好市 起業・就業,住宅賃貸
2022年度　三好市新卒者等就職

促進事業補助金制度

三好市では、若年者等の就職促進と定着を図り、市内事業所の人材確保を支援するため、新卒者及びUIJターン者を雇用した事業所と就

職者に対し補助金を交付します。 

 また、対象就職者が市内の賃貸住宅等に入居した場合に、一定の期間（24月以内）家賃に対する補助金を交付します。 

 

■新卒者・UIJターン者とは 

 

 　新卒者・・・・・・ 平成31年3月以降に学校教育法に定める学校を卒業した方 

 　UIJターン者・・・・市外に1年以上居住した後、市内に転入された方（転入後6か月以内に就職していること） 

 

【事業概要】 

　交付要件（他にも交付要件があります） 

 

■就職助成金 

 

 ～対象事業者～（国、地方公共団体、第三セクター事業所、公共的団体の事業所を除く） 

 ・新卒者またはUIJターン者の市民を正規雇用する事業主 

 ・市税を滞納していない事業主 

 ・雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から交付申請の日までの間に労働者を解雇していないこと。（労働者の責めに帰すべき理

由による解雇等を除く） 

 

 ～対象就職者～（国、地方公共団体への就職者を除く） 

 ・市内の事業所に正規雇用された新卒者及びUIJターン就職者（但し、事業所の代表者と2親等以内の親族関係にある方を除く） 

商工政策課 0883-72-7645 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4842.html

徳島県 三好市 起業・就業,住宅改修
2022年度　三好市創業・空き店

舗等再生支援事業補助金

2022年度　創業・空き店舗等再生支援事業補助金 

 

【事業概要】 

 

 1.空き店舗等を活用して事業活動を行う者 

 2.市内で新たに創業（第二創業含む）する者 

 

 上記の者に対し、事業費の一部を支援する制度です。 

 詳しくは、三好市ホームページ上に添付の「申請要領」をご覧いただくか、三好市商工政策課にお問い合わせください。 

 

 ○主な支援内容 

 

 　・空き店舗等再生支援事業（改修工事費の1/2以内、上限150万円） 

 　・創業支援事業（別に定める創業に要する経費の1/2以内） 

 

 ○主な補助要件等 

 

（１）本市以外の市町村を含む市町村税に滞納がないこと。 

（２）1年以上事業の継続が見込まれること。 

（３）市内に住所（法人の場合は本社又は事業所）を有し、又は事業開始に当たり市内に住所を有することが確実であること。 

（４）三好市暴力団排除条例（平成24年三好市条例第1条）第2条第1項規定する暴力団でないこと。 

（５）空き店舗を活用して事業を行う者にあっては空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと。 

商工政策課 0883-72-7645 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/sogyo_akitenpo.html



徳島県 三好市 移住体験,移住者限定支援
三好市お試し滞在支援事業補助

金

「三好市お試し滞在支援事業補助金」は、三好市への移住・定住の促進及び人口の流入を図るため、三好市への移住を目的として地域

情報の収集又は住居・仕事を探す活動等を行う移住検討者に対し、活動費の一部を補助する制度です。（平成28年10月1日より開始） 

 

【事業概要】 

 

 補助対象者：三好市お試し暮らし住宅を利用する移住検討者 

 対象事業：活動に伴うレンタカー借り上げ料 

 補助率：2分の1以内、限度額50,000円 

 

 詳細は「三好市お試し滞在支援事業補助金交付要綱」をご確認いただき、交付を希望する方は、申請書類を提出してください。 

 

【申請書類】 

 1.交付申請書（様式第1号） 

 2.現住所を証する書類の写し 

 3.使用許可書の写し 

 4.レンタカー借上料の領収書の写し

地方創生推進課 0883-72-7607 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4870.html

徳島県 三好市 移住者限定支援,住宅改修 三好市移住者支援事業補助金

「三好市移住者支援事業補助金」は、三好市への移住・定住の促進及び空き家の有効活用を図るため、三好市空き家情報登録制度を利

用した移住者が空き家に入居した場合、移住に要する費用の一部を補助する制度です。 

 

【事業概要】 

 

 1．移住奨励金 

 　 補助対象者：移住者等 

 　 対象事業：空き家に移住する奨励金 

 　 補助率：1世帯当たり 四国内（徳島を除く地域）からの移住5万円 

  　　　　　四国外（東京都・京都府・大阪府・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・兵庫県）からの移住30万円 

  　　　　　四国外（上記以外の地域）からの移住10万円　 

  　※若年子育て世帯（夫婦のいずれも40歳未満であり、義務教育終了前の子がいる世帯）は、それぞれに2を乗じた額 

 

 2．改修補助金 

 　 補助対象者：空き家の所有者又は移住者等 

 　 対象事業：売買又は賃貸借契約を締結した空き家の改修・家財撤去に要する経費（改修費20万円以上） 

 　 補助率：3分の2以内、限度額200万円 

 

 詳細は「三好市移住者支援事業補助金交付要綱」をご確認いただき、交付を希望する方は、申請書類を提出してください。 

 

 

【申請書類】 

地方創生推進課 0883-72-7607 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4874.html

徳島県 三好市 教育,通勤・通学,住宅賃貸
三好市高等学校生徒下宿等費用

助成事業

三好市では、2021年4月から地域の活性化と将来に向けた若者の移住・定住の促進を目的に、市内高等学校（2021年度は池田高校本

校、辻校、三好校の３校が対象）に市内の下宿先等に係る家賃等の一部を補助する事業がスタートしました！ 

 

県外から三好市内の高校へ通う場合など対象になる方は、ぜひこの制度をご活用ください！ 

※三好市内で自宅から通学が困難な方も対象となります。 

 

 

【事業概要】 

 

1. 対象者 

遠距離等の理由により自宅からの通学が困難なため、三好市内の下宿等から市内高校に通学する生徒の保護者 

※下宿等とは、賃貸借した下宿、間借り、民間の賃貸住宅及び学生寮をいいます。 

 

2. 対象経費 

下宿等の家賃等に係る経費 

※家賃等とは、賃貸物件の賃貸借契約等に基づく物件及び寮の使用における対価として支払う賃貸料及び舎費をいいます（共益費、食

費、光熱水費、生活雑貨、エアコン使用料、敷金、礼金、入寮費等は除く）。 

 

3. 補助金額 

上限額　月額１万円 

ただし、補助対象経費の月額が１万円に満たない場合は、対象経費の額 

 

地方創生推進課 0883-72-7607 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/2219510.html

徳島県 吉野川市 出産 出産祝金 出生児1人につき1万円の出産祝金を支給します。 子育て支援課 0883-22-2266 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2010100700395/

徳島県 吉野川市 子育て 育児用品購入費助成事業 吉野川市内の取扱店にて購入した育児用品の購入費を助成します。（出生前に購入した育児用品も対象） 子育て支援課 0883-22-2266 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2012031900066/

徳島県 吉野川市 子育て,健康・医療 子どもはぐくみ医療費助成制度
18歳に達する年度末までの子どもを対象に、病気やケガで通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分（入院時食

事療養費・移送費は除く）を助成します。ただし、年齢により一部自己負担金が必要になります。
子育て支援課 0883-22-2266 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2010100700272/



徳島県 吉野川市 移住者限定支援,起業・就業
吉野川市ＹＹターン移住創業支

援事業

本市への移住者が、市内の空き店舗等を活用する創業に対して改装費及び１年間分の家賃を交付します。 

 

◆補助対象経費及び補助額 

１．店舗改装費 

店舗改装費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とします。 

※改装に係る工事は、市内に主たる事業所を有するものであること。 

 

２．店舗賃借料 

賃借料月額の2分の1に相当する額以内で、月額３万円を上限とします。（12ヶ月間）

商工観光課 0883-22-2226 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2021041600071/

徳島県 吉野川市 起業・就業
吉野川市商業地域活性化支援事

業

商業地域の活性化とにぎわいの形成を図るため、空き店舗を活用して小売業等を行う者に対して、補助金を交付します。 

 

◆補助対象経費及び補助額 

１．店舗改装費 

店舗改装費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とします。 

※改装に係る工事は、市内に主たる事業所を有するものであること。 

 

２．店舗賃借料 

賃借料月額の2分の1に相当する額以内で、月額３万円を上限とします。（12ヶ月間）

商工観光課 0883-22-2226 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2017031600039/

徳島県 吉野川市 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し 吉野川市わくわく移住支援事業
東京23区に在住している方や、東京圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、東京23区通勤している方が、吉野川市に

移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を60万円（世帯の場合は100万円）支給します。
市長公室 0883-22-2203 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2019050700035/

徳島県 吉野川市 移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入 【フラット35】地域連携型

住宅を新築または購入する40歳未満の方で、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を申込する方は、要件を満たすと、ローン

の金利が当初５年間0.25％引き下げられます。 

 

【対象者】 

以下の（ア）または（イ）に該当する方 

（ア）子育て世帯 

・しあわせ住まいづくり支援事業の補助対象者であり、市からの補助金が新築の場合は20万円以上、購入の場合は15万円以上交付され

る見込みである 

・中学生以下の子を扶養している 

（イ）転入世帯 

・しあわせ住まいづくり支援事業の補助対象者であり、市からの補助金が新築の場合は20万円以上、購入の場合は15万円以上交付され

る見込みである 

・吉野川市外から取得する住宅の所在地へ転入する予定である

市長公室 0883-22-2203 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2017052600018/

徳島県 吉野川市 住宅新築,住宅購入
吉野川市しあわせ住まいづくり

支援事業

子育て世代への支援、若者世代の移住・定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、市内に住宅を新築又は購入する40歳未満の方に

補助金を交付します。 

 

◆補助額 

新築：基本額20万円 

購入：基本額15万円 

 

※転入者の場合、5万円の加算あり。 

※購入にあわせて市内の建設業者または個人事業主によりリフォーム工事を行った場合、5万円の加算あり。

市長公室 0883-22-2203 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020021800050/

香川県 綾川町 結婚,引っ越し,住宅賃貸
綾川町結婚新生活支援事業補助

金

【概要】 

40歳以下で新規に婚姻した世帯に対する住宅賃借費用及び引越費用を補助します。 

（他に所得制限等の補助要件もあります。） 

 

【対象年齢】 

夫婦いずれもが40歳以下（婚姻届受理日時点） 

 

【補助金の額】 

住宅費及び引越し費用合わせた額　＜１世帯あたり上限30万円＞ 

○住宅費：婚姻を機に住宅を賃借する際に要した費用（礼金及び仲介手数料が対象） 

○引越費用：婚姻を機に綾川町に転入又は転居する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象 

○リフォーム費用：婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増

築、改築、設備更新等の工事費用を対象

総務課いいまち推進室 087-876-5577 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2021040500020/

香川県 綾川町 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し
綾川町東京圏IJUターン移住支援

事業補助金

【概要】 

綾川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算５年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、

東京23区内への通勤をし、かつ綾川町へ住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域

以外に在住し、東京23区内への通勤をしていた方に移住に要する費用を補助します。 

（他に就業等に関する要件もあります。） 

 

【補助金の額】 

２人以上の世帯100万円／18歳未満の者１人につき30万円を加算 

単身の場合60万円

総務課いいまち推進室 087-876-5577



香川県 綾川町 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸
綾川町IJU（移住）ターン促進住

宅支援事業補助金

【概要】 

転入を伴う40歳以下の複数世帯の方（転勤や通学を除く）が町内の民間賃貸住宅に居住した場合に、家賃と入居時に必要な初期費用に

ついて、費用の一部を補助します。 

 

【対象年齢】 

40歳以下（転入日時点） 

 

【補助金の額】 

（補助金）住宅家賃及び住宅初期費用 

 

○住宅家賃 

（家賃－住宅手当）×1/2の額　＜上限２万円×24カ月＞ 

 

○住宅初期費用 

（礼金＋手数料＋保証料－事業主が従業員に対して支給する手当）×1/2の額　＜上限６万円＞

総務課いいまち推進室 087-876-5577 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2016042500017/

香川県 綾川町 引っ越し,住宅改修,住宅設備
綾川町空き家リフォーム事業補

助金

【概要】 

空き家バンク登録物件の所有者又は利用者に対し、リフォーム等の経費の1/2の額を補助します。 

 

【補助金の額】 

○空き家のリフォーム（上限100万円） 

○家財道具処分（上限10万円）

総務課いいまち推進室 087-876-5577

香川県 さぬき市 結婚,引っ越し,住宅賃貸 結婚新生活支援事業

対　象　：次の①～⑤の要件をすべて満たす世帯 

　　　　　①令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯 

　　　　　②夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳未満の世帯 

　　　　　③夫婦の所得を合わせて400万円未満 

　　　　　④婚姻を機に夫婦ともに市内に住所を有している世帯 

　　　　　⑤その他、市が定める要件を満たす世帯 

 

金　額　：夫婦ともに３0歳未満の世帯　上限60万円 

　　　　　それ以外の世帯　　　　　　 上限30万円 

 

対象費用：①新居の家賃（共益費を含む） 

　　　　　②初期費用（敷金、礼金及び仲介手数料） 

　　　　　③引越業者や運送業者に支払った引越費用 

 

申請期間：令和5年3月31日

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/m_shinseikatsu

香川県 さぬき市 移住体験 移住体験ハウス

さぬき市へ移住するための住宅や仕事探しの拠点とするなど市内での生活をお試し体験できます。 

 

対　　象：さぬき市への移住を検討している方 

 

利用期間：5日間以上3ヶ月以内 

　　　　　　※5日間を超えて利用する場合、1日単位で延長できます 

　　　　　　※利用開始日と退去日は、平日に限ります 

 

利用料金：日額2000円（30日を超える場合は、利用日の初日から日額1800円） 

 

☆利用開始日の1週間前までに利用申請してください。

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/migration

香川県 さぬき市 移住者限定支援,子育て 三世代同居・近居支援金

対　象：①市内に住む親との三世代同居または近居を目的に転入した子世帯の世帯主　 

　　　　②市内に住む子世帯との三世代同居または近居を目的に、令和2年4月1日以降に転入した親        

 

金　額：さぬき市共通商品券10万円分 

 

主要件：●転入時、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯 

　　　　●転入後、1年以上さぬき市に住民登録し、引き続き定住の意思を有すること 

 

☆申請の受付期間は、市内へ転入した日から起算して1年を経過した日から6ヶ月以内です。

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/three_generation

香川県 さぬき市 結婚 結婚定住奨励事業

対　象：令和5年3月31日までに婚姻した夫婦 

 

金　額：さぬき市共通商品券10万円分 

 

要　件：・婚姻日現在、夫婦いずれかの年齢が40歳未満であること 

　　　　・婚姻日から6ヶ月以内に夫婦ともにさぬき市に住民登録していること 

　　　　・婚姻後、夫婦ともに1年以上さぬき市に住所を有し、引き続き定住の意思を有すること 

 

☆申請の受付期間は、婚姻後、1年以上本市に住所を有するに至った時から6ヶ月以内です。

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/m_teijyusyorei



香川県 さぬき市 住宅新築,住宅購入 定住促進奨励金

対　象：令和5年1月1日までに、さぬき市内で購入または新築（相続、贈与等は除く）した住宅に住民登録し、固定資産税など全ての市

税を納めていただいた方 

 

金　額：住宅にかかる固定資産税額の1/2に相当する額を新たに固定資産税が課税された年度から3年間交付します。 

 

☆申請書の提出は、それぞれの年度ごとに必要です

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/teijyusyorei

香川県 さぬき市 移住者限定支援,住宅賃貸 移住促進家賃等補助金

対　象：香川県外に3年以上居住した後、さぬき市に転入した世帯 

　　　　※進学・転勤は除く 

　　　　※単身世帯の場合、転入時の年齢が40歳未満であること 

 

金　額：①民間賃貸住宅にかかる家賃（実質負担額）の1/2（上限2万円）を最大1年間助成します 

　　　　②初期費用（契約時の礼金・仲介手数料・家賃保証料）の1/2（上限6万円）を助成します 

 

☆申請の受付期間は、転入日から3ヶ月以内です。

政策課 087-894-1112 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/rent

香川県 さぬき市 移住体験 お試し滞在宿泊助成金

金額：1泊基本宿泊料の2分の1（上限3,000円）を最大3泊分助成します。 

　　　※同行者2名を含む、3名分まで 

 

対象：さぬき市が実施する移住相談や移住体験事業に参加される香川県外に住民登録されている方 

 

ただし、さぬき市内の宿泊施設に限ります。

政策課 087-894-1112 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/test_stay

香川県 多度津町 結婚,引っ越し
多度津町結婚新生活支援事業補

助金

町内で新婚生活を送る、夫婦いずれもの年齢が39歳以下かつ夫婦の所得の合算が400万円未満の世帯を対象に、婚姻を機に支払った住居

費や引越費用の一部を補助します。 

 

【補助額】 

住宅の取得費、住宅賃借費用（賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料）、引越費用、住環境等にかかる費用（リフォーム費用等）を

合わせた額 

① 夫婦いずれもが29歳以下の場合60万円上限 

② 夫婦いずれもが39歳以下の場合30万円上限 

条件など詳しくは、お問い合わせください。

政策観光課 0877-33-1116 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/iju_teiju/762.html

香川県 多度津町 移住者限定支援,起業・就業
多度津町移住促進・空き家活用

型事業所整備補助金

空き家バンクに登録された多度津町内の家屋を法人事業者又は個人事業主が購入し、事業所として改修する際に要する費用の一部を補

助します。 

 

【補助額】 

家屋改修費及び通信環境整備費の2分の1（上限400万円。原則、町内業者による施工が必要。） 

条件など詳しくは、お問い合わせください。

政策観光課 0877-33-1116 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/iju_teiju/768.html

香川県 多度津町 移住者限定支援,子育て,起業・就業,引っ越し
多度津町東京圏UJIターン移住支

援事業補助金

東京圏から多度津町へ移住し、就業等をされた方に、移住に要する費用を補助します。 

 

【補助額】 

① 2人以上の世帯100万円 

② 単身の場合60万円 

③ 18歳未満の世帯員（補助対象者の配偶者以外の者）1人につき、上記に30万円加算 

条件など詳しくは、お問い合わせください。

政策観光課 0877-33-1116 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/iju_teiju/758.html

香川県 多度津町 移住者限定支援,引っ越し 多度津町移住促進家賃等補助金

香川県外に3年以上居住した後に多度津町へ転入した、ともに40歳未満の夫婦（※）を含む世帯または3親等以内の未成年の親族を含む

世帯に、住宅の賃貸に要する費用の一部を補助します。 

※婚姻届を提出し、受理された2人又は多度津町パートナーシップの宣誓をし、証明書等の交付を受けた2人 

 

【補助額】 

① 1か月あたりの家賃の2分の1（上限2万円×12か月） 

② 賃貸借契約締結時に要した費用の2分の1（上限6万円） 

条件など詳しくは、お問い合わせください。

政策観光課 0877-33-1116 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/iju_teiju/761.html

香川県 多度津町 住宅改修,住宅設備
多度津町空き家改修支援事業補

助金

空き家バンクの登録物件の所有者又は利用者に対して、その物件のリフォーム等に要する費用の一部を補助します。 

 

【補助額】 

リフォームに要した費用の2分の1（上限100万円。町内業者による施工が必要。） 

条件など詳しくは、お問い合わせください。 

 

☆予算の上限に達したため、令和４年度の受付は終了しました。

政策観光課 0877-33-1116 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/iju_teiju/766.html



愛媛県 - 移住者限定支援,住宅改修 移住者住宅改修支援事業

【概要】県外からの移住者が居住するために行う住宅改修等の費用に対し、市町と連携した補助を実施しています。申請窓口は、市町

です。 

※市町により申請期限が異なります。 

 

【対象者】 

　次の要件を満たし、５年以上居住する意思のある平成28年４月１日以降に愛媛県外から移住した方 

○働き手世帯：ご家族のうち少なくとも一人が６0歳未満の世帯 

○子育て世帯：ご家族に同居する18歳未満の子どもがいる世帯 

 

【対象住宅】 

移住者の方が県空き家情報バンク・市町空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅 

 

【補助率・補助金の額】 

住宅の改修 

○働き手世帯 

　 補　 助 　率：経費の2/3 

　 補助限度額：200万円　※50万円以上の改修に限る 

○子育て世帯 

　 補　 助 　率：経費の2/3 

　 補助限度額：400万円　※50万円以上の改修に限る 

 

家財道具の搬出等 

愛媛県企画振興部地域政策課 089-912-2261 https://www.pref.ehime.jp/h12900/ijyuu/ijyuusyajyuutakukaisyuu.html

愛媛県 大洲市 子育て 【大洲市】病児保育事業
病気のために集団保育ができない児童（生後6か月から小学校6年生まで）を、仕事などにより保護者が保育できない場合に一時的にお

預かりします。
子育て支援課 0893-24-5718 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kosodateshien/20046.html

愛媛県 大洲市 子育て
【大洲市】大洲愛顔っ子応援事

業

第2子以降のお子さまが生まれた場合、市内店舗で県内産紙おむつの購入に使用できる「大洲愛顔っ子応援券（5万円分）」が支給され

ます。
子育て支援課 0893-24-5718 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kosodateshien/24006.html

愛媛県 大洲市 結婚,住宅新築,住宅賃貸
【大洲市】結婚新生活支援補助

金
新婚世帯の住宅取得または住宅に係る入居費用や家賃、引っ越し費用の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 大洲市
移住者限定支援,起業・就業,農業,林業,水産

業,住宅賃貸

【大洲市】新規移住就業者家賃

補助金
市内就業に伴い、新たに賃貸住宅を借りる市外からの移住者に対し、家賃の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 大洲市 起業・就業
【大洲市】中小企業者・小規模

事業者応援事業費補助金

経営改善や規模拡大などを目指す市内の中小企業者・小規模事業者や、市内で新たに創業を目指す方々を応援するための補助金を交付

しています。
商工産業課 0893-24-1722 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shoukou/26248.html

愛媛県 大洲市 住宅購入,住宅賃貸
【大洲市】空き家媒介手数料補

助金
空き家バンク登録物件の賃貸または売買契約が成立した場合、媒介手数料の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 大洲市 移住者限定支援,林業
【大洲市】林業就業者支援給付

金事業
市内の認定林業事業体に就業した方に対し、事業体を通じて就業支援金・新生活支援金が給付されます。 農林水産課 0893-24-1727 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/nourin/40937.html

愛媛県 大洲市 住宅改修 【大洲市】空き家改修費補助金 空き家バンク登録物件を賃貸・購入する方に対し、改修費の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 大洲市 住宅購入 【大洲市】空き家取得費補助金 空き家バンク登録物件を購入する方に対し、購入費用の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 大洲市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入
【大洲市】新築住宅取得費補助

金
市外から転入し、新築または建売住宅を購入する方に対し、経費の一部を補助します。 復興支援課 0893-57-9989 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/22872.html

愛媛県 上島町 子育て,出産
上島町保育料等第2子無料化補助

金
上島町内の公立保育所に在籍する児童のうち第2子の児童に係る保育料を補助金として交付し無料化するもの。 住民課 0897-77-2503

愛媛県 上島町 起業・就業,住宅改修,住宅設備
上島町新規出店者店舗改修補助

金

空き店舗などを活用して新規出店を希望される方に対して、建物の改修や増改築、備品の購入に必要な経費の一部に予算の範囲内で補

助金を支給するもの。（上限50万円）
商工観光課 0897-77-2252 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/shoko-kanko/12269.html

愛媛県 上島町 起業・就業,農業,水産業 インターン事業（2年以内） 農林漁業の担い手として7年以上定住する意思があるもの、農魚家での作業実習等を実施し、町から10万円/月支給するもの 農林水産課 0897-75-2500 https://www.town.kamijima/lg/jp/soshiki/norin-suisan/12692.html

愛媛県 上島町 起業・就業,農業,水産業 お試し就業研修事業(20日間） 20日間（期間は1年以内）、農魚家で就業研修を実施し、町から5,000円/日支給（20日間の就業日）するもの 農林水産課 0897-77-2500 https://www.town.kamijima/lg/jp/soshiki/norin-suisan/12692.html

愛媛県 上島町 移住体験,起業・就業,農業,水産業 ワーキングホリデー（1週間）
一週間のうち3日間の農業体験と3日間の島体験をしていただき、町から研修費として5,000円/日支給（援農3日分15,000円）を支給する

もの
農林水産課 0897-75-2500 https://www.town.kamijima/lg/jp/soshiki/norin-suisan/12692.html

愛媛県 上島町 子育て,出産 チャイルドシート購入費助成 小学校入学前のお子さんのチャイルドシートを購入した場合、購入費の2分の1を助成するもの（1万円以上の場合は上限5,000円） 住民課 0897-77-2503 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/6025.html

愛媛県 上島町 交通機関利用,子育て,出産,健康・医療 妊産婦等交通費助成 妊娠届後から産後1ヶ月までの健康診査に係る交通費（自家用車も対象）を助成するもの 住民課 0897-77-2503 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/13333.html

愛媛県 上島町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度 外来：入院時の医療費を中学卒業まで無料とするもの 住民課 0898-77-2503 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/380.html

愛媛県 上島町 結婚,引っ越し,住宅賃貸 上島町結婚新生活支援補助金

新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引っ越し費用の一部を助成するもの。 

 

対象費用（上限30万円） 

 

・住居費（敷金・礼金・仲介手数料・家賃月額・共益費） 

・引っ越し費用（引っ越し・運送業者支払い費用） 

　※個人で実施する引っ越しに要する経費は対象外です。 

　※所得・年齢制限があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

住民課 0897-77-2503

愛媛県 上島町
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸
上島町空き家活用事業

町に定住の意思を持つものに対し家屋の改修工事に要する対象経費の2分の1、上限300,000万円を予算の範囲内で補助するもの。（新婚

世帯又は子育て世帯は補助金上限額500,000万円）
企画情報課 0897-77-2501 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/4/14687.html

愛媛県 上島町
移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅設備
上島町移住者住宅改修支援事業

県外からの移住者が行う住宅改修等に要する経費の3分の2又は200万円（子育て世帯にあっては400万円、家財搬出20万円）を予算の範

囲内で補助するもの。
企画情報課 0897-77-2501 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/4/14688.html



愛媛県 松野町 移住者限定支援,住宅改修,住宅設備
【愛媛県松野町】移住者の住ま

いづくりを支援、最大400万円！

松野町では町内への移住者を積極的に呼び込むため、移住先決定のポイントとなる住宅改修や家財道具の搬出といった「住まいの確

保」に要する経費に対し、愛媛県と連携した補助制度「移住者住宅改修支援事業」を平成28年度から実施しています。 

 

【概要】平成28年4月1日以後の移住者で、5年以上居住の意思がある移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出等に要する経費に対し補

助を行います。 

 

【負担割合】県3分の1、市町3分の1、移住者3分の1 

 

【補助限度額】住宅改修（子育て世帯）最大400万円など。 

 

※適用には諸条件があります。また補助金額は条件によって異なります。 

詳しくはお尋ねください。

ふるさと創生課 0895-42-1116

愛媛県 松野町 結婚
【愛媛県松野町】結婚祝金とし

て10万円を支給

松野町の住民として永住し、または、10年以上にわたって居住する意思を持つ方が、結婚の届け出を行い、その3ヶ月以内に夫婦とも町

内に生活基盤を置き、住民登録をすることなどを条件に10万円の祝金を支給しています。 

 

※夫婦ともに住民基本台帳に登録された日から3ヶ月以内に申請してください。 

※その他にも町税などの完納や様々な要件がありますのでお問い合わせください。 

※令和7年3月31日までの期限付きの奨励金です。

松野町役場ふるさと創生課 0895-42-1116

愛媛県 松野町
移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅設備

【愛媛県松野町】住宅を新築し

た場合に100万円の奨励金

松野町の住民として永住し、又は10年以上にわたって居住する意思のある方で、次のいずれかに該当する場合、100万円を助成します。 

 

・町外から松野町に生活の拠点を移して定住し、転入後３年以内に住宅を新築又は新築住宅を購入した方 

・町外から松野町に生活の拠点を移して定住するため、町内に住宅を新築又は新築住宅を購入した方 

・満40歳未満の方で、夫婦又は子どもを養育している2人以上の世帯の世帯主 

 

※対象住宅はは自ら所有し、玄関、居住等の住宅部分が66㎡以上あること。 

※事前協議を工事請負契約締結日から１か月以内又は購入申込日以前の１か月間に行う必要がります。 

※その他諸条件あり。

松野町役場ふるさと創生課 0895-42-1116

愛媛県 松野町 結婚,子育て,出産
【愛媛県松野町】第５子以上は

100万円（など）の出産祝金制度

松野町に生活基盤を置き、住民登録をした人が子を出産し、出生の届け出をした場合、第1子、第2子は10万円、第3子は50万円、第4子

は70万円、第5子以上は100万円の祝金を支給しています。ただし松野町の住民として永住、または10年以上にわたって居住する意思が

あるなどの要件を満たしていることが必要です。 

 

※出生の届出をした日から3ヶ月以内に申請してください。 

※そのほかにも町税などの完納や様々な要件がありますのでお問い合わせください。 

※出産した方の配偶者が申請者となる場合は、一定の要件があります。

松野町役場ふるさと創生課 0895-42-1116

愛媛県 松野町 移住体験,移住者限定支援

【愛媛県松野町】お試し移住を

応援、宿泊費大人1日4,000円な

どを支給！

移住希望者が具体的な移住体験をするため一定期間松野町に滞在した場合、町内宿泊施設の宿泊費を下記の割合で補助します。 

 

補助金 大人4,000円/日、小学生以下3,000円/日 

 

※宿泊日数は連続して4日以上とするなど、その他適用条件あり、 

詳しくはおたずねください。

松野町役場ふるさと創生課 0895-42-1116

高知県 越知町 起業・就業 【高知県越知町】起業支援

〈チャレンジショップ　SHOPおちぞね〉 

 

｢将来お店をもちたい｣｢新商品の反応を確かめたい｣など、起業や事業拡大の一歩につなげるチャレンジショップに出店できます。

企画課 0889-26-1164 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/1486.htm

高知県 越知町 子育て,教育
【高知県越知町】子育て・教育

支援制度③

〈乳幼児医療費助成〉 

０歳児から中学生までのお子さんが、保険医療機関などで受診する際に医療費の自己負担を無料とします。
住民課 0889-26-1115 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/jyumin/info/kodomo_iryohijyosei.htm

高知県 越知町 子育て,教育
【高知県越知町】子育て・教育

支援制度②

〈子育て世代包括支援センター〉 

妊娠・出産・子育てに関する相談、支援窓口。母子保健コーディネーター、保健師、管理栄養士が相談対応します。
保健福祉課 0889-26-3211 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/center/info/2158.htm



高知県 越知町 子育て,教育
【高知県越知町】子育て・教育

支援制度①

〈木育誕生祝い品事業〉 

木育（木を保育や子育て、暮らしに取り入れた環境教育）の考えを生かした子育て支援の取り組みとして新生児に｢木製玩具｣と｢木育の

本｣をプレゼントします。 

 

 

〈読書活動推進事業〉 

子どもの読書活動推進としてブックスタート（新生児）セカンドブック（小学校入学）サードブック（中学校入学）と年代に応じた本

をプレゼントします。 

 

 

〈児童交流事業〉 

友好交流町である北海道の滝上町と越知町の小学生が、夏はカヌーやラフティングの川あそび、冬はスキーなどの体験を通して交流し

ます。 

詳しくはこちら→http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/syougai/info/2224.htm 

 

 

〈中学生国際交流事業〉 

中学生を海外に派遣し、海外の言葉や文化を学び、グローバルな人材を育てます。 

詳しくはこちら→http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/gakkou/info/guamu.htm 

 

 

〈地域教育推進事業〉 

教育委員会 0889-26-3400

高知県 越知町 移住体験,引っ越し,住宅改修,住宅賃貸
【高知県越知町】移住・定住

支援制度

〈お試し住宅〉 

移住を希望されている方が越知町での暮らしを体験できる住宅です。３日間から最長８４日間有料でご使用いただけます。現在２棟あ

ります。 

詳しくはこちら→http://www.town.ochi.kochi.jp/ijyu/otamesi.htm 

 

 

〈移住お試しツアー〉 

移住者の先輩や地域の方々とふれあいながら、観光だけでは実感できない越知町の暮らしを体験できます。 

詳しくはこちら→http://www.town.ochi.kochi.jp/event/1468.htm 

 

 

〈空き家バンク制度〉 

町内の空き家の有効活用を通して、住民との交流拡大や定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報の提供、案内を行ってい

ます。 

詳しくはこちら→http://www.town.ochi.kochi.jp/ijyu/akiyabank.htm 

 

 

〈移住者民間賃貸住宅家賃助成金〉 

１．家賃助成 

　町外からの転入者に対して、平成27年4月分以降の家賃の１／３を助成します。 

　（最長36ヶ月、上限1万円／月） 

 

企画課 0889-26-1164

高知県 高知市 移住者限定支援,子育て,引っ越し
高知市三世代同居等Ｕターン支

援事業

子育て支援や老後の不安解消など、お互いに助け合いながら暮らせる安心のまちづくりを目指して、三世代同居等となる子育て世帯の

県外からの(１)転入費用・(２)定住費用（(１)と(２)の合計で上限15万円）を支援。
高知市地域活性推進課　移住・定住促進室 088-823-8813

高知県 四万十町 出産,健康・医療 妊婦歯科健康診査 妊婦歯科健康診査の費用を助成 健康福祉課 0880-22-3115



高知県 津野町 住宅購入,住宅設備
津野町若者定住促進住宅取得奨

励金

◆対象 

45歳以下で自らが定住する目的で新築、中古物件購入、増築、又は新築住宅を購入した者で令和５年３月３１日までに対象となる住宅

が完成若しくは入居し、登記が完了するもの 

①新築住宅 

１戸建て住宅又は併用住宅で、居住用部分の面積が７０㎡以上の新築住宅 

②増築住宅 

複数世代との同居を目的とした居室を建設するもので、増築する居住用部分の面積が３０㎡以上８０㎡未満の住宅 

③大規模増築住宅 

複数世代との同居を目的とした居室を建設するもので、増築する居住用部分の面積が８０㎡以上の住宅で、浴室、トイレ、台所のうち

いずれか２つを有するもの 

④中古住宅 

住宅建築工事完了の日から起算して１年を超えている住宅、又は既に人が居住していた住宅 

 

◆奨励金の額 

①新築住宅・・・・・１００万円 

②増築住宅・・・・・　３０万円 

③大規模増築住宅・・１００万円 

④中古住宅・・・・・物件購入費の５０％以内かつ上限５０万円以内 

 

◆申請の時期 

建築・売買契約締結の日から起算して２ヶ月以内

まちづくり推進課 0889-55-2311

福岡県 糸島市 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸 糸島市結婚新生活支援事業
本市に居住した若年の新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートに係るコスト（住宅取得・改修・賃借費用、家賃、引っ越し費

用）を最大60万円補助します。
コミュニティ推進課 092-332-2062 https://www.city.itoshima.lg.jp/s045/030/20210414145941.html

福岡県 糸島市 起業・就業 テレワーク相談事業 市内に設置しているテレワークセンターで、テレワーク（新たな働き方）の始め方などの相談に応じます。 ブランド政策課 092-332-2080 https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/010/b070/20170331112511.html

福岡県 糸島市 住宅設備
創エネルギーのまち・いとしま

推進補助金
既築住宅に太陽光発電設備やエネファームを設置した市民に10万円を補助します。 環境政策課 092-332-2068 https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/010/010/010/050/20191025151334.html

福岡県 糸島市 子育て
子育てセミナー、子育て応援講

座
育児不安の解消や育児力アップ、友だちづくりを目的に開催します。 子育て支援課（子育て支援センターすくすく） 092-321-0464 https://www.city.itoshima.lg.jp/s048/010/010/030/010/010/kosodate.html

福岡県 糸島市 健康・医療
糸島市はり、きゅう費の支給事

業
はり・きゅう証を糸島市指定の施術所で提示することで、はり・きゅう施術費の一部を補助します。 健康づくり課 092-332-2069 https://www.city.itoshima.lg.jp/s013/010/020/20200323/03658.html

福岡県 糸島市 まちづくり活動 防災行政無線 防災情報やＳＯＳ情報、その他行方不明者情報や市の行政にまつわる情報等の発信を行います。 危機管理課 092-332-2110 https://www.city.itoshima.lg.jp/li/kurashi/090/010/070/index.html

福岡県 糸島市 健康・医療 救急医療体制 休日・夜間急患センター、歯科休日急患診療所による診療を行っています。 健康づくり課 092-332-2069 http://www.city.itoshima.lg.jp/s013/010/020/010/020/kyu-sys.html

福岡県 糸島市 高齢者支援 軽度生活援助事業
シルバー人材センター会員を派遣して日常生活上の援助(剪定、除草、大掃除)を行うサービスです。 

（そのまま放置することが本人又は近隣の人に危険や迷惑になる場合に限ります。）
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 高齢者支援 高齢者見守りネットワーク事業
「かかりつけの医療機関」「服薬」「持病」などの医療情報を専用の保管容器に入れ、冷蔵庫に保管し、万が一の緊急事態に備えるた

めの道具を配布します。
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/040/kyukyuiryou.html

福岡県 糸島市 健康・医療,高齢者支援,介護,住宅改修 高齢者等住宅改造助成事業
高齢者又は障害者の自立助長と、介護を行う家族などの負担を軽減するため、住宅を改造する世帯に改造費用の一部を助成する事業で

す。
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 障がい者支援 福祉タクシー基本料金助成事業
市内に住所を有しかつ市町村民税所得割が非課税である在宅の障がい者は、申請により初乗り料金570円を限度とした福祉タクシー利用

券が支給されます。
地域福祉課 092-332-2073 http://www.city.itoshima.lg.jp/s016/020/030/020/070/shogaihukushi009.html

福岡県 糸島市 高齢者支援,介護 介護用品給付サービス事業
「要介護者」と認定された６５歳以上の高齢者等に紙おむつ等を給付するサービスです。 

委託業者が直接、自宅に配達します。
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 高齢者支援 配食サービス事業 調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事の提供と利用者の安否確認を行います。 介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 高齢者支援,障がい者支援
糸島市高齢者等ｓｏｓネット

ワーク事業

高齢者や障がい者、子ども等が徘徊などで行方不明になったとき、警察署や市役所、消防本部、見守り協力事業所等が防災無線やFax,防

災メール等によるネットワークを使って早期発見に努めるシステムです。
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 高齢者支援 緊急通報装置貸与事業
急病や災害など緊急時に連絡することが難しいひとり暮らしの高齢者等に、緊急通報装置を貸し出し、迅速・適切な対応を行うサービ

スです。
介護・高齢者支援課 092-332-2070 http://www.city.itoshima.lg.jp/s014/010/010/020/050/koureisyafukushisa-bisu.html

福岡県 糸島市 高齢者支援 敬老金支給事業 対象者に敬老金を支給します。８８歳-７，０００円（相当のカタログギフト）　１００歳-１０，０００円 介護・高齢者支援課 092-332-2070

福岡県 糸島市 奨学金 糸島市奨学資金 経済的理由により高等学校等への進学が困難な方を対象とした奨学資金の支給制度を設けています。 人権・男女共同参画推進課 092-332-2075 https://www.city.itoshima.lg.jp/s018/010/040/1/20210319183857.html

福岡県 糸島市 就学 就学援助制度 経済的理由等により就学が困難となる児童生徒の保護者に給食費や学用品費等の補助を行います。 学校教育課 092-332-2097 http://www.city.itoshima.lg.jp/s031/010/010/020/030/010/20190314113824.html

福岡県 糸島市 子育て 病児・病後児保育事業
病児・病後児保育施設「コアラ」では、乳幼児等が病気の回復期または、当面、病気の病状の急変が認められず、入院治療の必要がな

く、集団保育等が困難な期間に一時預かりを行います。
子ども課 092-332-2074 http://www.itoshima-med.or.jp/original11.html

福岡県 糸島市 子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成制度 健康保険の加入者である母子（父子）家庭の母（父）と児童、父母のない児童の医療費の一部を助成します。 子ども課 092-332-2074 http://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/010/hitorioya2.html

福岡県 糸島市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度
中学校3年生までのお子さんが、病院などを受診した際の保険診療による自己負担額を助成します。3歳以上のお子さんの場合、一部自

己負担を設けています。
子ども課 092-332-2074 http://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/040/kodomoiryou.html

福岡県 糸島市 教育 中学校英語検定推進事業 中学校生徒のうち、英語検定の４級以上を受検する際に年間2回を上限として受検料の一部を補助します。 学校教育課 092-332-2097

福岡県 糸島市 教育
特色ある小中学校学校教育活動

充実事業
学校種別でテーマを設定（小学校は音楽会、中学校は勉強合宿）し、市の独自性を構築します。 学校教育課 092-332-2097

福岡県 糸島市 教育 伊都塾 九州大学伊都キャンパスを会場に、九州大学生を学習サポーターとして、講座や質問教室を開催しています。 学校教育課 092-332-2097

福岡県 糸島市 教育
九大生による学習応援「九大寺

子屋」
九大生が自らの研究内容などを分かりやすく教え、児童の学習意欲の向上を図る授業「ダビンチタイム」を行います。 学研都市づくり課 092-332-2079

福岡県 糸島市 教育 学習習慣定着事業 おおむね小学校４年生以上において、非常勤講師等を活用して、少人数学習や放課後学習等を実施します。 学校教育課 092-332-2097

福岡県 糸島市 子育て 放課後児童クラブ
保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に遊びを中心とした育成指導を行っています。市内の全小学校に設置し、夏休みや

冬休み等の長期休業中も開所しています。
子ども課 092-332-2074 http://www.city.itoshima.lg.jp/li/kurashi/010/020/040/index.html

福岡県 糸島市 子育て,教育 保育料補助事業（第3子免除）
保育園入所児童の年齢が、当該入所年度の４月１日現在、３歳未満であり、さらに、入所児童が当該年度の１８歳未満の兄弟姉妹の中

で第３子以降であれば、申請により保育料が免除（無料）されます。
子ども課 092-332-2074 http://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/010/050/20190517142355.html



福岡県 糸島市 子育て
ファミリーサポートセンター事

業

子育ての援助をしてほしい人（お願い会員）と子育ての援助をしたい人（サポート会員）が会員となって、子どもの預かりなど一時的

な子育てを助け合う有償ボランティア事業です。
一般社団法人 糸島市ファミリーサポート 092-332-8717 https://www.itofamisapo.com/

福岡県 糸島市 子育て 地域子育て支援拠点事業
子育て支援センターは親同士の交流の場を設けて、一緒に育児の不安や悩みの情報交換を行うなど、保護者の子育ての負担感の解消、

軽減につなげています。
子育て支援課（子育て支援センターすくすく） 092-321-0464 https://www.city.itoshima.lg.jp/s048/010/010/030/010/010/kosodate.html

福岡県 糸島市 子育て 児童手当制度 出生から15歳到達後の最初の3月末までの間にある児童（中学校第3学年終了前の児童）を養育している保護者に支給します。 子ども課 092-332-2074 http://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/030/jidou-teate.html

福岡県 糸島市 子育て,健康・医療 こんにちは赤ちゃん事業
生後２ヶ月までの赤ちゃんがいる家庭を訪問し、赤ちゃんとおかあさんに会いに行きます。 

育児についての質問等、気軽にお尋ね下さい。
子育て支援課 092-322-6268 http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/19/kosodate.html

福岡県 糸島市 出産,健康・医療 母子保健事業 妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成します。 子育て支援課 092-332-2095

福岡県 糸島市 農業 農地賃借バンク
遊休農地の内、有償または無償で貸し付ける意向のある農地をリスト化しています。 

自由に閲覧可能です。
農地政策課 092-332-2089 https://www.city.itoshima.lg.jp/s037/010/010/020/110/020/010/iin0010.html

福岡県 糸島市 起業・就業,農業
農業研修生を受け入れるまちづ

くり事業

市内での就農を目指す人が市内の受入農家での農業研修を受けることで、今後の地域農業の担い手を育成します。研修期間は3ヶ月で、

その間、市の農業研修宿泊施設を利用できます。
農業振興課 092-332-2087

福岡県 糸島市 起業・就業,農業 就農相談 市とＪＡ、農業委員会、県普及センターの各担当で新規就農支援班を結成し、随時、新規就農相談を受け付けています。 農業振興課 092-332-2087

福岡県 糸島市 起業・就業 新規起業者応援事業補助金
創業時に必要な店舗や事務所のリフォーム等費用の一部を補助しています。また、日本政策金融公庫から新規創業資金等を借り入れた

場合、利子相当額を一定額まで補助しています。
商工振興課 092-332-2096 https://ishokokai.net/

福岡県 糸島市 起業・就業
公式Webサイト「きっとみつか

る糸島しごとさがし」

市内の「求人情報」や「企業情報」を紹介しているサイトです。 

就職支援イベントや働く人を取材した「働く私の一日」などのお役立ち情報も掲載しています。
商工振興課 092-332-2096 http://itoshima-shigoto.jp/

福岡県 糸島市 農業 市民農園 市内１１カ所の市民農園(民営)をＨＰで紹介しています。 農業振興課 092-332-2087 http://www.city.itoshima.lg.jp/s024/030/010/020/siminnouen.html

福岡県 糸島市 農業 農業公園ファームパーク伊都国 収穫をはじめ様々な農業体験イベントやグリーンツーリズム事業を開催しています。 ファームパーク伊都国 092-322-7661 https://itokoku-official.net/

福岡県 糸島市 交通機関利用,高齢者支援 自主運行バス事業 行政と校区の協働による無償のバス運行により、市民の生活交通手段の確保や交通不便地域の縮減等を図ります。 コミュニティ推進課 092-332-2062 http://www.city.itoshima.lg.jp/s006/010/020/020/010/jisyu-bus.html

福岡県 糸島市 住宅設備
下水道事業排水設備等改造補助

金

公共下水道事業等にて、供用開始後、３年以内に浄化槽を廃止し、又はくみ取り便所を水洗便所に改造する工事を行う者に対し、１万

円を補助するもの。
下水道課 092-332-2083

福岡県 糸島市 住宅設備
排水設備等の改造工事融資あっ

せん及び利子補給制度

排水設備等の改造工事のために資金を借りられる方に対して、一定の利率で融資のあっせんを行い、その利子の額の半分を補助する制

度です。
業務課 092-332-2120 http://www.city.itoshima.lg.jp/s029/010/010/050/010/050/gesuido-yuusi.html

福岡県 糸島市 住宅設備 合併処理浄化槽設置整備事業 市が定める地域内の住宅に設置した浄化槽の設置費用の一部を補助するものです。 下水道課 092-332-2083 http://www.city.itoshima.lg.jp/s029/010/010/050/020/020/gesuido-zyoukasou-sethi.html

福岡県 糸島市 住宅購入,住宅賃貸 糸島市空き家バンク
売買や賃貸を希望する空き家を登録し、市のホームページで紹介して、空き家の購入や賃貸を希望している人とマッチングするもので

す。
コミュニティ推進課 092-332-2062 https://itoshimalife.city.itoshima.lg.jp/live/bank/

福岡県 大牟田市 まちづくり活動,起業・就業
【起業支援・創業支援】起業家

支援事業費補助金

●支援内容?大牟田市内で創業する方に、創業に係る費用の一部を補助します 

 

詳しくは、HPをご覧ください↓ 

https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=211&class_set_id=1&class_id=219

産業振興課商業・サービス業支援担当 0944-41-2762 https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=211&class_set_id=1&class_id=219

福岡県 大牟田市 移住体験,移住者限定支援,引っ越し

【お試し居住】福岡県大牟田市

のくらしが2泊～13泊体験できる

☆「おおむた暮らしお試し居

住」

大好評の「おおむた暮らしお試し居住」の募集を開始します☆★ 

 

●　利用条件：下の①~③全てを満たす方 

　①大牟田市（おおむたし）への移住を検討中 

　②過去３年大牟田市に住んでいない 

　③出張等による利用でない 

 

●利用料：１日あたり1,000円 

●利用期間：２泊～１３泊の間 

 

ホームページでは、住宅のフォトギャラリーや予約カレンダー、設備、位置なども公開していますのでぜひご覧ください♪ 

http://www.city.omuta.lg.jp/otameshi-kyoju.html

広報課 0944-41-2505 http://www.city.omuta.lg.jp/otameshi-kyoju.html

福岡県 大牟田市 教育,奨学金,起業・就業
【奨学金返済支援】おおむた100

若者未来応援事業

大牟田市内に居住する若者（就職により大牟田市へ転居される方もOK)が、大牟田市内の中小企業等に就職した場合に、在学時に貸与を

受けた奨学金の返還額の一部を補助します。 

 

●補助額：１年間の奨学金の返還額または１０万円のいずれか低い方の額（最大３年間） 

 

●対象者：次の５つの条件を全て満たす人 

　 (1)いずれかに該当すること   

　・市内の中小企業等に正規雇用で就職をした 

 　（出向又は派遣によるものや公務員、地方独立行政法人職員等を除く。） 　   

   （非正規でも、正規に準じた雇用形態であれば、対象となる場合もあります。詳しくはお問合せください。）       

  ・市内で起業し、事業を行っている  

  ・市内で新たに個人事業（農業・漁業など）に従事した（経営者・事業専従者）  

  ・市内で家族が経営する事業を引き継ぎ、事業を行っている　       

  (2)就職日時点の年齢が満45歳未満である   

  (3)大牟田市に住所を有する 

  (4)大学・高校等在学中に奨学金の貸与を受けた 

  (5)貸与を受けた奨学金の返還を滞納なく行っている 

　 

●交付申請手続き： 

　交付基準日から起算して３か月以内に補助対象者の登録申請が必要です 

　※交付基準日・・・就職日または奨学金返還開始日（転入した人は、転入日、就職日または奨学金の返還開始日）のうち、いずれか

遅い日の翌月の初日 

産業振興課 0944-41-2724 https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=11201&class_set_id=1&class_id=935



福岡県 大牟田市
移住者限定支援,起業・就業,引っ越し,住宅賃

貸

【家賃助成】ＵＩＪターン若者

就職奨励事業

市外に居住していた若者（４５歳未満）が大牟田市内の中小企業等に就職し、賃貸住宅に居住する場合に、奨励金を交付します。　　 

　 

●交　付　額　１年につき１２万円（最大３年間） 

●交付対象者　次の５つの条件を全て満たす人 

　① いずれかに該当すること 

  ・市内の中小企業等に正規雇用で就職をした 

  （出向又は派遣によるものや公務員、地方独立行政法人職員等を除く。）   

  （非正規でも、正規に準じた雇用形態であれば、対象となる場合もあります。詳しくはお問合せください。）   

  ・市内で起業し、事業を行っている  

  ・市内で新たに個人事業（農業・漁業など）に従事した（経営者・事業専従者）  

  ・市内で家族が経営する事業を引き継ぎ、事業を行っている　 

　② 就職日現在の年齢が、満４５歳未満である 

　③ 大牟田市外に１年以上住所を有した後、大牟田市に転入をした 

　④ 転入日が、就職日の３か月前から６か月後までである　 

　⑤ 賃貸住宅（社宅、寮等を除く）を借りて、家賃の支払いをしている 

 

●交付申請手続　交付基準日から起算して３か月以内に交付対象者の登録申請が必要です 

　※交付基準日・・・就職日または転入日のいずれか遅い日の翌月の初日 

 

条件や手続きなどについて、詳細はHPをご覧ください↓ 

https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8169&class_set_id=7&class_id=639

産業振興課 0944-41-2724 https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8169&class_set_id=7&class_id=639

福岡県 福智町 まちづくり活動,コミュニティ団体支援 ふくち案内人（観光ガイド）
事前依頼を受けて、福智町観光ガイドの「ふくち案内人」が町内の名所や観光スポットを解説するまちあるきツアーを実施。観光バス

ツアーの案内や企画イベントでの案内も行っています。
まちづくり総合政策課 0947-22-7766 http://www.town.fukuchi.lg.jp/fukuchi_trip/guide/index.html

福岡県 福智町 健康・医療,障がい者支援 自立支援医療給付制度 精神疾患や身体の障害を軽減するための手術等のために持続的な通院を必要とする場合に、医療費の自己負担額を軽減 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 健康・医療,障がい者支援 重度障害者医療費助成制度
疾病の早期発見と早期治療を促進するため、重度の障害がある方が医療機関で受診した場合に、外来の自己負担額を全額、入院の自己

負担額の一部を助成。
住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/kokuhonenkin/iryouhi/148.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 障がい児夏季休暇サポート事業 障がいのある小学生から高校生までを対象に、夏休み期間中における子どもたちの遊び・交流の場として学童保育を実施。 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
児童居宅介護サービス費助成事

業
居宅生活における介護負担、経済的負担の軽減を図るため、介護給付費の決定支給量を超える費用の一部を助成。 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
軽度・中等度難聴児補聴器購入

費助成事業
身体障害者手帳（聴覚障害）の交付対象とならない18歳未満の難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成。※ 諸条件あり 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の子を養育している場合に、中度（２級）・重度（１級）の区分に応じて、政令に定められた月

額を支給します。（所得制限あり）
福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/teate/1537.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
身体障害者用自動車改造費助成

事業
該当する障害者等が所有する自動車のハンドル・アクセル・ブレーキ等を改造した場合、改造費の一部を助成。（上限10万円） 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
障害者自動車運転免許取得費助

成事業
該当する障害者等が社会参加のために免許を取得しようとする場合に、免許取得に要した費用の一部を助成。（上限10万円） 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
手話通訳者・要約筆記奉仕員派

遣事業
公的機関等での手続きや職業・教育等に関連することで、通訳等が必要な場合に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣。 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 障害者移動支援事業 該当する障害者等が、外出の際に個別的支援が必要な場合に、原則マンツーマンによる移動支援を実施。 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 障害者日中一時支援事業 介護する家族に代わって日中における障害者等の介護サービスを行います。（心身の状況によって利用日数の制限あり） 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 障害者日常生活用具給付事業 重度の障害がある方等を対象に、日常生活上で自立した生活を容易にするための用具を給付。（種目ごとに上限あり） 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援
難病患者等ホームヘルプサービ

ス事業
状況等に応じて、在宅介護や施設入所、就労支援等のサービスを利用できます。（種類によっては障害支援区分の認定が必要） 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/216.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 補装具費支給制度
身体上における障害を補う用具の購入や修理に要した費用の全部または一部を支給します。例えば、聴覚障害の場合は補聴器、視覚障

害の場合は盲人用杖や矯正眼鏡、肢体不自由の場合は義肢や電動車いすなどが該当します。
福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 介護,障がい者支援,住宅改修
住みよい住宅リフォーム助成事

業
要支援高齢者等の住宅の利便性向上、介護負担の軽減などを目的に、住宅の改造工事費用を助成します。（上限30万円） 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/1442.html

福岡県 福智町 介護,障がい者支援 障害者相談窓口 障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、その他の障害者福祉サービス利用などの支援を行います。 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 健康・医療,高齢者支援
高齢者用肺炎球菌ワクチン接種

費用助成事業
65 歳以上の指定年齢に達する方が肺炎球菌ワクチンを接種した場合、その費用の一部を助成しています。（１人１回限り） コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/2103.html

福岡県 福智町 健康・医療,高齢者支援
高齢者インフルエンザ予防接種

費用助成事業
概ね65 歳以上を対象に町指定医療機関でインフルエンザの予防接種をした場合、接種費用の一部を助成。（１人１回限り） コスモス保健センター 0947-28-9500

福岡県 福智町 健康・医療,高齢者支援 後期高齢者医療制度 75歳以上の高齢者等を対象とした医療保険制度で、高齢者の疾病・負傷・死亡に関して必要な給付を行う公的医療保険制度です。 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/kokuhonenkin/iryouhi/146.html

福岡県 福智町 高齢者支援 ふれあい交流事業 60 歳以上を対象に、隣保館や集会所等で地域の世話人の方が中心となり、健康や生きがいづくりを自主交流として実施。 ほのぼの館・社会福祉協議会 0947-22-6290

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 認知症家族会 認知症の方を介護している家族や介護経験のある方の集いの場として、奇数月の第１金曜日に開催。 地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 認知症サポーター養成講座 認知症についての正しい理解と接し方を学び、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者を育成する講座を開催。 地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援 高齢者大学
楽しみながら知識や教養を身に付け、心豊かな人生を送ることを目的として、50 歳以上の方を対象に、週１回の一般教養講座や専門講

座のほか、バス研修等を実施。
生涯学習課 0947-28-4100 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/2143.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 水中ウォーキング教室 高齢者等の介護予防を目的として、プールの中でウォーキングやバランス運動などを行います。（概ね５～１０月） 地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援,介護,障がい者支援 介護レスキュー事業 高齢者世帯や独居障害者を対象に、突然の疾病や入院等の際に必要な介護や生活支援を行います。１時間以内1,800 円。 社会福祉協議会 0947-22-7227

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 生活ボランティア推進事業 日常生活のちょっとしたお困りごとについて、ボランティア養成講座を受講したボランティア員が、在宅支援を行います。 社会福祉協議会 0947-22-3778

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 移送サービス（外出支援事業） 筑豊管内（田川市郡、直方市、飯塚市）の医療機関や福祉施設への送迎を行います。※月２回まで（平日8～16時の間） 地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
高齢者生活（寝具洗濯乾燥消

毒）支援事業
高齢者世帯などで、寝具類の衛生管理が困難な世帯の寝具一式の洗濯、消毒、乾燥を行います。（年２回まで） 地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 介護用品（紙おむつ）給付事業 概ね65歳以上で寝たきりとなっている高齢者等を介護している世帯を対象として、「紙おむつ給付券」を交付します。 地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html



福岡県 福智町 高齢者支援,介護
高齢者ホームヘルプサービス

（軽度生活援助事業）

日常生活で援助が必要な世帯に、ホームヘルパーが調理・洗濯・掃除・買い物等の家事のお手伝いを実施します。※１週間に２時間以

内
地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
配食サービス（食の自立支援事

業）

在宅の栄養改善が必要な高齢者等に対し、配食サービスを提供することにより、自立支援と生活の質の向上を図ります。（毎週月～土

曜日までの昼食及び夕食）
地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護,障がい者支援 緊急通報システム事業
ひとり暮らしの老人又は重度身体障害者に事故、急病等緊急事態が発生したときに、速やかに通報する手段を確保し、不慮の事故から

守る
地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
高齢者等SOSネットワーク事業

（事前登録制度）
認知症等による行方不明などの問題発生時に、事前登録情報をもとに関係機関と連携した早期発見・保護につなげます。 地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
高齢者生きがいデイサービス事

業
引きこもり防止のため、生活指導、健康状態の確認、入浴、給食、レクリエーション等を行うデイサービスを実施。（週２回を限度） 地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/538.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
救急医療・介護情報キットの配

布

持病や服薬、受診医療機関や緊急連絡先などの情報を用紙に記入し、専用の保管容器で冷蔵庫に保管しておくことで、万一の緊急時に

適切で迅速な処置に備えるためのキットを配布します。
地域包括支援センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 高齢者支援,介護
敬老事業（敬老祝金・記念品贈

呈）

70 歳以上の方に敬老祝い金として2,000円を支給します。また70 歳以上の方を招いて町全体の敬老会を年１回開催し、参加者には記念

品を贈呈します。
福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/1442.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 在宅介護支援センター

高齢者や介護者の相談に24時間体制で応じ、必要に応じて家庭を訪問します。 

【金田地区】0947-22-6767（社会福祉協議会内） 

【赤池地区】0947-22-6556（慈恵苑内） 

【方城地区】0947-22-9077（田んぼ園内）

地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/hoken/houkatsu/323.html

福岡県 福智町 高齢者支援,介護 地域包括支援センター
高齢者の自立と福祉を包括的に支援。状況等に応じ「配食サービス」「紙おむつ給付」「寝具洗濯乾燥消毒サービス」「緊急通報シス

テム設置」「外出支援」等を実施。また、認知症の予防教室やサポーター養成講座等を開催しています。
地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/1942.html

福岡県 福智町 子育て,教育
サマースクール「かえるの学

校」
共働き世帯等の小学１～３年生を対象に、夏休み期間中開催するサマースクール。福祉教育や団体生活で協調性を育成。 社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work01/kaeru.html

福岡県 福智町 子育て,教育
放課後児童クラブ利用料減免事

業
低所得世帯等に対する放課後児童クラブ利用料減免制度を支援し、児童が放課後児童クラブを利用しやすい環境づくりを促進。 方城児童センター 0947-22-7403 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/jidou/1170.html

福岡県 福智町 子育て,教育
放課後児童健全育成事業（放課

後児童クラブ）
放課後に保護者が就労で家庭にいない児童を対象に生活の場を提供し、指導員が健全育成を図っています。最長18時まで。 方城児童センター 0947-22-7403 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/fukushi/jidou/1170.html

福岡県 福智町 教育,奨学金,就学
奨学金給付制度（田川地域広域

実施）
成績が優秀でも経済的な理由で大学等への進学が困難な方に対し、学資を奨学金として給付しています。（原則返還不要） 学校教育課 0947-22-1192 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/school/gakko/1830.html

福岡県 福智町 教育,奨学金,就学 育英資金貸与制度 高校以上に進学し、学資の支弁が困難と認められる場合に、奨学金を貸与しています。町内１年以上の在住者が対象。 学校教育課 0947-22-1192 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/school/gakko/119.html

福岡県 福智町 教育,就学 就学援助制度 経済的理由によって就学困難と認められる場合に、児童・生徒の学用品費・校外活動費・給食費等の一部を助成。 学校教育課 0947-22-1192 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/school/gakko/119.html

福岡県 福智町 教育 学校連携事業 福智町図書館・歴史資料館と小中学校が連携し、九州国際大学とも協定を結び、児童生徒の視野を広げる取り組みを実施。 図書館・歴史資料館ふくちのち 0947-28-2855

福岡県 福智町 教育 青少年育成町民会議事業 夏と冬に開催する宿泊型体験学習「少年のバス」をはじめ、夜間補導や人形劇、講演会、少年の主張大会等を開催。 生涯学習課 0947-22-1521 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/gakushu/syakaikyoiku/1407.html

福岡県 福智町 教育 子ども会育成連合会事業 マラソン大会やフットサル大会、体験学習や研修会などを開催。町内の各地域でも子ども会活動が行われています。 生涯学習課 0947-22-1521 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/gakushu/syakaikyoiku/1406.html

福岡県 福智町 教育 国際交流事業（韓国泗川市） 小学５・６年の希望児童を対象に、上野焼開祖ゆかりの地である韓国泗川市の子どもたちと相互訪問し、広い視野を培います。 生涯学習課 0947-22-1521

福岡県 福智町 教育 国内交流事業（沖縄県中城村） 小学５・６年の希望児童を対象に、兄弟都市の沖縄県中城村の子どもたちと相互ホームステイし、異文化や歴史を体感します。 生涯学習課 0947-22-1521 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/gakushu/syakaikyoiku/jigyou/1271.html

福岡県 福智町 教育 完全給食
安全でおいしい給食を子どもたちに届けるため、高レベルでの衛生管理や栄養管理を徹底し、小学５校・中学３校、全校での完全給食

を実施。週３回は米飯メニュー。
学校給食センター 0947-22-0463 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/school/kyushoku/172.html

福岡県 福智町 教育 専門的指導員の派遣 外国語指導助手、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを小・中学校に派遣 学校教育課 0947-22-1192

福岡県 福智町 教育 ふくおか学力アップ事業 児童生徒の実態に応じたきめ細かな指導を充実させるため、県の非常勤講師を各小中学校に派遣。 学校教育課 0947-22-1192

福岡県 福智町 教育 少人数学級編制
町が独自に講師を採用し、少人数学級を編制。生徒の習熟度などに合わせた授業の導入により「それぞれの原石をみがく」個に応じた

きめ細かな指導を行っています。
学校教育課 0947-22-1192 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/school/gakko/1544.html

福岡県 福智町 教育 ふれあい塾
福岡ドームに匹敵する広大な敷地を誇る三角柱の建物が特徴的な宿泊研修施設で、児童の通学合宿等を実施。キャンプ場も整備され、

合宿期間中以外は一般利用も可能。
ふれあい塾 0947-22-5400 http://www.town.fukuchi.lg.jp/kurashi/syougai/1587.html

福岡県 福智町 教育
図書館・歴史資料館「ふくちの

ち」

福智の「知」の向上や本や人との出会いを目的に開設した多機能型施設。図書館・歴史資料館機能をはじめ、最新工作機器をそろえた

ものづくり工房やキッチンスタジオ、カフェなどが充実。企画イベントも随時開催しています。
図書館・歴史資料館ふくちのち 0947-28-2855 http://fukuchinochi.com/

福岡県 福智町 子育て,健康・医療
小児救急医療体制（土曜夜間・

休日）
土曜夜間・休日（日・祝日等）における小児急病患者の応急診療を実施 田川地区急患センター 0947-45-7199 http://www.tagawaishikai.jp/holiday.html

福岡県 福智町 子育て,健康・医療 小児救急医療体制（平日夜間） 平日夜間における小児急病患者の応急診療を実施 田川市立病院 0947-44-2100 http://hospital.city.tagawa.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=14

福岡県 福智町 子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成制度 18 歳になる年度末までの子を扶養しているひとり親家庭等を対象として、医療費の自己負担額の一部を助成。（所得制限有り） 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/kokuhonenkin/iryouhi/147.html

福岡県 福智町 子育て,健康・医療 乳幼児健康診査 ４～５か月児、７～８か月児、 １歳６か月児、３歳児の定期健診で子育て支援グッズを配布しています。対象者には個別に通知。 コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kenko/2082.html

福岡県 福智町 子育て,健康・医療 子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進するため、０歳から中学３年生までを対象として、医療機関で受診した場合に、医療費の自

己負担額の全額を助成します。
住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/kokuhonenkin/iryouhi/149.html

福岡県 福智町 子育て,健康・医療 病時病後児保育利用費補助 病時病後児保育の利用に必要な医師連絡票の作成に要した費用の一部または全部を補助します。 福智町役場 福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 子育て ファミリーサポート事業
子育てサポーター養成講座を修了した「まかせて会員」の家庭による有料（時間制）の託児サービス。６か月～小学生までの児童を養

育している利用希望者が対象です。
社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work02/famisapo.html

福岡県 福智町 子育て こぐま教室（子育て支援講座） 年に1回、未就学児とその保護者を対象として、子育てアドバイザーの講話やおもちゃ遊びなどを実施しています。 生涯学習課 0947-28-4100

福岡県 福智町 子育て 子育て支援講座 講演会や観劇会、絵本や紙芝居の読み聞かせ、リズム遊び等の親子の遊びなどを随時開催しています。 地域子育て支援センター 0947-22-2401

福岡県 福智町 子育て,教育,就学 私立幼稚園就園奨励費補助事業 国の事業の一環として、満３歳～就学前の幼児を対象に、私立幼稚園の保育料などの一部を減免しています。（所得制限等有り） 学校教育課 0947-22-1192

福岡県 福智町 子育て
保育料の減免（第３子以降完全

無料化）

第１子・第２子の年齢や世帯の所得に関わらず、第３子以降の保育料を完全無料化。そのほかにも所得の階層区分を町独自に細分化し

て保育料の減免・軽減を実施。
福祉課 0947-22-7763

福岡県 福智町 子育て 児童扶養手当
父母の離婚・父（母）の死亡などによって、父（母）と生計を同じくしていない18歳までの子どもを養育している方に、政令に定めら

れた月額を支給します。
福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/ninshin/950.html

福岡県 福智町 子育て 児童手当 ０歳から中学校修了前の子どもを養育している方に、政令に定められた月額を支給します。 福祉課 0947-22-7763 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/ninshin/950.html

福岡県 福智町 子育て 地域子育て支援センター
福智町地域子育て支援センターでは、就学前の幼児および保護者同士の交流と情報交換の場として、育児相談や子育てにかかわる情報

提供、サロンの開放や子育てサークルの育成支援を行っています。開館日は月曜日～金曜日（祝日を除く）。
地域子育て支援センター 0947-22-2401 http://www.town.fukuchi.lg.jp/kurashi/syussan/1534.html

福岡県 福智町 子育て,出産
母子栄養食品（ミルク）支給事

業
生活保護世帯や非課税世帯を対象として、訪問・面談・相談・健診等の際に、妊娠中に１回、出生後に４回のミルクを支給。 コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kenko/1015.html



福岡県 福智町 子育て,出産 ブックスタート事業
すべての赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあうひと時を持つきっかけを届ける事業として、生後４～５か月児健診時に、絵本

２冊をプレゼントしています。
図書館・歴史資料館ふくちのち 0947-28-2855

福岡県 福智町 子育て,出産
ゆるーくママ（０歳児限定親子

交流）
０歳児の赤ちゃんとママを対象に、子育て支援員やママ同士と育児の情報交換できる場として開催。 コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/hoken/hokenka/2296.html

福岡県 福智町 子育て,出産,健康・医療 乳児家庭全戸訪問事業 生後４か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭に保健師等が訪問し、不安や悩み等の相談に応じて、育児支援の情報を提供。 コスモス保健センター 0947-28-9500

福岡県 福智町 子育て,出産,健康・医療 産後ケア事業
産後４か月未満の赤ちゃんとママで、体調や育児に不安がある方を対象に、町指定の助産所等でショートステイ（３食付）やデイケア

（１食付）、母乳育児相談を利用できます。利用の際には事前にご相談ください。※ 母子手帳交付の際に保健師より説明します。
コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kenko/1015.html

福岡県 福智町 子育て,出産,健康・医療 未熟児養育医療給付事業 出生時体重2,000g 以下の場合など、医師が入院養育を必要と認める未熟児に対し、養育に必要となる医療費の一部を給付。 コスモス保健センター 0947-28-9500

福岡県 福智町 子育て,出産,健康・医療 妊婦健康診査費助成事業
母子健康手帳と福智町発行の妊婦健康診査補助券を交付されている妊婦さんが、対象となる妊婦健康診査を受診した場合、１人につき

14 回分の助成を行います。
コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kenko/1015.html

福岡県 福智町 結婚 結婚相談センター「赤い糸」 結婚アドバイザーによる結婚相談や仲介、婚活サポートを行っています。結婚相談は毎月第１・第２・第４土曜日に実施。 社会福祉協議会 0947-22-6631 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kekkon/2192.html

福岡県 福智町 結婚,子育て,出産
妊娠・出産・子育て相談セン

ター
妊娠から子育てまでの期間を、福智町の担当保健師が切れ目ないサポートを実施しています。 コスモス保健センター 0947-28-9500 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/ninshin/1836.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 無料法律相談
弁護士による無料相談が受けられる制度です。相談の際には紹介状が必要となりますので、事前の受付けが必要です。（年１回、相談

時間は30分）
総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syomu/1252.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 空き家等解消支援奨励事業
町内業者による空き家等の解体や片付けを行った場合に、解体経費の１／２（上限50万円）、片付け経費の１／２（上限10万円）を助

成。空き家バンク登録物件等が対象。
総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syouboubousai/1247.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 空き家バンク制度
空き家や土地等の物件情報登録や情報発信を福智町が行っています。町有地を除き、全て不動産取引事業者が媒介し、ご契約を仲介し

ます。
まちづくり総合政策課 0947-22-7766 http://fukuchi-life.com/about/

福岡県 福智町 住宅設備 浄化槽設置整備補助事業 浄化槽設置費の一部を補助金として交付。人槽区分により上限33万２千円～93万９千円。汚水処理施設地域を除く。 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/kurashi/kankyo/2058.html

福岡県 福智町 住宅改修
木造戸建て住宅耐震改修補助事

業
昭和56年５月31日以前に建築された木造戸建住宅の耐震改修工事費の20％を補助金として交付。（上限30万円） 住宅課 0947-22-7768

福岡県 福智町 住宅改修 住宅改修費補助事業 建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工された改修工事費の１／10を補助金として交付。（上限10万円） 住宅課 0947-22-7768 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/move/1916.html

福岡県 福智町 住宅新築,住宅購入 定住促進助成事業奨励金制度
町内賃貸等か町外に３年以上住む子育て世帯の新築住宅を取得に100万円（町内業者加算50万円）、中古住宅は購入費の１／２（上限50

万円）を交付。※ 諸条件あり
住宅課 0947-22-7768 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/move/1915.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 防災ハザードマップ 災害時に備え、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図を作成し、防災対策を行います。 総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syouboubousai/193.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 避難行動要支援者登録制度
事前登録情報をもとに、関係機関や地域の方々と連携して、災害時における早期の救助・安否確認・避難誘導等の救護活動を行いま

す。
総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syouboubousai/196.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 移住・定住相談窓口 移住・定住（空き家バンクを含む）に関する相談を受け付け、適切な助言等を実施 まちづくり総合政策課 0947-22-7766 http://fukuchi-life.com/about/

福岡県 福智町 まちづくり活動 空き家相談窓口 空き地・空き家問題に関する相談・苦情対応を受け付け、適切な助言等を実施 総務課 0947-22-0555

福岡県 福智町 農業 農業振興事業費補助金
町長が認定した町内農業者や農業団体等を対象に、農業に関する生産振興、有害対策、機械導入、環境保全等を図るため、指定事業の

実施内容に応じた補助金を交付。
農政課 0947-22-7767

福岡県 福智町 起業・就業 企業誘致事業
企業等が町内に工場等を設置した場合、投下固定資産総額の５／100（上限３億円）を３年の範囲内で交付。また新規雇用者が町内居住

し１年以上雇用された場合は１人あたり50万円を交付。さらに３年間の固定資産税の課税免除措置等を実施。
まちづくり総合政策課 0947-22-7766 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/shushoku/2187.html

福岡県 福智町 起業・就業 起業・経営支援
起業希望者や経営者を対象に、創業、金融、税務、労務等の相談をはじめ、事業計画の作成や販路の拡大など、経営指導員や専門家に

よる経営支援を行っています。
福智町商工会 0947-28-5055 https://fukuchi-shokokai.jimdo.com/

福岡県 福智町 農業 就農相談窓口 新規就農を目指す希望者の受付けをはじめとして、農業に関するの相談に応じ、適切な助言等を実施。 農政課 0947-22-7767 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soudan/1886.html

福岡県 福智町 起業・就業 しごと相談窓口
ハローワークと同等の求人情報の閲覧が可能。専門職員が常駐し、就業相談をはじめ就業セミナーや就業訓練などの受講もサポート。

求職活動証明の発行も実施。毎週火曜日には、ハローワーク職員による「出張職業紹介」を実施
しごと相談窓口 0947-85-8405 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soudan/1882.html

福岡県 福智町 まちづくり活動
見守りネットワーク（地域支え

合い体制づくり事業）

日頃から配達・販売・窓口等で住民のみなさんと接している事業所等と協働し、高齢者や子ども等の異変を察知する「見守りネット

ワーク」の体制を作っています。約50社の事業者と協定を結び、安心安全でいきいきとした生活を送っていただけるサポートを連携し

て行っています。

社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work01/sasaeai.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 地域支え合い体制づくり事業
ひとり暮らし高齢者等の要支援者を地域住民の協力で自主的に見守る体制づくりを推進。共に支え合う地域を目指し、地域で住民福祉

座談会を実施しています。
社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work01/sasaeai.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 安全安心のまちづくり事業
町内各地域や消防・警察と連携し、安全安心のまちづくりに向けた活動支援を実施しています。地域の防災訓練のほか、防災ハンド

ブックやハザードマップを配布。
総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syouboubousai/200.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 防災行政無線
災害時における通信連絡の確保と災害情報の伝達などを行うほか、定時の一般放送や時報、臨時放送を行っています。放送された内容

（放送後、直近の内容）を電話で確認することができる、防災行政無線電話案内サービスも実施。（0947-22-0560）
総務課 0947-22-0555 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/syouboubousai/2077.html

福岡県 福智町 まちづくり活動,高齢者支援 コミュニティカフェ推進事業 高齢者等の閉じこもり予防なども視野に入れながら、誰もが気軽に集まれる世代間交流拠点としてカフェを展開 社会福祉協議会 0947-22-3778

福岡県 福智町 まちづくり活動 子育てサロン日本語教室 外国人同士の交流の場として、日本語を学びながら仲間づくりを実施 社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work01/kosodate.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 福祉出前講座 地域、職場、学校や会合等に出向き、普段の生活で役立つ内容を福祉の専門家が分かりやすく説明を実施 社会福祉協議会 0947-22-3778

福岡県 福智町 まちづくり活動 英会話教室 中学生以上を対象として、外国人講師による英会話講習をクラス別に月１～３回実施します。（実施時期確定後に受付） 金田分館 0947-22-2200

福岡県 福智町 まちづくり活動 パソコン教室 18歳以上を対象に、操作スキルの向上を図るため、約１ヶ月（５日間程度）の短期集中講座を実施。（実施時期確定後に受付） 生涯学習課 0947-28-4100

福岡県 福智町 文化・芸術・スポーツ,コミュニティ団体支援
自主運動グループ活動（運動・

健康づくり教室）

軽い運動やストレッチなどを専門の講師が指導し、自主運営による健康増進や介護予防プログラムを実施。コスモス保健センターには

トレーニングルームも完備。（グループにより対象年齢が異なります）
地域包括支援センター 0947-28-9502 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/kaigo/1943.html

福岡県 福智町 文化・芸術・スポーツ 食生活改善活動 食生活改善推進会が、食生活を通して健康づくりを広めることを目的に、各種料理教室等を開催しています。 コスモス保健センター 0947-28-9500

福岡県 福智町 文化・芸術・スポーツ 運動普及活動 健康づくり運動普及推進員連絡協議会が住民の健康増進と体力維持向上を目的に、地域住民への運動指導を行っています。 コスモス保健センター 0947-28-9502

福岡県 福智町 文化・芸術・スポーツ スポーツ振興活動 福智町体育協会には約50団体が加盟し、町代表選手の支援、カローリングやグラウンドゴルフ大会の開催等を実施しています。 生涯学習課 0947-28-4100

福岡県 福智町 文化・芸術・スポーツ 文化・芸術振興活動 福智町文化連盟には約90の団体や教室が加盟し、1200人以上の会員が活動。福智町文化祭を中心としたイベントを開催。 生涯学習課 0947-28-4100

福岡県 福智町 健康・医療 B＆G水泳教室
25ｍ6コースと幼児用プールを備えた屋内温水プールで、幼児・ジュニア・女性・一般水泳教室を開催。艇庫のある池では、時期により

カヌー体験なども行っています。
B＆G 海洋センター 0947-22-5868 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/gakushu/syakaitaiiku/shisetsu/168.html

福岡県 福智町 健康・医療 救急医療体制（夜間・休日） 田川地域の急病患者の応急診療を確保するため、当番医による平日夜間および休日の診療を受付け。 田川地区急患センター 0947-45-7199 http://www.tagawaishikai.jp/holiday.html

福岡県 福智町 健康・医療
がん検診費助成事業（子宮頸が

ん・乳がん）
国の事業の一環として、子宮頸がん・乳がん検診の対象年齢の方に、無料クーポン券とがん検診手帳を配布しています。 コスモス保健センター 0947-28-9500



福岡県 福智町 健康・医療 予防接種費用助成事業
定期・臨時・行政措置等の予防接種に要した費用の全部又は一部を助成。町指定の医療機関以外で接種する場合は、必ず事前に連絡し

てください。
コスモス保健センター 0947-28-9500

福岡県 福智町 まちづくり活動
犬及び猫の不妊去勢手術費補助

事業

飼い犬（畜犬登録及び狂犬病予防注射済）や飼い猫の不妊去勢手術費を一部補助。 

犬：♂７千５百円・♀１万２千円　猫：♂５千円・♀９千円
住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/eisei/inuneko/1197.html

福岡県 福智町 コミュニティ団体支援 資源物集団回収奨励事業
事前登録済みの住民団体が資源ごみの集団回収を行い、町指定の資源物回収業者に買い取ってもらった場合に、資源物の区分や量に応

じて奨励金を交付しています。
住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/gomi/2042.html

福岡県 福智町 まちづくり活動
生ごみ処理容器（コンポス

ター）設置補助事業
生ごみ処理容器の購入費の１／２を補助しています。※１世帯につき１台限り 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/gomi/2040.html

福岡県 福智町 まちづくり活動
生ごみ処理機（電動処理機）設

置補助事業
生ごみ処理機の購入費の１／２（上限２万円）を補助しています。※１世帯につき１台限り 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/gomi/2040.html

福岡県 福智町 まちづくり活動
ごみガードネット購入費補助事

業
ごみガードネットの購入費の１／２（上限800円）を補助しています。※１世帯につき１枚限り 住民課 0947-22-7761 http://www.town.fukuchi.lg.jp/life/gomi/2038.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 葬祭支援事業 会葬礼状、会葬御礼用品、霊柩車、写真、司会の手配等、葬儀一式の相談に応じ、必要な援助を実施。（地元協力も必要） 社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.wel-fukuchi.net/work/work04/index.html

福岡県 福智町 交通機関利用 福祉バス運行
町内の５つのルートで無料の巡回バスを運行しています。ただし小学生・中学生・高校生のご乗車は、保護者同伴または許可証がある

場合に限ります。
社会福祉協議会 0947-22-3778 http://www.town.fukuchi.lg.jp/bus_kensaku.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 消費者相談窓口 悪質商法、架空請求などの消費者トラブルでのお困りごとの相談に応じています。（毎週火曜・木曜 ９時～16 時の受付） 田川郡消費者センター 0947-28-9300 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soudan/1883.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 司法書士相談事業 相続、遺言、債務処理、小額訴訟、登記等に関する相談に応じています。（毎月第３土曜開催、４日前までの事前予約必要） 社会福祉協議会 0947-22-6631 http://www.wel-fukuchi.net/soudan/shinpai.html

福岡県 福智町 まちづくり活動 心配ごと相談事業 近隣とのトラブル、結婚・離婚問題、借金問題など日常の心配ごとの相談に応じ、適切な助言や援助を実施しています。 社会福祉協議会 0947-22-6631 http://www.wel-fukuchi.net/soudan/shinpai.html

福岡県 みやま市 奨学金 奨学金返済支援補助金

みやま市にお住まいで、奨学金を返済している方に、３年間で最大５４万円を補助します！ 

 

【対象者】 

（１）大学院、大学、短大、専修学校専門課程、高専、高校に進学し、在学中に奨学金等の貸与を受けた人 

（２）対象となる奨学金 

　①　独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 

　②　地方公共団体、学校、公益法人が実施する奨学金 

　③　その他市長が認める奨学金 

（３）交付申請時点で奨学金を返済している人で、奨学金等を遅延なく返済し、市税等の滞納がない人 

（４）交付申請日時点において満３０歳以下で、みやま市に住民票があり、申請初年度より５年以上本市に居住する意思がある人 

（５）次に掲げる事項のいずれかに該当する人 

　①　平成２９年（２０１７年）３月１日以降に筑後地域内の中小企業等の事業所に就職し、１年以上継続して雇用されている人（厚

生年金保険又は健康保険の被保険者であること） 

　②　平成２９年３月１日以降に本市において起業し、１年以上継続して事業を行っている人 

　③　平成２９年３月１日以降に本市において第１次産業に従事し、１年以上継続して従事している人 

　※筑後地域内・・・大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び

広川町 

　※公務員（任用期間に定めのある者を除く）は、対象外です。 

 

【補助金額】 

◇補助額　　交付申請年度の奨学金返済額×３／４　（上限１８万円／年） 

◇補助期間　最大３６月（最大５４万円）

企画振興課 944641550 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/kurashi/090/030/020/20200108132000.html

福岡県 みやま市 移住者限定支援,起業・就業,農業,水産業 移住支援金

東京圏、名古屋圏、大阪圏からみやま市へ移住し、条件に該当する仕事に就く方に対して、最大100万円の移住支援金を支援します。 

 

【支援金の額】 

（１）単身の場合＝60万円 

（２）2人以上の世帯の場合＝100万円 

 

【対象となる人】（共通の条件） 

（１）移住前の条件（下記をいずれも満たしている人） 

〇住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐阜県、愛知県、三重

県）または大阪圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）に在住していた人。 

〇住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していた人。 

 

（２）移住後の条件（条件が複雑なため、移住前に必ずご相談ください。） 

〇共通の条件  

・令和2年4月1日以降にみやま市に転入した人。（条件によっては、令和3年4月1日以降に転入した人のみ対象となる場合がありま

す。） 

・支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である人。ただし、農林漁業の研修を受講した者および産業競争力強化法(平成25

年法律第98号)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を受講した場合、研修期間は算定に含みません。 

 

〇仕事等の条件　下記の条件は一部のみ掲載しています。詳しくは、HPをご確認ください。 

・転入時に49歳以下で、本人もしくは家族がこれまでにみやま市に1年以上住んでいたことがあり、福岡県内で就職、就農、起業した

人。（起業の場合は、みやま市移住定住起業支援金を活用した人に限る） 

企画振興課 944641550 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/kurashi/090/030/ijyuusienkin/siennkinn.html



福岡県 みやま市 子育て,出産,住宅新築,住宅購入 子育て世帯マイホーム取得支援

みやま市内に、新たに住宅を取得した子育て世帯に、３年間で最大３０万円を補助します！ 

（中古住宅の場合、最大１０万円） 

さらに・・・転入世帯に限り、毎年米１俵（６０kg）を３年間支給します！ 

 

【制度の対象要件】　以下の全てを満たす必要があります。 

（１）３年以上みやま市に定住する意思を持っていること。 

（２）中学生以下の子を含む世帯であること。 

（３）令和２年４月１日以降に住宅を取得していること。（贈与及び相続により取得した場合を除く。） 

 

※移住支援みやま米（米年間１俵）の追加要件 

（４）住宅を取得した日を挟んだ前後１年以内に市外から転入した人（前３年間みやま市に住んでいなかった人）を１人以上含んでい

ること。 

 

【補助の内容】　 

　◇住宅取得補助金　 

（１）補助額　 

①新築住宅＝住宅に係る固定資産税の額（上限１０万円／年）　※減額適用後の額 

②中古住宅＝住宅取得費用×５／１００（上限１０万円） 

（２）期　間　 

①新築住宅＝最長３年間（最大３０万円） 

②中古住宅＝１回限り 

◇移住支援みやま米（米１俵） 

企画振興課 0944-64-1550 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/kurashi/090/030/010/20200108133000.html

福岡県 みやま市 結婚,子育て,住宅賃貸 新婚・子育て世帯家賃補助

新婚もしくは、子育て世帯がみやま市内の賃貸住宅に住む場合に、年額最大２４万円を補助します！ 

 

【補助を受けるための要件】　　以下の全てを満たす必要があります。 

（１）３年以上みやま市に定住する意思を持っていること。 

（２）市内の民間賃借住宅と契約を締結し、本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。など　 

◆新婚世帯の要件◆ 

（３）申請を行う日において、婚姻の届け出から１年以内で、年齢の合計が８０歳未満の夫婦であること。 

◆子育て世帯の要件◆ 

（４）申請を行う日において、中学生以下の子を含む、転入してから６か月以内の転入世帯であること。 

（５）申請者が、対象児童と同一世帯に属する２親等内の親族であること。 

 

【補助額】 

月額家賃から住宅手当、駐車場利用料、共益費等を引いた実質負担額の１／２（上限２万円）を補助。最長で１２か月分、最高２４万

円を補助します。

企画振興課 944641550 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/kurashi/090/030/030/20200108131000.html

福岡県 みやま市 移住体験,移住者限定支援 みやま市お試し訪問補助金

みやま市への移住を検討中の方に、訪問時の旅費を支援します。 

 

【利用条件】 

①　訪問前に、対面もしくはwebで移住等の相談を行った方 

②　みやま市から200km以上離れている地域にお住まいの方 

③　みやま市で移住の準備活動をする方　 

※住居や仕事を探す、地域情報を収集するなど 

④　滞在中、みやま市内の宿泊施設に宿泊する方 

⑤　成人である方及びその同居家族 

※友人などグループでの利用はできません。 

 

【補助金額】 

お住まいの地域に応じて3,000円～22,000円/人・泊 

※2泊目は一律3,000円、補助は最高2泊分まで。 

※最大4人まで。（3歳未満対象外、3歳～小学生以下は半額） 

 

【その他】 

・訪問する14日前までに申請書を提出してください。 

・できるかぎり現地でアテンドいたします。 

・宿泊施設や移動手段はご自身で予約してください。

企画振興課 0944-64-1550 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/kurashi/090/030/otameshihoumon/otameshihoumon.html

佐賀県 伊万里市 移住者限定支援
「伊万里市移住者カード」を始

めました！

「伊万里市移住者カード」は、伊万里市への移住に関心をお持ちの市外在住者を対象とした会員カードです。 

 

　市内の協賛店で商品・サービス等の優待が受けることができます。 

 

　※「伊万里市移住者カード」制度の目的 

 

　伊万里市への移住に関心をお持ちの市外在住者（UIJターン者）に対し、「伊万里市移住者カード」を配布し、企業等からの各種割引

サービスや特典を提供する会員制度を創設することにより、移住前後に係る経費の負担軽減を図り、本市への移住促進や、移住を考え

ていただくきっかけをつくっていただくことを目的としています。

企業誘致・商工振興課 0955-23-2172 https://www.city.imari.saga.jp/19914.htm#ContentPane



佐賀県 伊万里市 移住者限定支援,起業・就業 伊万里市移住支援金

首都圏から佐賀県伊万里市に移住・就職すると 

世帯100万円・単身60万円 

(移住・起業する場合は最大300万円) 

※佐賀県の起業支援金200万円＋移住支援金100万円

企業誘致・商工振興課 0955-23-2172 https://www.city.imari.saga.jp/15723.htm#ContentPane

佐賀県 伊万里市 移住者限定支援,子育て,住宅購入 空き家購入移住奨励金 伊万里市外から移住される40歳未満の方で、空き家住宅の購入費用の一部を補助します。（上限100万円） 企業誘致・商工振興課 0955-23-2172 https://www.city.imari.saga.jp/16410.htm

佐賀県 伊万里市 移住者限定支援,子育て,住宅改修 空き家改修移住奨励金 伊万里市外から移住される40歳未満の方で、空き家物件を購入し改修する場合に費用の一部を補助します。（上限50万円） 企業誘致・商工振興課 0955-23-2172 https://www.city.imari.saga.jp/12252.htm

佐賀県 伊万里市 移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入 新築購入移住奨励金 伊万里市外から移住される40歳未満の方で、新築や建売住宅の購入費用の一部を補助します。（上限100万円） 企業誘致・商工振興課 0955-23-2172 https://www.city.imari.saga.jp/12250.htm

佐賀県 嬉野市
移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸

嬉野市「空き家バンク」利用促

進補助金

嬉野市「空き家バンク」に登録してある物件を、市外から転入された方が利用される場合、いろいろな補助があります。 

 

①リフォームする場合　リフォーム費用の1/2　最大50万円 

②DIYでリフォームする場合　材料費実費　最大10万円 

③空き家にある不要物を撤去する場合　費用実費　最大8万円 

④空き家をクリーニングする場合　費用実費　最大5万円 

⑤空き家を借りるとき　仲介手数料実費　最大5万円 

 

さらに、佐賀県外から移住される方には 

①うれしの温泉シーボルトの湯年間パスポート3年分 

②うれしの産米1俵（60kg分） 

③肥前吉田焼7,000円相当 

④うれしの茶 

のプレゼントを贈呈！ 

 

詳しくは嬉野市ホームページをご覧ください。

嬉野市企画政策課 0954-66-9117 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/teiju/akiya.html

佐賀県 嬉野市 移住者限定支援,起業・就業
佐賀県移住支援制度（地方創生

移住支援金）

嬉野市を含む佐賀県では、東京２３区在住、又は２３区に通勤されている方が、下記のいずれかの条件で転入された場合に支援金を支

給しています。 

○単身者60万円 

○世帯100万円 

○18歳未満のお子さん1人につき30万円を加算 

 

①佐賀県が行う就活サイトに掲載の対象求人に就職する場合 

②内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業する場合 

③佐賀県の地域活性化等起業支援事業の交付決定を受けている場合 

④自らの意思で移住し、嬉野市を生活の本拠地としながら元の業務をテレワーク等で引き続き行う場合。 

⑤トレーニングファームに入校する場合 

⑥佐賀県のSAGASMILEカードに登録し、嬉野市に移住相談しながら、無期雇用契約で転職して転入する場合 

⑦嬉野市と立地・進出協定を結んでいる企業に勤務し、自らの意思で嬉野市内の事務所に転勤した場合 

 

 

詳しくは嬉野市ホームページをご覧ください。

嬉野市企画政策課 0954-66-9117 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/teiju/chihousouseiijusien.html

佐賀県 嬉野市
移住者限定支援,子育て,起業・就業,農業,引っ

越し,住宅新築,住宅購入
嬉野市移住促進応援金

嬉野市では、市外から転入いただく方を応援するため、いろいろな応援金支給制度を作りました！ 

 

①住宅取得応援金（住宅取得して転入するとき）50万円以上 

②子育て世代引っ越し応援金（子どものいる家庭が転入するとき）最大10万円 

③子ども応援金（子どもが転入してくるとき）子ども1人につき2万円 

④孫ターン応援金（Iターンで孫が転入するとき）孫1人につき10万円 

⑤お婿さん応援金（Iターンでお婿さんが転入するとき）10万円 

⑥女子ターン応援金（Iターンで50歳未満の単身女性が転入するとき）10万円 

⑦起業チャレンジ応援金（転入して嬉野で起業するとき）最大100万円 

⑧リモートワーク応援金（県外の企業に所属したまま嬉野市内に転入しリモートワーク勤務を行うとき）最大30万円＋嬉野温泉各旅館

で使える温泉入浴券1年分 

⑨農業ターン応援金（転入して就農するとき）10万円＋うれしの温泉公衆浴場年間パス 

 

などなど。 

詳しくは嬉野市ホームページをご覧ください。 

 

※受給には転入前の事前申請が必要となりますのでご注意下さい。

嬉野市役所企画政策課 0954-66-9117 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/teiju/ijuouenkin.html

佐賀県 - 移住体験,移住者限定支援,住宅設備 お試し住宅

お試し住宅は、移住検討者が実際に移住後の生活を体験していただけるよう、無料または低価格で数日から1か月程度生活することがで

きる施設です。 

県内で７つの市町が設置しています。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.sagasmile.com/support/trial_house

佐賀県 - 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸 空き家バンク

空き家バンクは、空き家物件情報を地方公共団体のホームページ上などで提供する仕組みのことを指しています。 

 

佐賀県内の市町では、広報誌やホームページなどで空き家情報を募集し、移住・交流希望者向けの物件情報を公開されています。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.sagasmile.com/support/unoccupied_house_bank

佐賀県 - 移住体験,移住者限定支援 レンタカー助成

1日1,000円でレンタカーが借りられます！お得に住まい・仕事探しなどの移住活動をしませんか？ 

 

佐賀県に移住を検討する人に対し、移動をサポートするためにレンタカー代金の一部を助成しています。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.sagasmile.com/support/rentacar



佐賀県 - 移住者限定支援,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 SAGA SMILEカード

佐賀県への移住に関心をお持ちの県外在住者を対象とした会員カード「SAGA SMILEカード」を発行し、県内の協賛店で商品・サービ

ス等の優待が受けられる取組を行っています。 

 

現在の総協賛店数は123件あり、レンタカーや引越料金、賃貸物件の仲介手数料割引など、様々な特典が受けられます。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.sagasmile.com/support/card/immigrants/

佐賀県 - 移住体験,移住者限定支援,起業・就業 お試しテレワーク移住補助金

テレワークで今のお仕事をしながら、「さが暮らし」を体験してみませんか？ 

 

佐賀県外在住で、県外でお仕事をされている方が「テレワークでお仕事をしながら」佐賀暮らしを体験していただく際の費用を一部補

助します。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.sagasmile.com/news/archives/49

佐賀県 - 移住者限定支援,起業・就業
佐賀県地方創生移住支援事業

（移住支援金）

東京23区内（在住または通勤）から佐賀県の対象市町（18市町）へ移住し、就職・起業する方に、単身60万円・世帯100万円の支援金

を支給します。 

さらに、子育て世帯には18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します。

さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00370965/index.html

佐賀県 - 移住者限定支援,起業・就業
さが暮らしスタート支援事業

（移住支援金）

佐賀県外にお住まいの方が、佐賀県に移住し、県が設定する「地域の担い手要件」を満たす場合に、単身の場合６０万円、世帯の場合

１００万円の支援金を支給します。
さが創生推進課移住支援室 0952-25-7393

佐賀県 多久市 結婚,住宅賃貸 新婚世帯家賃等補助金
新婚世帯（婚姻日より1年以内）が多久市内の民間賃貸住宅に入居し、住民登録をした場合、家賃の一部を補助します。 

≪金額≫家賃額から住宅手当を控除した実質家賃負担額の2分の1の額（最高1万円/月）を最長48ヶ月間補助
総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2759.html#sinkonsetaiyatinhojokin

佐賀県 多久市 結婚,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備 新婚世帯増改築等補助金

新婚世帯（婚姻日前後1年以内）が多久市内に居住するために住宅の増改築や新築をし、住民登録をした場合、費用の一部を補助しま

す。 

≪補助金額（上限50万円）≫ 

◆基本額 

増改築等の代金または住宅取得価格の3％　 

◆加算額　 

地元業者加算・・30万円

総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2759.html#zoukaitiku

佐賀県 多久市 住宅改修,住宅設備 親元同居増改築補助金

申請者または三親等以内の親族が所有する住宅をリフォームして親世帯、祖父母世帯と同居を始める場合、リフォームに係る費用の一

部を補助します。 

≪対象者≫申請者または配偶者の親族（三親等以内）が市内に所有する住宅を増改築して市内に居住する親・祖父母世帯と二世帯以上

での同居を始める世帯 

※同居開始の前後一年間に完了した200万円以上の増改築工事が対象 

≪補助金額（上限50万円）≫ 

◆基本額 

・増改築等の代金の3％　 

◆加算金 

・転入加算・・20万円（5年以上市外に居住されている方） 

・地元業者加算・・30万円（市内業者による増改築工事の場合）

総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2773.html

佐賀県 多久市 住宅改修,住宅設備 空き家リフォーム補助金

空き家バンク物件のリフォームを補助します。 

≪対象工事≫空き家バンクを介して売買契約し、市内業者を利用してリフォームする50万円以上の工事 

≪リフォーム補助金(上限50万円）≫　 

◆基本額 

リフォーム代の50％ 

◆加算金 

不要物処分加算（家財道具の処分に要する経費の50％（上限10万円））

総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2774.html

佐賀県 多久市 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅改修 子育て若者定住奨励金

子育て世帯や若者世帯の住宅取得費を補助します。 

≪対象者≫中学生以下の子がいる世帯または申請者若しくは配偶者が40歳未満の世帯※60㎡（約18坪）以上で取得価格が500万円以上

（取得後6月以内のリフォーム代を含む）の住宅を取得され、定住をされる方 

≪奨励金額(上限50万円）≫ 

◆基本額　 

・20万円/世帯　 

◆加算額　 

・転入加算・・20万円（5年以上市外に居住されている方） 

・地元業者加算・・20万円（市内業者による建築または新築建売購入の場合） 

・子育て加算・・10万円（中学生以下の子一人あたり）※子育て加算は平成29年4月1日以降に請負契約等を行った世帯が対象）

総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2758.html

佐賀県 多久市 移住者限定支援,子育て,住宅賃貸 移住子育て世帯家賃補助金
中学生以下の子がいる世帯が多久市内の民間賃貸住宅に入居し、住民登録をした場合、家賃の一部を補助します。 

≪金額≫家賃額から住宅手当を控除した実質家賃負担額の2分の1の額（最高1万円/月）を最長48ヶ月間補助
総合政策課 0952-75-2116 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2761.html

佐賀県 武雄市 移住者限定支援 同居・近居移住支援給付金制度 令和3年4月1日以降、家族が武雄市に転入したことで3世代同居・近居が成立し、かつ、6ヶ月経過した以降に補助金を支給する。 ハブ都市・新幹線課 0954-23-9160 https://www.city.takeo.lg.jp/goodlife/

佐賀県 武雄市 移住者限定支援 定住特区補助金制度

定住特区（若木町・武内町・西川登町・橘町・東川登町・山内町の一部・北方町の一部）へ市外から永住を目的に、転入された世帯へ

支給。 

世帯責任者の年齢が満50歳未満。 

≪対象期間≫平成29年4月1日～令和5年3月31日

ハブ都市・新幹線課 0954-23-9160 https://www.city.takeo.lg.jp/goodlife/

長崎県 雲仙市 出産 赤ちゃん支援金

■対象者 

令和4年4月1日以降に出生した子どもの保護者 

雲仙市の同じ住所に住民票があり、3年以上市内に居住することなどの条件があります。 

 

■事業内容 

出産し市内に定住される方々の経済的な負担を軽減するため、「赤ちゃん支援金」として20万円交付いたします。※子ども1人あたり

地域づくり推進課 0957-38-3111 https://www.city.unzen.nagasaki.jp/ijuu/kiji0035007/index.html



長崎県 五島市 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
結婚支援として、家賃や引越費

用等を助成します！

五島市では婚姻に伴う住居の購入費や賃料及び引越費用を助成し、結婚に踏み出しやすい環境を整えています。 

 

 

■対象者 

1．令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦 

2．夫婦ともに39歳以下であること。 

3．前年の夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。ただし、申請日において無職である場合はこの限りでない。 

    また、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除して計算する。 

4．夫婦の結婚生活のための住居が市内にあり、夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有していること。 

5．夫婦の双方が、過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていないこと。 

6．夫婦の双方が、市町村税（国民健康保険税を含む。他自治体含む。）を滞納していないこと。 

 

■助成対象経費 

1．婚姻を機に、夫婦が新たに市内の住居を取得又は賃借する費用で、賃料は敷金、礼金及び仲介手数料を含む。 

2．夫婦の一方又は双方が住居へ引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用。 

 

■補助上限 

1世帯あたり30万円。 

ただし、申請日において夫婦ともに29歳以下である場合は、60万円。

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s029/010/020/050/010/20210331101253.html

長崎県 五島市 子育て 五島市の子育て支援

五島市は、妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援をしています。 

 

・出産育児一時金の支給 

・医療費の一部助成(乳幼児・子どもの福祉医療費) 

・育児用品の貸し出し 

・ベビーとママの子育てが楽しくなる講座「はじめのいっぽ」 

・多子世帯の保育料軽減 

・幼児教育・保育の無償化 

・ファミリーサポートセンター 

・ひとり親家庭への医療費助成 

・まちなか子育て相談室「歩む」 

 

このほかにも子育て支援制度があります。 

詳しくは、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか！」をご覧ください。

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/040/030/20190212210624.html

長崎県 五島市 移住者限定支援
東京圏からの移住者へ、移住支

援金を支給

五島市では、東京圏から移住し、以下の要件を満たす方に「移住支援金」を支給します。 

 

 

■対象者 

下記の1の全て及び2～6のいずれかの要件を満たす方です。 

 

 

1．【共通】次の全てに該当する方 

①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内

への通勤をしていた。 

②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通

勤をしていた。（ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができ

る。） 

※東京圏の範囲や条件不利地域については、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか！」でご確認ください。 

 

2．Nナビを利用して就業された方 

※支援金支給の対象となる就職先は、「Nなび」ホームページからご確認ください。 

 

3.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方 

 

4.テレワークを活用して移住された方 

 

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/020/050/20190126103710.html



長崎県 五島市 住宅改修 空き家リフォーム助成

五島市には、移住希望者や市民へ空き家の情報を提供する「五島市空き家バンク制度」があります。 

空き家バンクへ登録された物件の改修等に要する経費の一部を助成します。 

 

■対象物件　 

居住を目的に建築された戸建て住宅で、五島市空き家バンクへ登録されたもの。 

 

■対象者　 

（1）UIターン者で要件を満たす方 

（2）新婚家庭で要件を満たす方 

（3）空き家の所有者で要件を満たす方 

注：転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、助成の対象になりません。 

 

■対象工事　 

台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修、不要物の撤去・運搬 

 

■補助額　 

補助対象経費の2分の1以内の額（1,000円未満の端数は切り捨て） 

新婚家庭、空き家の所有者が空き家リフォーム補助金を申請する場合：上限100万円 

UIターン者が空き家改修補助金を活用する場合：上限50万円 

 

詳しくは、移住定住促進サイト「五島やけんよか！」をご覧ください。

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/030/060/020/20190213205013.html

長崎県 五島市 移住者限定支援,奨学金 奨学金返還支援助成金

五島市にUIターンし、五島市内で就労する35歳未満の方の奨学金の返済費用の一部を助成します。 

 

■対象奨学金 

・五島市奨学資金 

・公益財団法人長崎県育英会奨学金 

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金 

 

■助成額 

・年間36万円（Iターン者は24万円）以内 

※ただし、Iターン者で、医療・介護・保育分野の職種の方は、年間36万円以内 

※返済額を上限とします。 

 

■助成期間 

償還開始から10年 

 

詳しくは、移住定住促進サイト「五島やけんよか！」をご確認ください。

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/020/020/20190126103710.html

長崎県 五島市 移住体験,移住者限定支援,引っ越し 短期滞在住宅

五島市への移住に向けた、仕事探しや住まい探しの拠点等として、短期的にご利用いただける住宅です。 

利用をご希望の方は、ご連絡ください。 

 

■利用条件　市外からの移住希望者で、以下の条件に該当する方が対象となります。 

・五島市へ居住するための住居を探す方 

・五島市内において、居住のための住宅を建築予定、または建築中の方 

 

 

■期間　1ヶ月以上3ヶ月未満 

 

■利用料　無料（光熱水費・汲み取り代・浄化槽費は入居者負担） 

 

■戸数　15戸

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/030/050/20190203154716.html



長崎県 五島市 交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業 面接旅費助成

五島市は、市に移住することを目的として五島市を訪問し、市内企業へ就職するために面接を受ける、または五島市で起業するために

必要な調査を行う方へ、旅費等の費用の一部を助成します。一人につき助成は一度まで、一人あたりの上限は6万円です。 

 

■対象者 

40歳未満の方で、次のすべてに該当する方が対象です。 

・平成30年5月1日以降に五島市への移住を目的に市内事業者への企業面接を受けた方または起業調査を実施した方 

・市の相談窓口に移住に係る相談をした方 

・既移住者と交流のための面会を行った方（Iターン者に限る） 

・企業面接または起業調査に係る市内企業の関係者と3親等以内の親族関係にない方 

※上記1から4までのすべてに該当する方の配偶者であって、40歳未満の方も対象です。 

※対象者が40歳以上であっても、上記1から4までのすべてに該当し、配偶者が40歳未満であれば対象となります。 

 

■対象経費 

移住希望者の現住所から五島市までの往復交通費（鉄道、航空、高速バス、船）、五島市での宿泊費（2泊まで、1泊あたり上限7,400

円）、パック旅行商品購入費 

注：パック旅行商品以外の場合の宿泊料は、食費を除いた（経費内訳がわかる）領収書の提出が必要です。 

 

■補助率 

対象経費の3分の2以内の額で、1人あたり上限6万円（千円未満の端数は切り捨て）

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/020/030/20190203131428.html

長崎県 五島市 移住者限定支援,引っ越し 子育て世帯引越し補助

五島市は、定住する意思をもって転入する子育て世帯等に「子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。 

 

■対象者 

五島市に転入した日時点で、次のいずれかに該当する方 

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子（高校3年生以下）を扶養し、同居している世帯 

・妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯 

・夫婦の双方が40歳未満の世帯 

 

■補助対象経費及び補助額 

・対象経費：引っ越し経費（引っ越し業者に支払った実費相当額） 

・補助額：対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円（1,000円未満の端数は切り捨て） 

 

詳細は移住定住促進サイト「五島やけんよか！」をご覧ください。

地域振興部地域協働課 0959-76-3070 https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/020/040/20190203141900.html

長崎県 長崎市 移住者限定支援
長崎市子育て世帯ウェルカム補

助金

長崎市は、働く子育て世代の移住・定住を促進するため、長崎県外から長崎市への子育て世帯（※）の移住者で、仕事をされる方に対

して補助金（35万円）を交付します。 

※子育て世帯とは、中学生以下の世帯員が同一世帯内に1人以上いる世帯のことです。 

 

　詳しくはお問い合わせください。

移住支援室 095-829-1249 https://nagasakijin.com/publics/index/81/

長崎県 長崎市 移住者限定支援 長崎市移住支援補助金

長崎市は、東京圏から長崎市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた方のうち、長崎市に移住し、仕事を行

う方に対して補助金（2人以上の世帯：100万円、単身者：60万円）を交付します。 

 

　詳しくはお問い合わせください。

移住支援室 095-829-1249 https://nagasakijin.com/publics/index/97/

長崎県 東彼杵町 引っ越し,住宅改修,住宅賃貸 空き家活用促進奨励金制度

東彼杵町の空き家バンク制度を使用し、空き家を借りられた場合、最大２０万円の奨励金を支給します。 

また、空き家等の機能向上のための改修について、要した費用の２分の１以内を奨励金として支給します。（最大１００万円） 

 

その他、空き家を貸す人への奨励金として、最大２５万円を支給します。

まちづくり課 0957-46-1286

長崎県 東彼杵町 子育て,出産 チャイルドシート購入費補助

満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、チャイルドシート等の購入価格の２分の１を補助しますj。 

 

対象となるのは下記のとおりです。 

・ベビーシート 

・チャイルドシート 

・ジュニアシート 

 

補助額の上限は２万円になります。

町民課福祉係 0957-46-1155

長崎県 東彼杵町 子育て,出産 出産祝い金・育児報奨金

東彼杵町内に１年以上定住されているご夫婦にお子様が誕生された場合、最大４０万円の出産祝い金をお送りいたします。 

また、第３子以上のお子様が、満１歳に達したときに１０万円の育児報奨金を支給します。 

 

それぞれの制度における支給金額は下記のとおりです。 

 

■出産祝い金 

１人目のお子様：１人につき１０万円 

２人目のお子様：１人につき１５万円 

３人目のお子様：１人につき２０万円 

４人目のお子様：１人につき３０万円 

５人目のお子様：１人につき４０万円 

 

■育児報奨金 

お子様１人につき１０万円

まちづくり課 0957-46-1286



長崎県 東彼杵町 結婚 結婚新生活支援補助金

東彼杵町内の「民間賃貸住宅」に、お住まいの新婚世帯の方へ家賃の一部を補助します。 

補助金額は月額最大２万円を２４か月分の計４８万円となります。 

 

東彼杵町の制度は他の市町村と異なり、収入に対する要件が無く、多くの人が利用できるお得な制度です。

まちづくり課 0957-46-1286

長崎県 東彼杵町 住宅新築,住宅購入 持ち家奨励金

定住人口の増加を図るため、町内に定住することを目的として住宅を取得された方に対し、最大１０５万円の奨励金を支給します。 

対象者は次のいずれかに該当する方となります。 

１、自ら定住することを目的として、新たに新築住宅を取得した方 

２、自ら定住することを目的として、新たに住宅用地及び中古住宅を取得した方 

 

上記に加え、高校生以下の児童・生徒が同居する世帯の場合、1人につき１０万円が追加で支給されます。

まちづくり課 0957-46-1286

長崎県 平戸市 障がい者支援 障がい者への支援 障がい者の支援について、詳しくはホームページをご覧ください。 障害福祉班 0950-22-9130 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/health/index.html

長崎県 平戸市 子育て,健康・医療 出産や子育てに関する支援①

以下の制度があります。詳しくはホームページをご覧ください。 

・育児用品貸出事業 

・乳幼児・子ども福祉医療費制度 

・保育料の軽減 

・親育ち講座事業 

・

こども未来課子育て支援班 0950-22-9137 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/learn/index.html

長崎県 平戸市 子育て 出産や子育てに関する支援②

以下の制度があります。詳しくはホームページをご覧ください。 

・パパママ教室 

・安心出産支援事業 

・産後ケア 

・新生児聴覚検査 

・新生児・乳児訪問 

・各種妊婦乳幼児相談・検診 

・お遊び教室・就学準備教室 

・子ども予防接種費助成 

・子どもインフルエンザ予防接種費助成 

・フッ化物塗布 

・不妊治療費助成 

・子育てアプリ「おひさまネット」

こども未来課母子保健班 0950-22-9136 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/learn/index.html

長崎県 平戸市 起業・就業 創業支援事業

創業に要する経費の一部を補助します。 

①設備費 

②広告費 

③外注費 

　※年齢要件など別途要件あり

文化観光商工部商工物産課 0950-22-9141 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/industry/syokou/

長崎県 平戸市 高齢者支援 高齢者支援

以下の制度があります。詳しくはホームページをご覧ください。 

・緊急通報機器貸与事業 

・高齢者等訪問理美容サービス事業 

・ワンコインまごころサービス事業

長寿介護課高齢者支援班 0950-22-9133 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/health/index.html

長崎県 平戸市 農業

平戸式もうかる農業実現支援事

業（中核的経営開始型支援事業

補助）

市内において専業農家を目指し、新たに農業経営を取り組む方を支援します。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

①新規就農希望者の研修に対する支援 

②新規就農後の農業経営に対する支援

農林水産部農業振興課 0950-22-9152 https://www.hirado-nova.com/support/

長崎県 平戸市 水産業
ひとが創る持続可能な漁村推進

事業

詳しくはお問い合わせください。 

①漁業就業希望者事前実地研修事業 

②漁業就業実践研修事業 

③漁業定着支援研修事業

農林水産部水産課 0950-22-9153 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/industry/index.html#suisan

長崎県 平戸市 移住体験,住宅設備
お試し住宅“ひらど仮暮らし体験

家屋”

平戸市に移住・定住をお考えの人向けに、お試し住宅 "ひらど暮らし体験家屋" を設置しています。詳しくは市ホームページよりご確認

ください。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、利用・申込・受付を中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0411-1456-187.html

長崎県 平戸市 移住者限定支援,引っ越し
移住定住環境整備事業補助金

（移住費用支援事業）

定住の意思のある新規転入者が平戸市へ移住する際に生じる荷物運搬料及び交通費(有料道路代、燃料費等)に対して補助します。補助率

及び補助額は、対象経費の2/3以内(最大20万円)です。なお、お住まいになる自治会への加入が必須となります。
財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html

長崎県 平戸市 住宅設備
耐震・安心住まいづくり支援事

業
平戸市内の戸建木造住宅（昭和56年５月31日以前に建築されたもの）の耐震診断設計及び耐震改修工事の一部助成 建設部都市計画課 0950-22-9166

長崎県 平戸市 住宅新築,住宅設備 浄化槽設置整備事業 住居専用住宅及び事業所等において、浄化槽を設置しようとする場合の補助 市民生活部市民課 0950-22-9121 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/eco/jokaso/index.html

長崎県 平戸市 住宅購入,住宅設備,住宅賃貸 空き家バンク制度

市内の空き家を有効活用し、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。賃貸や売却を希望する空き家所有者が空き家バンクに物

件を登録し、情報を公開します。賃貸・売買の交渉は不動産業者の仲介によって行います。 

 

※物件登録は「都市計画課」へ　電話：0950-22-9166 

※利用者登録は「企画財政課」へ

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-0957-88.html

長崎県 平戸市 移住者限定支援,住宅改修

移住定住環境整備事業補助金

（Ｕターン者促進住宅改修支援

事業）

Ｕターンした移住者またはその親族（４親等以内）が所有する市内の一戸建ての空き家で、Ｕターン者が居宅の用に供するために改修

した場合に補助します。補助率及び補助額は、対象経費の1/2以内(上限30万円)です。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合

は、１人につき10万円を加算します。なお、お住まいになる自治会への加入が必須となります。

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html



長崎県 平戸市 移住者限定支援,住宅改修
移住定住環境整備事業補助金

（中古住宅改修費用支援事業）

定住の意思のある新規転入者または市内に中古住宅を所有している人が中古住宅を改修した場合に補助します。※空き家バンク登録物

件に限ります　 

補助率及び補助額は、対象経費の1/2以内(上限50万円)です。なお、お住まいになる自治会への加入が必須となります。

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html

長崎県 平戸市 住宅新築,住宅購入

移住定住環境整備事業補助金

（市内在住者住宅取得支援事

業）

市内在住者で定住を目的として住宅を取得した場合に補助します。 

・新築住宅（市内業者による建設）：最大30万円　 

・高校生以下の児童・生徒が同居する場合、１人につき10万円加算します。 

なお、お住まいになる自治会への加入が必須となります。

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html

長崎県 平戸市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入

移住定住環境整備事業補助金

（新規転入者住宅取得支援事

業）

新規転入者が定住の意思をもって市内に住宅を取得した場合に補助します。 

①新築住宅(市内業者による建設)：上限200万円 

②新築住宅(市外業者による建設)：上限100万円 

③中古住宅（空き家バンクに登録物件のみ）：上限50万円 

※別途要件あり 

なお、お住まいになる自治会への加入が必須となります。

財務部企画財政課 0950-22-9105 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html

熊本県 荒尾市 住宅改修 荒尾市子育て応援空家活用事業

市内の空家の有効活用と子育て世帯の住宅支援を目的に、１８歳未満の子ども又は妊婦がいる世帯の方が、不動産会社が管理する空家

を購入し、その空家の住宅改修をする場合、対象となる工事費の１/２を補助します。（上限５０万円） 

＊工事業者は荒尾市内の業者に限る

建築住宅課 0968-63-1660 https://www.city.arao.lg/kurashi/sumai/akiya/akiya-seido/page15944.html

熊本県 荒尾市 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入 荒尾市移住促進補助金制度
市外に居住されている人が、新たに自身が居住するための住宅購入を伴い、本市に転入された人に補助金を交付します（その他条件あ

り）
くらしいきいき課 0968-57-7059 https://www.city.arao.lg.jp/oshirase/boshu/page15979.html

熊本県 荒尾市 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修
荒尾市多世代定住支援事業補助

金制度

市内に住宅を購入や既存住宅の増改築工事を行い、3世代以上の世帯が新たに同居又は同一小学校区内に近居される場合に補助金を交付

します（その他条件あり）
くらしいきいき課 0968-57-7059 https://www.city.arao.lg.jp/0/page16003.html

熊本県 荒尾市 交通機関利用,高齢者支援 荒尾市予約型乗合タクシー

荒尾市では、平井地区・府本地区において、低料金で利用できるという路線バスの長所と、自宅近くで乗降できるというタクシーの長

所を融合させた“良いとこ取り”の公共交通機関、乗合タクシーを導入しています。 

※荒尾市民以外の人も登録可能

政策企画課 0968-63-1273 https://www.city.arao.lg.jp/kurashi/koutsu/taxi/page238.html

熊本県 荒尾市 起業・就業 商店街空き店舗対策事業
荒尾市内の空き店舗で新規開業または、休憩所・会議室の開設をする場合に、店舗部分の借家料を補助します。商店街加入の場合は借

家料の２/３以内(上限６万円/月)補助期間１年間
産業振興課 0968-63-1432 https://www.city.arao.lg.jp/sangyo/shokougyo/yushi-josei/page1633.html

熊本県 荒尾市 奨学金,起業・就業
奨学金返済わか者就労支援事業

補助金

平成29年4月1日以降に、中小事業者が設置する荒尾市内の事業所等に就職、転職、もしくは起業された方で、かつ荒尾市に住民票があ

る若年層を対象に、奨学金返済額の一部を補助します。
産業振興課 0968-63-1432 https://www.city.arao.lg.jp/oshirase/shigoto/page9288.html

熊本県 荒尾市 移住者限定支援,起業・就業,住宅賃貸 保育士家賃補助事業
荒尾市内に転入し、市内保育所等で採用された保育士を対象とし、家賃の１/２を補助します。 

上限２５,０００円とし、３年間助成を行います。（平成３０～３２年度事業）
子育て支援課 0968-63-1417 https://www.city.arao.lg.jp/kosodate/shien/page9990.html

熊本県 荒尾市 起業・就業
起業支援(チャレンジプラザあら

お)

荒尾市では、新たに創業を予定している人や、新規事業への挑戦を目指す起業家を支援するため、チャレンジプラザあらお(起業家支援

センター)を開設しています。 

月額１４,０００円(税込)の共益費で２４時間利用可能です。 

入居期間：原則１年間

荒尾市起業家支援センター事務所 0968-82-7091 https://www.city.arao.lg.jp/sangyo/kigyoshien/page6335.html

熊本県 荒尾市 移住体験,移住者限定支援 お試し暮らし体験住宅

荒尾市では、移住を検討している人を対象に、一定期間市内での生活を体験できる「お試し暮らし体験住宅」をご用意しています。 

 

家賃：１10０円/日（光熱水費込み） 

利用可能期間：最短３日～３０日以内（同一利用者について３回を限度に総利用日数９０日以内） 

一部、ご利用いただけない地域があります。

くらしいきいき課 0968-57-7059 https://www.city.arao.lg.jp/oshirase.machi-wadai/page12289.html

熊本県 荒尾市 出産 妊婦歯科健康診査

荒尾市では、市内在住の妊婦さん（荒尾市に住民票があり、妊娠の届出をした妊婦さん）を対象に、妊婦歯科健康診査を実施していま

す。（妊娠中に１回） 

※治療等が必要と診断された場合は、自己負担

すこやか未来課 保健センター 0968-63-1133 https://www.city.arao.lg.jp/kenko/kenko/hahako/3165.html

熊本県 荒尾市 子育て,就学 荒尾市小学校給食費無償化事業 荒尾市内に住所がある方で、荒尾市立小学校または特別支援学校に在籍する児童の学校給食費の実費分を無償とします。 教育振興課 0968-63-0620 https://www.city.arao.lg.jp/kosodate/shogakko/hojoseido/page16076.html

熊本県 上天草市
移住者限定支援,住宅購入,住宅改修,住宅設備,

住宅賃貸

上天草市空き家等利活用促進制

度

市内の利用可能な空き家や空き地を「空き家バンク」へ登録促進するため、空き家所有者が当該空き家等にある不要な家財道具の処分

等の環境整備に係る経費を最大10万円補助します。 

 

■対象者 

・上天草市空き家バンクに物件登録済の空き家所有者 

・上記の者から環境整備等の承諾を受けている移住者で当該物件に入居予定の者

企画政策部 企画政策課 地方創生推進係 0964-26-5539 https://kamiamakusa-life.jp/akiyabank/

熊本県 上天草市 まちづくり活動,高齢者支援 上天草市シルバー人材センター 仕事を通じて社会参加をしようとする６０歳以上の方に対して、臨時的かつ短期的な仕事の機会を提供します。 公益社団法人　上天草市シルバー人材センター 0964-59-2228 http://kamiamakusa-sjc.com

熊本県 上天草市 子育て,健康・医療 病児保育
保護者の方が仕事や傷病、事故、出産、冠婚葬祭などの事情で病気中のお子さんの育児ができない場合に、専用の施設でお子様を看護

師や保育士などの専門スタッフがお預かりするサービスです。
子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/81/5566.html

熊本県 上天草市 子育て,出産 ファミリーサポートセンター
育児の援助を受けたい人と、行いたい人が会員となり、ファミリーサポートセンターが仲介して、保育施設までの送迎や、冠婚葬祭の

際にお子さんを預かるなど、一時的に子育てをお手伝いします。
子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/250/9104.html

熊本県 上天草市 子育て,教育,障がい者支援 おもちゃ図書館 天草地域では最初となる「おもちゃ図書館」です。障がい児用のおもちゃを備え、施設内での使用や貸出しを行います。 子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/249/8437.html

熊本県 上天草市 子育て,教育,健康・医療
子ども療育支援事業（キラキラ

仲間）
お子さんの成長や発達について悩んでいらっしゃる親子が集まる場づくりを行います。 子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/249/8437.html

熊本県 上天草市 子育て,出産,健康・医療
乳児訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）
生後４か月までのお子さんを持つご家庭を訪問し、育児などの相談・情報提供などを行います。 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377

熊本県 上天草市 子育て,健康・医療 幼児フッ化物歯面塗布事業 １歳６か月から３歳６か月の幼児を対象に市内歯科医院において無料でフッ化物塗布を受けることができる券を交付します。 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/59/14088.html

熊本県 上天草市 子育て,健康・医療 ひとり親家庭等医療費助成 母子・父子家庭におけるお子さんおよび、その扶養者の医療費の一部負担金を2/3助成します。 子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/243/1008.html

熊本県 上天草市 子育て,健康・医療
子育て応援アプリ「すくすく?上

天草」の提供

妊娠から出産、子育てまでをフルサポートする 「子育て応援アプリ　すくすく?上天草」の提供をしています。このアプリでは、子育て

に必要な情報を一目でチェックできます。お子さまの成長を記録したり、予防接種のスケジュール管理を行ったり、市から乳幼児健診

などのお知らせを受け取ることができます。

健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/236/13268.html

熊本県 上天草市 出産,健康・医療 風しん予防接種費用助成事業 妊娠を希望する妊婦および配偶者等で予防接種が必要と判断された方に風しん予防接種費用を助成します。 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/351/10987.html

熊本県 上天草市 子育て,出産,健康・医療 新生児聴覚検査費用助成事業 新生児の聴覚検査の費用を助成します。 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/10986.html

熊本県 上天草市 出産,健康・医療 妊婦歯科健康診査 妊婦の方に市内歯科医院で無料検診ができる妊婦歯科検診受診券を交付します。 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3377



熊本県 上天草市 子育て,出産 出産育児一時金 国保加入者の方が出産した場合、出生児1人につき出産育児一時金を支給します。 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係 0969-28-3354 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/237/1108.html

熊本県 上天草市 住宅設備 生ごみ処理機購入費補助
日常生活から発生する生ごみを、自宅で減量またはリサイクルしていただくため、生ごみ処理機器を購入する方に対して、購入費の一

部を補助します。
市民生活部 生活環境課 環境衛生係 0964-26-5524 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/13967.html

熊本県 上天草市 住宅設備 浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、居住する住宅に合併浄化槽を設置する補助要件を満たす方に対して、予算の範

囲内で設置費の一部を補助します。
建設部 都市整備課 都市整備係 0969-28-3366 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/60/14009.html

熊本県 上天草市 起業・就業,農業,林業,水産業 上天草市6次産業推進補助金 上天草市産の農林水産物を活用し、商品開発および販売促進に取り組む市内事業者に対する補助があります。 産業政策課 ふるさと産業係 0964-26-5532 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/11217.html.html

熊本県 上天草市 起業・就業,住宅賃貸
中小企業者空き店舗等家賃補助

金

上天草市内の空き店舗を賃借し、小売店・飲食店・生活関連サービス業等を開業する場合、家賃の一部を補助します。（上限5万円で

1/2以内、交付期間12ヶ月以内、申請期間は令和4年度まで）
産業政策課 商工振興係 0964-26-5531 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/400/12566.html

熊本県 上天草市 介護,障がい者支援,住宅改修 介護保険における住宅改修

要介護、要支援、要介護認定をお持ちの方が利用できます。 

 

【住宅改修費の支給対象】 

・手すりの取り付け 

・段差の解消 

・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

・引き戸等への扉の取替え及び扉の撤去 

・洋式便器等への便器の取替え 

 

【支給限度額】一生涯につき20万円

健康福祉部 高齢者ふれあい課 0969-28-3360 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/283/7982.html

熊本県 上天草市 子育て
ショートステイ・トワイライト

ステイ事業

さまざまな事情で一時的に子育てができなくなった場合、7日を限度にお子さんをお預かりする事業（ショートステイ）と、夜間や休日

に、お子さんの面倒をみることができなくなった場合、お子さんをお預かりする事業（トワイライトステイ事業）があります。
子育て支援課 子育て支援係 09696-28-3351

熊本県 上天草市 出産,健康・医療 不妊治療費助成金交付事業

不妊治療を実施するご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療費用の一部を助成します。 

 

（１）一般不妊治療費（人工授精）：1回の治療につき1万円（1年度につき6回まで） 

（２）特定不妊治療費（体外受精・顕微授精）：熊本県の事業に上乗せして助成します。

健康づくり推進課 母子保健係 0969-28-3376 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/9518.html

熊本県 上天草市 起業・就業,農業 上天草市新規就農者支援事業
地域農業の担い手となる新規の認定就農者に対し、円滑な就農を支援するために予算の範囲内で補助します。（事業費の50％以内で限

度額5万円以上20万円未満）
農林水産課 農業振興係 0964-26-5516 https://kamiamakusa-life.jp/support/support_other.html#job02

熊本県 上天草市 移住者限定支援,起業・就業,水産業 海運振興対策に係る補助制度

海運業の進行と担い手育成を目的に、海運業の継続的な振興を図るため、以下の補助制度を設けています。 

 

■定住促進船員就職祝金 

新規学卒者及び新たな転入者が地元海運事業者に就職し、海技免許を有した場合、就職祝金を交付します。（10万円） 

 

■定住促進事業船員家賃補助 

新たに市外から転入し地元海運事業者に就職した場合、家賃の一部を補助します。（2万円上限で1/3以内、交付期間24ヶ月） 

 

■上級海技免許所得事業補助金 

船員の指導及び育成を図る者が上級海技免許を取得することについて、上級海技免許の取得時に要する経費の一部を補助します。（5万

円上限）

産業政策課 商工振興係 0964-26-5531 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/52/9215.html

熊本県 上天草市 教育,奨学金,就学
未来への夢をつなぐ天草五橋奨

学金返還助成制度

若者の地元定着を促進するため、上天草市奨学金貸与条例に基づく奨学金の貸与を受け、返還した場合、高校、大学等卒業後10年以内

に本市に居住・就業した期間分の奨学金返還を助成する制度です。 

 

【助成金の額等】 

高校、大学等卒業後10年以内に本市に居住・就業した期間に応じて、貸与総額の1/10相当額を、最大10年間助成します。

学務課 学務係 0969-28-3364 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/256/8053.html

熊本県 上天草市 教育,奨学金,就学 奨学金貸与制度

能力があるにも関わらず経済的理由で就学困難な方に対し、学資を貸与しています。 

 

【奨学金の額】 

■〔高校区分〕 

高等学校、高等専門学校（第1学年から第3学年まで）、または専修（専門）学校の高等課程に在学する生徒：月額20,000円 

■〔大学区分〕 

高等専門学校（第4学年および第5学年）、専修（専門）学校の専門課程、短期大学、大学および大学院の学生：月額30,000円

学務課 学務係 0969-28-3364 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/256/4477.html

熊本県 上天草市 交通機関利用,教育,就学,通勤・通学 上天草高校支援事業

上天草市内在住の生徒（※）が地元高校に進学した際、以下のような各種支援を行います。※（２）を除く 

 

（１）通学バス定期券購入費補助 

通学バス定期券購入費のうち5千円を超える部分の自己負担額を補助します。 

（２）国公立大学入学祝金 

上天草高校を卒業し、国公立大学に入学した生徒に対し、入学金1/2に相当する額（上限15万円を支給します。 

（３）地元就職祝金 

上天草高校を卒業し、60日以内に上天草市内の事業所に就職し、同一事業所に継続して9か月以上就業した方へ3万円を支給します。

企画政策部 企画政策課 地方創生推進係 0964-26-5539 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/256/4470.html

熊本県 上天草市 子育て,健康・医療 子ども医療費助成
0歳から高校3年生までの保険診療による医療費の一部負担金を助成します。 

※令和元年6月診療分から助成対象年齢を「15歳まで」から「18歳まで」に拡充しました。
子育て支援課 子育て支援係 0969-28-3351 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/246/8278.html



熊本県 上天草市 移住体験,移住者限定支援 移住お試し施設

上天草市では、本市への移住・定住を図ることを目的に、本市への移住を希望する方に対し、本市内での生活を体験する機会を提供す

るため、移住お試し施設事業を行っています。 

 

上天草市で生活するうえでの利便性の確認や移住に向けた住居探し、仕事探し、上天草市の魅力探し等の拠点としてご利用ください。 

 

■利用期間：7日間から30日間の期間でお選びいただけます。 

■利用料（賃貸料）：7日間で12,000円（以降、1日ごとに2,000円を加算） 

　※光熱水費込み 

　※電化製品、家具、寝具完備 

　※ペットは同伴いただけません。 

 

＜施設名＞ 

○大矢野町登立地区「SHIRATO（シラト）」 

○大矢野町湯島地区「SEA暮らす（シーグラス）」 

 

---関連施設--- 

■シェアオフィス「sea glass（シーグラス）」 

「SEA暮らす」の隣には、ゆったりとした時間の中で、海を眺めながら仕事ができ、ワークショップやセミナースペースとしても利用で

きるシェアオフィス・コワーキングスペース「sea glass」を併設しています。こちらの施設は市内・市外問わず、どなたでも利用可能

です。

企画政策部 企画政策課 地方創生係 0964-26-5539 https://kamiamakusa-life.jp/plan/trialplan.html

熊本県 上天草市 移住者限定支援,住宅購入,住宅賃貸 空き家バンク制度

上天草市では、市内の空き家及び空き地の有効活用を通して、市民と都市住民の交流人口拡大及び移住・定住の促進による地域の活性

化を図ることを目的に「上天草市空き家バンク制度」を実施しています。 

 

この制度は、上天草市内の空き家・空き地を空き家バンクへ登録し、その情報を上天草市への移住・定住を希望する人へ広く情報提供

を行う制度です。

企画政策部 企画政策課 地方創生係 0964-26-5539 http://www.kamiamakusa-life.jp/akiya/

熊本県 上天草市 移住者限定支援,引っ越し,住宅新築,住宅購入 定住支援助成金

上天草市定住支援助成金は、上天草市外（天草市、苓北町、宇城市および宇土市を除く）からの定住を促進するため、移住者に対し、

予算の範囲内において交付します。 

 

　※転入日の3ヶ月前から前日までに事前申込が必要です。 

　※転入日の翌日から3ヶ月以内に交付申請が必要です。 

　※交付対象者は、要綱に定めた要件を満たしている必要があります。 

 

■住宅取得助成金：10万円 

　・空き家バンク登録物件の場合：（加算）10万円 

　・15歳以下の子がいる場合：（加算）3万円/人　最大6万円 

 

■引越し費用助成金：経費の1/2に相当する額で最大5万円

企画政策部 企画政策課 地方創生係 0964-26-5539 http://www.kamiamakusa-life.jp/josei/

熊本県 熊本市 移住者限定支援 令和4年度 熊本市移住支援金

熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企

業等に就業又は起業（熊本県認定）等された方に「移住支援金（2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円）」を交付する事業

を令和元（2019）年10月16日（水）から開始しました。 

 

※令和3年4月より、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方、又は所属先企業等からの命令で

はなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方も対象となりました。 

 

※令和4年4月より、「関係人口に関する要件」に該当する方も対象となりました。また、（令和4年4月1日以降に本市へ転入した方が）

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算します。

熊本市UIJターンサポートデスク 0120-131-619 https://kumamotodo.jp/ijushienkin/

熊本県 熊本市 移住者限定支援,住宅購入
令和4年度 移住者向け中古住宅

購入補助金

熊本県外から熊本市へ移住される方に対し、中古住宅を購入する費用の一部（最大50万円）を補助します。令和4年度（2022年度）の受

付期間は令和4年（2022年）4月4日（月）～12月28日（水）、お申込みは先着順（今年度は20件まで）となっています。移住後に中古

住宅の購入を検討されている方は、ぜひご利用ください。

住宅政策課 096-328-2438 https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=28017

熊本県 熊本市 移住体験,起業・就業
熊本市公式移住情報サイト「熊

本はどう？」

熊本市への移住に関する情報を随時更新中です。熊本市でのお仕事探し・住まい探しに関する情報や支援制度、そのほか熊本市へ移住

した方々の体験談や熊本市内のイベント・スポット情報等も紹介。熊本市での暮らしをイメージできるような情報を掲載しています。
熊本市UIJターンサポートデスク 0120-131-619 https://kumamotodo.jp/



熊本県 熊本市 起業・就業 熊本市UIJターンサポートデスク

熊本市UIJターンサポートデスクでは、専門の就職支援員・移住支援員が、熊本市へのUIJターンを希望するみなさまの様々なお悩み・ご

相談にお応えしています。 

 

★熊本市UIJターンサポートデスクでは… 

① お仕事探しのサポートを行います。 

専門の就職支援員が、あなたの就職の悩みや疑問にマンツーマンで丁寧にお応えするほか、ご希望やご経験に合った熊本の企業の求人

を探し、ご案内します。そのほか、応募書類の作成方法や面接の受け方なども、必要に応じてアドバイスいたします。 

 

② 暮らしに関する幅広いご相談にお応えします。 

「住まいはどうやって探せばいいの？相場は？」等、熊本市での暮らしに関する幅広いお悩み・ご質問について、移住支援員がお応え

します。「移住してみたいけどなかなか一歩が踏み出せない」という方も、まずは移住についてお話ししてみませんか。 

 

③ メールマガジンで情報をいち早くお送りします。 

熊本市へのUIJターンに役立つ情報や、就職面談会・移住相談会・移住体験ツアー等の情報をいち早くメールマガジンにてお届けいたし

ます。

熊本市UIJターンサポートデスク 0120-131-619 https://kumamotodo.jp/registration/

熊本県 南関町 起業・就業 空き店舗等活用開業支援助成金

南関町では、空き店舗や空き家を活用し、小売業、飲食業、その他サービス業を開業する方に対し、助成金を交付しています。 

 

〇助成金額　開業に伴う経費（改修費、備品購入費）の1/3（上限30万円） 

 

〇対象要件 

・令和３年４月１日～令和８年３月３１日までに開業すること。 

・開業後、５年以上継続して営業すること。 

・週４日以上営業すること。 

・交付申請日から６カ月以内または年度内のいずれか早い日までに開業すること。 

・空き店舗または空き家を利用し出店しようとする個人、個人事業主または法人であること。 

・個人、個人事業主（世帯構成員含む）または法人が町税等を滞納していないこと。

まちづくり課　商工観光係 0968-57-8501 https://www.town.nankan.lg.jp/page2772.html

熊本県 南関町 起業・就業 就職激励金

南関町では、学校等卒業後に就職した方に、激励金を交付しています。 

 

〇激励金の額　5万円 

 

〇対象要件 

・令和３年４月１日～令和８年３月３１日までの期間に、学校等を卒業し１年以内に正社員として採用された者であること。 

・町内在住者または、採用後１ヶ月以内に南関町に転入した者で、引き続き１年以上定住する者であること 

・同一世帯全員が町税等の未納がないこと。 

・過去にこの激励金の交付を受けたことがないこと。

まちづくり課　企業誘致係 0968-57-8501 https://www.town.nankan.lg.jp/page2776.html

熊本県 南関町 住宅新築,住宅購入,住宅改修 南関町定住住宅取得等補助金

南関町では、定住するための住宅を取得（新築、購入、リフォーム）する方を対象に、定住住宅取得等補助金を交付しています。 

 

〇補助金額 

・住宅の新築、新築建売住宅の購入　50万円（加算額25万円） 

・中古住宅購入　25万円（加算額25万円） 

・住宅のリフォーム　上限50万円（経費の20％）（加算額25万円（経費の10％）） 

※加算額は、町内の登録事業者を活用した場合に対象となります。 

 

〇対象要件 

・補助金申請時に、世帯内に満６５歳以下の者がいること。 

・補助金の申請者が住宅の取得者または工事契約者であること。 

・令和３年４月１日～令和８年３月３１日までの期間に住宅の取得またはリフォームが完了し、当該住宅に速やかに居住し、引き続き

５年以上定住しようとする者であること。 

・住宅の取得に係る費用が100万円以上であること。 

・居住部分の面積が５０㎡以上で、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有していること。 

・同一世帯全員が町税等の未納がないこと。

まちづくり課　まちづくり推進係 0968-57-8501 https://www.town.nankan.lg.jp/page2764.html



大分県 -
移住体験,子育て,出産,起業・就業,農業,林業,

水産業,引っ越し

「おおいた暮らし」に係る情報

発信

以下ホームページやＳＮＳから、移住支援情報等をご覧ください。 

 

●おおいた暮らしポータルサイト 

　移住相談会や地域おこし協力隊等の情報 

　https://www.iju-oita.jp/ 

 

●おおいた暮らしの第一歩 

　仕事・住まい・子育てに関する県や市町村の移住支援情報 

　https://oita-kurashi.jp/ 

 

●Instagram「@oita_iju」おおいた暮らし 

　https://www.instagram.com/oita_iju 

 

●Youtube「おおいた暮らし」 

　https://www.youtube.com/channel/UC5BBYg8_BMHc92ov_YXWB6w/videos 

 

●Twitter「@iju_oita」おおいた暮らし 

　https://twitter.com/iju_oita 

 

●Facebook「おおいた暮らし」 

　https://www.facebook.com/iju.oita/

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://www.iju-oita.jp/

大分県 -

まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,移住

体験,結婚,子育て,教育,出産,健康・医療,介護,

起業・就業,農業,林業,水産業,通勤・通学,

引っ越し

おおいた移住手帖webマガジン

移住の良いこと・大変だったことを包み隠さず発信するウェブマガジンです。 

 

 

移住というのは、人生でとても大切な選択のひとつではないでしょうか。自分だけでなく、家族やパートナーや子どもがいるとなおさ

らのことでしょう。 

おおいた移住手帖は、大分県への先輩移住者（UIJターン経験者）、移住者と地元をつなぐハブになる人、移住目線の魅力的な地域のご

紹介を通して「移住のいいこと・たいへんだったこと」を包みかくさず発信するウェブマガジンです。 

 

 

100記事以上を掲載しておりますので、移住者ひとりひとりのストーリーを是非ご覧ください。

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://oita-ijyutecho.com/

大分県 -
引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃

貸

オーダーメイド型の空き家マッ

チング制度の開始

＼大分県ではあらゆる空き家探しをお手伝いします！／ 

 

大分県では、県内空き家の利活用を促進するため、移住希望者等で空き家の購入等を検討している方が、条件に合う物件を探索しやす

くなる空き家マッチング制度を新設しました。 

 

本制度では、建築士や宅地建物取引士等の専門家による物件選定及び契約時のサポートを行うための「空き家マッチングチーム」を設

置し、移住希望者等による空き家の利活用や住まいの確保をさらに支援してまいります。 

 

 

●対象者 

　大分県内の空き家の購入または賃貸を検討している、「県外在住の移住希望者」または「県民の方」 

 

●制度内容	 

（1）物件の探索 

　①検討者から条件を聞き取り、県内空き家バンクに該当する物件が登録されている場合は、当該市町村へ引き継ぐ。 

　②県内空き家バンクに該当する物件が登録されていない場合は、市町村と連携して、条件に合う物件を探索する。 

 

（2）所有者の紹介 

　①上記（1）②により探索した物件について、検討者に対して所有者の紹介を行う。 

 

（3）専門家等によるアドバイス 

　①検討者から雨漏りやシロアリ被害等の建物状況に関する相談を受けた際は、建築士等によるアドバイスを行う。 

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://www.iju-oita.jp/archives/20968



大分県 - 起業・就業
大分県はあなたの移住とITスキ

ルアップを応援します！

＼住みたい田舎都道府県ランキング　トップ１０入りの大分県／ 

大分県への移住を希望する方に、移住の最大の壁である仕事の確保につながるIT技術の習得と就職、定住支援まで一貫したサポートを行

います！受講料は無料です！ 

 

 

【おおいたIT移住プロジェクト】 https://migration.oita-creative.jp/ 

 

 

●対象者　・大分県への移住を希望する方でIT企業への就職、フリーランス起業を希望する方 

　　　　　＊プログラミング未経験者やIT技術について知識がなくても受講可能です。 

　　　　・熱意をもってIT技術の習得を希望される方 

　　　　　＊受講終了時点で在学期間を含む県外での滞在期間が5年未満となる学生や新規学卒者の方は対象外です。 

 

●大分県が支援する内容	 

　ＩＴ技術スクール受講費用（無料で受講できます。） 

　　＊一部実費負担あり。 

　スクーリング費用（上限3回まで） 

 

●募集人数 

　５０名（定員に達し次第、募集は締め切ります。） 

 

●応募締切 

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://www.iju-oita.jp/archives/15601

大分県 - 起業・就業

大分県はあなたの移住と福祉・

医療職へのスキルアップを応援

します！

大分県への移住と、福祉・医療分野への就職を検討する方を対象に、 

資格取得を手厚く支援します！ 

 

 

異業種からの転職でも資格や仕事の内容など、アドバイザーが丁寧に情報提供を行い、 

移住や転職まで一人一人に寄り添ってサポートします。 

是非この機会に大分で新しい暮らしを手に入れてみませんか？ 

 

◇資格取得にかかるサポート内容 

　・看護職　看護学校の入校奨励金として、一律２０万円を支援 

　　　　　　＊看護学校は学費が必要ですが、各種助成金等の利用も可能です。 

　　　　　　　詳しくはお問い合わせください。 

　・介護職　介護職員初任者研修の受講費用が無料（最大９万円を支援） 

　・保育士　保育士試験受験対策講座が無料で受講可能 

 

◇移住に向けたサポート内容 

　事前の職場見学を支援するため、全国各地から大分県までの旅費を支援します。 

　（１人あたり１回） 

　・東日本地区→最大４万円 

　・西日本・沖縄地区→最大３万円 

　・九州地区→最大６千円 

　＊看護職希望者は看護学校を受験する際に大分県に来る場合の旅費（１人あたり１回）も支援します。 

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://www.iju-oita.jp/archives/20817

大分県 -

移住体験,結婚,子育て,教育,出産,健康・医療,

起業・就業,農業,林業,水産業,通勤・通学,

引っ越し

おんせん県おおいたでお試し移

住してみませんか？

地方移住を検討中のあなたにオススメ！おんせん県おおいたでお試し移住してみませんか？ 

 

移住を検討されている方が、住み心地や土地の魅力を体感するために行う短期滞在のことです。 

 

県外の移住希望者に対し「お試し移住」の滞在施設として、市町村が指定する宿泊施設をご利用いただいた場合、滞在費用の一部を補

助します。 

 

※例えば、日出町は一人あたり2,000円/泊（最大3泊）補助のため、指定されている5,000円のホテルに3,000円/泊で滞在できます。 

※市町村によって補助額は異なります。

大分県企画振興部おおいた創生推進課 097-506-2038 https://www.iju-oita.jp/otameshiiju

大分県 豊後高田市 子育て,出産 多胎児産婦等支援事業
産後１年以内の多胎児家庭を対象に、家事や育児を支援するスタッフを派遣します。（一部自己負担あり） 

また、多胎児家庭の交流会を開催し、悩みを相談し合い、安心して子育てができるよう支援します。
子育て支援課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 起業・就業 事業承継等支援 専門事業者に委託して行う事業承継及びM＆Aが円滑に行われるよう、その費用の一部を助成します。（上限10万円、補助率2/3） 商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 起業・就業 地域おこし協力隊事業
地域活性化のために、都市部から本市に移住し活動していただける方を、随時募集しています。 

（令和4年4月1日時点：そば屋の起業及び農業や観光企画も行いたい方を募集しています。任期最長3年間、家賃助成有り）
地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 交通機関利用,高齢者支援,通勤・通学 まちなか乗合タクシー 市中心部を周回する乗合タクシーを、実験運行として令和5年3月31日まで運行します。1日200円（乗り放題）、平日のみ運行。 地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 交通機関利用,高齢者支援
県北快速リムジンバス（空港バ

ス　ノースライナー）
大分空港行きのバス（ノースライナー）があります。（１日４往復。空港バスの停留所は、市内に７カ所あります。） 企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 高齢者支援,介護,障がい者支援 ごみの戸別収集事業
家庭から排出されるごみを、ごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対して、一定の基準を満たす場合に、週1回、家庭の玄関先まで

収集に伺います。
環境課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て,教育 日本語指導員の配置 帰国・外国人児童生徒に対し、日本語能力向上の為の支援を行います。 学校教育課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 文化・芸術・スポーツ,子育て,教育
高田高校生のための学びの21世

紀塾
高田高校に通学する生徒を対象とした、大学進学等のための公設民営塾を設置します。 学校教育課 0978-22-3100



大分県 豊後高田市
まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ,移住

体験,移住者限定支援

豊後高田市移住・定住用インス

タグラム

市内の移住・定住情報などを紹介します。 

アカウント名：bungotakada_city_iju
地域活力創造課 0978-22-3100 https://www.instagram.com/bungotakada_city_iju/

宮崎県 西都市 引っ越し,住宅新築,住宅購入
西都市子育て世代移住促進住宅

取得助成金

市外からの移住促進を図るため、「転入者※」が西都市内に住宅を取得する場合に、予算の範囲内で助成金を交付します。 

※本助成金の「転入者」の定義 

　助成金の申請日時点で直近3年間西都市に住所を有しない方。 

　既に転入している方の場合は、転入前直近3年間西都市に住所がなく、かつ申請日時点で転入後1年以内の方。 

 

□対象　 

以下のどちらかの条件に該当する方 

○住宅取得者またはその配偶者が40歳未満 

○中学生以下の子どもがいる世帯 

 

□その他の要件 

以下の（１）～（３）の要件を全て満たす方が助成金申請ができます。 

（１）西都市税等を滞納していないこと （交付申請時に西都市税完納証明書の提出が必要） 

（２）交付決定より前に工事の着工をしていないこと（購入する場合は物件の引き渡しをしていないこと） 

（３）自治会に加入すること（実績報告時に自治会加入証明書の提出が必要） 

 

□助成金額 

○新築住宅の工事又は購入 

市内業者利用・・・200万円 

市外業者利用・・・100万円 

○中古住宅取得・・・50万円（ただし、西都市空き家等情報バンクの登録物件に限ります）

西都市商工観光課 0983-32-1011 https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/ijuteiju/post_1270.html

宮崎県 都城市 移住者限定支援,通勤・通学 ペーパードライバー講習費補助
運転に不慣れなペーパードライバーに対し、自動車教習所で実施されるペーパードライバー講習に要する費用の２分の１を助成（２回

まで）
総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542

宮崎県 都城市 教育
都城市インターンシップ等促進

補助金

市外の大学生等が市内企業のインターンシップ等に参加した際の費用（旅費・宿泊費）の一部を補助。 

 

【補助率】 

２分の１以内　限度額：２５，０００円

移住・定住サポートセンター 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/koyou/9741.html

宮崎県 都城市 農業
アグリチャレンジ！「トラサ

ポ」事業

農業の新規参入者や新たに後継者となった人を対象に営農活動に必要な車両の購入に係る費用の一部を補助。 

 

【補助対象】 

トラクター、軽トラック、トラックの内いずれか１台。 

車両本体価格の1/4以内（車両により上限有）

農政課 0986-23-2768 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/10105.html

宮崎県 都城市 農業 農業後継者等支援事業

新たに就農した者（５６歳未満）を対象に、就農直後の農業経営費等の一部を支援 

 

○親元就農者…月額５万円×２４か月 

○新規参入者…月額１０万円×２４か月

農政課 0986-23-2768 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/10104.html

宮崎県 都城市 子育て
都城市こども発達センターきら

きら

発達障がい、またはその疑いのある未就学児の相談や小児科医の診察を実施。 

※予約制
こども課 0986-46-2330 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/35/3831.html

宮崎県 都城市 子育て 放課後児童クラブ
小学生に放課後の安全な遊び場の提供や生活指導などを行う児童クラブを市内72ヵ所（直営４ヵ所、外部委託68ヵ所）に設置。直営児

童クラブは月額4000円（季節利用１期4500円）で利用可能。委託児童クラブは事業所ごとに料金設定あり。
保育課 0986-23-4894 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/89/9010.html

宮崎県 都城市 子育て 病児・病後児保育事業
医師が利用可能と判断した場合、体調不良の子どもを預けることができる「病児保育」と、病気やけがの回復期にある児童を一時的に

保育する「病後児保育」があり、市内３ヵ所で実施。
保育課 0986-23-4894 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/89/4352.html

宮崎県 都城市 子育て
都城市ファミリーサポートセン

ター

育児の援助を受けたい人と行いたい人の相互援助活動。 

子どもの預かりや送迎をサポート。１時間あたり３００円の補助を実施。
保育課 0986-23-4894 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/89/3861.html

宮崎県 都城市 子育て 児童館・児童センター

【対象児童】０～１８歳  

健全な遊びを通して子どもの成果の安定と能力の発達、体力増進を援助していく拠点施設。 

市内に１４か所設置（公設１３、民設１）

こども課 0986-23-2684 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/66/9811.html

宮崎県 都城市 子育て 子育て支援センター
親子の交流や子育てに関する相談、さまざまな催し、行事を通して子育てを支援する施設。 

市内に５か所あり無料で利用可能（一部の教室で実費負担あり）。
保育課 0986-23-4894 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/89/13333.html

宮崎県 都城市 出産 不妊治療費助成事業 少子化対策の一環として、保険適用外となる一般不妊治療に対し、その経費の一部を助成（１組あたり上限１０万円）。 こども課 0986-36-5661 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/35/1856.html

宮崎県 都城市 結婚 婚活サポート事業 多種多様な婚活イベントを、年間通して市が委託した団体が開催。 総合政策課 0986-23-7161 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/life/1/5/16/

宮崎県 都城市 起業・就業 就職応援サイト
都城市で就職したい人と、都城市の企業のマッチングサイト 

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/koyou/
総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/koyou/

宮崎県 都城市 起業・就業
移住・定住サポートセンター(無

料職業紹介事業)
雇用コーディネーターが、都城市で働きたい移住者と地元企業のマッチングを支援します。 総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/

宮崎県 都城市 移住者限定支援
ひなた暮らし実現応援事業費給

付金
要件に該当する移住者に対し、移住支援金（単身60万円、世帯100万円）を支給します。 総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/19675.html

宮崎県 都城市 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸 転職応援補助金制度

移住・定住の促進のため、本市へ移住する１年以内に離職した方で、本市で正社員として就職する移住者に対し、転居費用と家賃（最

大１年間）を補助します。 

 

【補助内容】 

　①転居費用補助…引っ越し代金の1/2（上限４０万円） 

　②家賃補助…契約家賃の1/2×１２か月（上限６０万円） 

　※①②ともに１世帯の合計上限額１００万円

総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/19675.html



宮崎県 都城市 移住体験,移住者限定支援 お試し滞在制度

移住・定住を目的として都城市を訪れる移住希望者に対し、市内に所在する宿泊施設の宿泊費及びレンタカー代の一部を助成します。 

 

【宿泊補助】 

通算10泊までとなっており、１人当たりの補助額は宿泊費の1/2（3,000円/１泊を上限とする。）とします。 

 

【レンタカー代補助】 

最大264時間までとし、補助額は、レンタカー代の1/2（24時間当たり2,500円を上限とする。）とします。ただし、燃料代は含みませ

ん。

総合政策課（移住・定住サポートセンター） 0986-23-2542 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/19675.html

鹿児島県 出水市 住宅新築,住宅購入,住宅改修 いきいき自治会定住支援事業

☆いきいき自治会定住補助 

いきいき自治会に市外から転入、市内から転居される方に5年間で最高６０万円を交付します。 

※「いきいき自治会」とは、65歳以上の人口が5割以上、かつ加入世帯が概ね30世帯以内で構成された自治会の総称です。 

 

令和４年度の指定自治会は、下記の５１自治会です。 

---- 

【大川内】角石、青椎、坂元、鮎川、宮之元、射場元、馬流、原、白木川内、中川、不動野、高牟礼、さぎやな 

【東出水】芭蕉、日当、田之頭、香月、大平 

【出水】折尾野、水之頭、鍋野、君名川、上古市、城山南、小松ニュータウン、中央団地 

【西出水】平岩、丸塚、上屋団地 

【米ノ津東】沖田住宅、加紫久利住宅 

【荘】古浜、桂島 

【高尾野】野添上（高尾野）、内野々上、鶴里、 

【江内】冷筋、上冷筋、尾野島浜、西辺田、旧番所 

【野田】越地、久木野、大丸、大久、涼松、仲町（野田）、下特手、川平、受口、大日 

---- 

※　国、県、市等が供給を行う住宅等に入居されている方は対象になりません。 

※　自治会に加入され、生活の実態等があることを自治会長に証明していただく等の条件があります。 

※　初回の申請受付は、生活をはじめてから3か月を経過した日から1年を超えない日までに行ないます。 

※　現在、既にいきいき自治会にお住まいの方は対象になりません。 

※　学生等で一時的にいきいき自治会を離れ、再転入等をされた方は対象になりません。 

  

観光交流課 0669-63-4059 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_80038.html

鹿児島県 出水市 交通機関利用,通勤・通学 市外通勤に関する支援事業

定住のため出水市内に転入した方等に、最大３年間月額２万円を上限として補助金を交付します。 

 

 

■補助対象者 

令和７年３月３１日までに本市に定住し、初回申請日において次のどれかに該当すること 

　・定住のため転入をした日から５年を超えない方 

　・離職をした日から２年を超えない６５歳未満の方　 

　・学校等を卒業し、または終了した日から２年を超えない６５歳未満の方 

 

■条件等（以下の1～4すべてに当てはまる必要があります。） 

1.市外の事業所に、公共交通機関（定期券）を利用して通勤していること（例：JR　おれんじ鉄道　バス　など） 

2.市税等の滞納のない方 

3.居住地の自治会に加入した方 

4.一年以内の再転入でないこと 

 

※定期券の通用期間の初日から6か月以内の申請が必要です。 

 

 

■補助金の計算方法 

（定期券代ー事業所通勤手当）×１／２

観光交流課 0669-63-4059 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_80036.html



鹿児島県 出水市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 市内定住住宅取得補助金

市街から出水市内に転入され、定住を目的とした住宅を取得された方に、３年間補助金を交付します。 

 

〇補助対象者 

次の条件をすべて満たした方が対象となります。 

(1) 令和７年３月３１日までに本市に定住のため転入し、住宅を新築または新規購入 

した方 

(2) 住宅取得補助金申請基準日（※１）において転入をした日から５年以内であること。 

(3) 住宅取得補助金申請基準日（※１）において、住宅の新築又は新規購入をした日 

　から５年以内であること 

(4) 住宅に係る工事費または購入費が300万円以上であること。（共有名義の場合は、 

　申請者の持ち分相当額が300万円以上であること。） 

(5) 市税等の滞納がないこと 

(6) 居住地を区域とする自治会に加入していること 

(7) 一年以内の再転入でないこと 

※１　住宅取得補助金申請基準日：住宅の新築若しくは新規購入をした日又は転入した日のうちいずれか遅い日 

（住宅取得補助金申請基準日から6か月以内に申請してください。） 

 

〇補助金額 

(1)住宅取得補助金　 

１年目　現金　１０万円 

２年目　商品券１０万円 

３年目　商品券１０万円 

観光交流課 0669-63-4059 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_80034.html

鹿児島県 大崎町
結婚,子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住

宅改修,住宅賃貸
移住定住支援

◆環境配慮型定住住宅取得補助金 

町内に定住するために住宅を新築または購入した方に、取得に要した経費の一部を助成します。 

【補助対象者】 

令和４年４月１日以降に新築住宅または中古住宅を取得し、世帯責任者の年齢が住宅の取得日時点において、65歳未満である者 

【補助要件】※建て替えとみなされる場合は対象外となります。 

１．申請前１年以内に住宅を取得すること 

２．取得した住宅に引き続き５年以上居住する意思があること 

３．居住地の自治公民館に加入すること 

４．世帯員全員が市区町村民税等に滞納がないこと 

５．本町が行う他の補助制度の対象とならないこと 

【補助金額】住宅の取得経費の総額の５分の１を助成します。ただし、補助限度額は下記のとおりです（最大310万円）。 

・基本額　100万円 

・子育て世帯加算金　義務教育終了前の子が１人　25万円 

　　　　　　　　　　義務教育終了前の子が２人以上　50万円 

・町内業者施工加算金　100万円 

・高断熱加算金　外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）が0.60以下　25万円 

　　　　　　　　外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）が0.46以下　50万円 

・引越祝加算金　町外からの転入　10万円 

　　　　　　　　町内からの転居　５万円 

 

◆結婚新生活支援事業補助金 

町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。 

企画調整課　企画政策係 099-476-1111 http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/kc_kikakuseisaku/kurashi/ijuteju/sokushin/shien.html

鹿児島県 鹿児島市 移住者限定支援
【鹿児島市　「移住者交流サロ

ン」の開催】

★移住者同士が仕事や生活における悩みを気軽に共有できる場として、移住者が集い交流するサロンを開催しています。 

 

（１）対象者 

　　原則として、移住推進室への移住相談を経て、鹿児島県外から本市へ移住してきた方 

（２）開催概要 

　　移住者相互の意見交換、先輩移住者体験談、交流レクレーション　など 

 

詳しくは、ポータルサイト「かごしま移住ライフ」にて随時お知らせします。 

 

https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/

鹿児島市　移住推進室 099-803-3074 https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/

鹿児島県 鹿児島市 まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ
【鹿児島市　SNSを活用した市

政情報の発信】

★SNS各媒体で、市の取り組みやイベントなどの市政情報をタイムリーに発信しています。また、写真や動画を通じて、本市ならでは

の自然や景観、食など多彩な魅力をお届けしています。 

 

・Facebook…鹿児島市広報課（https://www.facebook.com/kagoshimacity.kouhou） 

・Twitter…かごしま市公式ツイッター（https://twitter.com/kagoshimacityPR） 

・Instagram…カゴシマファン（https://www.instagram.com/kagoshimafan/）

鹿児島市　広報課 099-216-1133 https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/shichoshitu/kouhou/shise/koho/social-media.html



鹿児島県 鹿児島市 まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ
【鹿児島市　LINE(ライン)公式

アカウント】

★「鹿児島市LINE公式アカウント」では、広報紙「かごしま市民のひろば」から、健康・福祉、子育て、イベント・講座など登録者の

欲しい分野の情報をお届けしています。また、地域別のごみの日のお知らせ、防災情報の配信などの便利な機能もあり、住みよい暮ら

しや災害時の備えに役立ちます。ぜひご登録ください。 

 

【登録方法】 

LINEアプリから「ホーム」のページの「検索」をタップし、検索ワード入力欄に「鹿児島市」と入れて検索してください。 

QRコードから友達登録をする場合は、本市のホームページ→「市政情報」→「広報」→「欲しい市役所の情報をあなたのそばに届けま

す～鹿児島市LINE公式アカウント」からスキャンしてください。

鹿児島市　広報課 099-216-1133 https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/shichoshitu/kouhou/line.html

鹿児島県 鹿児島市 まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ

【鹿児島市　スマートフォンア

プリ「マチイロ」による広報紙

の自動配信】

★スマートフォンなどの携帯端末で全国の広報紙が読めるアプリ「マチイロ」で、広報紙「かごしま市民のひろば」の配信を行ってい

ます。 

登録すると、毎月発行日にお知らせ通知（プッシュ通知）が届き、市政に関するタイムリーな情報や旬のイベント、鹿児島市の多彩な

魅力などを知ることができます。また、気になる記事はスマホ内に簡単にスクラップ保存ができます。ぜひ、ご登録ください。

鹿児島市　広報課 099-216-1133 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kouhou/machiiro.html

鹿児島県 鹿児島市 交通機関利用,通勤・通学
【鹿児島市　コミュニティサイ

クル「かごりん」】

★鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」は、中心市街地にある観光スポットや駅・バス停・電停の近くなど２７ヵ所に設置した

サイクルポートで、どこでも簡単に自転車を貸出・返却することができます。年中無休で２４時間利用でき、貸出場所と違うサイクル

ポートに返却することができるので、とっても便利です。 

　「かごりん」に乗って、実際にまちをめぐりながら、鹿児島市を肌で感じてください。 

 

・かごりんの概要 

１　貸出方法 

　　①サイクルポートの端末機に携帯電話番号と氏名を入力 

　　②携帯電話に届くパスワードを入力すると、自転車のロックがはずれて、利用できます。 

　　　※携帯電話をお持ちでない方も、クレジットカードによる「時間貸」や、専用ICカード（下記のかごりん 

　　　　サポート窓口にて発行）で利用できます。 

２　返却方法 

　　ポートの空いているラックに自転車の前輪を押し込んでください。前輪が自動でロックされます。 

３　利用料金 

　　利用料金＝①登録料＋②利用料 

　　・１日会員　①２００円／日 

　　　　　　　　 　②会員期間なら何回利用しても３０分以内は無料。３０分を超えると３０分ごとに１００円。 

　　・１カ月会員　①１，０００円／月 

　　　　　　　　　　 ②１日会員と同じ 

　　・時間貸　　３０分ごとに２００円 

　　　※時間貸は携帯電話による登録が不要で、クレジットカードを端末機に通すだけで、すぐに利用可 

４　支払方法 

鹿児島市　環境政策課 099-216-1296 https://www.kys-cycle.jp/kagorin/

鹿児島県 鹿児島市 移住者限定支援 【鹿児島市　移住奨励金】

★移住相談や「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員証の交付等を経て、鹿児島県外から本市へ移住される方に対して、引越費用等を対象と

して奨励金を交付します。 

 

(1)奨励金の交付対象者 

　 奨励金の交付対象者は、次の要件を満たす方とします。 

　 ①本市が発行する「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員証を有すること。 

　 ②本市に住民票を移す直前に、連続して１年以上鹿児島県外に在住していること。 

 　③町内会活動や地域コミュニティ活動に参加する意思を有すること。 

　 ④本市が実施する移住に関するアンケート調査等に協力する意思を有すること。 

 　⑤本市に在住したことがある方については、納期の到来している本市の市税を完納していること。 

 　⑥暴力団等の反社会的勢力に属していないこと又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと。 

　 ⑦生活保護法による保護を受けていないこと（保護を停止されている場合を含む。）。 

 　  

 　 ※上記の規定にかかわらず、移住の主たる理由が次のいずれかに該当する方は交付対象となりません。 

 　 ①転勤、出向、出張、研修等での勤務地の変更による転入であること。 

 　 ②学校等（高等学校、高等専門学校、専修学校、大学等）卒業直後の就職による転入であること。 

 　 ③学校等への入学又は編入学による転入であること。 

 

(2)交付対象経費 

　 奨励金の交付対象経費は、本市への移住に要した次の経費となります。 

 　 ①家財道具等の運搬に要した経費 

　　②交付対象者の交通費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 

鹿児島市　移住推進室 099-803-3074 https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/ijuclub/

鹿児島県 鹿児島市 まちづくり活動,文化・芸術・スポーツ
【鹿児島市　鹿児島ラバーズプ

ロジェクト】

★鹿児島市の多彩な魅力を磨き、発信するため、市民や首都圏の若者などを対象としたワークショップ等を開催します。 

 

１　対象者 

　　鹿児島市に想いのある市民・首都圏在住者　５０名程度　 

 

２　実施時期 

　　令和４年８月～令和５年３月

鹿児島市　広報戦略室 099-803-9547



鹿児島県 鹿児島市 文化・芸術・スポーツ
【鹿児島市　鹿児島ぶらりまち

歩き】

★鹿児島の魅力をあたたかいおもてなしの心でご案内。ガイドの「語り」に触れていただけましたら、さらに一味違う鹿児島の旅をお

楽しみいただけます。 

 

〔概要〕 

まち歩きをガイドが引率し、歴史・文化やエピソードなどを紹介しながら観光スポット等を案内します。 

お客様のご要望の日時に応じて実施します。（12/29～1/3を除き、平日、祝日・休日は問わず年中無休） 

 

〔お申込み方法・注意事項〕 

事前予約制ですので、電話・FAX・ホームページ（お申込フォーム）にて、鹿児島まち歩きステーションへお申込みください。（ご質問

などございましたらお電話にてお願いいたします。） 

FAX、ホームページからのお申込みは前々日まで、お電話でのお申込みは前日17時まで受け付けます。 

　参加料…大人（高校生以上）　500円※大人１名のみでの催行は1,000円 

　　　　　 　 小人（小・中学生）　 100円 

 

〔問い合わせ先〕 

鹿児島まち歩き観光ステーション（https://www.kagoshima-yokanavi.jp/spot/10189） 

　電話…099-208-4701 

　FAX…099-208-4703

鹿児島市　観光プロモーション課 099-216-1344 https://www.kagoshima-yokanavi.jp/machiaruki

鹿児島県 鹿児島市 移住体験,農業 【鹿児島市　農家民泊】

★鹿児島市内の農村地域にある農家民宿に泊まり、田舎暮らしを体験することができます。 

 

本市の農家民宿の状況（令和４年４月現在） 

　・松元地域４軒 

　・吉田地域１軒 

　・伊敷地域１軒 

　・喜入地域１軒 

合計７軒 

 

詳しくは、かごしま市のグリーン・ツーリズムホームページの農家民宿ページ（http://kago-greent.jp/category/inn/minshuku）をご

覧ください。

鹿児島市　世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課 099-216-1371 http://kago-greent.jp/category/inn/minshuku

鹿児島県 鹿児島市 移住体験,農業
【鹿児島市　グリーンツーリズ

ム推進事業】

★グリーンファームでのさまざまな体験のほか、グリーン・ツーリズムの実践者による体験・取組があります。 

 

①グリーンファーム（鹿児島市観光農業公園（喜入一倉町５８０９－９７）） 

　　農業・自然・調理・環境に関する体験のほか、農産物直売所、農園レストラン、滞在型市民農園な 

　　どがあります。 

②農業体験（田植え・稲刈り体験等） 

　　八重の棚田での農業体験（鹿児島市郡山町）など 

③観光農園での収穫体験 

　　吉原果樹園（鹿児島市東桜島町） ・・・ 桜島小みかん、びわの収穫体験 

　　川路ぶどう園（鹿児島市犬迫町・小野町） ・・・ ぶどう狩り 

　　鬼塚望岳園（鹿児島市五ヶ別府町） ・・・ みかん狩り 

④調理・加工体験 

　　手打ちそば工房国清（鹿児島市四元町） ・・・ そば打ち体験 

　　鹿児島市茶手もみ保存会（鹿児島市松元地域） ・・・ 茶手もみ体験 

　　稲音館（鹿児島市下田町） ・・・ ピザつくり体験など 

⑤自然体験 

　　よしだ自遊の森（鹿児島市本名町） ・・・ 自然散策、クラフト体験など 

　　ＮＰＯ法人桜島ミュージアム ・・・ 足湯堀体験、桜島火山ガイドウォークなど 

　　もりはやし倶楽部(鹿児島市春山町）・・・森の観察会、炊き出し体験など 

　　かごしまカヤックス・・・シーカヤックでの錦江湾・桜島周辺の散策 

　　かごしま焚火研究会・・・キャンプや農業体験・林業体験など 

⑥農産物直売所 

鹿児島市　世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課 099-216-1371 http://kago-greent.jp/



鹿児島県 鹿児島市
交通機関利用,移住体験,移住者限定支援,引っ

越し
【かごしま市ＩＪＵ倶楽部】

★本市への移住を検討されている鹿児島県外にお住まいの方を対象として、本市の魅力や生活環境に触れてもらうため、関係団体や事

業者のご協力により、一時滞在時の宿泊施設やレンタカー利用のほか、住まい確保や引越し等に係る特典サービスを受けることができ

ます。 

 

(1)特典サービスの利用対象者・会員証の交付 

　 移住推進室に移住相談されている鹿児島県外にお住まいの方に、ご希望に応じて会員証を交付します。 

     （※会員証の交付には申請書のご提出が必要です。） 

 

(2)特典サービス例 

　 ①宿泊　宿泊料金割引、食事料金割引、温泉サウナ無料利用、ドリンクプレゼント 

　 ②レンタカー　利用料金割引 

　 ③不動産　仲介手数料割引 

　 ④引越　引越料金割引 

　 ⑤自動車学校　教習料金割引 

 

(3)特典サービス利用の流れ 

 　①各店舗等へ、お電話で「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員特典サービスを利用されることをお伝えください。 

　②各店舗等の窓口で、「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員証をご提示ください。 

　 ※ご利用いただける店舗等や特典サービス内容は移住促進ポータルサイト「かごしま移住ライフ」 

　　（https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/ijuclub/）をご確認ください。

鹿児島市　移住推進室 099-803-3074 https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/ijuclub/

鹿児島県 鹿児島市 子育て,健康・医療

【鹿児島市　子ども達の歯と口

の健康を守るための歯科健診事

業】

★小学一年生の歯科健康診査及びフッ素塗布に係る費用を公費負担します。 

 

１　対象者 

　　小学一年生 

 

２　公費負担額 

　　自己負担額全額公費負担 

　　 

３　助成方法 

　　・フッ素塗布は受診券を送付しますので、歯科医療機関に事前に予約をし、 

　　ご自身で健診を受けてください。

鹿児島市　保健予防課 099-803-6927 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/kodomo/nyuyoji.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て,健康・医療
【鹿児島市　乳幼児歯の健康づ

くり事業】

★幼児の歯科健康診査及びフッ素塗布に係る費用を公費負担します。 

 

１　対象者 

　　１歳児、２歳児、２歳６か月児、就学前児の幼児 

 

２　公費負担額 

　　１歳児：自己負担額全額 

　　２歳児、２歳６か月児、就学前児：自己負担額６００円 

　　※ただし、生活保護、市町村民税非課税世帯に属する対象児は自己負担金を免除 

 

３　助成方法 

　　・１歳児歯科健康診査は１歳までの乳児がいる家庭に各月齢に応じた受診票を綴った「赤ちゃん 

　　セット」を送付します。 

　　・２歳、２歳半、就学前フッ素塗布は受診券を送付しますので、歯科医療機関に事前に予約をし、 

　　ご自身で健診を受けてください。

鹿児島市　保健予防課 099-803-6927 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/kodomo/nyuyoji.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て,健康・医療
【鹿児島市　こども医療費助成

事業】

★こどもに係る医療費の一部を助成します。 

 

１　助成対象者 

　　本市に住所を有する中学３年生までのこども（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者） 

　　（※市町村民税非課税世帯は１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者） 

 

２　助成内容 

　(1) ３歳未満及び市町村民税非課税世帯 

　　　保険診療による一部負担金の額 

　(2) (1)以外 

　　　一部負担金の額から１か月２千円を差し引いた額

鹿児島市　こども福祉課 099-216-1261 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/kodomofuku/kosodate/kosodate/teate/sedo/index.html



鹿児島県 鹿児島市 出産,健康・医療 【鹿児島市　妊婦健康診査】

★１回～１４回までの妊婦健康診査に係る費用を公費負担します。 

 

１　対象者 

　　妊婦 

 

２　公費負担額 

　　保険適用外の公費負担対象となる検査費用 

　　（妊娠週数の検査項目によって負担額が異なります） 

 

３　助成方法 

　　・各保健センターまたは各保健福祉課にて、妊娠されている方に妊婦健康診査受診票が綴じ 

　　　込んである「お母さんセット」を発行します。 

　　・転入後は鹿児島市の受診票しかお使いになれませんので、転入手続き後に併せて手続きを 

　　　お願いします。

鹿児島市　母子保健課 099-216-1485 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/ninshin/ninshin/kenshin.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て,健康・医療
【鹿児島市　乳幼児健康診査（1

歳6か月児・3歳児健康診査）】

★１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査を実施します。 

 

１　対象者 

　　１歳６か月児健康診査：１歳６か月～２歳未満 

　　３歳児健康診査：３歳～４歳未満 

 

２　公費負担 

　　自己負担無し 

 

３　受診方法 

　　・該当の時期になりましたら、各保健センター等から健診の案内文書が届きます。 

　　・各保健センター等での集団検診になります。 

　　・指定の日時でご都合が悪い場合は、別日の日程をご確認のうえ案内のあったセンター等へ 

　　　ご連絡ください。

鹿児島市　母子保健課 099-216-1485 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/kodomo/nyuyoji.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て,健康・医療 【鹿児島市　乳幼児健康診査】

★１歳までの乳児の健康診査に係る費用を公費負担します。 

１歳児は歯科健診もあります。 

 

１　対象者 

　　３か月児、７か月児、１歳児の乳児 

 

２　公費負担額 

　　自己負担額全額 

 

３　助成方法 

　　・１歳までの乳児がいる家庭に各月齢に応じた受診票を綴った「赤ちゃんセット」を送付します。 

　　・赤ちゃんセットに記載のある委託医療機関に事前に予約をし、ご自身で健診を受けてください。 

　　・１歳児は歯科健診もありますので、乳幼児健診と同様に歯科委託医療機関にご予約の上、 

　　　受診してください。

鹿児島市　母子保健課 099-216-1485 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/kodomo/nyuyoji.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て 【鹿児島市　産後ケア】

★産後、助産所を利用して、産後の体力回復を図ったり授乳や沐浴の保健指導などを受けることができます。 

 

１　対象者 

　　生後１年未満の乳児（早産児や低出生体重児については、出産予定日を基準にした修正月齢による場合を含む。）及びその母親で

あり、かつ、育児や身体的機能の回復に不安のある産婦 

 

２　本人負担額（１日当たり） 

　　一般世帯　　　　　　　宿泊型　９，２００円　　日帰り型　４，６００円　訪問型　２，２００円 

　　市民税非課税世帯　　　宿泊型　３，３００円　　日帰り型　１，６００円　訪問型　１，１００円 

　　生活保護世帯　　　　　宿泊型　　　　　０円　　日帰り型　　　　　０円　訪問型　　　　　０円 

　 

３　委託先 

　　・鹿児島中央助産院 

　　・マミィ助産院 

　　・みつおHOUSE 

　　・いちご助産院 

　　・つむぐ助産院

鹿児島市　母子保健課 099-216-1485 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/ninshin/umaretara/sango.html



鹿児島県 鹿児島市 子育て
【鹿児島市　放課後児童健全育

成事業】

★労働等により昼間保護者のいない、小学校に就学している児童に対して、適切な遊びと生活の場として児童クラブを設置し、その児

童の健全な育成を支援します。 

 

１　対象者 

　　労働等により昼間保護者のいない、小学校に就学している児童 

 

２　保護者負担金 

　　一月あたり３，５００円 

　　（そのほか、おやつ代や行事費などとして、一月あたり約２，０００円や保険料が必要です） 

 

３　開所時間 

　　平日：１４：００～１８：００ 

　　授業のない土曜日、長期休暇中：８：００～１８：００ 

　　授業のある土曜日：授業終了後～１８：００

鹿児島市　こども政策課 099-216-1259 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodate/kosodate/hoikusho/jidoclub/jidoukurabu.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て

【地域子育て支援拠点事業（す

こやか子育て交流館、親子つど

いの広場、地域子育てセン

ター）】

★子育て中の親子や妊娠中の方が気軽につどい、交流する場を提供するとともに、子育てに関する相談や講習会の開催、未就学児の一

時預かりなどを行います。 

 

１．すこやか子育て交流館（りぼんかん） 

　対象者：小学校3年生以下の子どもとその家族、妊娠中の方など 

 

２．親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら） 

　対象者：小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など 

 

３．地域子育て支援センター（市内８か所） 

　対象者：小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など 

 

４．児童センター（市内３か所） 

　対象者：18歳未満の児童やその保護者 

 

○利用料：無料（一時預かりやお部屋を借りる場合は有料） 

 

※東部親子つどいの広場（なかまっち）及び地域子育て支援センター、児童センターでは一時預かりは行っておりません。

鹿児島市　子ども政策課 099-812-7740 http://www.city.kagoshima.lg.jp/ribonkan/index.html

鹿児島県 鹿児島市 農業
【鹿児島市　新規就農者支援対

策事業（施設整備）】

★就農初期の経営安定を図るため、生産施設（ビニールハウス）の設置及び農業機械等の購入補助を行います。 

 

・補助率　3/4以内（限度額250万円） 

 

実施要件 

・60歳未満の新規就農者 

　他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

鹿児島市　農政総務課 099-216-1515

鹿児島県 鹿児島市 まちづくり活動 【鹿児島市　市有地の売却】

★鹿児島市が所有している宅地等を売却中です。 

物件の所在地などの詳細につきましては、鹿児島市ホームページをご覧ください。 

 

鹿児島市ホームページ→「市政情報」→「市有地売却・未利用地情報」→「市有地の売却物件」

鹿児島市　管財課/区画整理課/谷山都市整備課 099-216-1158 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/zaisei/kanzai/siyuuti.html

鹿児島県 鹿児島市 住宅賃貸
【鹿児島市　市営住宅入居者募

集】

★市営住宅の新築住宅や空き家住宅について、年４回（６月、９月、１２月、３月）入居者募集を実施します。 

・募集月の１日から、募集案内書を市ホームページに掲載します。 

・鹿児島市外の方も申込み可能です。 

・一般住宅の他、子育て世帯を対象とした住宅や、地域活性化を目的とした住宅もあります。 

 

１　入居者資格 

・持ち家及び貸家を所有していない方。 

・現在住宅に困っていることが明らかな方。 

・現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。（単身者向け住宅を除く） 

　　※単身者の場合、60歳以上や障害者であることなどの条件があります。 

・申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内である方。等 

 

２　収入基準 

・公営住宅　　　　　　　　　　       月収額　１５８，０００円以下 

・公営住宅（裁量階層）　　　   月収額　２１４，０００円以下 

・改良・更新住宅　　　　　　        月収額　１１４，０００円以下 

・改良・更新住宅（裁量階層）　月収額　１３９，０００円以下 

　　※裁量階層とは、障害者のいる世帯や小学生以下の子どもがいる世帯など。 

 

３　特定目的住宅 

・心身障害者世帯向け住宅、新婚・子育て世帯向住宅、既存集落活性化住宅、 

　　地域活性化住宅など、条件を満たした方だけが申込みできる住宅もあります。 

鹿児島市　住宅課 099-216-1362 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kurashi/sumai/shie/index.html



鹿児島県 鹿児島市 移住者限定支援
【鹿児島市　移住相談・情報提

供】

★専任の移住支援コーディネーターが移住希望者のニーズに合わせたきめ細かい情報提供や相談対応等の支援を行うとともに、首都圏

等で開催される移住相談会への参加やポータルサイトの活用などにより、本市の魅力や生活環境の情報発信等に取り組んでいます。 

 

(1) 移住相談対応 

専任の移住支援コーディネーターが、相談窓口や、東京や大阪などで開催される移住相談会において、移住希望者からの様々な相談に

対応するとともに、これまで相談のあった希望者や既移住者の方に対しフォローアップを行っています。 

 

【相談窓口】 

①設置場所　鹿児島市役所本館3階（移住相談室） 

②相談時間　月～金の午前８時３０分～午後５時１５分まで 

【移住相談会への参加】 

・参加場所　東京、大阪等 

【オンライン相談会の開催】 

・開催回数　月1回程度 

 

(2) 移住促進ＰＲ 

ポータルサイトやパンフレット等を活用して、本市の魅力や生活環境、移住に関連する就労・住まい・子育て等の情報発信を行ってい

ます。 

 

【ポータルサイトURL】https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/  

【FacebookURL】https://www.facebook.com/kagoshima.ijulife

【鹿児島市　移住推進室】 099-803-3074 https://kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/ijuclub/

鹿児島県 鹿児島市 起業・就業
【鹿児島市　新規創業者等育成

支援事業】

★一緒に、鹿児島を活気あふれる“＋α”なマチにしませんか！ 

新規創業者等を育成支援する「ソーホーかごしま」、クリエイティブ事業者の育成支援等を行う「マークメイザン」。 

この２つのビジネス・インキュベート施設は、事業計画立案や経営面でのインキュベーション・マネージャー（IM）によるサポート、

各種セミナーの開催などで、鹿児島市に移住し，新たに創業するあなたの「未来」創りをお手伝いします。 

 

１　対象者 

　　鹿児島市で新たに創業しようとする方または、創業間もない方 

 

２　支援内容 

　・創業予定者等への支援（相談対応・助言等）　 

　・創業やビジネススキル向上に関するセミナー等の開催 

　・ビジネスマッチング機会の提供や販路拡大支援 

　・創業や事業拡大など資金面での制度の案内　など 

 

３　経費　無料 

 

４　運営　鹿児島相互信用金庫（地元金融機関） 

　・運営団体主催の商談会等への出展、若手経営者等との交流会 

　　取引先とのビジネスマッチング　あり 

 

※本市は、国から産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けており、セミナー受講等の要件を満たせば、「株式

会社設立に係る登録免許税の軽減」などの支援措置が受けられます。

鹿児島市　産業創出課 099-216-1319 http://bi-kagoshima.jp/

鹿児島県 鹿児島市 移住者限定支援,起業・就業
【鹿児島市 移住・就業等支援事

業】

★東京圏から移住をお考えの皆様！鹿児島市移住支援金制度をご活用ください！ 

東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、鹿児島市に転入し、中小企業等に就業、起業またはテレワーク

を行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。 

 

１　対象者 

　　次の全ての要件に該当する必要があります。 

　　・移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏から23区

に通勤していた方 

　　・就業の場合　鹿児島県のマッチングサイト「かごJob」に掲載されている対象求人に応募し新規で就業した方  

　　・起業の場合　鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方  

　　・テレワークの場合　所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方 

 

２　支給額 

　　・単身者の場合：60万円  

　　・2人以上の世帯の場合：100万円 （ただし、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人

につき最大30万円を加算します。） 

 

　※上記要件のほか、必要な要件等の詳細については鹿児島市ホームページ

（https://www.city.kagoshima.lg.jp/koyosuishin/sangyo/koyo/kohoshi/ijushienkin.html）をご確認ください。

鹿児島市　雇用推進課/産業創出課 099-216-1325 https://www.city.kagoshima.lg.jp/koyosuishin/sangyo/koyo/kohoshi/ijushienkin.html



鹿児島県 鹿児島市 住宅改修,住宅設備
【鹿児島市　安全安心住宅ス

トック支援事業】

★住宅の耐震化やリフォームに助成します。 

 

【耐震型】 

　　○対象 

　　　　昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅の耐震診断、耐震改修工事と 

　　　　それらと併せて行うリフォーム 

 

　　○補助率（限度額） 

　　　　・耐震診断　　２／３（限度額10万円）　　　　　 

　　　　・耐震改修　　１／２（限度額100万円）　　　 　 

　　　　・耐震改修等とあわせて行うリフォーム　20～40％（限度額20～40万円）　 

　　　　　空き家の活用者、県外からの移住者が行うリフォームは 

　　　　　それぞれ10％（限度額10万円）上乗せ 

　　　　　　　　空家活用型 ： 築10年以上かつ空家期間1年以上の住宅のリフォーム 

　　　　　　　　移住型　　   ： 県外からの移住者が住宅取得後に行うリフォーム 

　　　　　　　　※リフォーム後に申請者が住むことが条件です。 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

【空家活用・移住型】 

　　○対象 

　　　　空き家の活用者、県外からの移住者が行う戸建住宅、分譲マンションの 

        専有部分（移住型のみ）のリフォーム 

　　　　※リフォーム後に申請者が住むことが条件です。 

鹿児島市　建築指導課 099-216-1358 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/stock.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て,出産
【かごしま子育て支援パスポー

ト】

子育て支援パスポートをフラッグやステッカーのあるお店や施設で提示すると、買い物時の割引やドリンクサービスなど、子育て家庭

に配慮したサービスを受けることができます。子どもさんの健やかな成長のために、パスポートをご活用いただければ幸いです。 

 

１．かごしま子育て支援パスポートの発行について 

（１）対象者 

　　①鹿児島市にお住いの１８歳未満の子どもがいる世帯の保護者 

　　②鹿児島市にお住いの妊娠している人 

（２）かごしま子育て支援パスポートの発行方法 

　　スマートフォン等の利用登録か、カード型のパスポートを発行して利用します。詳しくは制度詳細ページ「夢すくすくねっと」を

ご覧ください。 

 

２．利用できるお店やサービスについて 

（１）市内や県内でご利用いただく場合のお店や施設のサービス内容等については、「夢すくすくねっと」で紹介しています。 

（２）県外でご利用いただく場合は、ロゴマークのステッカーがある県外のお店や施設で、「かごしま子育て支援パスポート」を提示

すると、子育て家庭に配慮したサービスを受けることができます。

鹿児島市すこやか子育て交流館（りぼんかん） 099-812-7740 http://kagoshima-yumesukusuku.net/spot/passport-about/

鹿児島県 鹿児島市 子育て
【鹿児島市　ファミリー・サ

ポート・センター事業】

★育児や家事の援助がほしい人（依頼会員）と援助ができる人（提供会員）がお互いに助け合う会員制の相互援助活動組織です。入会

申し込み後、センターの主催する講習会を受講すれば会員になれます。 

 

〇対象者 

1.依頼会員：鹿児島市内に居住又は勤務する方で、援助を必要とする子どもをお持ちの方、または妊娠中の方。 

2.提供会員：鹿児島市内に居住する方で、心身ともに健康で自宅で子どもを預かれる方、または依頼会員の自宅で家事を行える方。特に

保育士・看護師などの資格は不要です。子育てに熱意をお持ちの方で社会参加をしてみたいと思っている方。 

3.両方会員:依頼会員・提供会員の両方を兼ねることもできます。

鹿児島市　こども政策課 099-812-7740 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/kosodate/kosodate/kosodate/azuketaitoki/f-s-center/index.html

鹿児島県 鹿児島市 子育て
【鹿児島市　子育て応援ポータ

ルサイト”夢すくすくねっと”】

★鹿児島市内の子育てに関する情報が一目で分かるポータルサイトを運用しています。 

 

掲載情報 

〇子育てに関するイベント情報 

〇保育園・幼稚園等の施設情報 

〇メールによる子育て相談や相談事例集 

〇育児サークルなど仲間づくりの情報 

〇就園・就学に関する情報 

〇救急・応急に関する情報 

〇にこにこ子育て応援隊に関する情報 

〇すくすくメールの登録　など

鹿児島市　こども政策課 099-812-7740 http://kagoshima-yumesukusuku.net/

鹿児島県 鹿児島市 文化・芸術・スポーツ,移住者限定支援
【鹿児島市 ウェルカムチケッ

ト】

★新たに鹿児島市に移住された方に、１日も早く、平川動物公園をはじめとする市内の各公共施設を知っていただくため、利用優待券

を各家族１枚配布します。 

 

　対象施設…平川動物公園、桜島マグマ温泉、鹿児島市立美術館、維新ふるさと館、 

　　　　　　　　旧鹿児島紡績所技師館（異人館）、いおワールドかごしま水族館　など 

 

※チケットの有効期限は、住民異動の際の受付スタンプの日付から６ヶ月後の月の末日です。 

　（例）R4.5.15の受付印　⇒　R4.11.30まで有効

鹿児島市　観光振興課 099-216-1327



鹿児島県 鹿児島市 農業
【鹿児島市 遊休農地バンク（遊

休農地活用推進事業）】

★新規就農者等の担い手に農地を集約するため、遊休化している農地情報について幅広く情報発信する遊休農地バンクを運営します。 

詳細は鹿児島市ホームページをご覧ください。 

 

https://www.city.kagoshima.lg.jp/nouseisoumu/yukyunouchibanku.html 

 

利用対象者 

　① 鹿児島市内で新たに農業を営もうとする方 

　② 鹿児島市内に居住する農業を営む者で農業経営の規模拡大等を図ろうとする方 

　③ その他市長が特に利用を認める方

鹿児島市　農政総務課 099-216-1334 https://www.city.kagoshima.lg.jp/nouseisoumu/yukyunouchibanku.html

鹿児島県 鹿児島市 農業
【鹿児島市 新規就農者支援対策

事業（就農支援）】

★本市で就農するにあたり、必要な農業技術や経営管理能力の習得のための研修を実施します。 

　 

【市民農業塾】 

　○就農春期コース 

　　・研修期間　3月～7月　13日間程度 

　○就農秋期コース 

　　・研修期間　8月～12月　13日間程度 

研修要件 

　① 年齢が18歳以上70歳未満の方 

　② 研修終了後、本市に居住し、就農することを目標とする方 

 

【基礎研修】 

　　・研修期間　3か月 

研修要件 

　① 野菜、花きでの就農を希望する方 

　② 年齢が18歳以上50歳未満の方 

　③ 研修終了後、本市に居住し、農業に従事する予定の方 

　※市民農業塾、基礎研修ともに研修場所は鹿児島市都市農業センター 

 

【先進農家研修】 

　・研修期間　3か月～6か月 

研修要件 

鹿児島市　農政総務課 099-216-1515 https://www.city.kagoshima.lg.jp/nouseisoumu/sangyo/norin/nogyonitsukitai/syunou.html

鹿児島県 鹿児島市 住宅改修,住宅設備
【鹿児島市 浄化槽設置補助制

度】

★生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ設置換えする際

に、その費用の一部を助成します。 

　 

１　対象の地域　 

　　　鹿児島市浄化槽処理促進区域（七ツ島二丁目を除く） 

 

２　対象の建物 

　　　既存の住宅、既存の併設住宅（住宅部分の処理対象人員が１／２以上であること）等 

　　　※新築（建替えを含む）の建物は補助対象外です。 

 

３　補助金の額 

　　　　　　 ５人槽　 　 　７２２，０００円 

　　　６～　７人槽　　　　８０４，０００円 

  　　     ８～１０人槽　　　　９３８，０００円 

　　１１～２０人槽　　１，０１７，０００円 

　　２１～３０人槽　　１，３７１，０００円 

　　３１～５０人槽　　１，７４８，０００円　 

　　※上記の金額は、限度額です。

鹿児島市　環境保全課 099-216-1291 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/kurashi/sekatsukankyo/joka/hojo.html

鹿児島県 鹿児島市 移住体験,移住者限定支援,起業・就業
【鹿児島市 クリエイティブ人材

誘致事業】

★鹿児島市は、クリエイティブな個人事業者等の移住を応援しています！ 

 

１　対象者　　首都圏等のクリエイティブ関係の個人事業者や創業を予定している方、本市においてテレワークを検討中の方、市内企

業等でクリエイターとして就職を予定している方 

 

２　支援内容 

　　(1)イベントの開催 

　　　①UIJターンイベントの開催 

　　　②お試し移住イベントの開催 

　　(2)移住に係る経費助成(事業所改修費用及び設備投資費用) 

　　　※移住後に本市に主たる事業所（従業員の数に上限あり）を設ける個人事業者または法人の代表者が対象　 

　　　※上記要件のほか、必要な要件等の詳細については鹿児島市ホームページ（https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-

sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-life-hojyokinn2020.html）をご確認ください。 

　　(3)情報発信

鹿児島市　産業創出課 099-216-1319 https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-life-hojyokinn2020.html



鹿児島県 喜界町 移住者限定支援,住宅改修 定住促進空き家改修事業補助

喜界町の人口及び関係人口減少を克服し、活力ある将来を確保するために 

移住者への住居斡旋を目的として設置している空き家バンクに登録された空き家の 

改修及び修繕に要する経費に対し、支援を講じることで移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的として 

空き家の改修や家財撤去等に要した経費の総額に３分の２を乗じて得た額の、100万円を限度額で補助する制度です。

企画観光課 0997-65-3683 https://www.town.kikai.lg.jp/kankou/kanko-iju/subsidy_for_renovation_projects.html

鹿児島県 肝付町 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸 肝付町空き家成約助成金

町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家を移住希望者又は

町内在住者が利活用し，成約した場合において所有者に対して、助成金を交付します。 

■実施年度 

 令和2～4年度 

■助成額 

 5万円

建設課 0994-65-8424

鹿児島県 肝付町 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
肝付町空き家バンク登録推進助

成金

空き家バンク制度への空き家の登録を促進、肝付町内にある使える空き家の利活用を促し，空き家の増加防止を図ることを目的とし

て，空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して、助成金を交付し、移住者が住環境を選択する際に選択肢が増えるよう、空き家

バンク制度の登録促進を図ります。 

■実施年度　 

 令和2～4年度 

■助成額 

 登録する空き家に係る家屋に対して賦課された固定資産税額に相当する額とし、上限が5万円で、5千円以下であるときは5千円を助成金

の額とする。

建設課 0994-65-8424

鹿児島県 肝付町 住宅改修 肝付町住宅リフォーム支援事業

住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者を利用して、住宅のリフォームを行う場合に、予算の範

囲内でその経費の一部を助成します。  

■助成額 

　 助成対象経費の15%（上限15万円） 

■加算金 

　 ア 同一住宅に、親と子と孫の3世代以上の親族で居住するもの 

　 イ 高校生以下の子供が同居する子育て世帯 

　 ウ 65歳以上の高齢者又は4級以上の身体障害者手帳、3級以上の精神保健福祉手帳 

     Ｂ1以上の療育手帳の交付を受けている方が同居する高齢者等世帯 

　 エ 2年以上の居住実績のない住宅で、現在空き家バンクに登録してある 

     または改修後、空き家バンクに登録するもの 

 　※ア～ウの加算金は、助成対象経費の10パーセントに相当する額とする。（上限10万円） 

　　 エの加算金は、助成対象経費の20パーセントに相当する額とする。（上限20万円） 

■助成対象要件  

　・町内に居住し、住民登録を行っている者。又はリフォーム後に町内に居住し、住民登録を 

　　行う予定の者 

　・助成金交付の対象となる経費（消費税を含む）が20万円以上であること  

　・町内業者等が施工すること 

　・本事業の助成金交付決定を受ける前に、リフォーム工事に着手していないこと  

　・各年度7月1日から2月末日までの期間にリフォーム工事が終了すること

建設課 0994-65-8424

鹿児島県 肝付町 子育て,引っ越し,住宅新築,住宅購入 肝付町住宅取得促進助成金

人口減少を抑制するとともに定住化を図り，活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的として、住宅を取得し

定住する者に対して，助成金を交付します。 

■助成額 

○町内における住宅取得　 

  ・新築住宅又は建売住宅を取得した場合　20万円 

  ・中古住宅を取得した場合　10万円 

○上記に対する加算 

　・転入者である場合　10万円加算 

　・同一世帯に高校生以下の子どもが1人いる場合　10万円加算（商品券） 

　・同一世帯に高校生以下の子どもが2人以上いる場合　20万円加算（商品券）　　　　　　　　　　　　 

　・婚姻から3年かつ子どもがいない世帯　10万円加算（商品券） 

　・新築住宅の施工が町内業者である場合　10万円加算（商品券） 

　・世帯責任者が1人の場合（ひとり親家庭）　10万円加算 

　・空き家バンク登録者と契約を交わした場合　10万円加算

企画調整課 0994-65-8422



鹿児島県 霧島市
移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修,

住宅賃貸
霧島市移住定住促進補助制度

【補助金額等】 

●住宅取得補助金（新築） 

　中山間地域のみ…50万円 

 

●中古住宅取得補助金 

　中山間地域…30万円（上限額） 

　市街地…10万円（上限額） 

 

●住宅増改築補助金 

　中山間地域…要した経費の4／5（上限額20万円） 

　市街地…要した経費の3／5（上限額10万円）　 

 

●家賃補助金（中山間地域への転入及び市街地から中山間地域への転居が対象） 

　中山間地域のみ…月額賃料の2／3（上限額2万円）を12月分 

　※家賃補助は、公営住宅及び民間の共同住宅も対象となります！ 

 

●若年・子育て加算金 

　上記補助金を受けられる移住者で、高校生以下の子供がいる場合、または４０歳未満の既婚者で配偶者と同居している場合、一律３

０万円の加算金があります。 

　※ただし、中山間地域への転入者のみ対象、家賃補助を除く 

 

【補助対象期間】 

鹿児島県霧島市地域政策課中山間地域活性化グループ 0995-45-5111

鹿児島県 薩摩川内市 移住者限定支援,通勤・通学 定住促進補助金制度

自然が豊富で、新幹線が停まる便利な田舎・薩摩川内市。 

若者や子育て世代が暮らしやすいまちを目指し、就職・子育てのサポートが充実しています！ 

移住に関するご相談は、制度の詳細内容は定住支援センターへお寄せください。 

電話０１２０－４２０－２００（フリーダイヤル） 

 

＜令和２年４月～令和５年３月末までの転入者向け＞ 

◎定住住宅補助金　　　　　　　最大１５０万円 

◎定住住宅リフォーム補助金　　上限１００万円 

◎新幹線通勤定期購入補助金　　川内駅～鹿児島中央駅　最大１万円／月　ほか 

　（転入日から数えて３年以内のもの） 

 

＜若者支援＞ 

◎奨学金返還支援補助金　前年度中に返還した奨学金の半額（年上限２０万円） 

大学等を卒業し本市に定住後、市内企業に就職された３０歳未満の方向け

定住支援センター 0120-420-200 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/genre/1268816498923/

鹿児島県 薩摩川内市 交通機関利用,移住者限定支援,通勤・通学 新幹線通勤定期購入補助

転入者の方を対象とした新幹線通勤定期購入の補助です。 

薩摩川内市に転入し、川内駅を利用して新幹線通勤をされる方に補助金を交付いたします。 

【補助額】　１月あたり１～２万円（営業キロにより異なります） 

 

その他必要条件がございますので、必ずご確認ください。

薩摩川内市企画政策課 定住支援センター 0120-420-200 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1270048909220/index.html

鹿児島県 薩摩川内市 移住者限定支援,住宅改修 定住住宅リフォーム補助金

転入者を対象とした制度です。 

定住のために対象区域に転入し、住宅をリフォームした方に補助金を交付いたします。 

【補助額】　 

リフォームに要した費用の２分の１ 

ただし、区域により上限額が設定されています（70万円または100万円） 

 

その他必要条件がございますので、必ずご確認ください。

薩摩川内市企画政策課 定住支援センター 0120-420-200 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1270048780533/index.html

鹿児島県 薩摩川内市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入 定住住宅取得補助金

転入者の方を対象とした制度です。 

定住するために、対象区域に住宅を新築・購入した場合に補助金を交付いたします。 

市内事業者にて新築・購入した場合のみ対象となります。 

 

【補助額】 

20万円、100万円、150万円（区域により異なり、一部区域は年齢制限があります） 

 

その他にも必要条件がありますので必ずご確認ください。

企画政策課 定住支援センター 0120-420-200 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1270046749584/index.html



鹿児島県 日置市 住宅改修 空き家改修事業費補助金

空き家を活用する目的「居住等」が完了してからの補助金申請手続きとし、事前に「空き家活用計画」を市が承認し、その後改修工事

を着工することとなる。 

対象者　■空き家に居住するため改修を行う者 

■空き家を貸す目的で改修を行う所有者（民間企業含む） 

　　　　■空き家を社宅として使用する市内企業 

　　　　■空き家を簡易宿所として事業を行う個人及び企業 

対象物件　築20年以上で現に空き家となっているもの 

補助額　改修費用の1/2、補助額上限は以下。 

　　　　①空き家となっていた持ち家を改修し、持ち主が居住するため改修する場合 

　　　　　市内業者施工30万円、市外業者施工20万円 

　　　　②上記以外 

　　　　　市内業者施工50万円、市外業者施工40万円

地域づくり課定住促進係 099-248-9408 http://www.city.hioki.kagoshima.jp/teiju/ijuteju/shien/akiya.html

鹿児島県 日置市 移住者限定支援,住宅新築,住宅購入,住宅改修
過疎地域移住定住促進事業費補

助金

補助対象地区において移住定住を目的とした住宅取得（新築・物件購入）・住宅リフォームなど一定の費用負担を行い、市外から転入

（当該住居へ転居した日から遡って３年以内の転入も対象）した方で、一定の要件を満たす方へ補助金を交付。（当該住居への住民票

異動後１年以内が申請期間） 

①対象要件（概要） 

■補助額は、住宅の新築等に要する経費の２／３（上限額あり）。 

■55歳以下は、単身世帯でも対象。56歳以上65歳以下の方は、配偶者または18歳以下の扶養者を有していることを条件とし、補助上限

額の１／２を上限額とする。 

②対象地域・補助上限額（基本額＋扶養加算）※５６歳以上６５以下は１／２ 

補助対象地区	基本額 

高山、上市来、皆田、土橋、吉利、扇尾、野首 

藤元、平鹿倉、和田、吹上、永吉、坊野	９０万円 

美山、伊作田、日置、住吉、日新、花田	６０万円 

鶴丸、湯田、飯牟礼、伊集院北、伊作、伊集院地区の一部（大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇自治会、上方限、四郎園）	４０

万円 

※18歳以下の扶養者を有する場合、一人当たり１０万円加算 

※市内業者による新築、リフォームを行った場合、１０万円加算

地域づくり課定住促進係 099-248-9408 http://www.city.hioki.kagoshima.jp/teiju/ijuteju/shien/sinnijyuuhojokinn.html


