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知らないと損する

全国自治体支援制度2922

支援制度一覧は各自治体よりご提供いただいた情報を元に、
一部編集して掲載しております。
ご利用の際は、必ず各自治体の担当窓口にお問い合わせください。

※

http://www.iju-join.jp/feature/file/009/
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先

北海道 赤平市 民間賃貸住宅家賃助成事業
若年の定住人口の増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に住む若者転入世帯および新婚世帯に対し、家賃の一
部を市内で使用できる「まごころ商品券」を上限3万円として最長5年間支給し、助成する。

企画財政課
企画調整係

0125-32-1834

北海道 滝川市 滝川市住み替え支援補助制度 基準を満たす対象世帯に対して、入居から３年間に限り、家賃の一部を補助。上限２万５千円。
建設部建築
住宅課

0125-28-8040

北海道 鹿追町 民間賃貸住宅家賃助成制度
民間賃貸住宅入居者を対象とした家賃助成制度
（所得制限、入居期間等条件あり上限月額5,000円）

企画財政課 0156-66-4032

青森県 八戸市 若者定住促進賃貸住宅 45才未満の方を対象とした市営住宅（１棟８戸） 建築住宅課 0178-43-9109

青森県 六戸町 六戸町若者定住支援事業補助金 六戸町に借家を借りる若者夫婦（いずれも40歳未満）に対し、家賃を2年間補助する。 企画財政課 0176-55-3111

青森県 おいらせ町
地域の元気再生定住促進事業（若
者・子育て世帯対象）

下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、戸建住宅を賃借する世帯で、一定の条件を満たすことで定住促進
助成金を交付します。１２ヶ月経過後１２万円で最大３年間

企画財政課 0178-56-4273

青森県 田子町 若者定住促進住宅等入居支援事業
（条件）世帯主が18歳～39歳の単身又は夫婦世帯及びU・Iターン世帯で、3年以上継続して定住すること。
（内容）月額2万円を3年間支給。ただし、家賃が2万円を下回る場合はその額。

住民課 0179-20-7113

山形県 新庄市 新庄市定住促進住宅家賃軽減事業
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、中学3年生までの子どもと同居する世帯が、市が管理する定住促進住
宅「東山団地」に入居した場合に、最大で2割の月額家賃の軽減を行う。

都市整備課
建築住宅室

0233-22-2111
(内線522)

福島県 二本松市 新婚世帯家賃助成金交付制度
市内の民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結(H25.4.1以降)し、居住している新婚夫婦を対象に家賃を助成（月額1万
円を最長36月）。（年齢40歳未満等の条件有）

総務部企画
財政課

0243-55-5090

福島県 川俣町 新婚世帯定住奨励金
結婚届け出後１年以内の新婚世帯（就業世帯）が、民間借家に入居したとき、月額１万円の家賃補助を３年間、助
成します。※世帯主満年齢５０歳以下

産業課
商工交流係

024-566-2111

福島県 川俣町 UIターン者定住奨励金
定住後３か月以内のUIターン世帯（就業世帯）に対し、月額１万円の家賃補助を３年間。※世帯主満年齢５０歳以
下

産業課
商工交流係

024-566-2111

福島県 三春町 三春町賃貸住宅家賃助成事業
町内へ転入し賃貸住宅に入居した４０歳未満の単身・夫婦世帯、子育て世帯に賃貸住宅の家賃の一部（最大月額
2万円×24か月）を助成。

総務課　企画
情報グループ

0247-62-8125

茨城県 常陸太田市 新婚家庭への家賃助成
Ｈ22.4.1以降に新たに当市内の民間賃貸住宅を契約し入居した新婚世帯（結婚3年以内、夫婦ともに50歳以下）に
対し、月額2万円を最大36月間助成する。

少子化・人口
減少対策課

0294-72-3111

茨城県 常陸太田市 市営住宅の整備（住居条件緩和）
これまで当市内居住者又は当市内勤務者が対象であったが、子育て世帯又は新婚世帯、当市内の旧町村地区の
市営住宅希望のいずれかであれば市外の方も申し込み可とした。

都市計画課 0294-72-3111

茨城県 高萩市 新婚家庭家賃助成事業
助成金申請日前3年以内に婚姻届を提出している夫婦で、平成26年度以降新たに民間賃貸住宅の契約をした世
帯に、家賃月額1万円の助成を行います。（他該当要件あり）

社会福祉課 0293-23-7030

茨城県 常陸大宮市 新婚家庭家賃助成金交付制度
申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以上、年
間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助成。

都市建設課 0295-52-1111

茨城県 大子町
子育て世帯に対する町営住宅使用
料の軽減

町営住宅において，１８歳未満の児童がいる世帯は，家賃の減額が受けられます。 建設課 0295-72-2611

栃木県 宇都宮市
宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃
補助制度

中心市街地にある民間賃貸住宅へ転居した，夫婦いずれもが４０歳未満の若年夫婦世帯，または義務教育終了前
の子どもとその親がいる世帯に対して，家賃の一部を補助します。

建設部住宅
課

028-632-2735

栃木県 茂木町 民間賃貸住宅家賃助成事業
町内の民間賃貸住宅に転入される世帯又は新婚世帯に対する家賃助成（月あたり家族：15,000円、単身7,000円
（補助金1/2、商品券1/2）最大３年間）

商工課 0285-63-5668

群馬県 桐生市 市営住宅の紹介（HP） 桐生市の市営住宅について相談・申込みを受付ける
群馬県住宅
供給公社　桐
生支所

0277-46-1111(内線625)

群馬県 みどり市 定住促進住宅事業
みどり市東町地域に定住する意志を有する方に、市有沢入住宅を賃貸します。平成5年建築2階建て、家賃
1K7,000円（6部屋）、2DK10,000円（5部屋）。空状況はホームページに掲載。

建設課　住宅
係

0277-76-1904

群馬県 片品村 片品村定住促進家賃補助金制度 村に定住する意思を有する者に家賃の補助を行う。１ヶ月１最大１万円（最長３年間）の補助を行う。
むらづくり観
光課

0278-58-2112

埼玉県 横瀬町 新婚世帯家賃補助
若年層の居住促進と少子化の緩和を図るために、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に家賃の一部を補
助。（補助額は実質家賃額の１／２の額とし、月１万円が上限）

総務課 0494-25-0111

新潟県 五泉市
ファミリー住まいる応援事業家賃等
補助金

新婚世帯及び市外から転入した中学生以下の子どもが同居する子育て世帯の家賃の一部を補助します。補助額
は家賃月額から勤務先の住宅手当を引いた額で、月額１万円を上限とし、最長で36か月分の補助金を交付。

企画政策課 0250-43-3911

新潟県 田上町 新婚世帯家賃支援事業
町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯へ補助金を交付。夫婦の満年齢の合計が100歳未満で、家賃月額に対
し10,000円を交付。補助金交付期間は3年を限度。

総務課少子
化対策推進
係

0256-57-6222

富山県 小矢部市
定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）

転入世帯及び新婚世帯の市内定着を促進し、定住人口の増加を図るため、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成し
ます。

企画政策課 0766-67-1760

富山県 南砺市 南砺市民間賃貸住宅居住補助金
民間賃貸住宅への家賃補助。市外からの転入世帯月額1万円1年間、新婚世帯月額1万円2年間、転入かつ
新婚世帯月額2万円2年間（2年目1万円）、転入でかつ学生世帯月額2万円2年間。過疎地域は金額1.5～2
倍

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

石川県 七尾市 移住定住促進補助（住宅家賃）
県外から転入し、民間賃貸住宅（集合住宅や一戸建て住宅）に入居した人に、家賃の一部（最高：月額1万5千円、
補助期間：3年間）を助成。

総務部
企画財政課

0767-53-1117

石川県 珠洲市
珠洲市里山里海マイスター等移住定
住支援補助金

市長が指定する人材育成事業等を受講し、市内の賃貸住宅等に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2以内を
補助。上限3万円/月、最大5年、年を経るごとに上限額漸減。

自然共生室 0768-82-7720

石川県 かほく市
かほく市新婚さん住まい応援事業補
助金

４０未満の新婚世帯が市内の民間賃貸住宅等に入居し生活する場合に月１万円を最大２年間補助します。
総務部
企画情報課

076-283-1112

山梨県 都留市
井倉団地に係る入居者負担額の特
例

「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が
受けられます。

基盤整備課
建築住宅担
当

0554-43-1111    
(内線137)

山梨県 韮崎市 定住促進住宅の家賃助成金 市外より定住促進住宅へ入居する方を対象に、転入日から2年間、月額5,000円～10,000円家賃を助成する。
建設課
管理担当

0551-22-1111
(内線246,247)

長野県 山ノ内町 山ノ内町移住促進家賃補助金
町内の民間賃貸住宅（社宅等は除く）若しくは空き家に新たにお住まいになる、50歳以下の世帯に対して家賃の一
部を補助

総務課 0269-33-3111

岐阜県 中津川市 若者定住促進住宅
少子高齢化により地域活力の低下を防ぐため、市内６団地３８戸の定住（ＵＩターン者用住宅を含む）を整備し安価
に提供しています。

建築住宅課 0573-66-1111

岐阜県 美濃市
美濃市新婚世帯家賃補助金交付制
度

美濃市への若年層の定住を促進するため、美濃市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助
月1万円（補助期間は24か月まで）

建設部
都市整備課

0575-33-1122

岐阜県 下呂市 若者定住促進事業
Ｕ・Ｉ・Ｊターンで下呂市内に就職をした若者を対象に、家賃の一部を補助します。（35歳未満の方対象。民間の借
家・アパート等（社宅・社員寮等及び公共的な住宅を除く））

観光商工部
商工課

0576-24-2222

岐阜県 揖斐川町 賃貸住宅家賃助成奨励金制度
町内の民間賃貸住宅に3年以上移住することを前提に入居する者に対し、家賃の一部を助成します。12ヶ月間。基
本奨励金：（実質家賃－４万円）×１／２以内。上限月額１万円。加算要件該当で別途加算あり

総務部政策
広報課

0585-22-2111

三重県 大台町 大台町移住支援助成金 大台町が定める高齢化率を50％を超える地域へ、移住された方に3,000円／人を２カ年助成。 企画課 0598-82-3782

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさい
プロジェクト』新婚世帯家賃補助金

夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、民間の賃貸住宅で生活されている場合に、最長３年間補助金
（月額１万円）を交付します。

企画情報部
企業立地対
策課定住促
進係

0799-24-7641

兵庫県 相生市 新婚世帯家賃補助金交付事業
婚姻届出3年以内の新婚世帯の方で、平成26年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の契約をされた方に、月額1万
円を上限に、３年間の家賃補助を行います。

企画総務部
定住促進室

0791-23-7125

兵庫県 豊岡市 豊岡市定住促進（お試し居住）事業
定住支援用の住宅に居住し、豊岡市での生活を体験しながら定住の準備を行う。○支援用住宅間取り３DK、使用
料（月額）23,000円、入居期間最大２年間※他、３LDK、２DKの支援用住宅も有

コミュニティ政
策課

0796-21-9020

住まい
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兵庫県 赤穂市 新婚世帯家賃助成事業
平成25年4月1日以後婚姻し、市内の賃貸住宅に居住する新婚世帯に対し、家賃の一部を赤穂商工会議所商品券
で最大3年間助成。市外からの転入者には加算有り。

企画広報課 0791-43-6867

兵庫県 南あわじ市 新婚世帯家賃補助
市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助。（家賃が５万円未満の場合は月額５千円、
家賃が５万円以上の場合は月額１万円。）最長36ヶ月。

少子対策課 0799-44-3040

和歌山県 かつらぎ町 民間賃貸住宅補助金 町内の民間賃貸住宅に居住する者に対して月額1万円を最長3年間補助します。
企画公室まち
づくり推進係

0736-22-0300(内線
2211)

和歌山県 かつらぎ町 定住促進住宅補助金 町内の定住促進住宅に居住する者に対して1号館は月額1万円、2号館は5千円を最長3年間補助します。
企画公室まち
づくり推進係

0736-22-0300(内線
2211)

和歌山県 九度山町
地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃
補助

新婚・子育て世帯向けに建設した町営住宅に入居するについて、一定の条件を満たす場合、家賃負担額の半額補
助を行う制度です。

建設課 0736-54-2019

和歌山県 九度山町 民間賃貸住宅入居者家賃補助金
町内の民間賃貸住宅に入居している新婚・子育て世帯について、一定の条件を満たす場合、実質家賃負担額の半
額を補助する制度です。

建設課 0736-54-2019

和歌山県 北山村
若者定住促進事業／賃貸住宅の家
賃補助

村内で住宅を借りて居住する者に対して、家賃から１万円を除いた２分の１を村が補助する制度。 総務課 0735-49-2331

鳥取県 日南町
定住促進施設「宿泊研修所いわみに
し」

町内でお仕事をされる単身の方で、移住までの当分の期間入居できます。
賃料：1.1万～1.2万円、間取り：1K、入居期限：2年間

建設課 0859-82-1113

島根県 大田市 新婚さん住まい応援事業
夫婦いずれも４０歳未満の新婚世帯の民間住宅賃貸費用の一部を助成します。結婚１年以内の夫婦でいずれも４
０歳未満の新婚世帯に月額１万円（２４カ月間）、ＵＩターン者の場合は、月額５千円を加算（１２カ月間）

定住推進室 0854-83-8029

島根県 大田市 第二次定住奨励事業（賃貸住宅）
住宅を賃貸する移住者に対し家賃の３か月分か１０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下
が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で家賃１カ月分か３万円の低い額を加算。合計１８万円上限

定住推進室 0854-83-8029

島根県 飯南町 定住促進賃貸住宅
全４パターンの住宅から好きなものを選び、町有地に住宅を建築。入居時に12万円と、4万円/月の家賃を支払って
25年住み続ければ所有権の譲渡をします。

産業振興課 0854-76-2214

島根県 美郷町 若者定住住宅
40歳以下で、小学生までの子ども（妊娠中も可）を持つ子育て世帯のための住宅（家賃3万円）。20年以上の定住
が条件で、20年住めば住宅を無償譲渡、25年住めば宅地を無償譲渡。

定住推進課
定住推進係

0855-75-1212

岡山県 高梁市 新婚世帯家賃助成金
市内の民間賃貸住宅（家賃３万円以上）に入居する新婚世帯（婚姻日から１年以内）を対象に、月額１万円の家賃
助成金を２年間交付

定住対策課 0866-21-0282

岡山県 久米南町 民間賃貸住宅家賃助成事業
賃貸物件を借り、夫婦どちらかが40歳未満又は義務教育終了までのお子さんがいれば、家賃の4割を助成。【月額
上限1万5千円、対象期間60ヶ月】

定住促進課 086-728-2134

広島県 庄原市 庄原市新婚世帯定住促進補助金
夫婦とも40歳未満の新婚世帯が民間の賃貸住宅に住む場合，月額家賃から3万円を引いた金額を補助（上限2万
円，補助期間12ヶ月）。夫婦どちらかが市外に通勤する場合は月額3,000円を加算

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 定住促進住宅
市外からの転入者および中堅所得者等に賃貸する住宅で，入居要件は次のどちらかを満たすこと。①世帯の収入
(月収額)が158,000円以上であること②市外からの転入者または企業等の市外からの転勤者であること

都市整備課 0824-73-1172

広島県 廿日市市 定住促進住宅 45歳未満の方や義務教育終了前の子どもがいる方等を対象とした住宅。
都市・建築局
住宅営繕課

0829-30-9177

広島県 大崎上島町 子育て住宅
子育て世帯の負担軽減のための住宅提供。建物：４階建て３DK、家賃等35,000円、共益費2,000円、駐車場1,000
円、その他：高校3年生以下1名扶養につき5,000円の控除（上限20,000円）

建設課 0846-65-3124

広島県 世羅町 子育て家庭家賃補助事業
民間賃貸住宅に居住し、小学６年生までの児童を養育している世帯に対し、家賃から４万円を差し引き、月額１万
円を上限に60カ月補助。諸要件有

子育て支援
課

0847‐25‐0295

広島県 世羅町 雇用促進住宅家賃補助金 雇用促進住宅（甲山宿舎）に入居された方へ補助金を交付 建設課 0847‐22‐5309

山口県 下関市
　人口定住促進住宅管理運営業務
（豊北ハイツ）

過疎地域への人口定住促進。（地域限定）
本市へのUJIターン希望者に対して、一定期間（最長5年間）低家賃で賃貸するもの。

企画課 083-231-1911

山口県 萩市 UJIターン促進住宅
UJIターン希望者を対象とした賃貸住宅を提供しています。入居者の募集は、ホームページ等で行います。（入居期
間原則3年間）

企画政策課 0838-25-3819

福岡県 柳川市 新婚世帯家賃支援事業
結婚を機に柳川市内の民間賃貸住宅に新居を構える結婚後１年以内の新婚世帯に対して家賃の２分の１（月額上
限１万円）を限度に申請月から最長２年間奨励金を交付する制度

柳川市定住
サポートセン
ター（企画課
内）

0944-77-8423

福岡県 筑後市 新婚世帯家賃支援事業
若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを生み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸
住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を最大36万円（月額上限1万円・最長36カ月）支給します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 市営住宅整備事業 市内9つの市営住宅を整備します。
都市対策課
都市対策係

0942-65-7029

福岡県 大川市 大川市新婚世帯家賃補助金 市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯を対象に、家賃の一部を補助します。 企画課 0944-85-5573

福岡県 うきは市 新規就農促進事業 国の青年就農給付金に上乗せして、市外からの転入者に対し、1年間2万円/月の家賃を補助
農林商工観
光課農政係

0943-75-4975

福岡県 岡垣町
内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃
補助金交付事業

小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間アパートに転
入または校区外から転居した場合、３年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額２万円

都市建設課
093-282-1211
内線136

佐賀県 多久市 多久市新婚世帯家賃等補助事業
過去1年間に婚姻届出をしている夫婦のいずれも40歳未満の新婚世帯が、民間賃貸住宅に入居した場合、家賃補
助金を交付します。また、居住するために住宅のリフォームを行った場合、増改築等補助金を交付します。

総合政策課 0952-75-2116

長崎県 松浦市 賃貸住宅入居費補助金
新規転入者が賃貸住宅を借上げて市内に転入する場合、転居費用の一部補助として10万円を交付※3人以上の
家庭の場合、世帯員加算あり

まちづくり推
進課

0956-72-1111(内線315)

長崎県 松浦市 定住促進住宅　家賃減額制度
子育て支援や市外からの転入促進を目的として、中学生以下の子どもがいる世帯は子どもの人数に応じて2,000
～5,000円、新規転入世帯は入居階数に応じて2,000～3,000円、定住促進住宅の家賃を減額

都市計画課 0956-72-1111(内線214)

長崎県 東彼杵町 新婚世帯家賃補助
新婚1年以内のご夫婦で、町内民間住宅にこれからお住まいの方へ家賃の一部を補助します。
補助額：２万円（限度額）、期間２年間

まちづくり課
企画係

0957-46-1111

熊本県 南関町 転入者引越し奨励金 転入し3年以上借家等に居住する人（1世帯1回限り5万円）
まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 益城町 賃貸住宅家賃助成金制度
町が指定する区域内の賃貸住宅に入居している方で、小学生・中学生と同居している扶養親族に対して、
小学生1人当たり月額2万円、中学生1人当たり月額1万円助成金を支給

都市計画課 096-286-3111(内332)

大分県 豊後高田市
～新婚さん応援住宅～　ハピネスス
テージ

市中心部にほど近いアパートを新婚さん専用の市営住宅として改修しました。内装水回りの整備や間取り変更など
若いカップルのニーズに合うようリニューアル。広々３ＤＫ、駐車場代込みで家賃はなんと４万円です。

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市
生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業

生活応援住宅として改修した物件に新婚・子育て世帯が１年以上居住した場合に助成します｡（3万6千円）
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 宇佐市 若者定住促進住宅
市外にお住まいの子育て世帯の方が、「若者定住促進住宅」に入居した場合、子どもの人数に応じて家賃を減額し
ます。（最少家賃1万円/月）

観光まちづく
り課

0978-32-1112

大分県 日出町 子育て世帯移住報奨金 「子育て世帯」が町内の賃貸住宅に移住した際に「移住報奨金」を交付 政策推進課 0977-73-3116

鹿児島県 大崎町 定住促進賃貸住宅家賃補助事業
転入・新婚世帯の町内定住を促進するため、月額３万円(実際負担している金額)を超える民間賃貸住宅の家賃を
支払っている者に対し家賃の一部を最大24月間補助。

企画調整課 099-476-1111

鹿児島県 知名町 定住促進住宅 定住促進及び地域の活性化を推進する目的で、U・Iターン者を対象として、貸し出す住宅です。 企画振興課 0997-84-3162
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北海道 小樽市 住宅リフォーム助成事業
住宅リフォームに要する費用の一部を助成。【対象工事】市内建設業者が行う５０万円以上のリフォーム
【助成金額】リフォームに要する費用の１／１０（上限２０万円）

建設部
建築住宅課

(0134)32-4111
内線354

北海道 旭川市 旭川市山村定住促進補助金
江丹別地域に土地や住宅を購入し移住した方に対し，購入費の15％(上限150万円)を補助。市内業者を通して家を
購入・新築した場合は更に住宅購入費の10％(上限100万円)を補助。

総合政策部
政策推進課

0166-25-5316

北海道 室蘭市 子育て世代持家住宅促進
市内で持家を新築または購入し居住する子育て世帯に対し、住宅等の固定資産税及び都市計画税の合計額の2
分の1相当額を助成。持ち家取得による子育て世代の市内定住を促進する。

都市政策課 0143-25-2592

北海道 網走市 宅地の販売・分譲
市内計8区画(海岸町、字天都山、北12西2、字潮見)
230.00㎡～667.57㎡、1,633,000円～5,922,000円

財政課管財
係

0152-44-6111(内線242)

北海道 網走市 住宅改修に対する助成等 市内で住宅を取得し、自ら居住する場合、市のリフォーム融資資金（50万円以上、限度額500万円）を利用可能。
建築課建築
係

0152-44-6111(内線254)

北海道 美唄市 住宅バリアフリー改修促進助成金
市内に住所を有する60歳以上の方等がバリアフリー化工事及び断熱・防寒工事を実施する場合、経費の一部を助
成（上限20万円）。

都市整備部
建築住宅課
建築住宅グ
ループ

0126-63-0139

北海道 美唄市 木造住宅耐震改修促進助成金
市内にある木造住宅の耐震診断、耐震改修をする場合に、耐震診断は上限3万円、耐震改修は上限30万円以内
の助成を行う。

都市整備部
建築住宅課
建築住宅グ
ループ

0126-63-0139

北海道 美唄市 移住・定住促進助成制度
土地付き新築住宅の建築、土地付き分譲住宅・中古住宅を購入した市外からの転入者に対し、最大150万円の助
成金を交付。

総務部企画
課
政策調整グ
ループ

0126-62-3137

北海道 芦別市 持ち家取得奨励事業
芦別市に定住するために住宅を新築または中古物件を購入した方などに奨励金を交付。（新築…市内業者建設の
み100万円、中古…購入価格の1/10上限50万円）

総務部企画
課まちづくり
推進係

0124-22-2111

北海道 芦別市 住宅リフォーム助成事業
快適な住環境の整備のために、住宅リフォーム工事等に要した経費の一部を助成。（改修工事費の1/5上限20万
円）

経済建設部
商工観光課
商工振興係

0124-22-2111

北海道 士別市 住宅建築に対する助成 市内建設業において住宅を新築した場合、居住部分１㎡につき１万円（上限１００万円）を助成。
経済部商工
労働観光課

0165-23-3121

北海道 士別市 住宅改修に対する助成
市内建設業において住宅の増築、改築、修繕、設備に対する改修を行い、その費用が１００万円以上の工事の場
合、２０万円（定額）助成。

経済部商工
労働観光課

0165-23-3121

北海道 千歳市 土地の販売・分譲
・文京ﾆｭｰﾀｳﾝ101区画、264.48～453.15㎡、396.7～648.2万円・福住住宅地37区画、306.24～992.25㎡、457.9～
1,915.1万円

開発振興課 0123-42-5501

北海道 滝川市 ニュータウンせせらぎ分譲 ニュータウンせせらぎ分譲中
総務部財政
課

0125-28-8008

北海道 滝川市 滝川市住宅改修補助制度 所有する住宅の改修に係る経費、所得合計５８０万円以下の世帯。補助対象経費×１０パーセント、上限５０万円。
建設部建築
住宅課

0125-28-8040

北海道 砂川市 ハートフル住まいる助成事業
①新築、建売、中古住宅購入助成：最大4％（上限90万円）
②住宅改修助成：工事費の15％（上限30万円）地元企業利用が条件

建築住宅課
建築指導係

0125-54-2121

北海道 恵庭市
恵庭市在宅支援住宅改修費助成事
業（市上乗せ分）

介護保険住宅改修の上乗せ分として、介護保険認定者のみ利用可能。介護保険住宅改修制度で認められた工
事。15万円を上限額として、9割を助成

保健福祉部
介護福祉課

0123-33-3131
内線1224

北海道 恵庭市
恵庭市身体障害者等住宅改修費給
付金

身体障害者等の住宅にかかる手すりの取付、段差の解消など。補助率：9/10(低所得者は1/10の自己負担額の軽
減有り)。上限額15万円。

保健福祉部
障がい福祉
課

0123-33-3131内線1215

北海道 恵庭市
木造住宅耐震診断・耐震改修助成
事業

市内にある木造住宅の耐震診断及び改修工事に掛かる費用を補助する。耐震診断に要する経費の額（１の住宅に
つき上限額5万円）、耐震改修工事に要する費用（上限額30万円）

建設部 建築
課

0123-33-3131
内線2531

北海道 北広島市 ファーストマイホーム支援制度
北広島市に初めて住宅を取得される方に50万円助成します。
50歳未満で同じ世帯に18歳以下の子どもがいる方が対象です。

政策調整課 011-372-3311

北海道 北広島市 住宅リフォーム支援事業 北広島市内に居住、所有の住宅の改修に係る補助対象経費の1/10（上限10万円）を助成します。 商業労働課 011-372-3311

北海道 北広島市 木造住宅耐震診断・改修支援事業
木造住宅の耐震化促進のため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に所有者が耐震診断・改修
工事を行う際に要する経費の一部を助成します。

建築課 011-372-3311

北海道 新篠津村 みのり支援金
みのり団地に住宅を新築し、居住された方に①子育て支援金年間１０万円②温泉入浴支援年間８万円③定住支援
金として年間６万円を３年間のいずれか。

総務課 0126-57-2111

北海道 八雲町 土地無償譲渡 一定の要件を備えた住宅の新築を条件に移住者へ土地を無償譲渡する。 企画振興課 0137-62-2111

北海道 乙部町 宅地分譲 緑町・滝瀬・花磯地区で宅地を分譲
建設課管理
係

0139-62-2311

北海道 今金町 今金町地場材活用促進補助金
地元地場材（カラ松・トド松）を使用し、町内業者施工により自ら居住する住宅等を建築される方に費用の一部を補
助します。

産業振興課 0137-82-0111

北海道 今金町 住宅リフォーム助成事業
町民の居住環境の向上と地域経済の活性化対策の一環として、住宅を持つ町民の方が
町内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成します。

産業振興課 0137-82-0111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」

新築、建替え、又は購入住宅の固定資産税相当額の５年間分を商品券で交付

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」

本町に定住を確約できるＵターン者等で、契約締結後２年以内で、自家住宅を建築する場合、２０年間無料で貸付
し、２０年後に安い価格にて譲渡

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 余市町
住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）

土地を購入し、3年度以内に新築または建売住宅を購入した方を対象として、土地購入価格の1/10【指定区域（用
途地域内）上限20万円、まほろば地区上限50万円】を助成。

まちづくり計
画課

0135-21-2124

北海道 余市町
住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）

町内業者施工で50万円（税抜）以上の工事をした場合、補助対象工事費の1/5を助成（上限20万円）。※リフォーム
工事での設備設置を含む

まちづくり計
画課

0135-21-2124

北海道 南幌町 宅地分譲キャンペーン事業
南幌町の住宅団地「ニュータウンみどり野」の宅地を300万円台から分譲中。また、地元割引・子育て・高齢者支援
として対象者のいる世帯はさらに30％OFF

まちづくり課
企業誘致
グループ

011-378-2121

北海道 由仁町
やっぱり由仁定住応援事業（住宅新
築コース）

町内に住宅を新築（新築住宅の購入を含む）した場合、住宅の固定資産税相当額を５年間交付
※但し、子どもがいる世帯は最長18年（子どもが高校を卒業するまで）助成

まちづくり室 0123-83-2112

北海道 妹背牛町 定住促進対策事業　宅地分譲
妹背牛町以外に居住されている方で、分譲決定後2年以内に自己住宅を完成できる方に町有地を１坪5,000円で販
売。（対象者拡大予定)

企画振興課
企画振興グ
ループ

0164-32-2411

北海道 秩父別町 定住促進団地分譲販売
宅地を1㎡＝1円で販売。宅地が低価格の上に、暮らしやすさが魅力のため、道内外からの移住実績も多く、第１期
（１３区画）、第２期（１０区画）は完売しました。好評につき第３期募集を間もなく開始予定です。

企画課企画
グループ

0164-33-2111

北海道 秩父別町 土地取得費用の一部助成事業
永住することを目的として、土地を購入し住宅を新築した方に住宅取得奨励金を支給します。奨励金の額は住宅用
地取得代金の1/2（上限100万円）。ただし、39歳以下の方が申請された場合、20％増額

企画課企画
グループ

0164-33-2111

北海道 沼田町 移住定住応援奨励金制度 住宅を取得した人に対して最大450万円を助成 農業商工課 0164-35-2114

住まい

02.家を購入・改修する
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 鷹栖町
鷹栖町住宅建築支援事業補助金制
度

住宅の新築・増改築を行う方に対し、補助対象経費1/2、50万円以内を補助（基本額）。子ども加算、転入加算、町
内事業者加算、二世代同居加算があり、合計で最大130万円の補助金となります。

総務企画課
地域振興係

0166-87-2111

北海道 南富良野町 マイホーム建設促進事業
新築購入費等の10％助成（100万円以内）、中古住宅購入費等の10％助成（30万円以内）
移住者20～40万円加算、中古住宅購入リフォーム経費50％助成（50万円以内）※一部は地域通貨で交付

企画課企画
振興係

0167-52-2115

北海道 剣淵町
剣淵町住宅新築・改修促進助成事
業

建設業者が自ら行う、１００万円以上の住宅新築・改築工事で、町内業者で新築施工の場合定額60万（町外業者は
１/２）。町内改修は定額30万（町外業者は１/２）。助成金の１/３を地域通貨で交付。

町づくり観光
課

0165-34-2121
(内線 221)

北海道 音威子府村 北星団地宅地分譲募集要綱 土地を購入し、１０年居住すると土地代全額返却
総務課総務
財政室

01656-5-3311

北海道 音威子府村 音威子府村増改築経費補助事業 住宅増改築に対し、最大５０万円の補助
総務課総務
財政室

01656-5-3311

北海道 音威子府村
音威子府村持ち家住宅促進奨励金
交付要綱

新築に対し、最大１３０万円の補助。基礎工事が必要な場合、１８万円上乗せ。
総務課総務
財政室

01656-5-3311

北海道 中川町 中川町新築・リフォーム促進事業
新築住宅の建設に対して200万円を、住宅リフォーム工事に対して60万円を限度に対象工事費用の20％を交付し
ます。ただし、平成27年3月31日までに完了する工事が対象となります。

総務課
企画財政室

01656-7-2819

北海道 幌加内町 幌加内町定住促進条例制度
住宅建設に係る課税標準額の１００分の１５以内、１００万円を上限として支給、特別住宅については１５０万円が限
度。

建設課 0165-35-2123

北海道 幌加内町 住宅リフォーム交付事業
町民が町内業者により住宅のリフォームをした場合工事費の2/5（上限３０万円）を助成。（町外業者の場合上限２０
万円を助成）

建設課 0165-35-2123

北海道 増毛町 増毛町住宅リフォーム等補助事業
1．100万円以上の住宅改修費の補助。（定額30万円）
2．住宅解体工事費の補助。（上限30万円）
3．空き家の購入費用補助。（上限30万円＋※10万円（敷地））

建設水道課
建築係

0164-53-1115

北海道 苫前町
苫前町安心快適住まいづくり促進事
業について

町内建設業者で住宅整備行う場合、工事費の一部を助成。U・Ｉターン者、これから苫前町に居住しようとする方も
対象となります。例：新築工事※対象床面積1㎡当たり15,000円（200万円以内）

建設課 0164-64-2315

北海道 清里町 移住促進交付金
町内に移住し、住宅の新築または住宅を購入された６５歳未満の方に対し最大２００万円を交付。（５年間の分割交
付、交付金の一部は町内商品券で交付）

総務課企画
財政グループ

0152-25-2131

北海道 清里町 定住支援交付金
町内で住宅の新築または住宅を購入で取得された６５歳未満の方に対し、５年間、住宅にかかる固定資産税分を
町内商品券で交付。

総務課企画
財政グループ

0152-25-2131

北海道 清里町
清里町地域経済活性化（住宅リ
フォーム）事業

町内に住所を有し、町内に存する自分の持家を町内の業者で５０万円以上のリフォーム工事を行った場合、要した
費用の３分の１（上限３０万円）を補助する。

産業課商工
観光・林政グ
ループ

0152-25-3601

北海道 置戸町 置戸町森と住まいの支援補助金
７０㎡以上の新築、１０年以上居住者に補助。補助基本額５０万円、町内の森林認証材使用５０万円、同居する１８
歳未満の子ども１人につき２５万円、町内プレカットセンター加工材使用５０万円

施設整備課
建築係
町づくり企画
課　企画係

0157-52-3314
0157-52-3312

北海道 置戸町 住宅改修奨励金
町内に住宅を所有又は借用し、町内に住所を有する個人又は法人に助成。
改修工事費の２０％以内で５０万円を限度に町商工会発行の商品券を支給。町外業者の場合は１／２

町づくり企画
課
企画係

0157-52-3312

北海道 置戸町 宅地分譲 境野親交新団地６区画（１区画約１４０坪499,800円）
総務課管財
係

0157-52-3311

北海道 佐呂間町 住宅建設促進事業 町内建設業者により、町内に個人の住宅を新築・増築・改修する場合、費用の一部を助成します。
経済課
商工観光係

01587-2-1200

北海道 西興部村 美しい村づくり事業推進補助金
村の景観指針に基づき、美しい景観づくりのために村民等が行った事業（住宅等の色彩統一や廃屋解体事業な
ど）の経費の一部を助成する。

企画総務課 0158-87-2111

北海道 西興部村 持ち家建設奨励補助金
村に住所を有し村内に一戸建て専用住宅を建設する者に対し、1棟定額100万円の補助金を交付する。また、指定
宅地に建設の場合は建設後10年間の宅地使用料を無料とする。

住民課 0158-87-2111

北海道 雄武町 移住宅地の無償貸付及び無償譲渡 移住宅地において住宅建築予定者に無償で貸付を行い、一定期間に住宅を建築した際に無償譲渡する。 財務企画課 0158-84-2121

北海道 大空町 大空町住み替え促進助成金
大空町内の一戸建て住宅に売買により住み替えした方を対象に売買金額の50%、限度額２０万円を助成。１年以内
に改修工事実施の際は改修工事費の３分の１以内、限度額３０万円を助成。賃貸借住み替え時の助成も有。

総務課企画G 0152-74-2111

北海道 大空町 大空町住み替え移転費用助成金
大空町内の農村地区から市街地区に住み替えされる高齢者世帯（６５歳以上の者又は６５歳以上の者と１８歳未満
の未婚の者で構成される世帯）に属する方に７万円の助成。

総務課企画G 0152-74-2111

北海道 大空町 大空町住宅リフォーム補助金
大空町内の建設業者によって施工される、持家住宅のリフォーム工事に係る費用の３分の１以内、限度額３０万円
を補助。

産業課商工G 0152-74-2111

北海道 壮瞥町 持ち家住宅取得奨励制度
新築・中古住宅を購入される方に対して取得費の一部を助成。○新築住宅１軒につき上限70万円（町内事業者施
工の場合は30万円分の商品券追加助成）○中古住宅１軒につき上限50万円（取得費の1/10以内）

企画調整課 0142-66-2121

北海道 洞爺湖町
洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境
整備支援事業

５０万円以上の洞爺湖町内の住宅等リフォーム工事を対象に１０万円の商品券を助成する。申込件数に上限あり、
また、詳細についてはお問合せ下さい。

産業振興課
水産・商工グ
ループ

0142-74-3005

北海道 新冠町 住宅取得奨励金
町内に住宅を取得し居住する場合、奨励金を交付。町内業者で建設（４０万円）、町内業者以外で建設（１０万円）、
中古住宅取得（２５万円）

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 新冠町 子育て世代住宅取得支援金
町内に住宅を取得し居住する方で、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、固定資産税納付額を子の人
数に応じて交付する。

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 新冠町 住宅取得資金利子補給
町内に居住する住宅を取得するために、資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給する。（元金1,500
万円限度とし、支払利子額の3分の1を助成）

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 新冠町 住宅リフォーム補助金
省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事などのリフォーム工事を町内業者で行う場合、工事費の２
分の１（最高１００万円）の補助を行う

建設水道課
建設グループ

0146-47-2518

北海道 新冠町 中古住宅取得物件リフォーム補助金
中古住宅を取得し、取得後１年以内にリフォーム工事を完了した場合、工事費の２分の１（最高５０万円）の補助を
行う

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 新冠町 中古住宅流通交付金
町が認定する「まちの不動産屋さん」を介して売買が成立した場合は、不動産仲介手数料と同額を売主へ補助す
る。

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 浦河町
住宅新築リフォーム等緊急支援補助
事業

町内業者で費用100万円以上の新築・増改築・リフォームを行った者に対し、10～30万円の補助 建設課 0146-26-9010

北海道 新ひだか町 新築・リフォーム等促進事業
新築／工事請負金額の５％（上限１００万円）、リフォーム・増改築／工事請負金額２００万円以上で、請負金額の１
０％（上限５０万円）の補助※工事施工町内業者限定。（Ｈ２６年７月より予定）

経済部建設
課

0146-43-2111

北海道 上士幌町 土地の販売・分譲 みなみ野団地９区画、407.5～499.98㎡、１㎡あたり5,300円 総務課 01564-2-2111(内237)

北海道 上士幌町 定住住宅建設等促進奨励事業
町内業者施工により、町内に住宅を新築した場合、延べ床面積に応じ最高50万円分の町内で使用できる商品券を
交付

企画財政課 01564-2-2111(内265)

北海道 上士幌町 定住住宅建設等促進奨励事業
町内業者施工により、町内の居住住宅をリフォームした場合、対象経費の10%分(上限20万円)の町内で使用できる
商品券を交付

企画財政課 01564-2-2111(内265)

北海道 上士幌町 定住住宅建設等促進奨励事業
町内業者施工により、住宅の法改修を行った場合、20万円を超える経費に対し、10万円を限度に町内で使用でき
る商品券を交付

企画財政課 01564-2-2111(内265)

北海道 上士幌町 子育て住宅建設費等助成事業
中学生以下の子供がいる世帯で、新築の場合、子供一人あたり100万円を交付。町内建設業者による施工販売
は、50万円を加算する。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。

建設課 01564-2-2111(内153)

北海道 上士幌町 子育て住宅建設費等助成事業
中学生以下の子供がいる世帯で、土地付き中古住宅購入の場合、子供一人あたり50万円(但し、購入額の1/3以
内)。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。

建設課 01564-2-2111(内153)

北海道 鹿追町 定住促進住宅建設奨励制度
延べ床面積が50㎡以上でかつ500万円以上であり新たな住宅を建設する者に、住宅建設面積1㎡当たり1万円を商
品券で助成。業者が町内の場合上限100万円、町外の場合上限50万円。

企画財政課 0156-66-4032

北海道 鹿追町 いずみ野団地分譲 23区画142坪から186坪坪あたり13,000円で分譲。 総務課 0156-66-2311
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 新得町 持家等住宅建築促進制度
町内に住宅を新築された方に、町内で使用できるスマイルチケットをお祝い金として進呈。施工業者が町内業者の
場合、５０万円、町外業者の場合は３０万円。また、固定資産税３年間分を助成します。

地域戦略室
地域戦略係

0156-64-0521

北海道 更別村 更別村住宅建設等助成金
住宅を新築又は購入し、その住宅に住所を有し、５年以上居住する者に対し、助成金を交付(限度額：新規100万
円、中古住宅購入50万円、用地購入100万円）。

建設水道課 0155-52-5200

北海道 足寄町 住環境整備補助金 町内の建設業者により施工される住宅の新築、増改築に上限１００万円を交付
建設課建設
室建築担当

0156-25-2141内線382

北海道 浦幌町 定住住宅取得補助金制度 住宅を新築・中古購入した場合、条件に応じて50～250万円（現金・商品券）を交付。
まちづくり政
策課

015-576-2112

北海道 鶴居村 分譲地の販売
下幌呂夢の杜団地残3区画175.33坪～229.64坪坪平均単価17,800円
中幌呂分譲地残2区画171.13坪～197.22坪坪平均単価11,500円

企画財政課
企画調整係

0154-64-2112

北海道 標津町 住宅取得支援 新築・中古住宅取得に対する支援（工事契約額の1割）①新築上限額300万円②中古上限額100万円 建設水道課 0153-82-2131

北海道 標津町 住宅リフォーム支援
住宅リフォームへの支援（工事契約額の2割）
助成上限額50万円

建設水道課 0153-82-2131

青森県 弘前市
弘前市子育てスマイル（住まいる）
アップ補助事業

対象者の条件を満たし、対象となる住宅の新築・購入、またはリフォーム工事を行う子育て家庭に対し、補助金を
交付。

子育て支援
課

0172-40-7038

青森県 八戸市
中心市街地まちなか住宅取得支援
事業

中心市街地内における定住を促進するため、住宅の取得等をする方に対して補助金を交付する。申請者を含む2
名以上の居住が必要。

まちづくり文
化推進室

0178-43-9426

青森県 五所川原市 五所川原市住宅リフォーム助成事業
市民が市内の施工業者を利用して自己の居住する住宅の修繕や増改築の工事を行う場合に、対象工事費の20％
で20万円を上限とし補助。

建築住宅課
0173-35-2111(内線
2661･2664)

青森県 むつ市 木造住宅耐震診断支援事業
所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で、地上階数が2階建て以下のもの、及び昭和56年5月31
日以前に建築された建築基準法に違反していない住宅：診断費総額のうち134,000円を助成

建築住宅課 0175-22-1111

青森県 平川市 平川市木造住宅耐震診断支援事業
対象：①所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で地上階数が2階建て以下②昭和56年5月31日
以前に建築された住宅で、建築基準法に違反していないもの。診断費総額のうち134,000円を市が負担

都市計画課
建築係

0172-44-1111(内線
2235)

青森県 平川市 子育て住宅支援補助金
市内に住所のある世帯、転入を予定している世帯で、中学生以下の子どもがいるか妊婦のいる世帯が住宅を新
築・購入する場合、補助対象経費の５％に相当する額(上限40万円）を助成。市内業者施工の場合20万円加算

子育て支援
課　子育て支
援係

0172-44-1111(内線
1151･1152)

青森県 平内町
平内町地域活性化住宅リフォーム支
援事業

町内施工業者を利用して自己の所有する住宅の修繕、増改修の工事を実施する者に補助金を交付する。
水産商工観
光課

017-755-2118

青森県 平内町 平内町浄化槽設置整備事業
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を行う者に対して補助金を交付す
る。

地域整備課 017-755-2116

青森県 板柳町 木造住宅耐震診断支援事業
内容については、今年度の要綱策定中のため公表できません。
※診断費用等の改正（案）有り（H26.5月予定）※耐震診断の対象となる条件有り

建設課
0172-73-2111(343)

青森県 六戸町
六戸町定住促進新築住宅建設補助
事業

1住民及び移住者が省エネルギー等級4相当の住宅を新築、購入した場合に建物本体の建設費を補助する。
2若者夫婦（いずれも40歳未満）の場合は補助金を加算。

企画財政課 0176-55-3111

青森県 六ヶ所村
尾駮レイクタウン北地区定住促進強
化事業（分譲地購入助成）

尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者に対し、１㎡あたり3,800円を助成する（購入後５年以内に住宅を建築、
完工できる方が対象）

企画調整課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村
尾駮レイクタウン北地区定住促進強
化事業（新築助成）

尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者が、村内の建設業者により自宅を新築した場合、１㎡あたり7,500円（上
限150万円）を助成する（５年以内に住宅を建築、完工した方が対象）

企画調整課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村
尾駮レイクタウン北地区定住促進強
化事業（子育て世帯等支援助成）

尾駮レイクタウン北地区内に自宅を新築し、定住する世帯の世帯主に対し助成金を交付する。（子育て世代：子ど
も一人当たり20万円、高齢者世帯：高齢者一人当たり10万円、転入世帯：30万円）

企画調整課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 住宅新築・リフォーム支援事業
村内建設業者により新築・リフォームした場合、対象工事費の一部を助成。新築は対象工事費の3%（上限100万
円、40歳未満は20万円加算）、リフォームは20万円以上の対象工事費の10%（上限20万円）

企画調整課 0175-72-2111

青森県 おいらせ町 洋光台団地定住促進事業
快適な住環境を整備したおいらせパークタウン洋光台団地の宅地を分譲しています。土地購入から１０年以内に住
宅を新築した方に土地代金の一部を助成します。通常：坪あたり約４万円／被災者：坪あたり約６万円

企画財政課 0178-56-4273

青森県 おいらせ町 洋光台団地購入者紹介報奨金制度 洋光台団地分譲地の購入者を紹介した方（個人）に奨励金を交付します。１区画につき１０万円。 企画財政課 0178-56-4273

青森県 おいらせ町
地域の元気再生定住促進事業（若
者・子育て世帯対象）

下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、住宅を新築又は取得する場合、一定の条件を満たすことで定住促
進助成金を交付します。経費総額の１０％（新築上限１５０万円／中古住宅上限１００万円）

企画財政課 0178-56-4273

青森県 田子町 安全安心住宅リフォーム促進事業
（条件）町内に住所及び住居を有し、居住している方。（移住を希望し、町内の空き家等を購入し居住する方も含
む）（内容）住居改修工事費用の一部助成。

建設課 0179-20-7117

青森県 南部町 新築リフォーム支援事業
自己居住用住宅の新築工事又はリフォーム工事を行う者へ助成金支給。・新築工事：対象工事費の1.5％を補助。
上限額35万円・リフォーム工事：対象工事費の10％を補助。上限額20万円※工事は町内業者限定

建設課 0179-34-2518

岩手県 一関市 移住定住奨励助成事業
転入者が住宅を取得した場合に、最大220万円を交付します。中学生以下の子を扶養する場合は子一人あたり5万
円を加算します。さらに、地元業者の施工の場合は20万円を加算します。

企画振興部
企画調整課

0191-21-8641

岩手県 奥州市
奥州市定住促進持家取得補助金交
付事業

UIターン者で市内に持家を取得した方に対し、５０万円の補助金を交付
財産運用課 0197-24-2111

内線128

岩手県 奥州市
奥州市市有地等分譲促進補助金交
付事業

平成24年４月１日以降に市が分譲した土地について自ら土地分譲契約を締結し、平成26年12月31日までに住宅の
所有権登記をしている方に50万円の補助金を交付

財産運用課 0197-24-2111
内線128

岩手県 一戸町 一戸町住宅リフォーム支援事業
町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、対象工事に要した経費の１００分の１５に相当する額以内の額
（千円未満切捨て、上限２０万円）に相当する商品券を交付します。

地域整備課 0195-33-2111

岩手県 一戸町
一戸町木造住宅耐震診断士派遣事
業

木造住宅の耐震診断を希望される方に耐震診断士を派遣する事業を行っています。昭和56年５月以前に建築され
た木造住宅で以後改築等を行っていないもの。個人負担は3,000円。

地域整備課 0195-33-2111

岩手県 一戸町
一戸町木造住宅耐震改修工事助成
事業

耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると診断された住宅に対し、耐震化工事費の一部を助成。
判定値が1.0未満と診断され、判定値を1.0以上とする耐震改修工事に対し経費の２分の１以内かつ60万円限度

地域整備課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 若者定住促進助成事業
４０歳以下の方が市内に転入し、１年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金
残高の５％相当額、上限２０万円を５年間助成。

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 住環境リフォーム助成事業
住宅のバリアフリー化や省エネ化などを含む個人住宅のリフォームをする場合、工事費を助成する。対象経費の１
０％、上限２０万円。

建築住宅課 0228-22-1153

宮城県 栗原市 木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、市が耐震診断を行い、診断費用の7割以上を助成する。
助成額は、住宅の延べ面積により異なる。

建築住宅課 0228-22-1153

宮城県 栗原市 木造住宅耐震改修工事助成事業
市の耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅を耐震改修する場合、工事費を助成する。助成額は
耐震改修工事の費用によって異なる。

建築住宅課 0228-22-1153

宮城県 栗原市 ブロック塀等除去及び生垣化事業
地震によるブロック塀などの倒壊の被害を防止し、安全な住環境にするため、道路に近接したブロック塀などの除
却と、生け垣の植栽費用の一部を助成する。

建築住宅課 0228-22-1153

秋田県 - 分譲宅地減額譲渡制度
県外からの移住世帯（予定～移住３年以内）、新婚世帯（婚約中～婚姻５年以内）、子育て世帯（妊娠中～１８歳未
満）、障害者世帯、高齢者世帯（６５歳以上）の方への県有分譲地販売価格を２５％減額する。

建築住宅課 018-860-2436

秋田県 - 住宅リフォーム推進事業
住宅リフォームに対し、工事費の１０％（条件を満たせば最大１５万円）補助する。工事完了後に秋田県内に転居す
る方も対象。

建築住宅課 018-860-2561

秋田県 秋田市
平成２６年度秋田市住宅リフォーム
支援事業

秋田市内に住所を有し、市税の滞納がなく、自らが居住し所有する住宅、親または子が所有し自らが居住する住宅
などの市内業者が施工する５０万円以上の増改築やリフォーム工事を行う方に対し、５万円を補助する。

住宅整備課 018-866-2134

秋田県 男鹿市 男鹿市住宅リフォーム助成事業
平成27年3月31日までに転入する方で、自ら居住する持家住宅等の市内業者を活用した30万円以上の増改築・リ
フォームに対し、工事費の10％（上限15万円）を補助（子育て世帯等は20％、上限30万円）

建設課 0185-24-9146

秋田県 湯沢市 湯沢市住宅リフォーム資金助成事業
市民生活の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅等のリフォームを行うかたに対して資金助成(5万
円)を行います。

産業振興部
まるごと売る
課　商工労政
班

0183-55-8186

秋田県 鹿角市 住宅リフォーム支援事業
住宅の増改築・リフォーム費用の２０％を補助する。（上限１０万円）
※条件がありますので制度利用の際は要問合せ。

建設部都市
整備課

0186-30-0266

秋田県 上小阿仁村
上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援
事業

リフォーム等工事に要する費用が５０万円以上で、村内に本店を有する建設業者等が施工するものに最大２０万円
を支給。補助額は、リフォーム等工事に要する費用の1／10相当（1,000円未満切捨）が限度。

建設課 0186-77-2224
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

秋田県 藤里町 住宅リフォーム緊急支援事業
町内の認定業者を利用して住宅をリフォームする方に対象工事費の10％を補助。（上限15万円）
別紙参照

生活環境課
生活環境係

0185-79-2115

秋田県 大潟村
定住化促進事業（多世代同居住宅
増改築支援）

多世代同居を目的として住宅を増改築した工事費の１０％（上限５０万円）を補助する。 総務企画課 0185-45-2111

山形県 米沢市 若者移住促進事業奨励金 ４０歳未満の移住者が住宅を取得又はリフォーム等を行う場合に最大１００万円の奨励金を支給
企画調整部
総合政策課

0238-22-5111

山形県 鶴岡市
住宅リフォーム支援事業補助金（※
婚姻・出産時リフォーム）

既存の木造住宅等のリフォーム助成制度に、平成26年度から新たに本人又は同居家族が婚姻や出産を行った場
合の上乗せ助成を追加。（※住宅リフォーム支援事業補助金のメニューのひとつ）

建設部建築
課

0235-25-2111

山形県 鶴岡市 住宅リフォーム支援事業補助金
市内にある自己居住用住宅のリフォーム工事又は耐震改修等の工事を市内業者を利用して行う場合、その経費の
一部を助成。

建設部建築
課

0235-25-2111

山形県 大蔵村 住宅リフォーム助成 村内業者利用したリフォームの２０％「最高５０万円」助成。県内業者は２０万円助成。 地域整備課 0233-75-2102

山形県 飯豊町
飯豊町ふるさと定住いいですね条例
【住宅取得奨励】

定住する意思を有して住宅を新築または購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金を交付します。（Iターン者１０
０万円、Uターン者５０万円、新規就農者１００万円、町内在住者１０万円）

総務企画課
総合政策室

0238-87-0521

山形県 飯豊町 県産認証材利用助成金交付事業
住宅に使用する構造材の80％以上に研鑽木材を使用し、一定の省エネルギー基準を満たした住宅を町内に新築
される方に、15万円を限度に助成金を交付。

農林振興課
農林整備室

0238-87-0526

山形県 飯豊町
木材製品利用住宅建築奨励助成金
交付事業

町内の建築業者により町内に新築される住宅で、町県内産木材を全部又は一部使用し助成金対象経費が３０万円
を超えるものであること等の要件を満たすものに、助成金対象経費の１／２の額、５０万円を限度として交付。

農林振興課
農林整備室

0238-87-0526

山形県 庄内町 若者定住促進助成事業 若者夫婦世帯（満41歳未満）が町内に住宅を取得し定住する場合に、取得費用の一部（最大150万円）を助成。
建設課
都市計画係

0234-42-0860

山形県 遊佐町
ニュータウン青葉台住宅団地分譲地
新築助成制度

遊佐町にある青葉台住宅団地分譲地を購入し、住居を建設し居住した場合、分譲地購入の２分の１相当額を助成 総務課 0234-72-3311

山形県 遊佐町
若者住宅建設支援事業（定住住宅
建設支援金）

遊佐町に専用・併用住宅を取得する場合、対象工事費の7％（上限70万円）を助成。但し、40歳未満で町外在住者
は対象工事の10％（上限120万円）

地域生活課 0234-72-5883

山形県 遊佐町
若者住宅建設支援事業（定住住宅
取得支援金）

遊佐町の建売、中古住宅を取得し定住する場合、対象取得費の7％（上限70万円）を助成する。但し.40歳未満で町
外在住者は対象工事の10％（上限120万円）

地域生活課 0234-72-5883

山形県 遊佐町
若者住宅建設支援事業（定住賃貸
住宅建設支援金）

遊佐町に賃貸住宅（アパート、貸家等）を建設する場合、1戸当たり120万円を助成する。 地域生活課 0234-72-5883

福島県 会津若松市 循環型地域経済活性化奨励金制度
市産材その他福島県産材を概ね30％以上使用した木造住宅を地元登録業者より新築、購入した個人に地元登録
小売店での購買額を基礎として建物分に賦課された固定資産税相当額を３ケ年支給。（支給総額50万円上限）

市商工課 0242-39-1252

福島県 二本松市 定住促進奨励金
市内に定住する意思をもち、新築住宅を取得した方を対象に奨励金（月額2万円を最長36月）を支給。（年齢40歳
未満、配偶者又は18歳未満の子を有している等の条件有）

総務部企画
財政課

0243-55-5090

福島県 西会津町
西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）

定住を目的に移住しようとする方（移住して5年未満の方）が町住宅団地を購入する場合、1区画につき50万円の補
助金を交付。

商工観光課 0241-45-2213

福島県 西会津町
西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）

町内の45歳以下の若者又は移住者向け住宅整備費の1割を補助。新築・新築住宅購入は5百万円以上の事業で
上限百万円。中古住宅購入は3百万円以上の事業で上限50万円。増改築は2百万円以上の事業で上限30万円

商工観光課 0241-45-2213

福島県 磐梯町 七ツ森定住促進事業
磐梯町在住の方又は磐梯町に居住しようとする世帯主が45歳以下で、同居する配偶者又は子を有する方で契約
後１年以内に自己住宅建築に着手し定住できる者に対し、七ツ森地区の住宅地を１区画120万円で分譲する。

政策課 0242-74-1211

福島県 中島村 定住化奨励金
村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築（50ｍ2以上）し、居住を開始した方
を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。

建設課 0248-52-3484

茨城県 常総市
常総市いきいき子育て住宅支援補助
金制度

45歳以下で，市が分譲する宅地を購入して3年以内に住宅を建築し，配偶者と同居または小学生以下の子どもと同
居し養育する者に建築費等の補助をする。

保健福祉部
子どもすくすく
課

0297-23-2914

茨城県 常陸太田市 住宅取得促進助成金
Ｈ25.1.2～Ｈ28.1.1に当市内に新築又は中古住宅を取得した子育て世帯又は子育て世帯との同居者に対し、新築で
あれば20万円、中古であれば15万円又は10万円を助成する。

少子化・人口
減少対策課

0294-72-3111

茨城県 常陸太田市 住宅増改築助成金
Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31に当市内で子育と世帯と親族が同居するために行った増改築で、その費用が100万円以上であ
れば20万円、100万円未満であれば10万円を助成する。

少子化・人口
減少対策課

0294-72-3111

茨城県 高萩市 住宅リフォーム補助金
住宅の改修工事を行った市民に対する補助（市内施工業者。上限100千円）事業開始時期についてはお問い合わ
せください。

まちづくり観
光課

0293-23-7316

茨城県 大洗町 大洗町定住促進奨励金制度
定住を目的にH26.4.1～H28.3.31までに住宅を取得した45歳未満の方に対し，義務教育終了前の子がいる世帯に
は30万円，それ以外の世帯には20万円を交付します。

まちづくり推
進課

029-267-5111

茨城県 大洗町 住宅リフォーム補助金制度
H26.4.1以降に着工し，H27..3.31までに完成するリフォーム工事（10万円以上）で，町内の施工業者を利用する場
合，工事費の10%（上限10万円）を補助します。

商工観光課 029-267-5111

茨城県 大子町 子育て世帯住宅建設助成金
１８歳未満の児童がいる世帯で，町内に自ら居住するための住宅を新築，増築又はリフォームをする方に対し，そ
の経費の一部を助成。○新築限度額１００万円○増築，リフォーム限度額５０万円

建設課 0295-72-2611

茨城県 五霞町 五霞町定住化促進事業
自己用住宅を取得した転入者に奨励金を交付。※固定資産税の家屋（居住の部分）に係る課税標準額に税率
（1.4%）を乗じて得た額の1/2の額（上限5万円）を、固定資産税が最初に賦課される年度から3年間交付

政策財務課 0280-84-1111

茨城県 境町 定住化促進制度 転入者が住宅を新築または購入した場合に、固定資産税の家屋相当額を奨励金として、3年間支給する。
まちおこし推
進室

0280-81-1304

栃木県 宇都宮市 宇都宮市住宅取得補助事業 中心市街地区域内において新たに住宅を取得し，転居する世帯に対し，住宅取得費用の一部を補助します。
建設部住宅
課

028-632-2735

栃木県 栃木市
栃木市定住希望者住宅新築等補助
制度

市外にお住まいの方や、市内の賃貸住宅または親族と同居されている方が、市内に新たに住宅を新築または購入
した場合に当該住宅にかかる部分の固定資産税及び都市計画税を２年間補助（平成25年12月新築まで）

都市整備部
建築課

0282-21-2622

栃木県 鹿沼市
鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助
金

住宅１棟につき、１回限り工事費の５％以内（上限１０万円）を補助する。20万円以上の住宅のリフォーム工事を実
施する方（鹿沼市民に限る）が対象。

経済部
産業振興課

0289-63-2182

栃木県 矢板市 「暮らし」のびのび定住促進補助金
子育て環境を充実させる施策と並行して、矢板市内にマイホームを取得する方へ支援を行っています。住宅を取得
し５年以上住むことなどの一定の要件を満たせば、最大６０万円の補助が受けられます。

総合政策課
企画調整担
当

0287-43-1112

栃木県 茂木町 定住住宅固定資産税助成事業 町内に新築された住宅に対し、固定資産税分（上限10万円）を最大３年間助成 商工課 0285-63-5668

栃木県 那珂川町
那珂川町定住促進住宅用地貸付事
業「農ある田舎暮らし高手の里」

町有地を住宅用地(10区画)に整備し、那珂川町に移住される方に20年間無償で貸与します。1区画150坪以上で、
家庭菜園など自由に使用することができます。

農林振興課 0287-92-1113

群馬県 桐生市
過疎地域定住促進奨励金（新築等
祝金）

黒保根町に１０年以上定住することを宣誓した方が新築もしくは増改築を行った場合に奨励金を交付

黒保根支所
地域振興整
備課  産業振
興係

0277-96-2113

群馬県 桐生市 桐生市住環境改善助成事業補助金 桐生市に住宅を所有、居住しており、市税を滞納していない方を対象にリフォーム工事費用の一部を補助
建築住宅課
住宅係

0277-46-1111(内線632)

群馬県 桐生市 勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）
同一事業所に１年以上継続して勤務している方に対し、住宅の新築、増改築または建売、中古住宅の購入をする
場合に融資を行う

産業政策課
商業・金融係

0277-46-1111(内線583)

群馬県 桐生市 ひまわり団地分譲事業 ３年以内に60㎡以上の専用住宅を建築し、生活の拠点とすることなどを条件に団地の分譲をする

黒保根支所
地域振興整
備課　　建設
係

0277-96-2110

群馬県 桐生市 境野町六丁目住宅用地販売事業 各種条件を満たす方を対象に境野町６丁目住宅用地を分譲する

桐生市土地
開発公社（都
市計画課庶
務係）

0277-46-1111(内線784)

群馬県 みどり市 定住促進住宅用地分譲事業
3年以内に住宅を建築し、家族とともに生活の本拠とする方に、浅原分譲地（面積253.88㎡／価格3,351,000円）、東
町並分譲地（面積253.36㎡～／価格3,040,000円～）を提供します。

都市計画課
都市計画係

0277-76-1903

群馬県 みどり市 勤労者資金貸付事業
市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅の建築・増改築、または既設住宅を購入するための費用及びそれに必
要な宅地を購入するための資金を利率（固定）年2.5％で融資します（諸条件あり）。

商工課　商工
労政係

0277-76-1938

群馬県 下仁田町 定住促進奨励金制度
町内に定住を目的として新築した住宅を取得した方を対象に、固定資産税が課税される当初の年度に25万円を一
括交付。

企画財政課
企画調整係

0274-64-8809
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

群馬県 下仁田町
下仁田町勤労者住宅建設資金利子
補給制度

町内に在住する勤労者で、金融機関から建設資金の融資を受け、町内に140㎡以下の専用住宅を新築した方に対
し、年率2.0％を超える利率のうち1.5％を限度として補給を行う。（400万円以下）

産業振興課
商工観光係

0274-64-8805

群馬県 下仁田町
下仁田町ぐんまの木で家づくり支援
事業

町内に居住用の住宅を新築・購入・改築した方で、群馬県で実施する「ぐんまの木で家づくり支援事業」で構造材補
助に該当する方を対象に、群馬県から交付される補助金と同額を交付。

産業振興課
農林係

0274-64-8806

群馬県 中之条町 住宅リフォーム補助金
自宅の修繕や補修工事を行う場合に、経費の一部を補助する。
対象工事：工事金額が２０万円以上。住宅の修繕・改築・増築等。補助金額：工事費の１０％。上限３０万円。

観光商工課 0279-26-7727

群馬県 みなかみ町
住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事
業）

住民、又は建築完了後から6か月以内に住民となる方で、特定の条件に満たす場合に、子育て家庭の住環境の整
備に係る費用を補助。1件あたり100万円または補助対象経費の10％のいずれか低い額を助成。

子育て健康
課

0278-25-5009

埼玉県 飯能市
住宅の建築等に西川材を使用すると
き

市内において飯能市産の西川材を使用して住宅等の建築やリフォーム、木塀を設置する方に補助金を交付しま
す。
・新築1戸上限50万円・リフォーム・木塀上限20万円

農林課 042-973-2122

埼玉県 小鹿野町 定住促進奨励金
５年以上町外で居住し、転入に当たり自ら居住する専用住宅・店舗併用住宅を、２年以内に新築又は購入（中古住
宅を除く）した場合に、当該家屋に係る固定資産税相当額を奨励金として２年間交付する。

総合政策課 0494-75-1238

千葉県 旭市 旭市定住促進奨励金
市外に引き続き３年以上居住していた方が、新たに定住を目的として市内に住居を取得し転入した場合（転入の日
と住宅取得の日に１年以上の期間が開かない場合に限る。）、一律５０万円の定住促進奨励金を交付。

企画政策課 0479-62-5307

千葉県 鴨川市
鴨川市マイホームこころ配り事業（住
み鯛コース）

新築住宅を取得した転入者へ建設費の一部を補助。
市内建設業者により建設した場合は100万円、それ以外は20～50万円。
※平成26年度限り。住宅取得後６ヵ月以内に申請が必要。補助金がなくなり次第終了。

都市建設課 04-7093-7835

千葉県 鴨川市
鴨川市マイホームこころ配り事業（直
し鯛コース）

個人住宅のリフォーム費を一部助成。20万円以上の改修・修繕・増築・模様替え等の工事などの条件を満たす方
に対して、対象経費の10％に相当する額（上限30万円）を助成。平成26年度限り。

都市建設課 04-7093-7835

千葉県 富津市 富津市定住奨励制度
平成27年1月1日までに相続や贈与を除いて市内に初めて住宅（新築または中古）を取得した方を対象に、固定資
産税相当額を奨励金として7年間で最高126万円交付する。

企画財政部
企画政策課

0439-80-1223

千葉県 南房総市 住宅取得奨励金交付制度
市内で新築住宅を建設または購入した子育て世帯（満１５歳未満の子を持つ世帯）の世帯員または若年者（満３９
歳以下の者）で、交付申請時に対象住宅に定住している者に対し、奨励金を交付（最高７０万円）。

建設環境部
管理課

0470-33-1102

千葉県 匝瑳市
転入者マイホーム取得奨励金交付
事業

匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築又は中古住宅を取得した人に奨励金を交付（新築最大70万
円、中古20万円）。

企画課まちづ
くり戦略室

0479-73-0081

千葉県 大網白里市 住宅リフォーム助成制度
市民が、市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う場合、一定の要件を満たせば、工事費の一部を、予算の
範囲内で助成する。

産業振興課 0475-70-0355

千葉県 横芝光町 住宅リフォームの補助金制度
町民のみなさんが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助。
補助金限度額20万円
補助実施期間平成25年4月1日から平成28年3月31日

都市建設課 0479-84-1217

千葉県 大多喜町 大多喜町住宅取得奨励金
50㎡以上の住宅を取得した方を対象に基本額50万円に加え、町内業者が建築した場合30万円、入居者全員が転
入者の場合20万円、主体構造部を町内の製材・材木業者で加工された場合は20万円をそれぞれ加算

建設課 0470-82-2115

千葉県 大多喜町
大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金

町が分譲する船子城見ヶ丘団地の個人用宅地を購入した方を対象に1区画につき５００万円の定額補助を実施 建設課 0470-82-2115

千葉県 大多喜町 住宅リフォーム奨励金
居住の用に供する住宅に住む者が町内の建築業者で２０万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の
１/１０か２０万円のいずれか低い額を補助

建設課 0470-82-2115

千葉県 御宿町 住宅リフォーム補助交付金制度
町民の生活環境の向上及び定住促進に資することから、町内の事業者により自己の居住する住宅のリフォーム工
事を行った町民に対し予算の範囲内において補助する。(補助対象額の１０％１０万円を上限とする）

建設環境課 0470-68-6694

千葉県 御宿町 木造住宅耐震改修費補助金制度
木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり、判定値が1.0未満のものの耐震改修工事費の助成
（補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする）

建設環境課 0470-68-6694

千葉県 鋸南町 住宅取得奨励金
平成２４年４月から町では定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町内において新築住宅を建築
又は購入し、一定の条件を満たす方を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を創設しています。

地域振興課
地域整備室

0470-55-4805

新潟県 - ふるさと越後の家づくり事業
「越後杉ブランド認証材」を使用した住宅の建設を支援。木材使用量により補助額が変動。また、若者・UIJターン者
及び農林水産業新規就業者には補助額の加算もあります。

農林水産部
林政課

025-280-5324

新潟県 柏崎市 U・Iターン住宅資金助成金
市内金融機関の住宅ローンを利用して、転入３年以内に住宅を新築・購入・リフォームする転入者を対象に、取得
方法に応じてローン返済の利子相当額（最大36回分）を助成。

商業労政課 0257-21-2311

新潟県 村上市 市産材利用住宅等建築奨励事業
市内に木造構築物を建築される方に、５０万円以上の市産材（スギ・ヒノキ）購入経費に対し、２０％以内で１棟最大
４０万円を補助します。

農林水産課 0254-53-2111(内線343)

新潟県 糸魚川市 持家住宅資金貸付制度
住宅を建築しようとする人で、自己資金の不足する方に対し、住宅資金を貸し付けます。（貸付額500万円以内、年
利1.80％、期間15年以内）申込みにあたり各種条件があります。

都市整備課
建築住宅係

025-552-1511

新潟県 五泉市
ファミリー住まいる応援事業住宅取
得補助金

平成26年4月1日以降新たに取得する住宅で、平成24年4月1日以降に婚姻届を提出した新婚さん及び中学生以下
の子どもが同居する子育て世帯へ市内在住者に最大100万円、転入者に150万円の補助金を交付。

企画政策課 0250-43-3911

新潟県 五泉市 マイホーム等建設支援事業
市内建築業者で新・増・改築し、マイホームを取得する方に対して支援金を交付。支援金＝建設費100万円に対し
10万円＋100万円を超える建設費×1％（限度新築・改築20万円、増築15万円）

商工観光課 0250-43-3911

新潟県 五泉市 住宅リフォーム事業 市内施行業者に発注した20万円以上のリフォーム工事に要する費用の20％、10万円を限度に補助金を交付。 商工観光課 0250-43-3911

新潟県 五泉市 五泉の木づかい家づくり事業
五泉産の木材を使って、市内に住宅を新築または増・改築する方を対象に、五泉市産材の購入額が1棟につき30
万円以上で補助率3分の1以内、30万円を限度に補助金を交付。

商工観光課 0250-43-3911

新潟県 上越市 上越市克雪すまいづくり支援事業 市内の特別豪雪地帯で克雪住宅を整備する人に、補助金を交付します。
都市整備部
建築住宅課

025-526-5111

新潟県 阿賀野市 虹の架け橋住宅取得支援事業
市内に住宅を取得する人に対して補助金を交付する。
○転入者の人：対象要件の全て該当で最高50万円）○市内在住の方：対象要件の全て該当で最高30万円）

建設課 0250-61-2480

新潟県 阿賀野市 住宅リフォーム支援事業
市民が自己の居住する住宅および定住を目的として空き家住宅をリフォームする人（市外の人も対象）で市内施工
業者を活用しリフォームを行う場合、その経費の一部を補助（最高３０万円）

建設課 0250-61-2480

新潟県 阿賀野市 地場産瓦普及助成事業補助金制度 新築住宅、住宅リフォーム工事において地場産瓦を使った人に対して、瓦代金の補助（最高１０万円） 商工観光課 0250-61-2479

新潟県 南魚沼市
ウッドタウン八色団地ふるさと区画購
入費助成

①県外に住民登録を有して3年以上経過②宅地購入時の年齢50歳以下③宅地購入契約日から5年以内に住宅建
築、6年以内に住民登録可能以上を満たすU・Iターン者に購入宅地面積１㎡あたり3,000円を助成

財政課 用地
管財班

025-773-6671

新潟県 南魚沼市 南魚沼の木で家づくり事業補助
市内事業者と建築主が連携し、南魚沼市産の杉を使用して住宅を建築する場合に購入額の一部を補助する。
対象経費：住宅建築に必要な南魚沼市産スギ材を製材・加工した木材の購入費補助率：1/3（上限50万円）

農林課 農地
林務係

025-773-6663

新潟県 南魚沼市 個人住宅リフォーム事業補助
市内施工業者による住宅のリフォーム工事に対する補助金。補助率：補助基礎額の20％（補助金上限10万円）
※過去にこの補助金を受けた人や住宅は、10万円から既に受けた補助金の額を控除した額が上限。

都市計画課
施設係

025-773-6662

新潟県 田上町 新築住宅固定固定資産減免制度
田上町では定住人口の増加を図り、若年層の町内定住を促進し活力あるまちづくりを目的とし、一定の要件に該当
する新築住宅に対し町独自の『新築住宅固定資産税減免制度』を行っています。

町民課税務
係

0256-57-6115

新潟県 田上町
新婚・子育て世帯向け個人住宅取得
資金利子補給金

新婚5年以内および子育て世帯（中学生以下の子どもがいる世帯）に対し、町内で住宅を取得し、500万円以上を借
り入れた場合、年末貸付残高（上限1,000万円）の1％を5年間交付する制度を新設しました。

総務課少子
化対策推進
係

0256-57-6222

新潟県 阿賀町 住宅整備補助金
U・Iターン者で転入後３年以内に住宅を整備する者
●住宅整備補助金【新築】上限50万円、【増改築】上限30万円

建設課 0254-92-5765

新潟県 阿賀町 克雪住宅整備補助金
克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。●補助金の額は、対
象工事費の50％とし、50万円を限度とします。

建設課 0254-92-5765

新潟県 阿賀町
郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築
奨励事業補助金

「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。
●補助金の額は、補助対象経費の30％以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とします。

建設課 0254-92-5765

新潟県 関川村 住宅リフォーム補助事業
生活環境の向上と地域経済の活性化を図るため、村内の施工業者によって個人住宅のリフォーム工事を行う村民
を対象に、経費の１０％補助する。（最大１０万円）

総務課企画
財政班

0254-64-1476

富山県 高岡市 高岡市まちなか住宅取得支援事業
まちなか区域の新築、購入の際の借入額の5%補助（上限100万円）、中古マンションの購入の際の借入額の5%補
助（上限50万円）、中古戸建住宅の購入の際の購入額の5%補助（上限50万円）

建設部建築
住宅課

0766-64-1447

富山県 高岡市
高岡市まちなか耐震住宅リフォーム
支援事業

まちなかで「高岡市木造住宅耐震改修支援事業」の補助金を受けて耐震改修工事を行う住宅で、同時にリフォーム
を行う場合、リフォームに要する費用の10％について40万円を上限に補助します。

建設部建築
住宅課

0766-64-1447

富山県 高岡市 高岡市まちなかリフォーム支援事業
「まちなか」の空き家等に対し補助。バリアフリーリフォーム（耐震パッケージタイプ※以下A：上限15万円、まちなか
定住促進タイプ※以下B：上限十万円）、エコリフォーム（A：上限35万円、B：上限三十万円）

建設部建築
住宅課

0766-64-1447
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

富山県 高岡市 高岡市木造住宅耐震改修支援事業 耐震改修工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、上限60万円とする。
都市整備部
建築指導課

0766-20-1429

富山県 高岡市
定住促進住宅団地の宅地購入支援
事業

市外から本市への移住等の理由で本市が指定した定住促進住宅団地の土地を購入し居住された方に対して、土
地取得費の一部（限度額50万円～100万円）を助成。

建設部建築
住宅課

0766-64-1447

富山県 高岡市
高岡市新婚家庭住宅建築資金利子
補給

新婚に伴う住宅の新築や購入、増改築などの借入金のうち、400万円を限度に、年率1％の利子相当額の利子の
一部を助成。（最高で年間4万円以内、最長5年間で20万円以内）

建設部建築
住宅課

0766-64-1447

富山県 滑川市 まちなか居住推進事業 市が定める区域内において、一戸建て住宅を建設、または購入した親族２人以上の世帯に対し補助金を交付。 まちづくり課 076-475-2111

富山県 小矢部市
定住促進対策事業
（定住促進助成金）

市内において「住宅」を建築又は取得され、そこにお住まいになっている方に対し、助成金を交付します。 企画政策課 0766-67-1760

富山県 小矢部市
定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）

住みやすい環境づくりによる定住人口の増加を図るため、三世代同居を推進し、既存住宅のリフォーム工事を行う
方にその費用の一部を助成します。

企画政策課 0766-67-1760

富山県 南砺市 南砺市定住奨励金
市外からの転入の場合、新築50万円＋家族加算（1人5万円）、中古住宅30万円＋家族加算（1人5万円）
を交付。市内での転居の場合、新築30万円、中古10万円を交付。過疎地域は金額1.5～2倍。

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

富山県 射水市
射水市木造住宅耐震改修等支援事
業

耐震改修費用に対して最大60万円、リフォーム費用に対して最大30万円を補助。
都市整備部
建築住宅課

0766-52-7395

富山県 射水市
射水市指定宅地取得支援助成金 市が指定する住宅団地において、住宅のために宅地を購入し、購入から1年以内に住宅を新築された方又は住宅

付土地を購入した方であって、当該土地に住所を有する方に対し、助成金を3か年で交付。
都市整備部
都市計画課

0766-52-7390

富山県 立山町 立山町里山定住促進事業
里山地区の定住を促進するため、指定地域内で住宅を新築、購入、増築、リフォームする方に、その費用の一部を
助成（15～30万円）

企画政策課 076-462-9980

石川県 -
いしかわの木が見えるたてもの推進
事業

県が認定した事業者が行う5ｍ3以上の県産木材を使用した住宅・店舗等の新築・増改築に対し、県産木材の使用
量に応じて8万円又は12万円を補助

森林管理課 076-225-1643

石川県 珠洲市 珠洲木材活用住宅助成事業

地元産木材を活用した新築・増改築木造住宅に補助
・対象者市民またはUIターン者
・新築地元産木材を50%使用30万円
・増改築地元産木材を5m3以上使用上限30万円

産業振興課 0768-82-7766

石川県 かほく市 かほく市若者マイホーム取得奨励金 ４５歳未満の方が市内に住宅を新築・購入し生活する場合に最大１００万円の奨励金を交付します。
総務部
企画情報課

076-283-1112

石川県 能美市 定住促進補助金
４５歳以下で市外から住宅を取得し、転入してきた夫婦世帯に２０万円。指定特区の移住ほか加算要件により最大
８０万円。

地域振興課 0761-58-2212

石川県 津幡町 住宅取得等奨励金
家屋にかかる住宅ローン年末残高の1%相当額を5年間継続して交付（上限100万円）。また、親等との同居や、転入
者である場合など、一定要件を満たす世帯には初年交付分に上乗せして加算額を交付。

企画財政課 (076)288-2158

石川県 津幡町 農村定住奨励金
中山間地の対象集落で住宅を取得した夫婦または親子世帯以上で、40歳以下の世帯員がいる場合に交付。
交付額20万円（世帯員全員が転入者である場合は40万円）

企画財政課 (076)288-2158

石川県 志賀町 定住促進住まいづくり奨励金
新規転入者、再転入者が志賀町建築業者により新築・改築した場合に助成。新築は、取得費の2.5％（上限50万
円）。改築は、工事費の1/3（上限30万円）。

まち整備課 0767-32-9211

石川県 中能登町 定住促進奨励金 町外から転入された世帯で、町内に新築住宅や中古住宅を取得された場合、最大１００万円の奨励金の助成 住民福祉課 0767-72-3132

石川県 能登町 ふるさと定住 住宅助成金
①転入して2年未満の新築で、契約締結後3カ月以内に認定申請する人（助成金額50万円）、②転入してから1年未
満に中古住宅を購入し、その契約から1年未満に改築する人で認定後直ちに改築工事ができる人

ふるさと振興
課

0768-62-8532

山梨県 都留市
都留市子育て世帯定住促進奨励交
付事業

都留市に転入し、新たに住宅を取得する世帯で、中学生3年生以下のお子さんを子育てする世帯に対し、新生活を
支援するため、助成金の交付を行います。

政策形成課
企画担当

0554-43-1111         
(内線241)

山梨県 山梨市 住宅リフォーム補助金
最高１０万円（耐震改修併用リフォームの場合は２０万円）として、工事金額の１０％まで補助。空き家バンク成約者
も対象。

都市計画課
都市整備担
当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 定住祝い金制度
三富若者定住促進住宅から三富地区に持ち家を取得した方を対象（若者定住住宅に入居した月から退去した月ま
での月数に、1万6,000円を乗じ得た金額とする）。

建設課
市営住宅担
当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 住宅リフォーム補助金
市内に所有し現在居住している個人住宅または店舗等併用住宅(築後5年経過しているもの)のリフォーム費用を、
条件を満たす場合10％(上限10万円・耐震工事は上限20万円)助成する。

建設課
建築営繕担
当

0551-22-1111
(内線243)

山梨県 韮崎市 持家住宅定住促進助成金
市外に居住されていた方が、市内に住宅を取得し、定住する場合に助成金（新築30万円、中古20万円）を支給しま
す。

建設課 0551-22-1111

長野県 小諸市 小諸市すまいのリフォーム応援事業
市民の住環境の向上のため住宅リフォーム応援事業。対象は工事費２０万円（税抜き）以上で補助金額は工事費
の２０％（上限２０万円）

建設課 0267-22-1700

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／住宅新
築等補助金

若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域のうち新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10
分の2以内（150万円を限度とする）

伊那市役所
高遠町総合
支所  長谷総
合支所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／廃屋取
壊し事業

対象地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の１０分の１以内を助成
（限度額１０万円）※年齢要件及び地域要件有

伊那市役所
高遠町総合
支所  長谷総
合支所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 伊那市
伊那市・住宅建築物耐震改修促進
事業

昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅の耐震補強工事経費の1/2以内（上限60万円）を補助 都市整備課 0265-78-4111

長野県 大町市 定住促進マイホーム取得助成事業 市内に定住のための住宅を取得した方に、新築の場合は最大３４万円、購入の場合は最大２９万円を助成
企画財政課
定住促進係

0261-22-0420

長野県 大町市 住宅リフォーム促進事業
個人所有の居住用住宅の地元業者によるリフォームに、対象工事費の２０％以内、最高限度額２０万円を補助（申
請期限Ｈ２６年９月末）

建設課
建築住宅係

0261-22-0420

長野県 飯山市
移住・定住支援住宅建設促進事業
（住宅建設の場合）

市外から転入しようとする40歳未満の夫婦または20歳未満の子供と同居する夫婦に最大で150万円を補助
いいやま住ん
でみません課

0269-62-3111

長野県 飯山市
移住・定住支援住宅建設促進事業
（中古住宅取得の場合）

市外から転入しようとする方へ購入費用及び改修費用の1/2、最大80万円を補助
いいやま住ん
でみません課

0269-62-3111

長野県 茅野市 住宅リフォーム促進事業
対象住宅を所有し、住民登録のある方を対象に住宅リフォーム費用を補助。補助対象工事が50万円以上の場合に
10万円を補助

都市計画課 0266-72-2101

長野県 富士見町 住宅リフォーム支援事業
地域産業の活性化、既存住宅の改修等による住環境の改善を図るため、町民が町内の施工業者を利用して住宅
リフォームを行う方に、費用の一部を町が補助する支援事業（平成26年度まで）

建設課都市
計画管理係

0266-62-9216

長野県 富士見町 定住促進対策新築住宅補助金
町に定住する目的で住宅を新築または新築住宅を購入した、申請時に４５歳未満の方を対象に５０万円を補助（条
件有）。平成２２～２６年度の５年間

総務課企画
統計係

0266-62-9332

長野県 飯島町 飯島町住宅建設資金利子補給金
住宅の新築や中古住宅等を取得する際に、指定金融機関から融資を受けた方に対し、利子総額の1/2以内、40歳
未満のＩターン者には最大50or40万円、その他一般の方にも最大25～8万円の利子補給金を交付

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

長野県 飯島町 飯島町若者定住化促進住宅補助金
飯島町の町営住宅（特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅含む）に入居した若者が、定住するために住宅を新築
または購入（中古住宅を含む）した場合に最大25or20万円の補助金を交付

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

長野県 飯島町 飯島町住宅リフォーム支援補助金
リフォーム工事全般（塀の耐震補強・空き家の有効活用目的を含む）に係る費用の一部について、税抜き30万円以
上の工事の５％相当・最大10万円を補助。

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

長野県 飯島町 飯島町耐震補強工事補助金
東海地震などの大規模地震に備え、住宅の耐震化を進めるため木造住宅の耐震診断事業と、必要に応じた住宅
等補強事業に対し、対象工事の1/2以内・最大60万円を補助。

建設水道課
調査計画係

0265-86-3111

長野県 天龍村
住宅増改築補助金及び空き家等取
得補助金

住宅の増改築及び空き家の取得に係る費用を、工事費（取得費）の１０％以内の額（限度額３０万円）を支給 総務課 0260-32-2001

長野県 天龍村 住宅新築補助金 住宅新築工事に対し、工事費の１０％以内の額（限度額１００万円）を支給 総務課 0260-32-2001

長野県 天龍村 住宅用地取得補助金 住宅用地取得に係る費用を、取得費の１００％以内の額（限度額１００万円）を支給 総務課 0260-32-2001
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

長野県 天龍村 天龍村住宅新築・リフォーム補助金
住宅新築、リフォーム工事に対し、経費の１００分の２５に相当する金額を補助する（限度額２０万、１，０００円未満
切り捨て）。尚、他の新築事業等補助金との併用は不可。年齢制限なし

建設課 0260-32-2001

長野県 生坂村 ふれあい住宅支援事業補助金 高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付 健康福祉課 0263-69-3500

長野県 生坂村 住宅リフォーム等補助金 村内の事業者による住宅のリフォーム等に補助します。（補助金上限額２０万円） 振興課 0263-69-3111

長野県 小布施町 小布施町定住促進補助金 小布施町に移住定住する方で、住宅の新築や中古住宅の購入、賃貸リフォームをされるときに補助金を助成
行政改革グ
ループ

026-214-9102

長野県 木島平村 村産材利用・地元業者利用補助金
延床面積70㎡以上、地元業者施工の50万円以上の新・改築工事に補助。新築は村産木材１５％以内で１５０万円
までと、指標の７割以上を充たし１０％以内で７５万円まで。増改築は村産木材１５％以内で７５万円まで

産業建設課
農村整備室

0269-82-3111

長野県 飯綱町 定住促進対策新築住宅等補助金
町内に自ら定住する目的で住宅を新築又は購入する者で、申請時に満40歳未満の方を対象に上限50万円を補助
(対象期間有）

企画財政課 026-253-2511

長野県 栄村
若者定住マイホーム支援事業補助
金

Iターン・Uターンで定住する若者がマイホームの取得をする際に補助金を支給 住民福祉課 0269-87-3114

岐阜県 - 住宅資金助成制度
住宅を取得（新築・中古）するとき、もしくは住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する
人に対し、ローン返済額のうち、１．０％の利子に相当する額を当初５年間助成

公共建築住
宅課

058-272-1111(内線
3657)

岐阜県 - ぎふの木で家づくり支援事業
乾燥度合いや強さを表示したぎふ性能表示材を、柱や梁などの構造材に８０％以上かつ梁桁に６㎥以上使用した
住宅を県内に新築した場合に２０万円助成。

県産材流通
課

058-272-1111(内線
3013)

岐阜県 大垣市
子育て世代住宅取得支援利子補給
金

中学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる世帯が、市街化区域に住宅を新築、または新築の住宅・分譲マンショ
ンを購入し、転入した場合、住宅の借り入れ利子を助成します。（限度額１０万円／年１回、３年間）

都市計画部
都市プロモー
ション室

0584-47-7681

岐阜県 瑞浪市 耐震補強工事補助事業
木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。平成26年度は10件を予定しています。平成25年度から3年間
限定で市単独費の上乗せを行い、個人負担をより軽減し、住宅耐震化の推進を図ります。

都市計画課 0572-68-9817

岐阜県 恵那市 固定資産税の減免 市内の方が、恵那市内に新築住宅を購入又は建築した場合、地方税法の減免分と同額を3年間減免します。
税務課資産
税係

0573-26-2111(内
510.513)

岐阜県 恵那市 定住促進奨励金交付制度
固定資産税の減免に該当する世帯について、25万円を交付します。また、義務教育以下の世帯員がいる場合、1
人につき5万円を加算します。

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 恵那市 えなの木で家づくり支援事業
地域材の柱を30本以上使い、市内建設業者が住宅を新築したとき、市内の方は固定資産税を最長3年間減免、市
外からの転入者は最大20万円の奨励金を交付します。

農林課林政
係

0573-26-2111(内527)

岐阜県 土岐市 土岐市定住促進奨励金
定住することを目的とした住宅を取得された方に新築３０万円、中古１５万円、中学生以下の子ども１人につき５万
円の奨励金を交付します。

総務部総合
政策課

0572-54-1111

岐阜県 山県市 山県市新築等祝金事業
市内建設業者の施工により住宅工場等を新増築した者及び市内に住宅、工場を取得して移住する者に対し、固定
資産税相当額を３年間まちづくり振興券（地域通貨）で助成。

建設課 0581-22-6832

岐阜県 本巣市 本巣市移住定住促進補助金
本巣市北部地域に移住・定住される方に補助金を交付します。住宅取得…限度額100万円（取得経費の1/10）中古
住宅…限度額50万円（取得経費の1/10）借家…限度額1万5千円（家賃月額の1/2を3年間）

企画財政課 0581-34-5024

岐阜県 郡上市 郡上市産材住宅建設等支援事業
市内への定住促進と市産材の利用拡大を図るため、住宅の新築または購入を行う者を対象に、市で定めた一定の
要件を満たした場合に奨励金を交付。

農林水産部
林務課

0575-67-2121

岐阜県 笠松町 定住促進助成金
定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築されたり、新築購入をされたかたに、住宅に課税される固定資産
税の額に相当する「定住促進助成金」を交付します。

税務課 058-388-1112

岐阜県 揖斐川町 新築住宅建設等奨励金制度
町内に新築住宅を建築、又は購入する者に対して奨励金を交付する制度。基本奨励金：10万円。加算要件該当で
別途加算あり。

総務部政策
広報課

0585-22-2111

岐阜県 揖斐川町 新築住宅に対する固定資産税減免
町内に住宅を新築した場合、床面積120㎡以下について、3年間、固定資産税の1/2を減額。国制度との併用により
床面積120㎡以下は、3年間、固定資産税がゼロ。

総務部税務
課

0585-22-2111

岐阜県 揖斐川町 住宅改修等奨励金制度
町内の既存住宅の改修工事等をする者に対し、改修費用の一部を助成。ただし工事経費が50万円以上の場合に
限る。基本奨励金：対象工事に要する経費の100分の5相当。上限5万円。加算要件該当で別途加算有

総務部政策
広報課

0585-22-2111

岐阜県 揖斐川町 田舎暮らし住宅活用奨励金制度
空き家に3年以上の居住を前提に購入又は賃貸した者が改修、ハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成。
①改修費用の１／２以内。上限10万円。加算要件該当で別途加算有。②清掃費の１／２以内。上限5万円

総務部政策
広報課

0585-22-2111

岐阜県 川辺町 定住促進奨励金 川辺町内に住宅を新築もしくは購入した方に３年間、住宅に課税される固定資産税相当額を助成する。
企画まちづく
り課

0574-53-7213

岐阜県 八百津町 新築住宅建設等奨励金
定住を目的として町内に住宅を新築する方、又は新築家屋を購入する方に対して、1戸20万円を奨励金として交付
します。

産業課 0574-43-2111

岐阜県 東白川村 定住促進事業
定住を促進するため、Iターン・Uターン等により住宅新築、中古住宅購入、住宅改修する場合や、村営住宅へ入居
した方の家賃への奨励金を交付する。

村民課 0574-78-3111

静岡県 島田市 子育て世代型住宅建設事業
入居条件①配偶者又は３ヶ月以内に入籍予定の婚約者がいる②夫婦（婚約者同士）が共に18歳以上41歳未満③
子の最年長者は小学校6年生以下④申込時の居住地は不問⑤配偶者（婚約者）との合計所得が2百万円以上

建設部建築
住宅課

0547-36-7193

静岡県 島田市 島田市木材需要促進対策奨励金
木材利用を促進することにより、地域経済の活性化のため大井川流域産材を使用した木材住宅を新築する個人に
対して奨励金を交付する。

産業観光部
農林課

0547-36-7165

静岡県 下田市 住宅リフォーム振興事業
２０万円以上の住宅又は併用住宅の増改築・修繕工事費の２０％を助成する制度。150万円以上は30万円、20万
円以上150万円未満は２０％の額を助成。なお、助成額の３０％は下田クレジット商品券で交付

産業振興課 0558-22-3914

静岡県 伊豆市 伊豆市若者定住促進住宅補助金
定住する若者に、平成27年12月31日までの間に新築又は購入で取得した住宅に100万円（住宅のみの場合は50
万円）を補助。また、その住宅に居住する小学校就学に達するまでの者１人につき10万円を補助

総務部
地域づくり課

0558-74-3066

静岡県 御前崎市 住宅取得補助金制度
市外から転入して住宅を取得、または市内アパート等の居住者で住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象
に50万円を交付。ただし、取得価格が500万未満の場合は取得価格の10％。※建て替えの場合は対象外

秘書政策課 0537-85-1161

静岡県 御前崎市 定住促進奨励金
市外から転入して住宅を取得、または、市内居住者でアパート等に住んでいて住宅（新築住宅、中古住宅）を取得
した方を対象に固定資産税額の１/２相当額を５年間交付。※建て替えの場合は対象外。

秘書政策課 0537-85-1161

静岡県 御前崎市 住宅リフォーム支援事業
100万円以上の住宅改修工事において、工事費の10％（上限30万円※千円未満切り捨て）※市の耐震補強事業な
どで受けた補助額は対象外とする。

都市建設課 0537-85-1122

静岡県 菊川市 木造住宅耐震補強助成事業
木造住宅の耐震補強工事費用に対し補助を交付する。（上限額50万円。高齢者のみでお住まいの方や、重度の障
害がある方などの住宅の場合は、上限額が70万円）

都市政策課 0537-35-0932

静岡県 菊川市 固定資産税の減免 新築された住宅については新築後３年間（認定長期優良住宅は５年間）、固定資産税が減額される。 税務課 0537-35-0913

静岡県 河津町
プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅
耐震補強）

町派遣の専門家により、一定の基準を超えると判断された場合に助成。耐震補強計画：1戸あたり9万6千円上限
（費用の2/3以内）。耐震補強工事：工費のうち50万円（高齢者のみの世帯は70万円）上限

建設課 0558-34-1952

静岡県 河津町 木造住宅建築等助成制度
木造住宅の新築または増築に補助金を交付する制度。新築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の全額（15
万円／年を限度）増築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の1／2の額（10万円／年を限度）

産業振興課 0558-34-1946

静岡県 松崎町 住宅改修事業補助金
町内に１年以上住民登録をし、改修工事を行う住宅に現在入居している方が、住宅改修を行う際、工事費の20%以
内（限度額20万円）で補助金を交付。

企画観光課 0558-42-3964

静岡県 森町 地域材利用木造住宅推進事業
町内建築業者が、木造専用住宅（店舗併用含む）を地域材で新築及び増築（10㎡以上）した場合、その一部を助成
する。（一件＝購入代金の1/2、上限10万円）

産業課 0538-85-6316

愛知県 新城市
新城市長者平団地分譲地購入奨励
金

長者平団地分譲地を購入後住宅を建設し、義務教育修了前の子供を養育する家庭か、交付申請時点で夫又は妻
が35歳以下の夫婦が居住し市民となる場合に交付。1夫婦又は1家族につき1,000,000円。

作手総合支
所地域振興
課

0536-37-2259

愛知県 設楽町 設楽町若者定住促進住宅補助金
若者世帯が町内に住宅を新築する場合に費用の１／３以内を補助（上限２００万円）。中学生以下の子どもがいる
世帯または年齢の合計が８０歳未満の夫婦が対象。

企画課 0536-62-0514

愛知県 設楽町 住宅新築奨励
延べ床面積100㎡以上の住宅を新築した場合に20万円／戸の報奨金を交付。対象は住宅を建てる方で４０歳未満
の世帯員と同居が必要。

企画課 0536-62-0514

愛知県 設楽町 住宅資金貸付 住宅の新築・増改築経費の無利子貸付（上限３００万円・１人１回限り）。対象は４０歳未満の住宅を建てる方。 企画課 0536-62-0514

愛知県 東栄町
とうえいの木住宅建設定住支援事業
奨励金

地域材で新築住宅を取得・・・１０万円うち一定体積以上使用・・・・・１０万円
さらに町内工務店が施工・・・・１０万円加算

建設課 0536-76-1813
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

三重県 鳥羽市 鳥羽の定住応援事業奨励金 鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若者夫婦に対し、最高100万円の奨励金を交付。
企画財政課
企画経営室

0599-25-1101

三重県 紀宝町 固定資産税減免制度 若者が町内に住宅を新築したとき、その住宅に係る固定資産税が８年間減税されます。 税務住民課 0735-33-0337

滋賀県 高島市
住まい手応援事業（定住住宅リ
フォーム補助）

ＩＪＵターン者、実家定住者が行うリフォーム工事に対して補助。40歳未満の場合、対象経費の1/4（上限50万円）、
40歳以上は対象経費の1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで支払い

政策部企画
調整課

0740-25-8114

滋賀県 高島市
住まい手応援事業（新築住宅取得補
助）

40歳未満の定住者が住宅を建築・購入する場合に固定資産税相当額の1/2を補助（限度額5万円/年）。補助金は
地域通貨アイカで5年間補助

政策部企画
調整課

0740-25-8114

滋賀県 高島市
おいでよ高島・若者マイホーム支援
事業

市外から移住して住宅を新築される40歳未満の方に200万円を補助
政策部企画
調整課

0740-25-8114

滋賀県 日野町 住宅リフォーム促進事業助成金
自己所有し、居住している住宅について、町内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、その経費の１０％（上
限１０万円）を助成

商工観光課 0748-52-65562

滋賀県 多賀町 若者新築住宅取得支援事業
住宅を新築又は購入した若者への助成制度。住宅に課税される固定資産税相当額（3年間、限度額10万円/年）。
別途割増助成有（町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付）

企画課 0749-48-8122

滋賀県 多賀町 若者世帯多世代同居支援事業
多世代同居をするために住宅を増築または建替えした若者世帯又は親世帯に固定資産税相当額を助成（3年間、
限度額10万円／年）。町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付

企画課 0749-48-8122

京都府 京丹後市 スマート・エコ等住宅改修費補助金
スマート・エコハウス改修（断熱、省エネ電気設備など）、子育て改修（子ども部屋の増築・改修など）、バリアフリー
化改修に、1/10以内で上限１０万円を補助

都市計画・建
築住宅課

0772-69-0530

京都府 京丹後市 木造住宅耐震改修工事費補助金 木造住宅の耐震改修工事に、上限９０万円を補助
都市計画・建
築住宅課

0772-69-0530

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさい
プロジェクト』転入世帯住宅取得奨励
金

平成24年４月１日以降に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯が転入日から３年以
内に住宅を新築または購入された場合に、３年間奨励金（居住部分にかかる固定資産税相当分）を交付

企画情報部
企業立地対
策課定住促
進係

0799-24-7641

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさい
プロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励
金

平成24年４月１日以降に婚姻され、夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、婚姻日から３年以内に住宅を
新築または購入された場合に、最長３年間奨励金（月額１万円）を交付します。

企画情報部
企業立地対
策課定住促
進係

0799-24-7641

兵庫県 洲本市
洲本市分譲地（さかえ団地）活性化
促進金

洲本市外在住者を対象に、若者の定住及び活気ある地域づくりを推進することを目的として、さかえ団地を購入し
て住宅を建築した転入世帯に対し、活性化促進金（２００万円）を交付。条件によっては追加支給有

五色総合事
務所窓口
サービス課開
発係

0799-33-1921

兵庫県 相生市 定住者住宅取得奨励金交付事業
市内に住宅を新築又は購入された方40歳未満の世帯に50万円及び市外からの転入者で住宅を新築又は購入さ
れた世帯に30万円（年齢制限なし）を交付します。（中古住宅はいずれも半額助成）

企画総務部
定住促進室

0791-23-7125

兵庫県 赤穂市 転入者定住支援金交付事業
2人以上で転入し、市内で新築又は中古物件を購入した世帯に対し、赤穂商工会議所商品券20万円分を交付。中
学3年生以下の子ども1人につき5万円加算有り。

企画広報課 0791-43-6867

兵庫県 赤穂市 住宅リフォーム助成 市内の施工業者を利用した住宅リフォーム工事に対し、最大13万円を赤穂商工会議所商品券で助成する。 産業観光課 0791-43-6838

兵庫県 篠山市 若者定住住宅補助金制度
定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）で新築・改修工事をおこなう若者・子育て世
帯を対象に工事にかかる費用の最大５０万円を助成

企画課 079-552-5106

兵庫県 丹波市
丹波市新いきいき定住促進住宅補
助金交付制度

丹波市へI・Uターンされる方の住宅新築・新規購入・改修費用の一部を助成。また、住宅を新築または新規購入
し、中学生以下のお子さんが同居される場合は、補助金を上乗せし、最大１００万円を助成。

まちづくり部
地域協働課

0795-82-2272

兵庫県 丹波市
特定分譲地販売促進補助金交付制
度

市が販売している応相寺宅地分譲団地、優良田園住宅地を購入し、住宅を建築する場合、建築工事費の５％、上
限５０万円を補助。

建設部
都市住宅課

0795-74-2364

兵庫県 淡路市
淡路市暮らしてスマイル定住者助成
金事業

市外から淡路市に移住し、新築住宅を取得した場合に助成。
まちづくり政
策課

0799-64-2506

奈良県 十津川村 定住促進住宅新築助成事業
村内に木造住宅を新築する、十津川村に転入・定住を希望し、世帯主か配偶者が18歳以上50歳未満で18歳以下
の子どもがいる世帯に地元木材使用量１?につき８万円の補助金を交付する。（上限200万円）

建設課 0746-62-0905

奈良県 川上村 川上村ＵＪＩターン住宅補助金
川上村に転入し、住居を新築・購入・改修した方に対して、経費の10％を補助金として交付する。（上限：100万
円）。※ただし、中学生以下の子育て世帯は、補助率・上限額ともに２倍。

水源地の村
づくり課

0746-52-0111

和歌山県 - 空き家改修補助金
県外からの移住を推進するため、空き家改修費用の２／３（上限８０万円）を補助。（※随時受付、移住に際し市町
村及び受入協議会の支援を受けることなど、条件有）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 九度山町 九度山町定住促進支援補助金 町内で家を新築もしくは購入する場合、一定の条件を満たせば１００万円を補助する制度です。 企画公室 0736-54-2019

和歌山県 高野町 移住定住促進補助制度
町内における住宅の取得に対する補助金。
対象経費の1/2（新築は最大200万円、中古住宅購入は最大80万円）を補助。

企画財政課 0736-56-3000

和歌山県 高野町 住環境整備（リフォーム）補助金
町内業者を利用した、住居のリフォームに対する補助金。
補助対象経費の１/２（最大２０万円）を補助。なお、補助額のうち１割相当分は高野町商品券にて支給。

企画財政課 0736-56-3000

和歌山県 広川町 定住促進奨励金 定住促進のために、町内に居住しようとする若年層の住宅取得を支援するための補助制度
総務政策課
まちづくり班

0737-23-7731

和歌山県 串本町
紀州材利用定住促進住宅等建築費
補助金

乾燥紀州材を利用して木造住宅を建築する場合、構造材の材積１㎥あたり8万円（上限80万円）を補助。平成27年
度まで実施。その他要件有り。

産業課 0735-62-0558

鳥取県 倉吉市 倉吉市住宅支援制度
県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。
・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大50万円（対象経費の５％）・中古改修：最大35万円（対象経
費の10％）

地域づくり支
援課

0858-22-8159

鳥取県 倉吉市
若者の新築住宅固定資産税減免制
度

35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共同住宅や賃貸住宅は除きま
す)

税務課資産
税係

0858-22-8114

鳥取県 日南町
住宅等補助金（いきいき定住促進条
例）

いきいき定住促進条例の奨励金等に該当する（した）方で、その事由に沿った住宅の改修・取得を行った場合、事
業費の1/5、上限30万円を助成。

企画課 0859-82-1115

鳥取県 日南町 住宅改修助成制度
自らが居住する個人用住宅の改修等に係る工事で、30万円以上の工事を町内の住宅関連業者に発注された場
合、事業費の1/5、上限30万円、現金と商品券で交付。

住民課 0859-82-1112

島根県 - しまねＵＩターン住宅相談員制度
島根県及び県内の建築・不動産関係団体等が連携して、ＵＩターンに係る住宅の新築・リフォームに関する相談や
土地・建物の売買及び賃貸に関する相談に対応。

島根県建築
住宅センター

0852-26-4577

島根県 出雲市 定住促進住まいづくり助成事業
子育て世代等が市内業者を利用し、市内に住宅を建築、購入すると固定資産税等相当額を５年間で最大７５万円、
リフォームを行うと工事費費用の一部を最大５０万円を助成します。

総合政策部
縁結び定住
課

0853-21-6629

島根県 益田市 益田市UIターン者応援事業補助金
市外在住者が益田市へ定住することを目的に、住宅を新築、中古物件購入、賃貸住宅へ入居または実家等を改
修、入居する場合に、補助金を交付します。また若者加算、子育て加算、中山間地定住加算を設けています。

政策企画局
人口拡大課

0856-31-0173

島根県 大田市 第二次定住奨励事業（住宅購入）
住宅を購入する移住者に対し費用の１０％か２０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が
対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で５万円加算。合計３０万円上限。

定住推進室 0854-83-8029

島根県 飯南町 住宅整備助成金
定住するため、町内に住宅を新築・増築・購入する方に対し、借入金の利子に相当する額を助成金として交付しま
す。上限50万円。飯南町に5年以上在住する意思のある方で65歳以下の方。

産業振興課 0854-76-2214

島根県 美郷町 定住新築住宅補助
世帯主か配偶者が40歳以下の世帯で、町内に住宅を新築・増築したときに、その固定資産税に相当する額を10年
間補助。

定住推進課
定住推進係

0855-75-1212

島根県 美郷町 定住者用住宅改修事業
定住する人が住宅を改修する場合、改修費の一部を助成。（対象：30万円以上の改修、補助額：1/2で限度額50万
円）

定住推進課
定住支援係

0855-75-1212

島根県 知夫村 住宅取得改修等助成金
住宅の新築・持ち家改修・生活備品等の設備に要した経費に対して、１５０万円を限度として、助成
金を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者）

岡山県 高梁市 住宅新築助成金
本市に定住の意思を持って移住しようとする人が、市内に住宅を新築する場合、用地取得で最大６０万円、住宅新
築で最大１００万円を助成。※世帯要件等で交付限度額を設定

定住対策課 0866-21-0282

岡山県 新見市 森と匠を活かす家づくり支援事業
新見産木材を使用して住宅を新築・増改築する場合、新築であれば５０万円、増改築の場合は３０万円を上限に補
助する

農林課 0867-72-6134

岡山県 新見市 分譲宅地快適環境創造事業補助金
市が提供する分譲宅地の購入者が、住宅を新築する場合、７０万円を上限に補助する。また、生ごみを処理する容
器を設置する場合、１０万円を上限に補助する。

総務課 0867-72-6128
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観光振興課 08514-8-2211
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岡山県 瀬戸内市 定住促進補助金 市が販売する分譲宅地に住宅を建て、住民票を当該地へ移した人に、分譲地販売価格の３割を補助する。 企画振興課 0869-22-1031

岡山県 真庭市
真庭市分譲宅地住宅建設促進事業
補助金

真庭市が分譲した宅地において住宅の建設を促進し、早期の住宅団地形成に資するため、当該分譲宅地に住宅
を建設し、予算の範囲内で補助金を交付

都市住宅課 0867-42-7781

岡山県 真庭市 木材需要拡大事業
自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者等が国産材を使用して家を建てたときに６０万円／戸
の補助。

農林振興課 0867-42-1031

岡山県 美作市 美作市移住定住促進補助金
美作市内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、市外から転入する者に対し、補助金を
交付する。対象経費の1/5以内、補助限度額100万円。

協働企画課 0868-72-6631

岡山県 矢掛町 定住促進助成金
町内に住宅を新築した人に，建築費用の1割を最大で120万円の助成をする。また，新築住宅に入居した世帯が三
世代世帯の場合は30万円を上乗せする。

総務企画課 0866-82-1010

岡山県 矢掛町
矢掛町土地開発公社による分譲地
の販売

分譲地の造成及び販売を行う。分譲地を購入される方には，上下水道やケーブルテレビの加入負担金の他，子育
て世代の家庭には土地購入費の１割を助成。

総務企画課 0866-82-1010

岡山県 矢掛町 矢掛町住宅団地促進助成金
民間企業が造成及び販売を行った分譲地を購入された方に，土地開発公社の購入特典と合わせて，上下水道や
ケーブルテレビの加入負担金，子育て世代の家庭には土地購入費の1割を助成する。

総務企画課 0866-82-1010

広島県 三次市 宅地購入・新築奨励金
市外に在住の方が三次市に定住の目的で市内の土地に住宅を新築または購入した場合に家屋に係る固定資産
税の納税額に相当する額を奨励金として5年間交付

地域振興部
定住対策室
定住対策係

0824-62-6129

広島県 庄原市
庄原市転入定住者住宅取得及び改
修補助金

移住者が住宅を新築・購入する際は費用の10％（上限100万円），改修する際は費用の20％（上限50万円）を補
助。子育て世帯は最大10万円加算。実家へのUターンの改修も対象。

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 五萬の里団地
宅地7区画を整備し分譲中(うち2区画売約済み)、同一団地内には市営住宅20戸と集会所を建築済み、簡易水道，
公共下水道を整備済み

総領支所　産
業建設室

0824-88-3065

広島県 大竹市
子育て・高齢者等あんしん住宅リ
フォーム補助制度

子育て世帯，高齢者世帯，障害者世帯の住宅りフォームに要する費用の一部を助成
建設部都市
計画課

0827-59-2168

広島県 廿日市市 住宅リフォーム助成事業
・市内の建築関連業者により，住宅の所有者が住宅のリフォームを行う場合，それに要する費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。

都市・建築局
建築指導課

0829-30-9191

広島県 安芸高田市 子育て婚活住宅新築等補助金 子育て世代の新規定住者が、市内に市内業者により住居を新築した場合に最大で50万円の補助金を交付
建設部
住宅政策課

0826-47-1202

広島県 安芸高田市 定住促進団地購入補助金
安芸高田市への定住を目的とする子育て世代等の者が、市内の補助対象団地を購入する際に、条件ごとに購入
金額の最大30%の補助金を交付

建設部
住宅政策課

0826-47-1202

広島県 安芸高田市
安全・安心・住環境リフォーム普及促
進事業補助金

市内に本社のある事業所等を利用して、自宅のバリアフリー化、省エネ化、環境・防災・防犯対策等を含むリフォー
ムを行う場合に、最大20万円の補助金を交付

建設部
住宅政策課

0826-47-1202

広島県 安芸太田町 定住促進奨励制度
家屋に係る固定資産税相当額の1/2を10年間助成。毎年度末に助成。補助対象：新築住宅の建築または購入され
る45歳以下で，その後10年以上定住される方又は，賃貸住宅3戸以上建築される方（年齢制限なし）

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 安芸太田町 住宅改修助成金交付制度
町内の施工業者を利用して自己が所有し居住する住宅の修繕や増改築に対する費用を助成
助成対象工事費(50万円以上）の10％に相当する額を助成（上限10万円）

建設課 0826-28-1962

広島県 安芸太田町 Ｕターン世帯定住応援制度
定住の意思をもって，転入し，安芸太田町に在住する親族と同居する方を対象に町内業者施工による対象住宅の
改修（100万円以上）に対し上限60万円を補助

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 安芸太田町 子育て世帯定住応援制度
夫婦のいずれかが満40歳以下または満12歳以下の子がいる世帯を対象に，対象住宅の新築，中古住宅の購入ま
たは対象住宅の改修についての費用を一部補助。町内産木材利用や12歳以下の子どもが同居する場合は加算

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 安芸太田町 上殿定住住宅団地
いずれか一方の年齢が満40歳以下のご夫婦の世帯または，年齢が満12歳以下の子どもがいる世帯が対象
土地譲受後2年以内に住宅新築工事に着手し，3年以内に居住，10年以上定住の条件で宅地分譲価格55％割引

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 大崎上島町
子育てあんしん住宅リフォーム支援
事業

子育て世代の住宅の耐久性及び安全性を高めることを目的とした住宅リフォームに対して補助金を交付。１０万円
以上の工事に対し、1/5補助（上限１０万円）

福祉課 0846-62-0302

広島県 世羅町 新規定住者奨励金
新規定住者が、家屋を新築、もしくは新築住宅を購入した場合に、固定資産税相当額を奨励金として交付する。
（新規定住者には諸条件あり。）

企画課 0847‐22‐3206

広島県 世羅町 住宅リフォーム補助金事業
町内業者を利用してリフォームを行う場合、30万円以上の工事に対して工事費の10％を助成する。（上限30万円。
３世代同居の場合は上限50万円。）

建設課 0847‐22‐5309

広島県 神石高原町 住宅建築事業費補助金交付事業 町内に住宅を新築し居住する場合，最高100万円を助成します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 町有林樹木無償譲渡事業 町内に住宅を新築し居住する場合，町有林の樹木を提供します。 総務課 (0847)89-3330

広島県 神石高原町 住宅取得促進奨励金交付事業 住宅を新築又は取得された方を対象に，5年間固定資産税額の1/2相当額を奨励金として交付します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

山口県 下関市
　人口定住促進対策事業（定住奨励
金）

過疎・離島地域への人口定住促進（地域限定）。定住する意思を持って転入し、１年以内に住宅を新築・購入、増
築、貸借し、6ヶ月以上継続して居住した方へ10万円支給（１世帯１回限り）。

企画課 083-231-1911

山口県 下関市
　市有地等活用定住促進助成金事
業

本市の指定する土地を購入した移住希望者が、自らが居住するための住宅を建築し、定住した場合、当該土地及
び家屋に係る固定資産税等相当額を10年間補助するもの。（上限200万円）

企画課 083-231-1911

山口県 下関市
　移住者新築住宅購入支援助成金
事業

本市に移住する方が、市内の土地に自らが居住する新築住宅を登録事業者から購入・建築し、定住されると、住宅
の購入・建築費用を官民が折半で最大100万円相当を支援するもの。

企画課 083-231-1911

山口県 防府市 住宅リフォーム助成事業
市内の施工業者を利用して10万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費の10％相当の市内共通商品券を交
付（限度額10万円、予算額に達したときは年度の途中で受付終了する場合あり）

商工振興課 0835-25-2147

山口県 長門市 住宅リフォーム資金助成事業
市内にある自己所有の住宅で、本人または親族が居住する住宅の改修工事に要する経費の一部を補助します。
補助率：工事費の1/10以内（上限額：10万円）

経済観光部
商工水産課

0837-23-1136

山口県 柳井市 住宅リフォーム助成事業
市民（個人住宅所有者）が行う住宅リフォームに係る費用について、費用総額の１０％を助成（補助金限度額１０万
円）する。

建設部土木
建築課

0820-22-2111内線236

山口県 周防大島町 住宅リフォーム資金助成事業 町内にある自己居住（予定）住宅の改修工事費の一部(工事費の10%、10万円上限)を助成
産業建設部
建設課

0820-79-1005

徳島県 那賀町 木づかい安心住宅支援事業 一戸あたり140万円を上限として、町産材を使った木造住宅の施工主に助成。 林業振興課 0884-62-1175

徳島県 那賀町 那賀町営町産材木材利用推進住宅 町内産木材を使用した住宅で、一定期間入居することで持ち家にすることが可能。 林業振興課 0884-62-1175

徳島県 海陽町 海陽町産材活用住宅建築推進事業 町内に町産材を使用して住宅を新築する方に上限で１００万円の補助金を交付。 産業観光課 0884-73-4161

香川県 さぬき市 定住奨励金
Ｈ２２．１．２～Ｈ２７．１．１までに市内に住宅を新築または購入するなど交付要件を全て満たした方に対し、その住
宅に係る固定資産税の半額相当を３年間交付。

総務部政策
課

087-894-1112

香川県 さぬき市 リフォーム促進支援事業
市内に所有し、自ら居住している住宅のリフォーム工事をされる方に対し、工事経費の１０％相当額を市共通商品
券で交付（上限２０万円分、抽選有、Ｈ２７．３．３１まで）。

建設経済部
都市計画課

087-894-1113

愛媛県 新居浜市 定住促進奨励事業 住宅を取得し、市外から転入した４０歳以下の方に、住宅の取得費用の一部（最大１００万円）を補助。
企画部総合
政策課

0897-65-1210

愛媛県 新居浜市 住宅取得資金利子補給事業
市内在住の方で、新たに住宅を購入し、金融機関から資金を借入した４０歳以下の方に、借入資金の利子補給を
実施。（最大３０万円）

企画部総合
政策課

0897-65-1210

愛媛県 東温市 東温市木造住宅耐震改修補助事業
東温市木造住宅耐震診断補助事業による耐震診断を受けた結果、補強が必要な住宅の所有者に対し、耐震改修
にかかる経費の一部を補助。

まちづくり課 089-964-4412

愛媛県 内子町 うちこんかい定住促進事業補助金
町の分譲宅地を購入し、住宅を建築する場合、土地購入費の20%（上限300万円）、住宅建築費用の5%（上限100万
円）、内子町内の建築業者が施工の場合は、土地購入費の10%（上限100万円）を補助。

総務課 0893-44-6151

愛媛県 愛南町 住宅新築・リフォーム補助金
住宅の新築・増築・リフォームを町内所在の建築業者などで行う方に対して、補助金対象費用が50万円以上の場
合に1/10に相当する額を予算の範囲内で補助。補助金の上限額は20万円。

建設課 0895-72-7313

愛媛県 愛南町
地域木材利用木造住宅建築促進事
業補助金

住宅部分の床面積が66㎡以上で、住宅の主要部材に県南予地域産の木材を60％以上使用し、町内所在の工務
店等により建築又は購入する方に対して地域材1㎥当たり25,000円を補助。補助金の上限額は50万円。

農林課 0895-72-7311
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

高知県 宿毛市
宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事
業費補助金

県外からの移住者が新たな生活を始めるために必要な住宅の改修工事費用の一部を助成する制度。補助率は
2/3で、上限は500,000円。

企画課 0880-63-1118

高知県 土佐清水市 移住希望者向け住宅改修事業 移住希望者を対象に住宅改修に対して補助。補助対象経費２分の1以内、1件あたりの事業費限度額１００万円。 企画財政課 0880-82-1217

高知県 黒潮町 定住促進住宅用地分譲事業
王迎団地定住分譲地【有】○最寄駅：土佐くろしお鉄道「海の王迎駅」○買い物、医療機関、教育関係施設のすべ
て車で15分以内の距離

総務課総務
係

0880-43-2111

福岡県 田川市 移住・定住等住まい助成事業
・市内に定住し、住宅を新築することを目的として市有地を購入した場合、土地取得額の10％を交付する。
・資格要件に該当する者が、市内業者によって住宅を新築した場合、50万円を交付する。

都市整備部
建築住宅課

0947-44-2000

福岡県 柳川市 マイホーム取得支援事業
柳川市内でマイホーム（中古住宅、分譲マンション含む）を取得される市外からの転入者に対して最大100万円の
奨励金を交付する制度

柳川市定住
サポートセン
ター（企画課
内）

0944-77-8423

福岡県 筑後市 新築マイホーム取得支援事業
筑後市への転入および定住を促進するため、市内で新たにマイホームを取得した人への手助けとして、取得支援
奨励金（固定資産税相当額）を最大45万円（年間上限15万円・最長3年間）支給します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 住宅リフォーム補助事業
筑後市の定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、筑後市に転入された人で、市に定住し、一定の基準を
満たした住宅のリフォームを行う場合、その手助けとして最大30万円の補助金を支給します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 住宅小規模改修補助事業 市内の施工業者によって住宅を改修される場合、工事費の10％、10万円を限度に補助します。
商工観光課
商工観光係

0942-65-7024

福岡県 大川市 大川市新築マイホーム取得補助金 大川市内に新たに住宅を取得した方に対し、取得費用の一部や固定資産税相当額を補助します。 企画課 0944-85-5573

福岡県 うきは市 木造住宅耐震診断費補助事業
耐震診断１件につき3,000円を助成。補助対象は①昭和５６年５月３１日以前に建築・工事に着手した木造住宅②建
築基準法等に違反していない住宅③福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用した耐震診断等

総務課消防
防災係

0943-75-4980

福岡県 うきは市 木造住宅耐震化補助事業
木造住宅耐震診断費補助により、耐震診断済みで耐震化が必要と判断された住宅の耐震化工事を行う場合、工
事費の５／１０以内、上限80万円を補助

総務課消防
防災係

0943-75-4980

福岡県 うきは市 伝統的建造物群保存地区補助事業
保存地区内の建造物の修理に係る経費のうち、通常望見できる屋根、外壁等の外観及びこれと密接な関係を有す
る土台、柱、梁等主たる構造に係る経費の一部を補助

生涯学習課
文化財保護
係

0943-75-3343

福岡県 うきは市 町並み保存地区補助事業
市が指定した町並み保存地区(以下「保存地区」という。)内の公道に面した白壁土蔵造りの建築物等の修理・復元
に係る経費の一部を補助

生涯学習課
文化財保護
係

0943-75-3343

福岡県 うきは市 木材利用促進助成事業 市内製材所の木材を使った新築、リフォーム等に対し使用木材量に応じて最大60万円を補助
農林商工観
光課山村振
興係

0943-75-4986

福岡県 岡垣町 定住奨励金交付事業
中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が取得した住宅及び住宅用地に課される固
定資産税相当額を奨励金として複数年にわたり交付するもの。※年間最大15万円

都市建設課
093-282-1211
内線136

福岡県 岡垣町 中古住宅購入等補助金交付事業
中学生までの子を持つ世帯、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入で、補助金20万円(※内浦・戸
切校区は30万円)を交付。空き家バンクはプラス５万円、半年以内のリフォームでさらに20万円。

都市建設課
093-282-1211
内線136

福岡県 岡垣町
新築住宅建築に係る解体工事補助
金交付事業

中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入し、そのまま解体し、同
一敷地に住宅を新築した場合、解体費の３分の２を補助するもの。※限度額70万円

都市建設課
093-282-1211
内線136

福岡県 鞍手町 定住促進奨励金 定住を目的に住宅を取得した人に、毎年の固定資産税相当額（上限１５万円）を１０年間交付するもの。 地域振興課
0949
(42)2111

福岡県 吉富町 定住化奨励金／定住化促進制度
住宅を町内に住宅を新築建替え又は購入された方（他に自己所有の住宅を未所有）に対し、家屋及び土地に課税
される固定資産相当額を１年度当り１５万円を限度に奨励金として３年間交付する。

企画財政課 0979-24-4071

佐賀県 多久市 多久市定住奨励金事業
多久市内に定住を目的として住宅を取得し、居住を始められる場合、市外からの転入者に転入奨励金（最高110万
円）、市内からの転居者に持ち家奨励金（最高50万円）を交付します。

総合政策課 0952-75-2116

佐賀県 武雄市 定住特区制度
市外から永住目的に住宅を新築、または空き家を購入及び賃借する世帯責任者を対象に補助を行う。
◎定住奨励金（住宅新築、空家購入）10万円/人、（空家賃借)5万円/人

つながる部
お住もう課

0954-23-9221

佐賀県 小城市 定住奨励金
３年以上市外に居住されている方が、小城市内に住宅を取得され、居住を始められた場合に一人につき５万円、同
居する子の３人目以降（１５歳未満に限る）は一人につき１０万円を交付。

企画課 0952-37-6115

長崎県 松浦市 定住奨励金
松浦市内に新たに宅地・住宅を取得する場合（増改築を除く）に、契約状況に応じて最大150万円の奨励金を交付
※市内建築業者を利用時に限り交付、中古住宅取得向け制度あり

まちづくり推
進課

0956-72-1111(内線315)

長崎県 五島市 耐震・安心住まいづくり支援事業
五島市内の戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の一部助成
（診断に要する費用45,000円のうち30,000円助成）

建設課 0959-72-6188

長崎県 五島市 住宅性能向上リフォーム支援事業
住宅性能向上に係る改修工事費用（バリアフリーなど）の一部助成。
ただし５０万円以上で1/5助成。上限１０万円

建設課 0959-72-6189

長崎県 五島市 高齢者住宅改造助成
高齢者が安全に生活し、介護する家族の負担を軽減するため住宅を改造する費用の助成。（助成率2/3、助成限
度額29万円）

長寿介護課 0959-72-6194

長崎県 五島市 住宅・店舗リフォーム資金補助金
市内にある住宅・店舗のリフォーム等にかかる工事費の一部を助成。
補助対象経費の１０％を助成。（最高１０万円）

商工振興課 0959-72-7862

長崎県 西海市 住宅性能向上リフォーム支援事業 市内の一戸建てまたはマンション等のリフォームについて補助する。（補助率１/５上限１０万円） 住宅建築課 0959-37-0021

長崎県 雲仙市 雲仙市定住促進奨励補助金
雲仙市内に新築した住宅を生活の本拠地として居住する人に対し、①取得した住宅の固定資産税額１/２（上限１０
万円）②子ども（高校生以下）１人につき１万円①、②の合算額を奨励補助金として５年間支給します。

政策企画課 0957-38-3111

長崎県 東彼杵町 東彼杵町持ち家奨励金制度
定住を目的に自己名義の土地に新たに新築住宅を取得した方及び中古住宅を取得された方に対して最高50万円
を支給。更に高校生以下のお子さん１人当り１０万円を支給します。

まちづくり課
企画係

0957-46-1111

長崎県 波佐見町 定住奨励金事業
町内に新しく家を建てたり中古物件を購入して定住された方について、条件により現金（最高75万円）と商品券（最
高10万円）を助成する。

企画財政課
企画係

0956-85-8400

熊本県 八代市 八代市定住支度金事業
公営住宅分譲地における定住支度金制度を図り、八代市への定住化と地域の振興を図る。※1分譲地当たり
100,000円

企画政策課 0965-33-4104

熊本県 玉名市 定住促進補助金
①住宅取得（100万）②リフォーム（上限50万）③新幹線通勤定期券購入（上限3万/月）の3つがあります。②③に関
しては、①の補助金交付者が対象です。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 玉名市 玉水ニュータウン分譲
風光明媚な天水町にある全29区画の分譲地。東側には特産のみかん畑が広がっており、面積約138坪とガーデニ
ングや家庭菜園を楽しむことができるゆっくりとした広さを確保。3,210,000円で残り1区画。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 菊池市 菊池市地域経済活力創出事業
住宅や店舗のリフォーム･新築を市内の施工業者に依頼して行った場合、菊池市内共通商品券で補助対象費用の
一部を助成する。（住宅：補助率10％･上限額20万円、店舗：補助率20％･上限額30万円）

商工観光課 0968-25-7223

熊本県 玉東町 オレンジタウンこのは駅前分譲事業
ＪＲ木葉駅の南側に広がるオレンジタウンを分譲しています。現在全118区画のうち100区画以上が分譲済みとなっ
ています。

総務課 0968-85-3111

熊本県 玉東町 定住促進奨励金制度
オレンジタウンこのは駅前分譲地を購入し家を新築すると50万円が支給されます。更に町外者で中学生以下の世
帯員1人につき20万円が追加で支給されます。

総務課 0968-85-3111

熊本県 玉東町
町内木造建築物請負業者利用奨励
金

オレンジタウンこのは駅前に玉東町建築組合加盟業者の施工にて家を新築すると、1坪当たり1万円が支給されま
す（上限50万円）。

総務課 0968-85-3111

熊本県 南関町 住宅取得等補助金
定住のため転入される方（65歳以下）対象要件に該当する場合、新築50万、中古購入25万、リフォーム工事費の
20％の額（上限25万）。町内登録業者との契約の場合、補助金加算あり

まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 南関町 新築住宅固定資産補助金
住宅取得補助金が支給され5年以上居住する人
新築住宅の固定資産税に相当する額（限度額５万円）を3年間補助

まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 益城町 定住促進補助金制度
町が指定する区域に一戸建て住宅を新築又は購入して、その住宅に居住した人（中学生以下のお子さんと同居が
必要）に１００万円を助成します。その他加算金も有ります。

都市計画課 096-286-3111(内332)

熊本県 氷川町 住宅リフォーム等促進事業
町内に住民登録し、かつ居住する方が所有する住宅を、町内の登録施工業者によってリフォーム工事を行った場
合、工事費の２０％を補助します（上限20万円）

商工観光課 0965-62-2315

熊本県 あさぎり町
あさぎり町個人用住宅新築及び改修
助成事業

・新築する個人用住宅及び、既存の住宅をリフォームする際に助成。・助成対象経費が20万円超の工事に対し、以
下のとおり助成。①新築：一律20万円②リフォーム：助成対象経費の10％以内で20万円を上限

商工観光課 0966-45-7220

大分県 豊後高田市
高齢者・子育て世帯リフォーム支援
事業

65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し､持ち家等を改修する際に補助金を交付しま
す｡（最大40万円）

地域活力創
造課

0978-22-3100
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大分県 豊後高田市 夢まち分譲地への新築奨励金
夢まち分譲地に住宅を新築した場合は、最大60万円の奨励金を交付します。（太陽光発電システム設置補助金10
万円を含みます。）

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 お帰りなさい住宅改修事業 Ｕターン者が、市内にある自宅（空き家）の改修を行う際に補助金を交付します。【上限30万円】
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ハッピーマイホーム新築応援事業
市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。市外の方が小規模地域に住宅を取得した場合は20
万円となります。

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市
定住者向け分譲団地（夢まち分譲
地）

犬田、城台地区に定住者向けの安価（坪単価３万円～）な宅地を84区画整備しています｡学校や温泉に近い市街
地の宅地を現在予約受付中です。

企画情報課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 周辺地域若者定住奨励金
周辺地域外にお住まいの子育て世帯の方が、周辺地域に居住用住宅を新築または購入（空き家含む）した場合に
奨励金を交付します。
①市内者10万円②市外者20万円

観光まちづく
り課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 家族支え合い住宅建設奨励金
離れて暮らしていた親子（祖父母・孫）が支え合って居住するための住宅を新築（購入）、増築、改築する場合に奨
励金を交付します。
①新築（購入）・増築→50万円②改築→上限20万円（20％補助）

観光まちづく
り課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐産材利用促進事業補助金
市内で生産製材した木材を利用し、居住のための一戸建木造住宅を新築・増改築した場合、使用量に応じて補助
金を交付します。１㎥あたり5万円①新築→上限100万円②増改築→上限40万円

林業水産課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 耐震診断・耐震改修補助金
地震に備えて、住まいの耐震診断や耐震改修工事をするときの費用の一部を補助します。①耐震診断→上限3万
円②耐震改修→上限80万円（2/3補助）

建築住宅課 0978-32-1111

大分県 由布市
由布市定住促進住宅リフォーム事業
補助金

由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借契約が成立した物件に対してリフォーム費用を補助す
るもの。売買は工事費の2分の１で上限１００万円。賃貸借は工事費の2分の１で上限５０万円。

総合政策課 097-582-1111

大分県 日出町 新住宅等定住報奨金 転入や転居により住宅を取得し定住する方に対し、定住報奨金を交付 政策推進課 0977-73-3116

宮崎県 西都市
西都市住宅新築リフォーム支援事業
助成金

市内施工者に工事を依頼し、木造住宅の新築工事等を行う場合にギフト券等で費用の一部を助成。新築工事の場
合、50万円(転入者加算50万円)、リフォーム工事の場合、工事費の25%(上限10万円)を助成

商工観光課 0983-43-3222

宮崎県 えびの市 住宅取得定住促進支援金交付事業
住宅を取得した場合に、経費の10％（市内業者を利用：上限50万円、市外業者を利用：上限30万円）を住宅取得支
援金として交付します。また移住加算金（上限30万円）、子育て加算金（上限20万円）を加算

財産管理課
住宅係

0984-35-1111(内線343)

宮崎県 えびの市
住宅リフォーム促進事業補助金交付
事業

市民が自己の居住する住宅を市内の施行業者を利用して改修工事を行う場合にその経費の一部（補助率20％・上
限15万円）を補助します。

観光商工課
企業誘致・商
工振興室

0984-35-1111(内線333)

宮崎県 川南町 持家取得助成事業
平成２５年４月１日以降に住宅取得に係る契約を行った方に建物価格の５％（千円未満切り捨て、上限５０万円）を
助成。事業期間は、平成２５年度から平成２７年度の３年間。４０歳以下の夫婦には、若者夫婦加算有り。

まちづくり課 0983-27-8002

宮崎県 都農町 町内定住住宅取得奨励事業 町外から都農町に転入して、新規に住宅を取得（新築・中古）した場合に１００万円を上限に奨励金を交付する。 総合政策課 0983-25-5711

宮崎県 都農町 保留地等取得奨励事業
公売している保留地等について、購入しかつ住宅を新築した場合に、１㎡あたり３，０００円の奨励金を交付する。
（最大１５０万円）※町内住宅取得奨励事業と合わせて申請も可能。

総合政策課 0983-25-5711

宮崎県 都農町 リフォーム奨励事業
都農町に住所を有し、所有する住居について町内業者が請け負った３０万円以上の住宅リフォーム工事を対象に
奨励金を交付する。（最大１０万円）

建設課 0983-25-5717

宮崎県 日之影町 日之影町移住定住奨励金
本町に定住することを目的として、個人住宅を購入し、賃貸し、又は新築し居住する者に、定住するために必要な
費用として３０万円を交付する。

地域振興課 0982-87-3910

鹿児島県 出水市 出水市定住促進事業
市外から定住のために出水市へ転入された方で、住宅を取得された方は最大100万円、リフォームをされた方は最
大15万円、市外へ公共交通機関を使用して通勤される方は最大月額1万円の補助金を交付します。

観光交流課 0996-63-2111

鹿児島県 霧島市
中山間地域活性化のための移住定
住促進補助金

霧島市の中山間地域における住宅を新築、購入または増改築した市外からの転入者及び市街地からの転居者に
対し、補助金を交付する制度です。新築：最高100万円、中古住宅購入：最高50万円、増改築：最高50万円

共生協働推
進課

0995-45-5111(内線
1542)

鹿児島県 南さつま市 移住者住宅取得補助金交付制度
平成24年4月1日以降に本市へ移住し、新たに住宅を取得した者に交付する補助金。新築または新築住宅を購入し
た場合は50万円、中古住宅を購入した場合は30万円を交付。その他、区域等の加算制度あり。

企画政策課
協働推進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市
移住者住宅リフォーム補助金交付制
度

平成24年4月1日以降に本市に移住する者が、快適な生活を営むことができるように交付する補助金。リフォーム工
事代金の2/3を助成。ただし、加世田小学校区域外は50万円、加世田小学校区域内は30万円が上限

企画政策課
協働推進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 移住定住促進補助金交付制度
住宅を新築した者に交付する補助金。平成22年5月25日以降に移住した者には100万円、それ以前に移住した者
には50万円を交付。加算制度で200万円を越える助成を受けることができる。

企画政策課
協働推進係

0993-53-2111

鹿児島県 志布志市 定住促進住宅用地分譲事業 定住促進を目的として、住環境が優良な宅地の分譲を実施する。
松山支所
地域振興課

099-487-2111

鹿児島県 志布志市 地域活性化住宅設置事業 児童数の減少を防ぎ、地域活性化を図るために、地域活性化住宅を設置している。 建設課 099-474-1111

鹿児島県 南九州市 移住定住促進対策補助
南九州市内に移住定住することを目的に，住宅の取得，またはリフォームを行う方を対象に補助を行うもの。
●最大１１０万円（上限：住宅取得経費及び土地取得経費の合計額の１割）

企画課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 南九州市 分譲宅地情報の提供及び販売 南九州市内３箇所に造成している住宅団地を，市のHP及びパンフレット等で情報提供し，分譲（販売）するもの。 企画課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 大崎町 定住住宅取得補助事業
大崎町に定住しようと町内に住宅を新築又は購入（中古住宅を含む）した者に対し補助金を交付。土地、住宅の取
得経費の総額の５分の１を補助。ただし転入者100万円、町内居住者50万円の補助を上限とする。

企画調整課 099-476-1111

鹿児島県 大崎町 宅地分譲事業 住宅を建築する者に対し町有地（宅地）を格安で分譲。 企画調整課 099-476-1111

鹿児島県 肝付町 住宅取得促進助成金
町内に住宅を取得した定住者に対して助成金を交付。町内において住宅を取得した場合10万円。その他、条件に
より加算あり。

企画調整課 0994-65-8422

鹿児島県 瀬戸内町 地域活性化定住促進条例 定住目的で新築住宅購入50万円、中古住宅購入20万円を助成する。 企画課 0997-72-1112

鹿児島県 瀬戸内町 リフォーム助成制度 50万円以上のリフォーム工事に対し、10万円の助成金 建設課 0997-72-1112

沖縄県 南風原町 住宅リフォーム支援事業
町内の施工業者を利用して修繕、補修等を行う場合に、費用の一部を補助します。なお、２０万円以上の修繕・補
修等が対象です。※応募期間有り。補助率は２０％。補助金の上限額は２０万円。

まちづくり振
興課

098-889-4412

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 室蘭市 空き家バンク活用促進事業
市内定住促進、空き家等の解消を図り安心して暮らせる定住環境づくりの為、空き家バンク登録物件購入者に助
成。（登録物件購入、リフォーム等実施の場合、100万円以上の工事費で、50％補助。限度額50万円）

都市政策課 0143-25-2592

北海道 芦別市 空き家・空き地情報バンク
市内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購
入・賃貸希望者に紹介する。

総務部企画
課まちづくり
推進係

0124-22-2111

北海道 砂川市 空き地・空き家情報 市内にある空き地及び空き家の物件情報を所有者等の申請を受けて、登録・公開する。
建築住宅課
建築指導係

0125-54-2121

北海道 登別市 空き家情報の提供 宅建協会等と連携し、不動産情報（賃貸住宅等）を紹介

総務部　企画
調整グループ
移住相談ワン
ストップ窓口

0143-85-1122

北海道 恵庭市 恵庭市空き家・空き地バンク 土地の売買、戸建住宅の売買・賃貸の情報を提供。
企画振興部
まちづくり推
進課

0123-33-3131
内線2332

北海道 福島町 定住促進住宅等奨励金事業
【住宅建築（購入）に対する助成等】 新築（購入）をした場合、25万円～100万円の助成金を交付（うち30％町内商
品券）

総務課企画
グループ

0139-47-3001

北海道 福島町 空き家情報バンク
町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情
報を掲載しております。

総務課企画
グループ

0139-47-3001

北海道 南幌町 南幌町空き家・空き地バンク制度
町内の空き家（戸建・アパート）や空き地（宅地）に関する情報提供を実施。空き家に居住または空き地に概ね１年
以内に居宅を建築し居住することが条件

まちづくり課
企業誘致
グループ

011-378-2121

北海道 由仁町
やっぱり由仁定住応援事業（住宅改
修コース）

空き家取得改修：町空き家バンク登録物件の取得後の改修費用を交付（上限30万円。高校生以下の子どもがいれ
ば60万円）

まちづくり室 0123-83-2112

北海道 由仁町 空き家・空き地バンク
町内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者からの申請により、その物件情報を登録・公開し、購入・賃
貸希望者に紹介

まちづくり室 0123-83-2112

北海道 秩父別町 市街地区空き家改修事業
町内市街地区に存する空き家物件を購入した入居者に対して、その建物の改修及び修繕に要する費用の一部を
補助します。対象事業費の１／２（上限100万円）

企画課企画
グループ

0164-33-2111

北海道 鷹栖町
鷹栖町空き家改修支援事業補助金
制度

空き家を改修して居住する方に、補助対象経費1/2以内で限度額50万円（基本額）の補助金を交付。さらに、子ども
加算、転入加算、町内事業者加算の３つの加算項目があり、合計で最大80万円の補助金となります。

総務企画課
地域振興係

0166-87-2111

北海道 和寒町 和寒町で暮らしましょう
○空き家・空き店舗情報の提供。町内の空き家・空き住宅情報を募集し、町ＨＰに掲載して家主と希望者のマッチン
グを実施。平成25年度までに31件を公開し、16件が賃貸または購入されている。

総務課まちづ
くり推進係

0165-32-2421

北海道 洞爺湖町
洞爺湖町空き家情報登録制度「空き
家バンク」

定住・移住を進めるために、町内の空き家情報を町ホームページで公開し、定住・移住を希望されている方々への
橋渡し役として情報提供している。

産業振興課
地域振興グ
ループ

0142-74-3005

北海道 新得町 空き家活用促進制度
空き家を取得して改修、もしくは空き家を改修し賃貸する場合に、改修費の一部を奨励金として、地域通貨で交付。
町内施工業者→改修費の３０％（上限３０万円）町外施工業者→２０％（上限２０万円）

地域戦略室
地域戦略係

0156-64-0521

北海道 鶴居村 空き家バンクモデル助成事業補助金 空き家バンク登録物件の簡易な修繕等に対し、補助率8/10で24万円を上限額として補助する。
企画財政課
企画調整係

0154-64-2112

北海道 鶴居村 空き家バンク
鶴居村内にある空き家所有者からの情報を、村のホームページに掲載し、鶴居村への移住を希望する方
に情報提供するもの

企画財政課
企画調整係

0154-64-2112

青森県 南部町 空家バンク事業 空き家に定住し又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする方へ登録空家物件の情報提供を行う。
農村交流推
進課

0178-76-2310

岩手県 一関市 空き家バンク事業 移住希望者向けに、市内の空き家物件を紹介しています。
企画振興部
企画調整課

0191-21-8641

岩手県 雫石町 雫石町空き家バンク制度 雫石町における空き家の有効活用を通して、町の定住促進による活性化を図る制度です。 企画財政課 019-692-6499

岩手県 雫石町 雫石町定住促進住宅
平成２１年度に財団法人雇用振興協会が管理運営する雇用促進住宅雫石宿舎を買取り、平成２２年４月１日より雫
石町定住促進住宅として、雫石町が管理運営しています。

地域整備課 019-692-6406

宮城県 栗原市
住まいる栗原　ホームサーチ事業
（空き家バンク制度）

空き家の売買または賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて登録した空き家情報を、利用登録した居住し
たい方へ情報提供する。

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 栗原市
住まいる栗原　空き家リフォーム助
成事業

「住まいる栗原ホームサーチ事業」を利用して空き家を購入または３年以上借りる方が、当該空き家をリフォームす
る場合、工事費を助成する。対象経費の１/２の額で、上限は４０万円

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 加美町
空き家等情報登録制度（空き家バン
ク）

町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者（管理者）と
「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをします。

企画財政課 0229-63-3115

秋田県 横手市 空き家リフォーム助成事業 空き家を購入して定住した方に対し、当該空き家の改修に要する費用の５０％（上限１００万円）を助成。
市民生活部
くらしの相談
課

0182-35-4099

秋田県 横手市 雪国生活支援事業
空き家を購入して定住した方に対し、雪囲い設置や雪下ろしに要する費用の１００％（上限２０万円）を助成。※初年
度のみの助成

市民生活部
くらしの相談
課

0182-35-4099

秋田県 鹿角市
かづの「田舎のねじろ」宅地建物デー
タバンク

市内の空き家・空き地の情報をホームページで公開している。
産業部観光
振興課

0186-30-0248

秋田県 鹿角市 かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業
かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンクの登録物件を購入・賃借した方で、居住に必要な補修を行った場合、
その費用の１００％を補助する。（上限５０万円）

産業部観光
振興課

0186-30-0248

山形県 -
山形県移住推進等空き家利活用支
援事業補助金

市町村の空き家バンクを利用して空き家を購入・賃借し、その空き家を改修した場合に最高40万円を補助する制
度。若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯は補助率・補助額を優遇する。

企画振興部
市町村課

023-630-3083

山形県 鶴岡市
移住推進空き家利活用支援事業補
助金

ＮＰＯつるおかランド・バンクが実施する「空き家バンク事業」を利用して、空き家を取得、賃貸し改修工事を行う場
合、その経費の一部を助成。

建設部建築
課

0235-25-2111

山形県 朝日町 朝日町定住促進交付金 当町の空き家バンク制度を利用して半年間定住いただいた方に、１０万円を支給。
政策推進課
定住・戦略推
進係

0237-67-2112

山形県 朝日町
朝日町定住推進空き家利用支援事
業補助金

当町の空き家バンク制度を利用する際に、空き家を改修する場合は、経費の１／２（最大３０万円）を補助。
政策推進課
定住・戦略推
進係

0237-67-2112

山形県 遊佐町
定住住宅空き家利活用事業(借上げ
空き家リフォーム制度）

遊佐町が空き家を借上げ、リフォーム後に移住者に貸し出す。空き家活用住宅一棟につき、３５０万円を上限に構
造上必要な箇所の修繕を施す。

企画課 0234-72-4524

山形県 遊佐町 空き家情報活用システム制度 遊佐町に登録した空き家の所有者と、空き家を利用したい移住予定者の連絡調整を集落支援員が行う。 企画課 0234-72-5882

福島県 西会津町 西会津町空き家バンク
空き家を売りたい（貸したい）という方と、空き家を買いたい（借りたい）という方とを繋ぎ、交流・定住人口の拡大を
図ることを目的とする。空き家情報は「西会津町空き家バンク」ＨＰで公開中。

商工観光課 0241-45-2213

福島県 三春町 三春町空き家・空き地情報バンク 定住対策の一環として、三春町に住んでみたいと希望される方へ登録物件の情報を提供。
総務課　企画
情報グループ

0247-62-8125

茨城県 常陸太田市 空き家活用支援事業
当市内に定住し就農後5年以内に認定農業者を目指す等の条件を満たす方が当市内の空き家に住む場合、改修
費用の2分の1（上限50万円）を助成する。

農政課 0294-72-3111

茨城県 笠間市
定住化支援事業（空き家活用支援補
助金）

空き家バンク登録物件の修繕経費の一部（修繕費用の1／2以内500千円限度）及び登録物件の取得または賃借
に要する費用の一部（取得対価の3％300千円限度、家賃2ヶ月分相当額100千円限度）を補助する。

都市建設部
まちづくり推
進課

0296-77-1101

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市空き家対策事業
移住奨励金10万円を1回限り交付（5年以上居住でき、世帯主が20～65歳未満の者で世帯人数が2名以上、て市区
町村民税等の滞納がなく、移住に当り空き家を購入又は貸借し、面積が60㎡以上）。

市民協働課 0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市空き家対策事業
空き家改修費補助金として費用の1/2又は50万円のいずれか低い方の金額を1回限り交付（移住日から3月以内に
着工し、面積60㎡以上であること）。

市民協働課 0295-52-1111

住まい

03.空き家
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茨城県 利根町
空き家活用促進事業／空き家子育
て活用促進奨励金

中学生以下の子供がいる世帯が空き家バンク制度を利用して利根町に転入した場合、20万円を助成 企画財政課 0297-68-2211

茨城県 利根町
空き家活用促進事業／空き家リ
フォーム工事助成金

空き家バンク制度を利用して利根町に転入し、リフォーム工事を行った場合、工事費用の2分の1を助成（上限30万
円）

企画財政課 0297-68-2211

栃木県 - “とちぎ暮らし”住まいネット 栃木県内の空き家情報の提供を行っています。
総合政策部
地域振興課

028-623-2233

栃木県 栃木市 あったか住まいるバンク
売買や賃貸が可能な空き家を市に登録していただき、市のホームページで情報提供を行う制度と、空き家バンクに
登録された住宅に対し、リフォームや家財処分の補助を行います。

都市整備部
建築課

0282-21-2451

栃木県 日光市
日光市空き家情報登録制度（空き家
バンク）

空き家の有効活用や移住・定住促進、地域活性化を目的とし、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者からの申
し込みにより、その空き家情報ＷＥＢ等で利用希望者に紹介する制度。

地域振興課 0288-21-5147

群馬県 桐生市 空き家・空き地バンク 桐生市内の土地・建物を買いたい・借りたい方へ物件の情報を提供し移住・定住を支援
観光交流課
交流促進係

0277-46-1111(内線367)

群馬県 みどり市 みどり市空き家バンク制度
市内への移住や定住を促進するため、市内の空き家物件所有者からの物件情報を登録いただき、賃貸または購
入を希望する方に紹介します（登録制）。

企画課　地域
連携係

0277-76-0962

群馬県 下仁田町 空き家等利活用推進事業
町内への移住・定住を希望する方に対して町内の空き家情報を提供。
（賃貸物件のみ）

企画財政課
企画調整係

0274-64-8809

埼玉県 羽生市
空き家・空き地バンク 空き家及び空き地の賃貸または売却を希望する所有者の方から情報提供を受け、市の空き地・空き家バンクに登

録した物件情報を、市内へ移住及び定期的な滞在を希望する方へ提供するもの。
地域振興課 048-561-1121

埼玉県 横瀬町 空き家バンク制度 秩父圏域における空き家等の有効活用と定住促進による地域活性化を目的として空き家等の情報を提供。 まち経営課 0494-25-0112

千葉県 大多喜町 空き家利用促進奨励金
町の空き家バンク利用登録をした方が、空き家バンクに登録された売却物件を購入し町内の建築業者で１００万円
以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/３か１００万円いずれか低い額を補助。

企画財政課 0470-82-2112

新潟県 長岡市 空家バンク制度
空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームペー
ジ、パンフレット等を利用して利用希望者に紹介する。

住宅施設課 0258-39-2261

新潟県 村上市 空き家バンク
市内にある空き家の物件情報を所有者から申し出ていただいて登録・公開し、利用希望者（市外の人）に紹介しま
す。

政策推進課 0254-53-2111(内線532)

新潟県 糸魚川市 UJIターン促進空き家改修事業
市外にお住まいの方が定住を目的に空き家情報提供制度を通じて成約し、空き家の修繕等を行った場合に修繕費
の一部を助成する制度です。（補助率１／３補助限度額50万円）

企画財政課
地域振興係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 空き家情報提供制度
空き家の有効活用と市外からの定住を促進し、地域の活性化を図るため、所有者から登録していただいた、市内
にある空き家情報をホームページで公開しています

企画財政課
地域振興係

025-552-1511

新潟県 阿賀野市 空き家バンク
空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から市へ情報提供を受け、現地調査の上、空き家バンクへ登録した物件
を、ホームページ、パンフレット等で情報発信することで利用希望者を募集する制度

市長政策課 0250-61-2502

新潟県 田上町 田上町空き家情報バンク
空き家・空き地の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的とし、町内にある空き家の所有者で、売却・賃貸希
望する方が町に物件を登録し、ホームページ上でその物件を移住希望者に情報公開している。

総務課少子
化対策推進
係

0256-57-6222

富山県 高岡市 空き家情報バンク 空き家の有効活用のため、情報提供を行っています。
建設部建築
住宅課

0766-64-1447

富山県 南砺市 南砺市空き家バンク
（社）富山県宅地建物取引業協会にご協力をいただき、南砺市内の空き家の有効利用を図るとともに、
遊休資産の活用と市外からの定住促進などによる地域の活性化を目的に市内の空き家情報を提供する。

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

富山県 南砺市 南砺市空き家バンク活用促進事業
空き家バンク登録者には売買代金の1／10（10万円限度）又は年間家賃の1／5（5万円限度）を、利用者
には住宅改修費等の経費（賃貸住宅は1／5（10万円限度）、購入住宅は1／10（20万円限度））を補助

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

富山県 射水市 射水市空き家情報バンク
市内の空き家、空き地等の賃貸または売却を希望する所有者等からの申し込みにより登録した物件を、利用を希
望する方にインターネット通じて情報提供している。

産業経済部
港湾・観光課

0766-82-1958

富山県 射水市 きららか射水移住支援事業
本市に自らが定住する目的で「射水市空き家情報バンク」に登録されている空き家を購入される方に対し、その経
費の一部を補助。

産業経済部
港湾・観光課

0766-82-1958

富山県 立山町 立山町空き家情報バンク制度
町内の空き家、空き地の賃貸・売買を希望する所有者からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方に
インターネットを通じて情報提供している。

企画政策課 076-462-9980

石川県 七尾市 移住定住促進補助（住宅取得）
県外から転入し、一戸建て住宅を新築、購入（購入後の改修を含む）した人に、費用の50％（最高100万円）を助
成。（※中古は空き家バンク登録物件に限る）

総務部
企画財政課

0767-53-1117

石川県 七尾市
空き家情報登録活用制度（空き家バ
ンク）

所有者からの空き家情報（売買及び賃貸借）を集約し、空き家の利用希望者へ情報提供。
総務部
企画財政課

0767-53-1117

石川県 珠洲市 空き家改修費補助金
本市空き家バンク登録物件を購入又は賃借した方を対象に、当該物件の改修に係る経費の1/2、上限50万円を助
成。

自然共生室 0768-82-7720

石川県 津幡町 空き家バンク利用奨励金
空き家バンク制度を利用して転入してきた夫婦・親子世帯が対象。
購入の場合、土地・家屋の取得費の10％（上限50万円）、賃借の場合、契約月額の1/2（上限1万円、24カ月）を交
付。

企画財政課 (076)288-2158

石川県 志賀町 志賀町空き家情報 現在使用していない住宅（空家）の情報提供。 まち整備課 0767-32-9211

山梨県 都留市 都留市空き家バンク制度
市内にある空き家物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者
に紹介する。

産業観光課
商工観光担
当

0554-43-1111
(内線155)

山梨県 山梨市 空き家バンク制度 空き家の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。宅建協会との協定により安心な契約手続きが可能。
市民生活課
まちづくり・協
働担当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 空き家バンク制度
市内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、市への定住促進と地域の活性
化を促進するための制度です。 企画財政課 0551-22-1111

山梨県 南アルプス市 空き家バンク制度 市内における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化及び市民と年住民の交流拡大を図る。
農林振興課
交流定住化
担当

055-282-6207

山梨県 甲州市 住宅リフォーム補助制度
市外からの転入者が行う空き家リフォームで市内業者に発注する場合に助成を行う（工事費の２割補助上限２００
千円）

建設課 0553-32-5071

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／空き家
取得等補助金

若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経
費の１０分の２以内（150万円を限度とする）※年齢要件及び地域要件有

伊那市役所
高遠町総合
支所
長谷総合支
所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／空き家
バンク登録促進補助金

対象地域の空き家バンクに登録・登録見込みの物件の増改築・修繕経費の１０分の2以内（限度額１５０万円）、ま
た、家財道具等の搬出、処分及び清掃に要する経費（限度額１０万円）を助成※年齢要件及び地域要件有

伊那市役所
高遠町総合
支所
長谷総合支
所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 飯山市 空き家改修事業補助 空き家バンクに登録されている住宅を賃借して改修する場合に、改修費用の1/2、最大40万円を補助
いいやま住ん
でみません課

0269-62-3111

長野県 下諏訪町 空き家情報バンク
定住対策の一環として、このまちに住んでみたいと希望される方への空き家の情報提供を受け付け、利用希望者
に登録物件の情報提供をします。

総務課企画
係

0266-27-1111(内線258)

長野県 富士見町
空家情報検索サービス（空き家バン
ク）

町内の空き家・土地物件の検索が可能
総務課企画
統計係

0266-62-9332

長野県 山ノ内町
山ノ内町空き家活用改修等事業補
助金

町内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交
付（対象経費の２／１以内で100万円を上限）

総務課 0269-33-3111

長野県 木島平村 空き家バンク
賃貸や売買を希望する空き家所有者から収集した物件情報を空き家バンクに登録し、移住定住希望者に提供。契
約等の手続きは、当事者同士、または村が協定した不動産業者の仲介（法定仲介手数料が必要）により行う

総務課政策
情報室

0269-82-3111

長野県 木島平村 中古住宅取得補助制度
空き家バンク登録物件で、平成２７年度までに居住用の中古住宅を取得する新規移住者または在住者で、延床面
積70㎡以上の物件を購入し、地元業者が施工する改築修繕等の工事費用が百万円を超えた場合十万円を交付

産業建設課
農村整備室

0269-82-3111

長野県 小川村 空家活用事業補助金
空き家バンクに登録し、成約に至った物件において、家財の整理に係る業者委託に要する費用について20万円を
上限として補助

総務課　村づ
くり係

026-269-2323
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岐阜県 中津川市
空き家バンク・民間空き家物件紹介
事業

空き家バンク登録物件や、市内１９の不動産業者等と連携し賃貸、販売などの物件情報を紹介します。  定住推進課 0573-66-1111

岐阜県 美濃市 NPO法人　美濃のすまいづくり NPOとの協働により、市内の空き家に新しい住まい手を呼び込み、空き家の利活用を促進する

NPO法人美
濃のすまいづ
くり
建設部
都市整備課

0575-33-0760

0575-33-1122

岐阜県 恵那市 恵那市空き家バンク事業
市内に空き家や、遊休土地を所有している方から物件情報を提供頂き、その情報をホームページなどで公開し、U・
I・Jターンなどで空き家利用を希望する方へ紹介

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 恵那市 空き家改修補助金制度
空き家バンクに登録してある物件を市外の方が、賃貸または売却した場合、生活する上で必要な部分の改修費用
２分の１（上限100万円）を助成します。

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 土岐市 土岐市空き家バンク制度
空き家等の物件の売却・賃貸を希望する所有者と、空き家等の物件の購入・賃借を希望される利用者を市ホーム
ページ等で結びつけます。

総務部総合
政策課

0572-54-1111

岐阜県 土岐市 土岐市空き家リフォーム補助金 空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、１０万円を上限に補助金を交付します。
総務部総合
政策課

0572-54-1111

岐阜県 可児市 空き家・空き地バンク
市内住宅団地の空き家・空き地をバンクに登録し、協力不動産事業者に仲介を依頼し、売買及び賃貸の交渉・契
約を行い、定住人口の拡大を図る。

建設部都市
計画課

0574-62-1111

岐阜県 飛騨市 飛騨市移住促進住宅改修事業
市内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交
付します。（対象経費の３／１以内で100万円を上限）

企画課 0577-73-6558

岐阜県 揖斐川町 空き家バンク制度
町内に空き家を所有しており、賃貸・売却を希望する方が町の空き家バンクへ物件情報を登録し、その情報を町が
ホームページで公開し、移住定住を希望する方に紹介する制度。

総務部政策
広報課

0585-22-2111

岐阜県 東白川村 東白川村空家バンク 東白川村内の空家所有者に空家バンクへ登録していただき、空家利用希望者への情報提供をする。 総務課 0574-78-3111

岐阜県 白川村 空き家再生活用事業
空き家等の○賃借料補助金：月額家賃の１／３以内の額（上限15,000円/月）○購入費補助金：購入費の１／３以
内の額（上限100万円）○改修費補助金：改修費の１／２以内の額（上限300万円）

観光振興課 05769-6-1311

静岡県 - 静岡県空き家バンク
県・市町の連携により、県内の空き家情報を一元的に集約管理する「静岡県空き家バンク」を運用し、静岡県公式
移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」HPにて情報提供しています。

ふじのくに移
住・定住相談
センター（交
流推進課内）

054-221-2610

静岡県 静岡市
静岡市中山間地域移住者用住宅改
修補助金

空き家情報バンクを通して、賃貸した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住用住宅改修補助
金」により最大200万円の助成が受けられます。

中山間地振
興課

054-294-8805

静岡県 島田市
空き家情報提供制度（空き家バンク）
【平成27年度事業化予定】

予定事業内容：中山間地域の空き家について賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、市の空き家バンクへ
登録物件を市のHPに掲載し、希望者に提供する。ただし、賃貸に係る交渉や契約は当事者どおしで行う。

企画部政策
推進課

0547-36-7197

静岡県 川根本町 空き家改修費補助金
川根本町空家バンクに登録された物件を賃貸・購入した町内に在住する方を対象に物件の改修費を助成。
総事業費の1/2（ただし1件当たり50万円が上限）

企画課まちづ
くり室

0547-56-2221

静岡県 森町 空き家調査事業（予定）
消防署、消防団による空き家台帳を基にして、空き家所有者に対して空き家の賃貸意思及び住むことが可能かどう
かのアンケート調査を実施し、定住人口の増加につなげる一因とする。

企画財政課 0538-85-6305

愛知県 設楽町 移住奨励金
移住者が定住目的で町内に新築、空き家及び建売住宅を購入した場合に補助（１物件：購入費の１／３又は上限１
００万円）※今年度で交付終了

企画課 0536-62-0514

愛知県 東栄町 定住促進空き家活用住宅制度
町が借り上げた空き家を町がリフォームし、定住希望者に貸し出します。
家賃は家の大きさにより28,000円～35,000円ですが、中学生以下が同居する場合、家賃は2割引きとなります。

企画課 0536-76-0502

三重県 津市
空き家情報バンク利用物件改修費
補助金

空き家情報バンクを利用して空き家を購入された方を対象に、浴室・トイレ・炊事場等の水回り部の改修工事費用
を補助する。（工事費用の1/2、上限額50万円）

美杉総合支
所地域振興
課

059-272-8082

三重県 大台町
大台町空き家バンク利用促進助成
金

大台町空き家バンクを利用し、成約に至った場合、空き家所有者に、1,000円／㎡を助成 企画課 0598-82-3782

滋賀県 高島市
住まい手応援事業（空き家リフォーム
補助）

空き家を貸し出そうとする者が行うリフォーム工事に対する補助。空き家を借りる者が40歳未満の場合、工費の1/4
（上限50万円）、40歳以上は1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで補助

政策部企画
調整課

0740-25-8114

滋賀県 日野町 空き家情報登録制度
日野町空き家情報登録制度に登録された「空き家物件」を、日野町に住もうと考え登録されている「利用希望者」に
紹介します。

企画振興課 0748-52-6552

京都府 綾部市
綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金
融資あっせん制度

綾部市空き家登録制度（空き家バンク）に登録された空き家を、居住を目的に取得又は改修する場合の経費とし
て、定住希望者へ300万円を上限に融資あっせん。

定住促進課 0773-42-3280

京都府 綾部市
綾部市空き家活用定住支援事業費
補助金

空き家を有効活用した定住誘導を推進するため、補助対象要件を満たす定住者が行う改修工事に要する経費に
対し、予算の範囲内で補助金を交付。補助対象経費の３分の２以内。上限1,000千円。

定住促進課 0773-42-3280

京都府 京丹後市 移住促進・空き家改修支援事業
地域団体などの「移住促進計画」に基づき、地域団体・移住者が行う空き家改修に、10/10以内で上限１８０万円を
補助。

企画政策課 0772-69-0120

京都府 京丹後市 空き家情報バンク制度
市内にある空き家を、協定する宅地建物取引業者（不動産業者）と連携し、空き家の物件情報を「定住空き家情報
バンク」に掲載し、情報提供します。

企画政策課 0772-69-0120

兵庫県 豊岡市 豊岡市空き家バンク制度
豊岡市内の空き家などを賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を受け、豊岡市の空き家バンクへ登録
した情報を、物件を希望する方へ提供する制度です。

コミュニティ政
策課

0796-21-9020

兵庫県 豊岡市
豊岡市中山間地域定住促進事業補
助金

豊岡市空き家バンク制度を利用して移住される方が、購入（賃貸）物件を改修する際にかかる経費の一部を助成。
補助率、対象経費の４分の３以内（上限100万円）

コミュニティ政
策課

0796-21-9020

兵庫県 赤穂市 空き家情報バンク制度
UJIターン等で住宅情報を希望する利用者に、市内の不動産業者が登録した賃貸・売買の空き家情報をHPをとおし
て提供する。

企画広報課 0791-43-6867

奈良県 五條市 五條市空き家情報バンク
五條市内に居住することを希望している方に空き家についての情報提供をホームページで行い、仲介に関する協
定を結んだ協力事業者を介して契約を交わしていただく制度です。

企画政策課 0747-22-4001

奈良県 十津川村 空き家情報バンク制度 村内にある空き家を活用し、定住を希望される人へ空き家の情報を提供する。 住民課 0746-62-0900

奈良県 川上村 住まいるネット（川上村空家バンク） 空家バンクに登録された空家を紹介し、空家所有者と川上村外の移住希望者とのマッチングを行う。
水源地の村
づくり課

0746-52-0111

和歌山県 田辺市 移住推進空き家活用事業
県外からの移住者が空き家を賃貸又は購入しリフォームに要した費用の一部を10万円を上限に補助する。（県補
助金への上乗せ補助。県は上限80万円）

山村林業課 48-0303

和歌山県 高野町 空き家相談 空き家の情報登録、および移住希望者への情報提供を行っている。 企画財政課 0736-56-3000

和歌山県 広川町 空き家改修事業補助金交付制度 定住を目的に、広川町の空き家を改修しようとする者に、その経費を助成
総務政策課
まちづくり班

0737-23-7731

鳥取県 - とっとり暮らし住宅バンクシステム
県外の移住定住を希望される方が、田舎暮らし物件を条件を絞って検索できます。アパートやマンション物件もあり
ます。県内市町村の空き家バンク情報も随時更新し、情報提供を行います。

とっとり暮らし
支援課

0857-26-7128

鳥取県 倉吉市 空き家取得支援事業助成金
「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在住の人」に助成金を15万円
交付します。

地域づくり支
援課

0858-22-8159

鳥取県 日南町 空き家情報活用制度 空き家バンクに登録のある物件を、町HPや居住を希望される方に情報を紹介しています。 企画課 0859-82-1115

島根県 出雲市 空き家情報バンク制度 空き家情報バンクに登録してある物件について、所有者と利用希望者を引き合わせます。
総合政策部
縁結び定住
課

0853-21-6629

島根県 益田市 益田市空き家バンク制度
市内にある賃貸もしくは売却してもいい空き家を登録し、益田市での生活のために住宅を探している方に空き家の
情報を提供しています。

政策企画局
人口拡大課

0856-31-0173

島根県 益田市 益田市空き家改修事業補助金
空き家バンク制度に登録した空き家に入居したUIターン者または、UIターン者と賃貸借契約を締結した空き家の所
有者に対し、当該物件の改修に要する経費の1/2以内、最大50万円を補助します。

政策企画局
人口拡大課

0856-31-0173

島根県 大田市 空き家情報（空き家バンク制度）
大田市内にある空き家情報等を収集し、大田市定住サイト「どがどが」へ掲載しています。
そして、「おおだ定住支援センター（定住推進室内）」で空き家紹介を行っています。

定住推進室 0854-83-8029
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島根県 大田市 空き家バンク制度促進事業
定住を目的に自ら所有する空き家を「空き家バンク制度」に登録し、定住サイトへの掲載による情報発信を行った場
合に奨励金を支給します。■奨励金；１物件２万円（H25.4.1以降に登録された物件）

定住推進室 0854-83-8029

島根県 大田市 空き家改修事業
ＵＩターンで大田市に定住される方、または空き家の所有者がＵＩターン者の売買・賃貸することで住宅の改修をする
場合に改修費の一部を助成します。助成額上限30万円（対象経費の１／３以内）

定住推進室 0854-83-8029

島根県 江津市 空き家バンク事業 市内にある空き家をホームページで公開し、利用希望者に紹介します。 政策企画課 0855-52-2501

島根県 江津市 Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 空き家バンクに登録されている物件の改修等にかかる費用の２分の１（最大５０万円）を助成します。 政策企画課 0855-52-2501

島根県 飯南町 空き家改修助成金
町内に空き家を所有する者が、UIターン者を居住させるために回収を行う場合、改修費用の一部を助成金として交
付します。上限50万円。改修工事後2年以内。

産業振興課 0854-76-2214

島根県 飯南町 空き家片付け助成金
町内に空き家を所有する者が、地域資源情報バンクに物件を登録するために家具の片付けを行う場合、費用の一
部を助成金として交付します。上限5万円。

産業振興課 0854-76-2214

岡山県 高梁市 空き家改修助成金
本市に定住の意思を持って移住しようとする人、又は移住後６ヶ月を経過しない人が、空き家を購入・賃貸して改修
する場合、改修工事費の３分の１（交付限度額５０万円）を助成

定住対策課 0866-21-0282

岡山県 瀬戸内市 空き家情報提供制度 空き家情報利用登録者に対して、市内の空き家に関する情報を提供する。 企画振興課 0869-22-1031

岡山県 真庭市 真庭市空き家活用定住促進補助金
３年以上市外に居住し、定住の意思をもって転入しようとする者又は転入後１年を経過しない者に対し、住居の改
修費用を補助。上限１００万円。(6月発表、募集開始予定)

商工観光課 0867-42-1033

岡山県 真庭市 空き家情報バンク
市内各地の空き家に関する情報を市に登録し、市のホームページなどを通じて空き家の利用を希望する人に向け
て情報発信を行うことで、地域に眠る空き家を有効活用する。

総合政策課 0867-42-1169

岡山県 矢掛町 矢掛町空き家改修補助金 矢掛町の空き家を改修する際に，改修費用の2分の1（補助の上限150万円）を支給する。 総務企画課 0866-82-1010

岡山県 勝央町 勝央町定住促進事業
空き家の改修に必要な費用の3割を補助。【上限70万円】空き家の購入に必要な費用の５割を補助【上限１００万
円】

産業建設部 0868-38-3113

岡山県 久米南町 空き家活用促進事業 空き家の改修に必要な費用の4割を補助。【上限100万円】 定住促進課 086-728-2134

広島県 三次市 空き家情報バンク制度 三次市への移住・定住希望者に対して物件を紹介する制度
地域振興部
定住対策室
定住対策係

0824-62-6129

広島県 三次市 空き家購入サポート事業
三次市に定住の目的で空き家バンクに登録されている空き家を購入し，改修工事を行った場合に，費用の2分の1
以内（小学生以下の児童を有する世帯は，費用の3分の2以内）を補助（上限150万円）。

地域振興部
定住対策室
定住対策係

0824-62-6129

広島県 庄原市 庄原市空家バンク
市内の空き家を有効活用し，定住促進につなげる制度で，利用には登録が必要
賃貸借・売買共に情報があり，ホームページでも公開している

自治定住課 0824-73-1257

広島県 廿日市市 空き家バンク ホームページ等で空き家情報を提供。
分権政策部
経営政策課

0829-30-9119

広島県 廿日市市 廿日市市空き家改修費補助金 空き家バンク登録物件として売買または賃貸借した住宅等に係る改修費の一部を補助。
分権政策部
経営政策課

0829-30-9119

広島県 安芸高田市 空き家情報バンク 安芸高田市内の空き家情報をホームページで情報提供
建設部
住宅政策課

0826-47-1202

広島県 安芸高田市 空き家改修事業補助金
空き家バンクに登録されている空き家を市外の空き家利用者が市内の事業者を利用して改修を行う場合に、最大
100万円の補助金を交付

建設部
住宅政策課

0826-47-1202

広島県 安芸太田町 空き家バンク制度
空き家物件の所有者と利用希望者の紹介
※基本的に2地域居住は取り扱わない

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 安芸太田町 定住促進空き家活用事業
5年以上定住することが決まった空き家の改修費の1/2助成。助成金：上限50万円、転入者，空き家所有者を問わ
ず改修費負担者へ助成。※ただし，2地域居住住宅は対象外

地域づくり課 0826-28-2112

広島県 大崎上島町 空き家情報バンク 町内の登録されている空き家物件を情報公開して、移住希望者へ紹介。 企画振興課 0846-65-3112

広島県 世羅町 空き家活用事業補助金
空き家バンク登録者同士で契約が成立した物件について、一軒あたり最大30万円まで、リフォーム等に係る費用を
補助する。

企画課 0847‐22‐3206

広島県 神石高原町
空き家及び住宅改修補助金交付事
業

空き家バンク物件を購入した移住者，自宅を改修するUターン者，新婚定住者等が自宅改修工事をする場合，最高
50万円を補助します。

まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 空き家情報バンク制度
売りたい・貸したい人の空き家・空き地の情報収集と，神石高原町へ住みたい・家を借りたい人への情報提供を
行っています。

まちづくり推
進課

(0847)89-3332

山口県 山口市
山口市空き家バンク改修事業補助
金

山口市空き家バンクに登録された空き家を、居住することを目的に改修する場合に空き家の所有者に対して改修
費用の一部を補助

中山間地域
活性化推進
室

083-934-2778

山口県 萩市 空き家情報バンク 「空き家情報バンク」を開設し、ホームページで住まいの情報を提供しています。 企画政策課 0838-25-3819

山口県 防府市
定住促進住宅情報バンク（空き家バ
ンク）

市内の空き家について、賃貸を希望する所有者から申込を受けた情報を、利用を希望する人へ紹介 総合政策課 0835-25-2119

山口県 岩国市 空き家情報制度
岩国市の中山間地域にある空き家の紹介を行います。また、移住希望者が安心して定住できるよう、移住相談員
や地域のIJU（移住）応援団が、移住後も含めて様々なサポートを行います。

市民協働推
進課

0827-29-5012

山口県 岩国市 空き家修繕助成制度 空き家情報制度に登録された空き家に移住された方に対して、20万円を限度に修繕費の助成を行います。
市民協働推
進課

0827-29-5012

山口県 長門市 空き家リフォーム助成事業
市外からのＵＪＩターン者が空き家バンク登録物件を売買又は賃借した場合、必要となる改修工事に要する経費の
一部を補助します。補助率：工事費の1/5以内(上限額：50万円）

企画総務部
企画政策課

0837-23-1229

山口県 柳井市 空き家バンク制度 登録された空き家の情報を市のホームページ等で公開するとともに、移住希望者に空き家の紹介を行う。
総合政策部
政策企画課

0820-22-2111 内線472

山口県 周防大島町 空き家リフォーム事業助成金
空き家バンクへの登録を前提とした空き家の改修費用(1/2以内、10万円上限)及び不要物の撤去費用(全額、5万
円上限)の一部を助成

総務部政策
企画課

0820-74-1007

香川県 観音寺市 空き家バンク制度
定住促進による地域の活性化と都市住民の交流拡大を図ることを目的に、市内における空き家を有効利用するた
め「空き家バンク制度」を実施。

企画課 0875-23-3917

香川県 観音寺市 空き家リフォーム事業補助金
空き家バンク制度に登録した空き家の「リフォーム」と「不要物撤去」に対し補助を実施。①リフォーム：補助対象事
業費の1/2（限度額５０万円）②不要物撤去：補助対象事業費の1/2（限度額５万円）

企画課 0875-23-3917

愛媛県 - えひめ空き家情報バンク
県下全域を対象にした空き家情報や、市町が制度化している「お試し住宅」の情報を一元的に提供するホームペー
ジ。

愛媛ふるさと
暮らし応援セ
ンター（（公

089-922-4110

愛媛県 西条市 空き家情報紹介 市内の空き家情報を移住希望者の方に紹介しています。 商工振興課 0897-52-1482

高知県 高知市
高知市中山間地域空き家情報バン
ク制度

中山間（鏡・土佐山）地域への移住・定住を支援するため，地域内にある空き家物件に関する情報を移住・定住を
希望される方々に提供。（登録制）

鏡地域振興
課
土佐山地域
振興課

088-896-2001
088-895-2312

高知県 高知市
高知市中山間地域空き家改修事業
補助金

高知市中山間地域空き家情報バンクに登録された空き家を改修するために必要な費用の2分の１以内（上限額50
万円まで）を補助。

鏡地域振興
課
土佐山地域
振興課

088-896-2001
088-895-2312

高知県 黒潮町 空き家情報 ○移住者支援住宅１戸建て家賃：月２万円、○その他空き家情報をＨＰで紹介
総務課
企画振興係

0880-43-2177

福岡県 柳川市 空き家改修支援事業
柳川市空き家バンク制度に登録され、同制度を通して入居者が決定した空き家において実施される生活するため
に必要な改修工事に係る費用の一部を支援する制度

柳川市定住
サポートセン
ター（企画課
内）

0944-77-8423

福岡県 柳川市 空き家バンク制度
柳川市内の空き家や空き地を登録し、柳川市内での生活を検討している方に空き家や空き地の情報を提供する制
度

柳川市定住
サポートセン
ター（企画課
内）

0944-77-8423
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

福岡県 筑後市 空き家バンク事業 定住のための住居を探している方に空き家及び空き地の情報を提供します。
企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 うきは市 空き家リフォーム事業費補助事業
6か月以上空き家となっていた中古住宅を自らの居住用に購入又は賃貸し、市内事業者を使ってリフォーム（外構
に係る部分は補助対象外）する場合、事業費の5割、最大１００万円を補助

企画課企画
調整係

0943-75-4984

福岡県 岡垣町 空き家バンク制度
町内にある売買または賃貸が可能な空き家に関する情報をホームページ上で情報発信し、不動産事業者と連携し
て契約まで支援するもの。

都市建設課
093-282-1211
内線136

佐賀県 武雄市 空き家バンク制度
空き家の所有者と購入等希望者に空き家バンクに登録してもらい、登録物件情報を購入等希望者に提供する（対
象：武雄市全域）

つながる部
お住もう課

0954-23-9221

佐賀県 小城市 空き家バンク
市内に空き家となった住宅を所有している方より、物件情報を登録していただき、移住・定住を希望する方へ情報を
提供。

企画課 0952-37-6115

長崎県 西海市 空き家情報バンク制度
市内にある空き家の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望
者に紹介する。

まちづくり推
進課

0959-37-0064

長崎県 東彼杵町 東彼杵町空き家BANK事業
空き家を貸したい人の情報を町のホームページ上で紹介し、空き家をお探しの方へ情報提供を行います。登録料と
して２万円を支給します。

まちづくり課
企画係

0957-46-1111

長崎県 東彼杵町 東彼杵町空き家活用奨励金
空き家BANK登録家屋への入居が決まった場合、空き家の所有者等に２０万円、入居者に２０万円又は１０万円を
支給します。

まちづくり課
企画係

0957-46-1111

長崎県 東彼杵町 東彼杵町空き家改修奨励金
空き家BANK登録家屋への入居に当って、その改修が必要な場合、改修に係る経費の一部を補助（最高５０万円・
補助率1/2）します。なお、公共下水道接続又は浄化槽設置を行う場合は、別途15万円を支給します。

まちづくり課
企画係

0957-46-1111

熊本県 玉名市 空き家バンク制度
市内にある“売りたい・貸したい空き家の情報”と玉名市内に住まいを探している“定住希望者”を登録し、ご紹介し
ます。成約者には不要となった家財道具を撤去した場合、撤去に要した費用を一部助成します。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 菊池市
菊池市定住化促進活動に関する制
度

空き家・空き地所有者・移住希望者に対して、菊池市への定住化の促進をするため「空き家・空き地情報活用制
度」に協力し空き家所有者の賃貸・売却のため片付けの支援、物件の情報提供、継続的な里山暮らしを支援。

都市整備課 0968-25-4623

熊本県 天草市 天草市空き家活用事業補助金
空き家を活用しようとする所有者と移住者に対して、補助金を交付する。補助対象：水回りや屋根等改修に係る費
用及び家財道具の搬出、処分。金額の上限及び割合：１００万円を上限、事業費の１／２以内。

地域政策課
0969-23-1111
内線1374

熊本県 和水町 和水町空き家バンク制度
町内の賃貸（販売）できる住宅を所有している人からの物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住
希望者へ情報提供する

企画課 0968-86-5721

熊本県 山都町 空き家改修・活用事業補助金
移住定住を促進し空き家の活用を図るため、空き家の賃貸や売買を行うため家財の撤去や改修にかかる費用の
一部を補助（50万円限度）します。

企画振興課 0967-73-0410

大分県 臼杵市
臼杵市空き家改修事業補助金交付
制度

空き家バンク登録物件の売買、賃貸契約成立後、トイレや台所等の主要構造部の改修費の１／２補助（補助額上
限１００万円）

都市デザイン
課

0972-63-1111

大分県 豊後高田市 空き家バンク事業 市内の空き家を台帳に登録し、市外からの移住希望者等を対象に情報提供を行っています。
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 空き家利用促進契約代行支援事業 空き家バンクの物件について、トラブル防止のために賃貸借契約手数料を補助します。【上限5万円】
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 空き家リフォーム事業
市内にある空き家を有効活用し定住促進を図るため、空き家バンク登録物件の改修や不要物の撤去に要する費用
に対し、補助金を交付します。【①改修上限30万円②撤去上限10万円①②同時上限35万円】

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ～移住者向け住宅～　虹いろ住宅 空き家を市が借り上げ、改装し移住希望者が優先して入居することができる市営住宅です。
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 空き家マッチング奨励事業
居住可能な状態の空き家を市に紹介していただき、空き家バンクへの登録に至った場合、その紹介者等に対して
奨励金を交付します。

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 宇佐市 宇佐市空き家改修補助金
宇佐市への移住（ＵＩターン）を目的に、対象地域にある空き家バンク登録物件を改修する場合に、改修に要した経
費の一部を助成します。上限50万円（50％補助）

観光まちづく
り課

0978-32-1111

大分県 由布市
由布市定住促進住宅利用仲介手数
料補助金

由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借の契約を行う際の仲介手数料を補助するもの。全額補
助、上限５万円。

総合政策課 097-582-1111

大分県 日出町 空き家バンク事業
町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情
報を掲載

政策推進課 0977-73-3116

大分県 日出町 移住促進・空き家利活用報奨金
空き家バンク制度を介して町外在住の利用登録者と空き家登録者が売買又は賃貸借契約を結び、利用登録者が
転入した場合に報奨金を交付

政策推進課 0977-73-3116

宮崎県 小林市 空き家バンク制度
市内にある空き家等の活用による地域活性化を図るため、登録された空き家等の情報をホームページ等で情報提
供する制度です。

市民協働課 0984-23-1148

宮崎県 小林市 空き家バンク活動事業補助金
空き家所有者と移住者との間で賃貸借契約が締結され、移住者が５年以上定住する見込みがある場合、空き家の
所有者が行う空き家の改修等に対して補助します（上限４０万円）。

市民協働課 0984-23-1148

宮崎県 日向市 日向市空き家等情報バンク
空き家等の売買又は貸借を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、本市への定住を目的として
空き家等の利用を希望する市外在住者に対し提供を行う

総合政策課 0982-56-1630

宮崎県 西都市 西都市空き家情報バンク制度
市内にある空き家を活用していくため、ＵＪＩターンで定住を希望される方へ空き家の情報を提供していくため「空き
家情報バンク」を実施。

総合政策課 0983-32-1011

宮崎県 えびの市 空き家バンク制度
市内の空き家・空き地等の売却、賃貸を希望し、空き家バンクに登録している情報を、市内への定住等を目的とし
空き家等の利用を希望する方に対し、提供する制度。

企画課政策
係

0984-35-1111(内線321)

宮崎県 えびの市
空き家バンク活動事業補助金交付
事業

空き家所有者が市内の施行業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費の一部（補助率：50％・上限40万
円）を補助します。

企画課政策
係

0984-35-1111(内線321)

宮崎県 日之影町 日之影町空き家情報システム
日之影町内に存する空き家に関する登録及び空き家の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家登録者及
び利用希望者に対して有用な情報を提供する。

地域振興課 0982-87-3910

鹿児島県 志布志市 空き家バンク
空き家バンクとは、空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図る事を目的として、市
が空き家情報の提供を行う。

企画政策課 099-474-1111

鹿児島県 南九州市 空き家バンク
南九州市内にある空き家所有者からの情報を，市のホームページに掲載し，南九州市への移住を希望する方に情
報提供するもの。

企画課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 瀬戸内町 空き家情報登録制度 空き家情報を本町ホームページ等に掲載。（賃貸契約等は利用者が家主と直接交渉） 企画課 0997-72-1112

鹿児島県 知名町 空き家利活用事業
町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転賃することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を
推進するため実施しています。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。

企画振興課 0997-84-3162

鹿児島県 知名町 空き家バンク
賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、知名町で住宅等をお探
しの方に情報提供するための制度です。

企画振興課 0997-84-3162
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 北見市
住宅エコ改修補助事業
（住宅省エネ・バリアフリー改修補助
事業）

対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用（基準額内の実費）の合計額が30万円（消費税等除
く）以上のものに対し、補助対象工事費の20％、20万円を上限として補助（千円未満は切捨て）。

都市建設部
建設指導課

0157-25-1154

北海道 士別市
住宅設備設置等に対する助成（補
助）

合併処理浄化槽を設置する場合に、工事費の9/10を助成。
建設水道部
上下水道課

0165-23-3121

北海道 士別市
住宅設備設置等に対する助成（補
助）

トイレ水洗化のための改造資金（限度額50万円）を無利子で貸し付け。
建設水道部
上下水道課

0165-23-3121

北海道 士別市
住宅設備設置等に対する助成（補
助）

融雪施設を設置するための資金（限度額80万円）を無利子で貸し付け。 土木管理課 0165-23-3121

北海道 滝川市
滝川市住宅用太陽光発電導入支援
補助金

対象世帯に対して、ｋW当たりのシステム価格により助成。
市民生活部く
らし支援課

0125-28-8013

北海道 恵庭市
恵庭市住宅用新エネ機器設置導入
促進補助金

住宅用の太陽光発電設備の設置：１キロワットあたり２万円（上限8万円）、
ペレットストーブの購入設置：設置費用の２分の１（上限5万円）、を補助。

生活環境部
環境政策室
環境課

0123-33-3131
 内線1141

北海道 恵庭市
恵庭市住宅用省エネ機器導入推進
事業

家庭用のLED電球等を市内店舗にて購入した方に記念品をプレゼント。○合計3千円以上対象機器を購入した
方・・・五百円相当の記念品、○合計5千円以上対象機器を購入した方・・・千円相当の記念品

生活環境部
環境政策室
環境課

0123-33-3131
 内線1141

北海道 北広島市 飲料水等供給施設設置支援事業 市街化調整区域に居住する市民に対し、飲料水等供給施設の設置工事に対する費用の一部を助成します。 環境課 011-372-3311

北海道 北広島市 浄化槽設置奨励事業 合併浄化槽を設置する場合、浄化槽の規模により、1基につき352,000円～588,000円を助成します 環境課 011-372-3311

北海道 北広島市 太陽光発電システム設置支援事業 一般住宅用太陽光パネルを設置する場合、1キロワットあたり5万円（上限15万円）を補助します。 環境課 011-372-3311

北海道 蘭越町 住宅エコ化支援事業 窓又は外壁、屋根・天井若しくは床の断熱改修工事を施工する方へ上限５０万円を補助

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 住宅省エネルギー改修補助事業 既存住宅の省エネルギー改修工事（30万円以上）に対してその金額の20%（上限30万円）を助成
建設課建築
係

0136-44-2121

北海道 ニセコ町 浄化槽整備事業 合併処理浄化槽を設置する場合、設備費用の一部を補助
町民生活課
生活環境係

0136-44-2121

北海道 共和町 浄化槽設置事業 下水道未整備地域で浄化槽の設置に要する費用を限度額の範囲で補助 上下水道課 0135-73-2011

北海道 共和町 水洗化等工事資金助成事業 下水道未整備地域で既存の排水整備及びトイレを水洗式にする費用を限度額の範囲で補助 上下水道課 0135-73-2011

北海道 南幌町
住宅用太陽光発電システム設置補
助制度

みどり野団地、稲穂団地で新築住宅に太陽光発電を設置する場合に、上限を40万円として、1kW当たり１０万円の
補助金を交付（募集制限あり）

まちづくり課
企画情報
グループ

011-378-2121

北海道 妹背牛町
妹背牛町住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助

町内の既存住宅若しくは、住宅の新築(建売含む）にあわせて新設するに新設する太陽光発電システムに対し助成
を行う。助成額は、設置太陽電池の最大出力に７万円を乗じた額（上限を２１万円）。

企画振興課
企画振興グ
ループ

0164-32-2411

北海道 愛別町
住宅設備設置等に対する助成（補
助）

太陽光発電システムを設置した者に対し、１ｋＷにつき７万円（上限２１万円）を助成 建設課 01658-6-5111

北海道 和寒町 ふれ愛住宅補助
バリアフリー改修を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円)。65歳以上の高齢者や障がい者等、日常生
活に介助を要する場合は45万円を上限とし、所得に応じて補助率(40％～90％)を定める。

保健福祉課
福祉係

0165-32-2000

北海道 和寒町 省エネルギー住宅改修事業補助
築年数10年以上の住宅において、窓の断熱改修、または窓と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事を行う場
合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円)

総務課まちづ
くり推進係

0165-32-2421

北海道 和寒町
住宅用太陽光発電システム設置事
業補助

一般住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電灯契約を結ぶ場合に、1kw当たり3万円を補助(上限5kw、
15万円)。設置後1年間の運用データを町が取りまとめて公表する。

総務課まちづ
くり推進係

0165-32-2421

北海道 和寒町
木質バイオマス燃料ストーブ設置事
業補助

木質ブリケットストーブまたは木質ペレットストーブの購入費用の1/2以内を補助(上限15万円)
2台(30万円)まで利用可能。設置年度と翌年度の利用状況データを町が取りまとめて公表する。

総務課まちづ
くり推進係

0165-32-2421

北海道 新冠町
合併処理浄化槽設置整備事業補助
の特例措置

定住・移住促進制度対象者は合併処理浄化槽の設置に関し、５人槽で５０万円・７人槽で６０万円を限度に交付す
る

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

北海道 浦河町 合併処理浄化槽設置整備事業 下水道処理区域外で合併処理浄化槽を設置する場合に、一基につき352,000～1,545,000円の補助金を交付 町民課 0146-26-9001

北海道 鹿追町
鹿追町住宅用太陽光発電システム
導入費補助制度

町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを新設する場合で、システムの経費（補助対象経費）が1ｋＷあたり50万
円以下のものに補助金を交付。太陽電池の最大出力値に7万円を乗じた額で、20万円が上限。

企画財政課 0156-66-4032

北海道 更別村 太陽光発電システム導入補助金 自ら居住する住宅の太陽光発電システム設置に対し、出力１ｋＷあたり７万円を補助（20万円限度）。 建設水道課 0155-52-5200

北海道 標茶町
標茶町えこほーむ（太陽光発電シス
テム）報償制度

対象となる住宅用太陽光発電システムを、居住する町内の住宅に設置した住民に、町内で使えるお買い物券10万
円分を贈呈します。

管理課
015-485-2111

北海道 標茶町
標茶町ごみ減量化資源化促進対策
事業

家庭用生ごみ処理機を町内の取扱店で購入した場合に費用の４分の３を助成します
○上限額電気式は上限45,000円、堆肥式は2個1組上限5,700円

住民課 015-485-2111

北海道 鶴居村
住宅用太陽光発電システム設置補
助金

住宅に設置する太陽光発電システムに対し1kW当たり10万円を補助し、50万円を上限額として支給。
企画財政課
企画調整係

0154-64-2112

北海道 鶴居村 木質系燃料ストーブ購入助成 木質系を燃料とする家庭用ストーブ購入費の1/2以内、15万円を上限額とし補助。
産業振興課
林政係

0154-64-2114

北海道 白糠町
白糠町「太陽のまち」定住奨励補助
金

新築時町内業者を利用して３ＫＷ以上の太陽光発電設置で180万円(新規定住者は200万円)、３ＫＷ以上の太陽光
発電のみ設置は50万円を上限に、1kW当たり10万円を助成する。

経済部産業
振興課商工
係

01547-2-2171

青森県 八戸市 木質ペレット利活用推進事業
持続可能な低炭素社会の形成を推進するため、市内の住居及び店舗に木質ペレットストーブを設置する方に対し、
設置費用の3分の1（上限15万円）を補助

環境政策課 0178-43-9265

青森県 五所川原市 浄化槽設置費用の補助金制度
自らが居住する住宅に浄化槽を設置される方、浄化槽が新たに設置される住宅を建築・購入される方を対象。浄化
槽・設置に要する経費を補助。（5人槽：352,000円～8～10人槽：588,000円）

下水道課 0173-23-6000

青森県 五所川原市
五所川原市新エネルギー設備導入
促進事業

住宅用太陽光発電システム（太陽電池モジュール1kWあたり3万円で上限12万円）、家庭用蓄電池（蓄電容量1kWh
あたり2万円で上限6万円)、木質ペレットストーブ（15万円までの設備購入費）の設置費用補助

企画課
0173-35-2111(内線
2153)

青森県 むつ市
住宅用太陽光発電システム導入支
援事業

地球温暖化の一因とされる温室効果ガスの発生抑制と省エネルギーへの関心を高めることを目的に、個人住宅に
太陽光発電システムを導入する方に対し、5万円を補助（要件有り）

企画調整課 0175-22-1111

青森県 つがる市
住宅用太陽光発電設備導入支援事
業補助金

太陽電池モジュール1キロワット当たり3万円（上限12万円）を補助 企画調整課 0173-42-2111

青森県 板柳町
合併処理浄化槽設置整備事業費補
助

公共下水道、農業集落排水区域外において合併処理浄化槽を設置する方で、板柳町に在住する方。5人
槽:234,000円7人槽:294,000円10人槽:392,000円

上下水道課 0172-79-1057

青森県 板柳町 下水道事業の公共汚水ます新設 汚水ます設置に係る費用の負担(条件あり） 上下水道課 0172-79-1057

青森県 六ヶ所村
住宅用新エネルギー設備導入支援
事業

村内の自己が居住する住宅に設置する太陽光発電システムの導入に要する経費を助成する。太陽光発電システ
ムの太陽電池最大出力１Kwあたり4万8千円（上限24万円）

企画調整課 0175-72-2111

青森県 南部町 合併処理浄化槽設置補助
公共下水道事業及び農業集落排水事業の区域を除く地域において、合併処理浄化槽を設置する者へ助成金を支
給。・５人槽：352,000円・7人槽：441,000円

建設課 0179-34-2518

住まい

04.設備
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岩手県 一関市
住宅用太陽光発電システム導入促
進費補助金

市内の事業者との契約により、住宅用太陽光発電システムを設置、及び設置した建売住宅を購入した場合１Kw当
たり２万円（10Kw未満）を補助します。

市民環境部
生活環境課

0191-21-8342

岩手県 雫石町 浄化槽設置整備事業費補助金
浄化槽の普及を促進するために、集合処理整備計画区域外の一般住宅および事業所に設置される浄化槽の設置
費用の一部を補助金交付する制度です。

上下水道課 019-692-6408

岩手県 雫石町 クリーンエネルギー設備導入補助金
環境負荷の少ないクリーンエネルギー設備（木質燃料燃焼機器設備（薪ストーブなど）、太陽光発電設備、太陽熱
利用設備）の導入に対し、補助金を交付しております。

環境対策課 019-692-6485

岩手県 一戸町
住宅用太陽光発電システム導入促
進費補助

住宅用太陽光発電システムを設置した方に、太陽電池の最大出力１kWあたり３万円（上限９万円、千円未満は切り
捨て。）を交付。

まちづくり課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町薪ストーブ普及促進事業
ストーブ本体および、設置に係る経費の２分の１に相当する額（千円未満切捨て）とし、10万円を限度とする商品券
を交付。

産業課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 単独浄化槽切替助成事業
既存の単独浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合
併処理浄化槽に接続する方に補助金を交付する。

下水道課 0228-42-1133

宮城県 栗原市 水洗化促進奨励金交付事業
住宅の汲み取りトイレまたは単独（し尿）浄化槽から、水洗トイレへの改造等をおこない、公共下水道等に接続し、
水洗化をおこなう世帯に奨励金を交付：一戸につき１０万円（１回限り）工事完了日から１年以内に申請

下水道課 0228-42-1133

宮城県 栗原市 排水設備設置工事費助成事業
宅地面積が広いために公共汚水マスまでの距離が遠く、工事費がかさむ方々を対象に、一定の条件に基づき排水
設備工事費の一部を補助する。補助対象区間１ｍにつき３千円、補助限度額１０万円。

下水道課 0228-42-1133

宮城県 栗原市 住宅用太陽光発電設備設置事業
自宅に太陽光発電システムを新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：公称最大
出力、1キロワット当たり3万円（上限12万円）

環境課 0228-22-3350

宮城県 栗原市
住宅用省エネルギー機器導入支援
事業

自宅に省エネルギー機器(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、木質ペレットストーブ）を新規に設置しようとする方に対
し、その費用の一部を補助する。補助金額：購入費用の2分の1（上限8万円）

環境課 0228-22-3350

秋田県 藤里町
下水道等事業（環境浄化促進助成
事業等）

下水道等を整備する世帯に対し、工事費の一部を助成する。
普及率93.6％（平成24年度末現在）別紙参照

生活環境課
環境整備係

0185-79-2115

山形県 飯豊町
住宅用太陽光発電システム設置事
業費補助

住宅用太陽光発電システムを設置する場合、１Kwあたり２万円（上限６万円）の経費を補助。
住民税務課
生活環境室

0238-87-0514

福島県 福島市 太陽光発電システム設置助成金
自ら居住する市内の住宅にシステムを設置したか、システムが設置された市内の新築住宅を購入し居住している
市民を対象に、1ｋｗ当たり30,000円(助成上限120,000円、最大4ｋｗ分まで)を助成

環境課
024-525-3742

福島県 会津若松市
水洗便所改造資金融資あっせん（利
子補給）制度

公共下水道、農業集落排水、個別生活排水の供用区域で既設住宅の排水設備工費の融資斡旋。一般住宅１００
万円、アパート等集合住宅４００万円（１戸８０万円）上限。利息は市が負担。８０ヶ月以内の元金均等分割返済

市下水道課
0242-39-1264

福島県 会津若松市
個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）

市街化調整区域において、希望する方の敷地に市が合併浄化槽本体を設置、維持管理し、使用者から分担金と使
用料をいただいて運営。

市下水道課
0242-39-1264

福島県 会津若松市 浄化槽設置補助金
公共下水道計画区域で、整備が概ね７年以上見込まれない区域において合併浄化槽を設置する場合に補助金を
交付。

市下水道課
0242-39-1264

福島県 大玉村
定住促進対策事業（水道新規加入
金の減免）

個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となります。
建設部
上下水道課

0243-48-3131(代表)

茨城県 大洗町
住宅用太陽光発電システム設置補
助金制度

自ら居住する住宅に対し，1kwあたり4万円で最大限出力4kwまで補助します。（上限16万円） 生活環境課 029-267-5111

栃木県 上三川町 太陽光発電普及推進事業
町内の居住する住宅に太陽光発電システムを設置した方、又は太陽光発電システムの設置等が完了している住
宅を購入した方に対して、太陽電池の出力１キロワット当たり2万円を補助。上限8万円（4キロワット）。

住民生活課 0285-56-9131

群馬県 みなかみ町
住宅用省エネルギー設備設置費補
助金交付事業

一定の要件を満たす町に住所を有する方が、住宅用省エネルギー設備を自宅に設置、または、設置済みの住宅を
購入するものを対象に、住宅用省エネルギー設備の設置にかかる費用を補助する制度。

総務課 0278-25-5003

埼玉県 飯能市
住宅用太陽光発電システム設置補
助金

戸建て住宅、店舗等の兼用住宅（住宅の用途に供する面積が２分１以上）に太陽光発電システムを設置する場合
に補助金を交付します。
太陽電池の公称最大出力値１kW当たり３０，０００円（上限３．５kW）

環境緑水課 042-973-2125

千葉県 四街道市
住宅用省エネルギー設備設置費補
助金制度

住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費用の一部を補助。
環境経済部
環境政策課

043-421-6131

千葉県 四街道市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金制度

住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付。上限6万円。
環境経済部
環境政策課

043-421-6131

千葉県 御宿町
住宅用省エネルギー設備設置補助
事業

自然エネルギーの利用を促進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費の一部
を補助します。

建設環境課 0470-68-6694

千葉県 御宿町 木造住宅耐震診断費補助金
災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用の補助を行っています。（耐震診断に要
した費用の3分の2以内の額とし、3万円が上限）

建設環境課 0470-68-6694

千葉県 御宿町
コンポスト及び生ゴミ処理機の購入
費用補助

土地土壌の活性化及び生ゴミの減量化を図るため、下記の機器の購入費用の一部を補助。
・コンポスト：容器１個当たりの１／２以内とし3,000円を上限、・生ゴミ処理機：１／２以内とし30,000円を上限

建設環境課 0470-68-6694

新潟県 村上市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金

自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に、市内業者に発注した場合は太陽電池１ｋｗあたり１０万円（上
限４０万円）、市外業者の場合は１ｋｗあたり８万円（上限３２万円）を補助します。

環境課 0254-53-2111(内線275)

新潟県 村上市
木質バイオマスストーブ設置費補助
金

薪ストーブや木質ペレットストーブを設置される方に、購入及び設置費用の３分の１（上限１０万円）を補助します。 環境課 0254-53-2111(内線275)

新潟県 五泉市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金

住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助金（設置するシステムの出力1kwあたり5万円・上限20万円）を交
付します。

環境保全課 0250-43-3911

新潟県 阿賀野市
住宅用太陽光発電システム設置補
助金制度

阿賀野市の住宅用太陽光発電システムの普及促進を図り、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推
進するため、自らの住宅に太陽光発電システムを設置する方に設置費用の一部を補助（最高２０万円）

商工観光課 0250-61-2479

新潟県 南魚沼市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助

市内に住民登録をしている者が市内事業者の施工によって、住宅用太陽光発電システムを設置する場合に、設置
工事費の一部を補助する。補助額：最大出力1ｋｗあたり8万円（限度額24万円）※売電契約が必要

環境交通課
環境交通班

025-773-6666

新潟県 南魚沼市 ペレットストーブ等設置補助
市内に住所を有する個人、事業所等がペレットストーブ及びボイラーを設置する場合に設置費の一部を補助。
補助率：個人住宅、事業所1/4以内（限度額5万円）、集会所・農業施設1/3以内（限度額10万円）

農林課 農地
林務係

025-773-6663

新潟県 南魚沼市 克雪すまいづくり支援事業補助
市内居住者または居住確定者が市内で住宅の克雪化（屋根融雪施設等の設置）を行う場合や、地盤沈下区域内
で事業所が克雪化を行う場合の工事に対する補助金。補助率：補助対象工事費の17.6％（上限44万円）

都市計画課
施設係

025-773-6662

新潟県 南魚沼市 宅地等消雪設備普及促進事業補助
地盤沈下区域内の住宅宅地または事業用敷地に消雪設備を設置する工事に対する補助金。
（地下水を利用した融雪施設は対象外）補助率：補助対象工事費の1/3（限度額50万円）

都市計画課
施設係

025-773-6662

富山県 高岡市
住宅用太陽光発電システムの設置
補助

自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システムを設置する方に、1件当たり5万円（1回限り）を補助。
生活環境部
地域安全課

0766-20-1352

石川県 - エコ住宅整備促進補助金
【新築】いしかわ住まいの省エネパスポート制度の５つ星住宅に一律１５万円を補助【改修】県指定の省エネ設備等
から３品目以上を導入する場合に最大１５万円を補助※太陽光発電システム等に最大１０万円の追加補助

環境部
温暖化・
里山対策室

076-225-1462

石川県 七尾市 下水道等排水設備工事費補助金
くみ取り式便所、単独浄化槽、合併処理浄化槽を使用している人が、下水道に接続する場合に、最高30万円を助
成。

建設上下水
道部 上下水
道課

0767-53-1972

石川県 七尾市 水洗便所等改造資金利子補給
供用開始後3年以内に下水道に接続する人が工事に必要な資金の融資を受ける場合に、最高100万円（利子の全
額）を助成。（償還期間60カ月以内）

建設上下水
道部 上下水
道課

0767-53-1972

石川県 七尾市 家庭用ごみ減量機器設置費補助金 市内の個人が設置した家庭用ごみ減量機器の費用に対して、2分の1（最高3万円）を助成。
市民生活部
環境課

0767-53-8421

石川県 七尾市
住宅用太陽光発電システム設置モ
デル事業

市内で住宅用太陽光発電システムを設置する人に対して、最高20万円を助成。
市民生活部
環境課

0767-53-8421

石川県 珠洲市
木質バイオマスストーブ購入費補助
金

市民及び市内事業者等を対象に、木質バイオマスストーブの購入費の1/3以内、上限10万円を助成。 自然共生室 0768-82-7720

石川県 珠洲市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金

市民を対象に、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、1kWあたり7万円（上限30万円）を助成。 自然共生室 0768-82-7720

石川県 能美市 自然エネルギー設備設置補助 太陽光発電(10kwまで最大5万円）小型風力発電、まきストーブ等を設置する人に最大6万円補助 環境生活課 0761-58-2217
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

石川県 中能登町 クリーンエネルギー推進事業
住宅用太陽光発電に対する補助
（補助率４５千円/ＫＷｈ、上限１８万円）

保健環境課 0767-72-3129

山梨県 都留市
都留市住宅用自然エネルギー及び
省エネルギー機器設置費補助金交
付事業

自宅に自然エネルギー発電システム及び省エネルギー機器を設置した場合に補助金が受けられます。
市民生活課
環境創造室

0554-43-1111    
(内線108)

長野県 松本市
住宅用太陽光発電システム補助制
度

市税の滞納がなく、市内の住宅等に太陽光発電ｼｽﾃﾑを設置する方に対して1ｋW当たり2万5千円（10万円を限
度）、付随の定置型蓄電ｼｽﾃﾑを設置する者に対して購入費用の10分の1（10万円を限度）を補助

市民環境部
環境政策課

0263-34-3268

長野県 上田市 太陽光発電システム設置費補助 住宅用太陽光発電システム設置に要する経費の一部を補助 生活環境課  0268-23-5120

長野県 上田市
太陽熱高度利用システム設置費補
助

住宅用太陽熱高度利用システム設置に要する経費の一部を補助 生活環境課  0268-23-5120

長野県 上田市 雨水貯留施設設置補助 建物等の屋根の雨水を貯留させるための構造を持った施設の設置に要する経費の一部を補助 生活環境課  0268-23-5120

長野県 上田市 ペレットストーブ等の購入費補助 木質バイオマスの利用を促進するため、ペレットストーブ等の購入経費の一部を補助 森林整備課 0268-23-5124

長野県 伊那市 伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅の耐震診断（無料） 都市整備課 0265-78-4111

長野県 駒ヶ根市 太陽光発電システム設置補助事業
個人住宅用、公共施設や事業用、別荘等において出力１ＫＷあたり３万円の太陽光発電システム設置に関する補
助を行う（上限12万円）

建設部環境
課

0265-83-2111
内線542

長野県 大町市 太陽光発電システム普及促進事業
市内に自ら居住し、又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、１キロワット当たり２万円、
上限１０万円の補助します。

生活環境課
環境保全係

0261-22-0420

長野県 茅野市 太陽光発電システム設置補助金
一般住宅用の太陽光発電システムの設置に対して、最大出力1ｋW当り3万円を補助。ただし、限度額10万円（市外
業者の場合は5万円）

生活環境課 0266-72-2101

長野県 茅野市 合併浄化槽設置に対する補助金
下水道計画区域外または、7年以上公共下水道が整備されていないと認められる地域の一般住宅、別荘、飲食店
等に補助金を交付

生活環境課 0266-72-2101

長野県 富士見町 太陽光発電システム設置補助金
自然環境にやさしい循環型のまちづくりを推進するため、町民自らが居住する住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する際に要する経費に対して補助金を交付

建設課生活
環境係

0266-62-9114

長野県 飯島町 飯島町太陽光発電設置補助金
地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽光発電システムを設置する方に対し、1kwにつき2.5
万円・最大10万円を補助。

住民税務課
生活環境係

0265-86-3111

長野県 飯島町
飯島町太陽熱利用システム設置補
助金

地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽熱利用システムを設置する方に対し、設置経費の
1/10・最大3万円を補助。

住民税務課
生活環境係

0265-86-3111

長野県 飯島町
飯島町家庭生ごみ処理施設事業補
助金

生ごみの減量化を推進し、ごみに対する意識の向上を目指して、町民の方が生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機
を購入する場合に、それぞれ購入金額の1/2・最大3千円or3万円を補助。

住民税務課
生活環境係

0265-86-3111

長野県 飯島町 飯島町合併処理浄化槽設置補助金
生活排水による公共水域の水質汚濁を防ぎ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、合併浄化槽の設置
に要する経費に対し設置費用の一部を補助。（※5人槽一般：最大33.2万円～）

建設水道課
水道係

0265-86-3111

長野県 飯島町
飯島町水道事業遠距離給水管町費
施工

既設の配水管から申請地までの距離が一戸当たり50ｍ(未舗装の場合は2倍の距離)以上の設置工事を対象。布
設管100ｍ未満は50ｍを超える部分、100ｍ以上は延長の1/2を超える部分が対象。限度額50万円

建設水道課
水道係

0265-86-3111

長野県 生坂村
地球温暖化防止対策設備設置補助
金

太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネファーム）など、自ら居住する住宅に省エネルギー・新エネルギー機器
等の設備を設置しようとする村民に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助するもの

振興課 0263-69-3111

長野県 小川村 太陽光発電システム設置事業 村内施工業者が設置する太陽光発電システム設置費用の一部を補助。1Kw当たり4万円で、上限20万円
建設経済課
産業係

026-269-2323

岐阜県 瑞浪市 合併浄化槽設置推進事業 公共下水道及び農業集落排水の整備対象区域外で合併浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。 上下水道課 0572-68-9817

岐阜県 瑞浪市 新エネルギー利用促進事業
太陽光発電システムの設置費の一部を補助します。住宅用:3万円/kw(限度額12万円)、集会所等:12万円/kw(限度
額60万円)、事業所:3万円/kw(限度額30万円)

環境課 0572-68-9806

岐阜県 山県市
山県市住宅用太陽光発電システム
設置事業

市内の個人住宅に太陽光発電システムを設置した者に対し、１Ｋｗあたり２万円をまちづくり振興券（地域通貨）で
助成。

産業課 0581-22-6830

岐阜県 揖斐川町
住宅用太陽光発電システム設置事
業補助金

住宅に太陽光発電システムを設置したり、太陽光発電システムを設置した建売住宅等を自らの住宅として購入する
方に助成。補助金額は1kWあたり3万円。上限12万円。その他補助要件有

住民福祉部
生活環境課

0585-22-2111

岐阜県 揖斐川町 木質ペレットストーブ購入補助金
町内に居住する住宅や事業所等に木質ペレットストーブを設置する場合に、本体購入に要する費用の一部を助成
します。補助金額：購入経費の１／２以内。上限20万円。

産業建設部
農林振興課

0585-22-2111

静岡県 沼津市
沼津市住宅用新エネルギー及び省
エネルギー機器設置費補助金

市内に自ら居住する（居住を予定する）住宅において、太陽光発電システム、エコキュート等の省エネ機器を設置す
る者に補助金を交付する。

環境政策課 055-934-4741

静岡県 菊川市 自然エネルギー利用促進補助金 太陽光発電システム、太陽熱温水器などを設置する場合に、予算の範囲内で費用の一部を補助する。 環境推進課 0537-35-0916

静岡県 菊川市 合併処理浄化槽設置事業費補助金 合併処理浄化槽（合併槽）を設置する人に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助する。 下水道課 0537-35-0933

静岡県 菊川市 生ごみ処理機器購入費補助金 一般家庭から出される生ごみ減量のため、生ごみ処理機器を購入する世帯に購入費の一部を補助します。 環境推進課 0537-35-0916

静岡県 河津町
住宅用太陽光発電システム設置補
助金

「環境に優しいまちづくり」を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する個人の方に補助金を交付する
制度。限度額：1件あたり1kw・5万円として最高4kw・20万円を限度

まちづくり推
進課

0558-34-1924

愛知県 設楽町
木質バイオマスストーブ等購入設置
費補助金

薪、チップ又はペレットを主燃料として使用するストーブ又はボイラーの購入費等に対し、費用の１／２を補助（上限
３０万円）。町内に住宅、事務所、農業用施設又は集会施設を所有する個人、法人又は団体

企画課 0536-62-0514

愛知県 設楽町
住宅用太陽光発電施設設置費補助
金

住宅用太陽光発電施設の設置に要する経費を50000円／kw×最大出力（kw）補助する。※上限4KW 生活課 0536-62-0522

愛知県 設楽町 浄化槽設置補助 浄化槽設置費の補助。処理人数により補助額が異なります。 生活課 0536-62-0522

愛知県 設楽町 生ゴミ処理器設置補助 生ゴミ処理器購入費の１／３補助（上限２万円） 生活課 0536-62-0522

滋賀県 日野町
住宅用太陽光発電システム設置推
進補助金

居住されている住宅および店舗併用住宅に太陽光発電を設置した場合、1キロワット当たり3万円、上限10万円を
助成します。

住民課 0748-52-6578

奈良県 川上村
川上村合併処理浄化槽設置整備事
業補助金

合併処理浄化槽へ転換・新設する方に対する補助金。【5人槽：796,000円】【6,7人槽：824,000円】【10人槽：884,000
円】単独処理浄化槽を撤去は、60,000円を上乗せ交付。

水源地の村
づくり課

0746-52-0111

奈良県 川上村 川上村浄化槽維持管理費補助金
浄化槽の適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を実施した方に対する補助金。
【単独浄化槽6,500円】【合併浄化槽（50人槽以上）14,000円】

水源地の村
づくり課

0746-52-0111

和歌山県 かつらぎ町 生ごみ処理機器購入費補助金制度
１世帯につき、生ごみ処理機器（コンポストまたは家庭用電気式生ごみ処理機）購入費用を補助。電気式生ごみ処
理機は上限３万円で１／２まで。生ごみ処理容器（コンポスト）は上限３千円(百円未満切捨て)

生活環境課
0736-22-0300(内線
2231)

和歌山県 かつらぎ町 浄化槽設置整備事業補助金 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します。 生活環境課
0736-22-0300(内線
2231)

和歌山県 広川町
住宅用太陽光発電システムの設置
費補助金制度

住宅用太陽光発電システム設置に係る経費、及び同システムを設置した新築住宅を購入した場合の助成制度
総務政策課
まちづくり班

0737-23-7731

和歌山県 広川町 浄化槽設置の補助金制度 合併処理浄化槽を設置した場合の助成制度
住民生活課
住民環境班

0737-23-7714

和歌山県 すさみ町
すさみ町合併処理浄化槽設置整備
事業補助金

町内に住所を有する者であって、専ら自らの住居の用に供する建物を対象に３３２千円～５４８千円を補助。 環境保健課 0739-55-2004

和歌山県 串本町
新築住宅用太陽光発電システム設
置補助金

新築住宅への太陽光発電システム設置費用として、１ｋｗあたり14万円（上限50万円）を補助。平成27年度まで実
施。その他要件有り。

住民課 0735-72-0083

鳥取県 倉吉市 水洗便所改造資金融資
公共下水道・農林業集落排水・合併処理浄化槽に接続するため、従来のくみ取り便所やし尿浄化槽を廃止して便
器や洗浄用具などの改造、これに伴う排水設備の新設又は改修する方に、希望に応じて金融機関へ融資を斡旋

建設部 下水
道課

0858-22-8176
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鳥取県 倉吉市 合併浄化槽設置補助金
生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理す
る合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。

建設部 下水
道課

0858-22-8176

鳥取県 倉吉市
倉吉市震災に強いまちづくり促進事
業

震災に強いまちづくりを推進するために、古い基準で建築された建物の「耐震診断・改修設計・耐震改修」にかかる
費用を補助します。

建設部 景観
まちづくり課

0858-22-8175

鳥取県 倉吉市
住宅バリアフリー改修に伴う固定資
産税の減額

高齢者や障碍者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上させる改修工事（バリアフリー改修）を行った場合、
翌年度の固定資産税を3分の1（100㎡相当分まで）減額します。

総務部 税務
課

0858-22-8114

鳥取県 倉吉市
住宅耐震改修に伴う固定資産税の
減額

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの改修工事（耐震改修）をすると、固定
資産税の一部を減額します。

総務部 税務
課

0858-22-8114

鳥取県 倉吉市
住宅省エネ改修に伴う固定資産税の
減額

外壁や窓を通した熱の損失を防止する改修工事（省エネ改修）をすると、翌年度の固定資産税の一部を減額しま
す。

総務部 税務
課

0858-22-8114

岡山県 新見市
分譲宅地合併処理浄化槽設置補助
金

市が提供する分譲宅地の購入者が、合併処理浄化槽を設置する場合、２０万円を補助する。 総務課 0867-72-6128

岡山県 瀬戸内市 耐震改修補助制度
市の耐震診断及び補強計画を受けて実施する耐震改修工事について、最大で戸当たり30万円を助成する。（その
他条件有り）

建設課 0869-22-2649

岡山県 真庭市 木質バイオマス利用開発推進事業
市内に住所を有する個人または事業所などが木質ペレットストーブ、薪ストーブ、木質バイオマス農業用ボイラなど
を新たに設置する場合、１／３以内で補助。ストーブ１３万、ボイラ７０万円が上限

バイオマス政
策課

0867-42-5022

岡山県 久米南町
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金

住宅用太陽光発電システム（10キロワット未満）を設置する方へ、1キロワットあたり5万円を補助。【上限20万円】 定住促進課 086-728-2134

広島県 三次市 ケーブルテレビ加入金助成
市外から転入された方に本市の情報をいち早く知っていただき，更なる定住促進を図るため，ケーブルテレビの加
入金（21,000円）を助成

地域振興部
定住対策室
定住対策係

0824-62-6129

広島県 三次市 飲用水供給施設補助
水道が無い地域で、生活用水を確保するために、井戸を整備したりボーリングを行う場合に、その経費の一部を補
助。補助金額（1軒の場合の上限額）経費の1/2上限40万円。※水道事業等の区域外が対象

水道局
水道課建設
係

0824-62-6165

広島県 三次市 小型浄化槽設置補助整備事業
合併浄化槽設置に対する補助。補助限度額：5人槽46万9千円，7人槽64万5千円，10人槽86万4千円。※公共下水
道事業等の区域外が対象

水道局
下水道課管
理係

0824-62-6151

広島県 庄原市 市町村設置型浄化槽
公共下水道，農業集落排水の区域外を対象に，分担金30万円を負担すれば浄化槽を市が設置し，個人は下水道
などと同様に使用水量によって使用料を支払う。申請期間を毎年度9月末。予定数に達した場合は申込締切。

下水道課 0824-73-1175

広島県 庄原市
庄原市ペレットストーブ等購入促進
補助金

木質バイオマスの有効活用を促進するため，市内事業者よりペレットストーブ・薪ストーブ・ペレットボイラーを購入
される際，購入・設置等の経費の3分の1を補助（ストーブは上限12万円，ボイラーは上限50万円）

林業振興課 0824-73-1130

広島県 庄原市 生ごみ処理容器等補助金 生ごみ処理機を購入する場合，費用の2分の1を補助(上限1万6千円) 環境政策課 0824-72-1398

広島県 大竹市
ケーブルテレビ新規加入者の初期費
用補助

住宅を新築して市外から転入してきた世帯または市内で新たに住宅を新築する世帯でケーブルテレビに新規加入
する場合に，上限1万円補助

総務部企画
財政課

0827-59-2124

広島県 安芸太田町
ペレットストーブ等購入促進補助事
業

ペレットストーブや薪ストーブ本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費を補助。購入経費および設
置等に係る経費が10万円以上のもの、対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし，上限額は20万円。

産業振興課 0826-28-1973

広島県 大崎上島町 太陽光発電システム普及促進事業 太陽光発電システムを設置する者に補助を行う。（補助金額5万円） 企画振興課 0846-65-3112

広島県 大崎上島町 合併処理浄化槽補助制度
合併浄化槽の設置者に対して補助金を交付(公共下水区域外）【補助限度額】5人槽594,000円6～7人槽657,000円
等

上下水道課 0846-64-3513

広島県 神石高原町 情報通信基盤整備事業費補助金 神石高原町に移住した方で，ケーブルテレビに新たに加入される方に5万円助成します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 ペレットストーブ等購入補助事業 木質ペレットや薪ストーブ等を設置する場合に補助します。 環境衛生課 (0847)89-3336

広島県 神石高原町
住宅用太陽熱温水器設置費補助事
業

太陽熱温水器を住宅に設置する場合に補助します。 環境衛生課 (0847)89-3336

広島県 神石高原町 雨水利用タンク設置費助成事業 雨水利用のための設備に対して助成します。 環境衛生課 (0847)89-3336

広島県 神石高原町
住宅用太陽光発電システム等設置
費補助事業

神石高原町住宅用太陽光発電システム等の設備に対して補助します。 環境衛生課 (0847)89-3336

愛媛県 東温市
太陽光発電システム、太陽熱高度利
用システムの設置補助事業

太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、予算の範囲内で補
助金を交付。

市民環境課 089-964-4415

愛媛県 東温市
家庭用リチウムイオン蓄電池システ
ム、家庭用燃料電池システムの設置
補助事業

家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び家庭用燃料電池システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、設
置費の一部を補助。

市民環境課 089-964-4415
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愛媛県 東温市 東温市木造住宅耐震診断補助事業 対象となる住宅の所有者に対し、補助対象経費の3分の2以内、かつ、最高2万円を限度に補助。（受付先着順） まちづくり課 089-964-4412

福岡県 田川市 環境配慮活動助成事業 ・住宅用太陽光発電システム導入を支援する。
市民生活部
環境対策課

0947-44-0171

福岡県 筑後市 浄化槽設置整備補助事業 浄化槽を設置する場合、設置費の一部を補助します。
かんきょう課
かんきょう係

0942-53-4120

福岡県 筑後市 排水設備工事補助事業 トイレを水洗に改造し、下水道に接続する場合などに工事費の一部を補助します。
上下水道課
庶務係

0942-65-7036

福岡県 筑後市 太陽光発電設置補助事業 市内の業者によって、設備を設置する場合に設置費の一部を補助します。
かんきょう課
かんきょう係

0942-53-4120

福岡県 うきは市
住宅用太陽光システム設置費補助
事業

１０kw未満の住宅用太陽光システムを設置する場合、１ｋｗあたり12,500円、最大5万円を補助
企画課企画
調整係

0943-75-4984

福岡県 うきは市 浄化槽設置整備事業補助制度
下水道の認可区域外の専用住宅に浄化槽を設置する場合、その費用を補助
５、６人漕：３３２千円、７～９人漕：４１４千円、１０人漕以上：５４８千円

住環境建設
課上下水道
係

0943-75-4983

福岡県 うきは市 生ゴミ処理機補助事業
生ごみ処理機器（電動式生ごみ処理機・設置型コンポスト・密閉式処理容器・ダンボールコンポスト）の購入費用の
一部を補助

市民生活課
生活環境係

0943-75-4972

福岡県 朝倉市
朝倉市住宅用太陽光発電システム
設置補助制度

市内に自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする方への補助を行う。１kw当たり３万円を乗じて得た額で上限
額１０万円を補助する。

環境課環境
係

0946-23-1153

長崎県 五島市
住宅用太陽光発電設備設置費補助
金

住宅用の太陽光発電設備（１基あたり６万円） 生活環境課 0959-72-6116

長崎県 五島市 浄化槽設置整備事業補助金 浄化槽の設置に係る費用の助成。 生活環境課 0959-72-6116

長崎県 東彼杵町 太陽光発電システム補助 住宅用太陽光発電システムを設置される方に、1kw当り３万円（限度額１０万円）を補助します。
町民生活課
環境衛生係

0957-46-1111

熊本県 玉名市
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金

住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し設置費用の一部を補助します。1キロワット当り2万円とし、上限
5キロワット10万円を補助します。

環境整備課 0968-75-1118

熊本県 玉名市 生ごみ処理機等購入補助事業 家庭用電気生ごみ処理機やコンポストの購入費に対し1/2又は上限3万円を補助します。 環境整備課 0968-75-1118

熊本県 南関町 太陽光発電システム設置費補助金 太陽光電池出力1kwにつき35,000円（105,000円上限） 住民課 0968-57-8579

熊本県 氷川町
住宅用新エネルギー等導入促進事
業

町内業者を利用して太陽光利用発電施設・太陽熱利用施設・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置しようとする人へ
補助金を交付します。

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 生ごみ処理機購入助成
生ゴミの減量化、再資源化及び生活環境の保全を目指して、町内業者から生ごみ処理機を購入する場合、購入費
の１／２以内、２万５千円を上限として助成を行っています。

町民環境課 0965-52-5851

大分県 豊後高田市 浄化槽設置整備事業
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を市内に設置される方を対象に、補助
金を交付します。

環境課 0978-22-3100

大分県 宇佐市
住宅用太陽光発電システム設置等
支援補助金

自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方（新築・購入含む）に対して、設置費用の一部を補助しま
す。上限8万円

生活環境課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 合併処理浄化槽設置整備費補助金
下水道などの区域外で、新築・リフォーム等により、合併処理浄化槽を新たに設置する場合に経費の一部を補助し
ます。上限額①５人槽332,000円②７人槽414,000円③10人槽548,000円

生活排水課 0978-32-1111

沖縄県 南風原町
住宅用太陽光発電システム設置補
助金交付事業

町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムを設置する方で、１件当たり３万円の補助をします。（１申請者(1
住宅）当たり１回限り。）※申請について、その他条件あり。

住民環境課 098-889-1797

沖縄県 南風原町 生ごみ処理機等購入補助金事業
生ごみ処理機等の購入補助を行っています。生ごみ処理機：購入額の5/10（限度額３万円）、生ごみ処理容器及び
有用微生物：購入額の８／１０（限度額、６千円）※回収スタンプが６個貯まれば、はえばる豚肉贈呈

住民環境課 098-889-1797

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 小樽市 地域子育て支援センター事業
市内３か所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。
センター開放事業や育児相談等を実施。

福祉部
子育て支援
課

(0134)32-4111
内線398

北海道 小樽市 ファミリーサポートセンター事業
育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子育て
をする、会員制の援助活動事業（民間事業者に委託）

福祉部
子育て支援
課

(0134)32-4111
内線398

北海道 旭川市 認可保育所保育料減免制度 同一世帯の認可保育所入所児童がいる場合，第2子目は1/4額のみ自己負担，第3子目以降は無料。
子育て支援
部こども育成
課

0166-25-9845

北海道 旭川市 認可保育所保育料減免制度 就学前の兄姉が幼稚園等を利用している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。
子育て支援
部こども育成
課

0166-25-9845

北海道 旭川市 認可保育所保育料減免制度
兄弟姉妹が認可保育所の待機中で，減免の対象となる認可外保育施設に入所している場合，認可保育所入所児
童の保育料を減免。

子育て支援
部こども育成
課

0166-25-9845

北海道 旭川市 幼稚園就園奨励費 私立幼稚園に通う満3～5歳児のいる世帯に対し、市民税額に応じて入園料・保育料を減免。
子育て支援
部こども育成
課

0166-25-9106

北海道 室蘭市 保育料の助成(保育所)
同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児
童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。

子育て支援
課
学校教育課

0143-25-2400
0143-22-5055

北海道 室蘭市 保育料の助成(幼稚園)
同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児
童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。

子育て支援
課
学校教育課

0143-25-2400
0143-22-5055

北海道 苫小牧市 認可保育園保育料の助成
一世帯から２人以上の児童が保育所又は幼稚園等に入所している場合は、２人目の児童は半額、３人目以降の児
童は無料となります。

こども育成課 0144-32-6378

北海道 苫小牧市 私立幼稚園入園料の助成
入園児一人につき1万円を補助します。生活保護世帯については1万円、当該年度市民税非課税世帯については5
千円を加算します。

こども育成課 0144-32-6378

北海道 苫小牧市 入学援助金
小学校又は中学校に入学する児童がいる母子家庭等の生活を援助するため、児童について入学援助金を支給し
児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

こども支援課 0144-32-6416

北海道 稚内市 保育所保護者負担金助成事業
子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、子どもが2人以上いる家庭へ保育料の一部を助成する少子化
対策事業。

教育委員会
教育部こども
課

0162-23-6530

北海道 稚内市 幼稚園入園費助成事業
少子化対策事業として、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園入園費の1/2（上限
20,000円）を助成。

教育委員会
教育部こども
課

0162-23-6529

北海道 稚内市
子育て短期支援事業（ショートステイ
事業）

保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった小学校修了前までの児童について、適切な保護
ができる里親等に委託し、一定期間、保護者に代わり養育する。

教育委員会
教育部こども
課

0162-23-6529

北海道 芦別市
第３子以降幼稚園以降幼稚園保育
料等補助事業

義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の園
児の分を全額補助。

教育委員会
学務課総務
係

0124-22-2387

北海道 芦別市 第３子以降保育料無料事業
義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の保
育料無料。

市民福祉部
児童課子ども
家庭係

0124-24-2777

北海道 芦別市 第２子保育料半額事業 同一世帯から２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、２人目の児童保育料が半額。
市民福祉部
児童課子ども
家庭係

0124-24-2777

北海道 芦別市 芦別高等学校修学費助成 保護者負担の軽減を図るための支援として、通学費及び検定試験等受験料助成。
教育委員会
学務課総務
係

0124-22-2387

北海道 赤平市
中学生以下の社会教育施設等の無
料化事業

市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免される。 総合体育館 0125-33-7750

北海道 士別市 幼稚園就園奨励費 所得状況に応じて、国の基準による幼稚園就園奨励費補助に加え、入園料（３万円）を助成。
保健福祉部
こども子育て
応援室

0165-23-3121

北海道 士別市 保育料助成 保育料の第２子半額、第３子以降は無料。
保健福祉部
こども子育て
応援室

0165-23-3121

北海道 士別市 子育て支援 ベビーシート（０歳～満１歳の誕生日まで）、チャイルドシート（１０日間限定）無償貸し出し。
保健福祉部
こども子育て
応援室

0165-23-3121

北海道 士別市 子育て支援
登録店舗で独自サービスが受けられるパスポートを子育て世帯（中学生以下の児童を有する世帯）及び妊婦の方
に発行。

保健福祉部
こども子育て
応援室

0165-23-3121

北海道 士別市 小中学生バス半額助成事業 士別市内での乗降に限り、料金を半額助成。
総務部企画
課

0165-23-3121

北海道 千歳市 乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業 市内在住の３歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつ用ごみ袋（20）を支給（年間最大100枚）
子育て推進
課

0123-24-0328

北海道 千歳市 なかよし給食 卵・乳をできるだけ除く給食を認可保育所で提供する。その他、クッキングや野菜栽培など食育にも取り組む。
子育て推進
課

0123-24-0328

北海道 千歳市 ランドセル来館事業
登録条件を満たした児童が、ランドセルを背負ったまま学校帰りに児童館へ来館できる。学童クラブの入所基準を
満たさない児童に対し、放課後の安心・安全な居場所を提供する。

子育て総合
支援センター

0123-22-7888

北海道 滝川市 ブックスタート事業
赤ちゃんの成長にあわせて3回絵本を贈り、子どもの読書活動のきっかけづくりと読書を通じた親子のふれあいを
支援。

滝川市立図
書館

0125-22-4646

北海道 砂川市 幼稚園就園奨励事業
奨励費を希望する私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、精査・審査を行ったうえ、所得状況及び家庭
状況に応じ補助をする。

教育委員会
学務課学校
教育係

0125-54-2121

北海道 砂川市 ファミリー・サポート・センター事業
１歳から小学６年生までの子の保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての援助
を行う。会員登録無料（別途保険料400円実費負担）、平日７時から19時までは１時間500円。

社会福祉課
児童家庭係

0125-54-2121

北海道 恵庭市 認可保育園　保育料の多子軽減 第2子半額、第3子以降無料（第1子・第２子が幼稚園・保育園・認定子ども園に入園中のこと）。
保健福祉部
子ども未来室
保育課

0123-33-3131
内線1233

北海道 恵庭市 ブックスタート
絵本2冊、読み聞かせアドバイス集、絵本ガイドなどを保健センターで実施する9～10か月児健診時にお渡ししてい
ます。

教育委員会
教育部 図書
課

0123-37-2181

北海道 恵庭市 ブックスタートプラス 絵本1冊、絵本ガイド1冊を保健センターで実施する1歳6か月児健診時にお渡ししています。
教育委員会
教育部 図書
課

0123-37-2181

北海道 恵庭市
恵庭市ファミリー・サポート・センター
事業

有料の育児支援コーディネート事業。
保健福祉部
子ども未来室
保育課

0123-33-3131
内線1233

北海道 恵庭市 えにわっこサポート事業
「サポートカード」を協賛店舗で提示すると、各協賛店舗が独自で定めたサービスを提供し子育て家庭を地域全体
で応援する事業。

保健福祉部
子ども未来室
子ども総務課

0123-33-3131
内線1251

北海道 北広島市 母子自立支援相談事業
ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導等により支援します。また、DV相談にも対応しま
す。

児童家庭課 011-372-3311

北海道 北広島市 ファミリーサポートセンター事業
急な残業で保育園・学童クラブの迎えが間に合わないときなど、働く親の短時間育児援助に対応するため、地域に
おいて会員登録制の援助組織によりファミリーサポートを実施します。

地域子育て
支援センター

011-376-6637

北海道 北広島市 保育園一時預かり事業
保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急的保育、育児疲れ解消など私的理由に対応する一時的な保
育、休日保育を実施します。

児童家庭課 011-372-3311

北海道 北広島市 広域入所児童委託事業 保護者の勤務地等の都合により、市内児童の他市町村の保育園への入所を支援します。 児童家庭課 011-372-3311

結婚・子育て

01.子育て・教育
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北海道 北広島市 地域子育て支援センター運営事業
子育て中の親と子どもが集い、子育て相談や交流のできる施設を運営し、子育て全般に関する専門的な支援を行
います。

地域子育て
支援センター

011-376-6637

北海道 北広島市 幼稚園就園奨励費事業 幼稚園に通園している満3～5歳児の保護者に対し、保育料などの減免を通して補助します。 児童家庭課 011-372-3311

北海道 北広島市 幼稚園就園準備支援事業 各幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子育て事業の参加に対し、保護者の負担額の1/3を補助します。 児童家庭課 011-372-3311

北海道 北広島市 特別支援教育推進事業
市内全ての学校に特別支援学級を配置するとともに、各小学校に支援員を複数配置し、特別な支援を必要とする
子どもたちの教育ニーズに対応します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 心の教室相談事業
小中学校に相談員を配置し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防止と早期
把握に努めています。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 高等学校等入学準備金支給事業 高校などに入学する生徒に、入学時に必要となる費用の一部として入学準備金を支給します。 学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 奨学金支給事業 経済的な理由によって高等学校等への就学が困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給します。 学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 児童生徒援助事業
要保護世帯や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費、クラブ活動費、生徒会費、
ＰＴＡ会費を援助します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 児童生徒通学費援助
遠距離通学等で、公共交通機関を利用して通学する児童生徒や、自家用車での送迎を常としている児童生徒の保
護者に、通学経費の一部を助成します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」

小学校入学児童を養育する方に児童１人につき２万円を助成。

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 南幌町 子育て支援米支給事業 離乳食講習会受講者・乳幼児健診（１歳６ヶ月・３歳児）の受診者に最大10㎏の南幌産の子育て支援米を支給
産業振興課
農政グループ

011-378-2121

北海道 南幌町 高校生通学費助成制度
南幌町内に住所を有し、自宅から高等学校に通う生徒が対象に、通学定期券購入額の1/2を助成（上限1万円/
月、所得制限なし）

生涯学習課
学校教育
グループ

011-378-2121

北海道 南幌町 中学生国際留学プログラム事業
短期留学やホームステイなどの生活体験を通じ、生きた英語力を身につけるために１４日間の国際留学プログラム
を実施

生涯学習課
学校教育
グループ

011-378-2121

北海道 南幌町 南幌町ファミリー・サポート・センター
事業

会員制の相互支援活動として1人あたり３０分３００円から育児援助を実施
保健福祉課
福祉生涯
グループ

011-378-5888

北海道 由仁町 保育料助成制度 第２子は保育料半額、第３子以降は無料
保健福祉課
保健児童担
当

0123-83-4750

北海道 由仁町 保育時間の延長事業 保育園における保育時間延長（19時30分まで）
保健福祉課
保健児童担
当

0123-83-4750

北海道 妹背牛町 モスピーポイント進呈事業
町主催の「健康増進・疾病予防事業」、「子育て支援事業」、「ボランティアの環境美化活動」などに参加すると、モス
ピーカードのポイントを進呈。

企画振興課
企画振興グ
ループ

0164-32-2411

北海道 秩父別町 子育て支援水道基本料金全額助成
健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、中学卒業前までの子どもを養育している家庭に対し、毎月
の水道基本料金の助成を行います。

住民課住民
福祉グループ

0164-33-2111

北海道 秩父別町 認定こども園保育料の軽減 所得に応じて国基準の３割から５割分の保育料を軽減します。
住民課住民
福祉グループ

0164-33-2111

北海道 沼田町 保育料の助成
沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている８階層から１５階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽減
を図っている。第１子３０％、第２子５０％、第３子１００％を町が負担

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 がんばる高校生応援手当 高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に１人当たり月額10,000円を支給 住民生活課 0164-35-2115

北海道 愛別町 子育て支援制度
幼児センターの保育料について、兄弟姉妹で入園している場合、２人目は半額、３人目以降は、保育料は無料・幼
稚園は１/１０の額となります。

幼児センター 01658-6-5980

北海道 愛別町 生徒通学交通費助成制度 町内に高校がないため、高等学校へ通学する交通費相当額の一部助成を行っております。 教育委員会 01658-6-5111

北海道 愛別町 生徒制服等購入助成制度
中学校入学時の制服等購入費相当額の一部助成を行っております。
男子生徒には25,000円、女子生徒には27,000円の助成を在学中に１度受けられます。

教育委員会 01658-6-5111

北海道 和寒町 保育料の負担軽減
町独自に国の基準の半額程度になるよう保育料を設定。
さらに第2子は半額、第3子以降は1/10にすることで、子育て世帯の負担軽減を図る。

保健福祉課
福祉係

0165-32-2000

北海道 和寒町 未来を拓く人づくり推進事業
毎年中学2年生を対象に国際交流事業として、台湾で4泊5日の研修を実施しており、1人当たりの費用の9割を助
成。

教育委員会
社会教育係

0165-32-2477

北海道 和寒町 奨学資金貸付制度
高校、専修学校、短大、専門学校、大学に在籍する学生に対して、学校の種類によって月額1～3万円を無利子で
貸し付け。

教育委員会
学校教育係

0165-32-2477

北海道 和寒町 高校生徒通学費補助制度 町内に高校が無いため、高校生の通学費の一部(ＪＲ3ヶ月定期の1/2)を補助。
教育委員会
学校教育係

0165-32-2477

北海道 剣淵町 保育所保育料減免措置
保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料。災害その他特別な事由
がある場合やひとり親（母子・父子）家庭の場合、半額。

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 剣淵町
学童保育所利用料・登録料減免措
置

登録料：同一世帯で２人以上の場合は、２人目以降半額。利用料：２人以上入所登録している世帯は最も低学年の
児童以外は半額。生活保護世帯は全額、災害など特別な事由がある場合やひとり親家庭の場合、半額免除。

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 音威子府村 音威子府村保育所条例 ２～３歳児の保育料が無料
住民課保健
福祉室

01656-9-3050

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 所得区分8階層のうち１～６階層までは国の保育料基準の60％、７～８階層は国の保育料基準の70％ 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 年長５歳児の保育料無料 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（児童養育手当） 第３子目以降から月額8,000円を支給 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 清里町 清里高等学校総合支援対策事業
入学支度金の補助、資格取得等に係る経費の補助、進学に向けた学校視察、模擬試験等の経費の補助、各種大
会出場経費などの補助を行う。

生涯教育課
学校教育グ
ループ

0152-25-2005

北海道 清里町 子育て支援保育料補助事業 第２子以降の子供にかかる保育料を助成。
保健福祉課
福祉介護グ
ループ

0152-25-3847

北海道 西興部村 生徒海外体験学習事業
村内中学１，２年生全員が本村と友好関係にあるアメリカ・アラスカ州ジュノー市を訪問し、ジュノー市の中学生との
交流やホームステイ等を体験する。

教育委員会 0158-87-2111

北海道 西興部村
遠距離通学児童生徒の通学費補助
交付

村内遠距離通学児童、生徒の通学費を補助している。 教育委員会 0158-87-2111

北海道 西興部村 西興部村高等学校通学費等補助
高等学校等へ通学する子どもを持つ村内の保護者等に対して高等学校などへの通学及び下宿に要する費用の一
部を助成する。

教育委員会 0158-87-2111

北海道 雄武町 保育料の低料金化 標準保育料（３歳以上児）第1子１万円/月第２子５千円/月第３子以降は無料。 保育所 0158-84-2326

北海道 壮瞥町 中学生フィンランド国派遣事業
町内在住の中学２年生全員を友好都市であるフィンランド国ケミヤルヴィ市（ラップランド地方）に派遣し、ホームス
テイ体験などから国際感覚豊かな子どもを育てる事業

生涯学習課 0142-66-2131
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北海道 新冠町 保育料の助成 ２人の入園で１人の保育料を半額、３人の入園で１人保育料無料
管理課こども
園グループ

0146-47-2489

北海道 浦河町 保育料の軽減措置 2人以上の児童が在園している場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 浦河町 私立幼稚園就園奨励費補助 町民税が、非課税及び所得割の課税額により補助基準ごとに区分けし、年額として補助 教育委員会 0146-26-9020

北海道 浦河町 新生児等紙おむつ処理対策事業 町内で生まれたお子さんに対して紙おむつ処理ごみ袋100枚を支給 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 浦河町 幼児用補助装置購入助成事業 6歳未満の保護者を対象にチャイルドシートの購入額を助成（上限１万円） 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 新ひだか町 奨学金制度
優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由によって修学が困難な方のための「給付制度」「貸付制度」の２つの制
度。

教育委員会
管理課

 0146-49-0088

北海道 新ひだか町 保育料の助成 2人目の入所については半額、３人目以降は無料。
住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 ベビーシート貸出し事業 乳児と同居し、かつ養育している保護者に、その子が満１歳になるまで、乳児用ベビーシートを無償貸付。
住民福祉部
生活環境課

0146-43-2111

北海道 上士幌町 子育て支援有料ゴミ袋給付事業
２歳未満児対象として有料ごみ袋を１人24ヶ月分給付事業
（例：45ℓ袋の場合120枚）

町民課 01564-2-2111(内135)

北海道 鹿追町 保育料の減免
保育所に2人以上入園する場合、2人目は保育料の50%、3人目以降は保育料90%を減免。第3子以降の場合、第3
子は保育料の50%。第4子は保育料無料。

福祉課 0156-66-1311

北海道 清水町 紙おむつ購入助成事業
子育て世帯の経済的負担軽減のために、紙おむつ購入費の助成を行なう。１枚1,000円の助成券を12枚交付（町
内の登録事業者で利用可）※転入の場合は転入時から１歳になる月まで助成。

子育て支援
課

0156-69-2226

北海道 更別村 更別村入学祝金
小中学校等（特別支援学校（小学部・中学部）含む。）に入学する児童・生徒一人につき５万円を支給。
※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。

教育委員会 0155-52-3171

北海道 更別村 保育料の減免制度 同一世帯から２人以上の児童が入所する場合の保育料を減免（２人目は半額、３人目以降は０円）。 保健福祉課 0155-53-3000

北海道 更別村 子育て支援用具無償貸付 乳幼児の子育てをしている家庭にたいして、ベビーベッド、ベビーカー等の子育て支援用具を無償で貸付。 保健福祉課 0155-53-3000

北海道 更別村 ゴミ袋無料提供 子供の生まれた家庭へ2年間、200枚まで無料提供。 住民生活課 0155-52-2112

北海道 本別町  保育料の助成 １８歳（高校卒業まで）以下の子のうち年齢の高い児童から数えて３人目以降が入所した場合の保育料無料 子ども未来課 0156-22-8130

北海道 足寄町 保育料軽減
満18歳に達する年度末までの子を２人以上扶養している場合、第２子の保育料を半額に、第３子以降の保育料は
無料

子どもセン
ター総務担当

0156-25-2574

北海道 足寄町 足寄高校通学支援
通学費全額、車利用月2千円・下宿代2/3、月3万円以内、入学時・見学旅行3万円助成⑤海外（カナダ）研修派遣、
各種講習、検定、模試費用、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ全額助成、介護初任者研修・部活動遠征助成

教育委員会
教育教育総
務室総務担
当

0156-25-3188

北海道 鶴居村 保育料の免除 同一家庭から同時期に2人以上の子が通園している場合、2人目以降の保育料を免除。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 高等学校等人材育成支援金 高等学校等に就学する生徒1人当たり月額10,000円を支給。
教育委員会
教育課

0154-64-2050

北海道 標津町 幼稚園使用料無料化 幼稚園使用料の無料化 教育委員会 0153-82-2131

北海道 標津町 可燃ごみ袋支給 新生児誕生時に紙おむつ用として可燃ごみ袋150枚を支給 住民生活課 0153-82-2131

青森県 青森市 市営バス子ども無料乗車事業 市内小学生以下児童の市営バス乗車料が無料となります。
子どもしあわ
せ課

017-734-5320

青森県 青森市 幼稚園就園奨励支援事業 幼稚園に通う子どもの保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助します。
子どもしあわ
せ課

017-734-5330

青森県 青森市 すくすく子育て支援事業 幼稚園に第3子以降の子どもが通う保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料を補助します。
子どもしあわ
せ課

017-734-5330

青森県 青森市 保育料軽減
認可保育所入所児童の保護者に対して、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で
約3割ほど軽減します。

子どもしあわ
せ課

017-734-5330

青森県 青森市 民間託児保育施設保育料助成
民間託児施設入所に第3子以降の児童が入所している保護者に対して、世帯の所得状況に応じて、保育料の一部
を助成します。

子どもしあわ
せ課

017-734-5330

青森県 青森市 放課後児童対策事業
保護者が就労等により、日中家庭にいない小学校低学年の児童をもつ世帯に対して、家庭の代わりとなる放課後
の居場所を提供します。

子どもしあわ
せ課

017-734-5334

青森県 青森市 地域子育て支援センター事業
子育て家庭に対して、遊び場の提供、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、講座の開催などを
行います。

子どもしあわ
せ課
子ども支援セ
ンター

017-721-2180

青森県 青森市 ファミリー・サポート・センター事業
育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい方が、相互に援助活動を行うことにより、市民が仕事、買い物の時の
預かりなど育児を両立できる環境を整備します。

子どもしあわ
せ課
子ども支援セ
ンター

017-721-2180

青森県 青森市 つどいの広場事業
主に乳幼児を持つ親と子に対して、子育てアドバイザー、保育士が子育てに関する相談を行い、子育てに関する催
し物や講習会を開催します。

子どもしあわ
せ課
子ども支援セ
ンター

017-721-2180

青森県 弘前市 保育料軽減
認可保育所入所児童の保護者に対し、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で
約4割ほど軽減。

子育て支援
課

0172-35-1131

青森県 弘前市 第3子保育料軽減事業
認可保育所・へき地保育所・認可外保育施設の入所児童（3歳未満の第3子以降のみ）の保護者に対し、保育料を
軽減。ただし、所得制限有り。

子育て支援
課

0172-35-1131

青森県 弘前市
ひろさき多子家族応援パスポート事
業

弘前市に在住し、平成8年4月2日以降に生まれた児童を3人以上扶養している方とその児童を対象に、市の公共施
設等を無料化。

子育て支援
課

0172-40-7038

青森県 弘前市 病児病後児保育事業
病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、市内の小児科
診療所へ事業を委託し、病児・病後児を受け入れる。

子育て支援
課

0172-35-1131

青森県 弘前市 トワイライトステイ事業
保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、児童家庭支援センターへ事
業を委託し、対象児童を受け入れ、児童の保護や生活指導・食事の提供等を行う。

子育て支援
課

0172-35-1131

青森県 八戸市 幼稚園就園奨励事業
私立幼稚園の設置者が、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、家庭の所得状況に応じて保育料等を
減免する事業に対し補助金を交付する。

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 第3子保育料軽減事業
私立幼稚園の設置者が、安心して子どもを生み育てることができる環境をつくること等を目的に、家庭の所得状況
に応じて第3子以降の園児の保護者に対し保育料を減免する事業に補助金を交付する。

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 保育料軽減事業 認可保育所に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じて軽減する。 こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 認可外保育施設保育料助成金
認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じてその一部を助成す
る。

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 エコパスポート発行事業
小中学生や同伴保護者を対象とし、春休み・夏休み・冬休み期間の一日に限り、市営バス全路線が乗り放題となる
「エコパスポート」を販売。

交通部運輸
管理課 0178-25-5141

青森県 八戸市 つどいの広場事業（こどもはっち）
乳幼児と親の交流、地域の子育て支援及び子育て支援団体等の活動・交流の場として、八戸ポータルミュージアム
「はっち」内に、子育てつどいの広場「こどもはっち」を設置。

こども家庭課 0178-43-9094
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

青森県 八戸市 地域子育て支援センター事業
保育所への委託により、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、子育てサークルへの支援を行
う。一般型（開設日数・時間…週3日以上、1日5時間以上職員数…2名以上）

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 ファミリーサポートセンター事業
地域での子育て支援と児童福祉の向上を目的とした、会員制の相互援助活動として、子育ての援助を受けたい方
（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）の紹介業務を行う。

こども家庭課 0178-43-9342

青森県 八戸市 子育てサロン支援事業
地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場として、各地区公民館等において、ボランティア
により開催される子育てサロンの運営を支援する。

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市 病児・病後児保育の実施
就労している保護者が自宅での保育が困難な場合に対応するため、病院・
保育所等において病気の児童を一時的に保育する。

こども家庭課 0178-43-9094

青森県 八戸市
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）

保護者が就労等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の児童を対象
とし、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る。

こども家庭課 0178-43-9342

青森県 八戸市 地域密着型教育推進事業
保護者および地域住民が学校運営に参画できる地域学校連携協議会を推進校に設置し、地域住民等と学校との
協働による「開かれた学校づくり」を推進する。

教育指導課 0178-43-9519

青森県 八戸市 奨学資金貸付事業
優秀な学生及び生徒で、経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、人材の育成を図るとともに、修学
の機会を確保する。

学校教育課 0178-43-9457

青森県 八戸市 青少年派遣交流事業
青少年（中学生）の海外派遣や、海外からの青少年交流団の受入れによる、他国の青少年との親善交歓等を通
じ、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成を図る。

教育指導課 0178-43-9461

青森県 八戸市 国際理解教育・英語教育推進事業
外国語指導助手（ALT18名）による小学校の外国語活動の授業、中学校の
英語科の授業への補助など、小・中学生等に対し国際理解教育の推進を図る。

教育指導課 0178-43-9461

青森県 八戸市 ブックスタート事業
股関節脱臼検診（生後90～120日に受診）の場を利用し、赤ちゃんと保護者に、絵本の読み聞かせをしたあと、絵
本１冊、図書館の利用案内、おすすめブックリスト等を入れたブックスタートパックを配付する

図書館 0178-22-0266

青森県 八戸市 マイブック推進事業
児童が自ら本を選び購入する体験を通じ、読書に親しむ環境をつくるため、小学校児童を対象に、一人につき2,000
円分のマイブッククーポンを配付する

教育指導課 0178-43-9461

青森県 五所川原市 遺児入学祝金等給付事業
父、母または父母をなくした義務教育終了前までの児童を対象に、申請により、入学祝金（小・中学校）7,000円、卒
業祝金（中学校）10,000円、弔慰金10,000円を支給。

家庭福祉課
児童家庭係

0173-35-2111(内線
2436)

青森県 むつ市 放課後児童健全育成事業
保護者が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校の１年から３
年までの児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る

児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 保育料軽減事業 18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額 児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 私立幼稚園就園奨励費補助事業 世帯の所得状況に応じて、保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助金を交付
教育委員会
総務課

0175-22-1111

青森県 むつ市 就学援助事業
経済的な理由により、就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し学用品費等の援助（所得・課税状
況等により審査）

教育委員会
総務課

0175-22-1111

青森県 むつ市 奨学金制度事業
むつ市に居住する方の子弟で、高等学校、大学、専修学校等に在学中又は入学予定で、2年以上の修学期間があ
る者に対し奨学金を貸与

教育委員会
総務課

0175-22-1111

青森県 つがる市 保育料軽減
保育料を国の基準額より引き下げている。
3歳未満児：0円～31,290円3歳以上児：0円～30,000円

福祉課 0173-42-2111

青森県 平川市
第2子以降保育所保育料無料化事
業

第2子以降の保育園児を持つ保護者（18歳未満の児童を2人以上養育していること）を対象に保育料無料
子育て支援
課　子育て支
援係

0172-44-1111(内線
1151･1152)

青森県 平川市 幼稚園就園奨励費補助金
平川市に住所があり、幼稚園に在園している3～5歳児又は年度途中に満3歳で入園する幼児の属する世帯を対象
に、幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助。市民税所得割課税額により補助支給額が変わります

学校教育課
教育振興係

0172-44-1111(内線
2263)

青森県 平川市
第2子以降幼稚園保育料無料化事
業

平川市に住所があり、当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもを2人以上有し、その第2子以降が幼稚園に在
園する世帯を対象に、第2子以降の幼稚園の入園料及び保育料を無料とする。

学校教育課
教育振興係

0172-44-1111(内線
2263)

青森県 蓬田村 蓬田村修学奨励金貸与基金事業
大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円（年間
240,000円）を貸与。奨励金は無利子

教育課 0174-31-3111

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町学校給食費給付事業
【対象・条件】町内に住所を有する、小学校・中学校の児童生徒の保護者等
【内容】給食費を一部軽減

学務課 0174-31-1235

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町奨学金貸付事業
【対象・条件】町内に住所を有する、高等学校、高等専門学校、大学、短大等に在学する者
【内容】貸付額：公立高校15,000円/月、私立高校18,000円/月、大学等35,000円/月

学務課 0174-31-1235

青森県 大鰐町 保育料軽減事業
町内に住所を有する、保育所に入所している児童の保育料の保護者負担を軽減するため、国の徴収基準より料金
を軽減しております。

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 遺児入学祝金等給付事業
町内に住所を有する、父、母または父母を亡くした等の義務教育終了までの児童の保護者へ助成。［入学祝金
（小・中学校）7,000円］、［卒業祝金（中学校）10,000円］、［弔慰金10,000円を支給］

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 野辺地町 多子世帯保育料軽減事業 保育園に入所している第3子以降であって、かつ、3歳以上の子に係る保育料について、所得に応じた額を助成。 介護・福祉課
0175-64-2111
(245)

青森県 六戸町 学童保育事業 保護者が労働等のために昼間家庭にいない小１から小３までの児童。特例として小４まで受け入れ可。 福祉課 0176-55-3111

青森県 六ヶ所村 平成２６年度進学奨励金事業
村内に住所を有する者または村内出身者で、短大、高専、高校、専門学校、大学のいずれかに在籍する方。大学
＝10万円/人（大学院を除く）高校等＝5万円/人（高校、高等専門学校、短大等）

総務課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 未来に続く健やか子育て支援事業
村に住民登録がある平成18年4月1日以降に出産した子の保護者に対し、子1人につき月額5千円を満1歳に達する
まで支給。

福祉課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 給食費補助金交付事業
村に住民登録があり、現に居住している村内の小中学校で学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する学校
給食に要する費用を全額補助する。

学務課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 小・中学校入学祝金交付事業
村に住民登録があり、生活の根拠が村にあると認められる者で、小学校及び中学校に入学する児童生徒をもつ保
護者に対し、入学祝金５万円を交付する。

学務課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 保育料軽減
18歳以下の児童が3人以上いる世帯のうち、３人以降が保育所に入所している児童の保護者に対し、保育料を軽
減する（3歳未満：2/3軽減、3歳以上：1/3軽減）。

教育政策室 0175-72-2111

青森県 おいらせ町 保育料軽減事業 扶養児童３人以上の世帯で、３人目以降の児童が保育園に入所する場合に、保育料を軽減します。所得制限あり 町民課 0178-56-2246

青森県 おいらせ町 すくすく子育て支援事業
幼稚園に通園する第３子以降の子どもの保育料の一部を補助します。所得制限あり（他に幼稚園就園奨励金制度
あり）

学務課 0178-56-4258

青森県 田子町 保育料軽減事業
（条件）町内に住所を有する児童
（内容）保育料の3分の1を助成

住民課 0179-20-7119

青森県 田子町 学資助成事業
（条件）第3子（第4子以降含む）で、養育者を含め町内で継続的に3年以上居住していること
（内容）小学校入学時10万円支給、中学校入学時10万円支給、田子高校入学時20万円支給

住民課 0179-20-7113

青森県 新郷村
学校給食費無料化事業（小・中学
校）

給食費（小学校2校計7,500千円中学校計6,996千円：1ヶ月5,000円）を平成25年4月より、村が負担する。
新郷村教育
委員会

0178-78-2111
内線714

岩手県 遠野市 わらすっこ基金助成事業
寄附金を原資に創設した「遠野市わらすっこ基金」を活用し、体験活動や子どもの自立支援活動など、子育て支援
を目的とした活動に係る全市的な取り組みに対し30万円を上限に助成する。

子育て総合
支援課

0198-62-2111

岩手県 遠野市 わらすっこの誕生応援事業
小学校就学前の乳幼児の予防接種費用や保育に掛かる費用の一部を助成。対象は新生児で、一人１万円のわら
すっこ応援券を交付。また、地元産材を使った赤ちゃんの名前入り木製写真立ても贈呈。

子育て総合
支援課

0198-62-2111

岩手県 遠野市 看護保育安心サポート事業
県立病院と連携し、病児等保育施設を運営。感冒・感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や水痘、流行性耳
下腺炎などにかかった子どもや、回復期にある子どもを保護者に代わって保育する。利用料金は2,000円

子育て総合
支援課

0198-62-2111

岩手県 一関市 第3子以降保育料補助事業 保護者が3人以上の子を扶養している場合3人目以降の子の保育料を無料とします。
保健福祉部
児童福祉課

0191-21-8357

岩手県 一関市 病後児保育事業 病気の回復期にある保育所入所児童を医療機関併設施設において一時的に預かります。
保健福祉部
児童福祉課

0191-21-8357

岩手県 一関市 ファミリーサポートセンター事業 子育ての手助けが必要な人と子育ての手助けができる人とを結ぶ会員制の子育て支援ネットワーク事業です。
保健福祉部
児童福祉課

0191-21-8357
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岩手県 一関市
子育て支援拠点施設「おやこ広場」
事業

おおむね3歳以下の子どもとその保護者が気軽に集うことができる場を提供します。
保健福祉部
児童福祉課

0191-21-8357

岩手県 一関市 一関市奨学金貸与制度
経済的な理由で就学が困難な方に奨学金を貸与します。要件は保護者が一関市内に住民登録をしている高校以
上の在学生で、奨学金（月額）高校生12,000円、大学生等45,000円、償還は6ヶ月を経過後、15年以内で無利子で
す。

教育部教育
総務課

0191-21-8823

岩手県 雫石町 子育て支援事業 雫石町では地域全体で子育てを支援する基盤を作りながら地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 福祉課 019-692-6401

岩手県 一戸町 子育て支援住宅「キッズあい」
子育て世代の支援住宅。満18歳までの親族が1人：36,000円、2人：32,000円、3人以上：26,000円。町外からの入居
の場合、それぞれ10,000円を減額。

地域整備課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 産婦・新生児・乳児家庭訪問 出生届や相談をもとに、お母さんと赤ちゃんの健康視察と支援のため、保健師や助産婦が家庭訪問を行います。 健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 ベビーチェアシートの貸出 0歳から1歳未満用ベビーチェアシートを無料で貸出します。
一戸町社会
福祉協議会

0195-33-3385

岩手県 一戸町 すくすく教室
発育の確認のほか、歯科や離乳食について日常生活で参考にしていただける教室。各月齢に応じた離乳食を実際
に調理、試食します。

健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 町立すこやか病児保育 病気や発熱で保育所や学校を休む場合に一時的に子どもを預かって保育、看護を行います。
すこやか病児
保育室

0195-43-3161

岩手県 一戸町 幼児教室（めだか教室）
小学校入学前の子どもの身体やこころ、言葉等の発達で心配を感じている親に対し、集団での遊びの場を通じて
経験を広げ、その発達を支援していく教室。

健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町
地域子育て支援センター「子育て支
援ひろばのびのび」

地域に密着した子育てをサポートする場。子育ての相談に応じたり、情報提供やいろいろな行事や教室絵を開催。
子育て支援ひ
ろばのびのび

0195-32-3770

岩手県 一戸町 一戸町就学援助
経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者を対象に、児童が義務教育を円滑に受けることができ
るよう、学用品費などを助成。

学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 放課後子ども教室
放課後に、地域の方々の協力を頂きながら、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として実施。子供た
ちの主体的な活動を基本としたうえで、遊びや体験・交流活動などのプログラムを行う。

生涯学習課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 学童クラブ
放課後、帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒を見てもらえない小学校低学年の児童を対象に、遊びを
中心とした活動を通して生活指導を行う。

健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 IGR通学定期補助 IGRいわて銀河鉄道通学定期購入にかかった費用の一部を助成 まちづくり課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町育英会奨学金 経済的理由により高校などでの就学が困難な優良学生を対象に、奨学金を貸与。 学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 勤労者教育資金 子どもが高校・高等専門学校などへ進学するための資金を融資。
東北労働金
庫
二戸支店

0195-25-4911

岩手県 一戸町 公益信託田村清蔵記念奨学金 学業優秀、品行方正、かつ経済的理由により大学などでの小学が困難な人に対して奨学金の給付（返還なし） 学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町医学生奨学金貸付 将来、一戸町で勤務する医師を目指している医学生に奨学金を貸付。 健康福祉課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 すこやか子育て支援金（入学祝金） 少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、入学祝金を支給する。■入学祝金第３子以降１０万円
子育て支援
課

0228-23-2360

宮城県 栗原市 母子保健健康診査事業
赤ちゃんとお母さんの安全と健康のために、妊婦健診の助成や新生児訪問、乳児健診、乳幼児健診、子育て相談
などきめ細かい支援を実施しています。

健康推進課 0228-22-0370

宮城県 栗原市 ブックスタート推進事業
市内在住の赤ちゃんに絵本を贈る事業。乳児健診（3～4か月児）の際に、各地区の図書ボランティアの協力で、絵
本を開く楽しい体験とあたたかなメッセージを添えて、絵本（ブックスタート・パック）を手渡しする

健康推進課
栗原市図書
館

健康推進課0228-22-
0370
栗原市図書館0228-21-

宮城県 栗原市 保育所保育料２人目以降無料化 保育所に2人以上同時に入所した場合、2人目以降の保育料が無料。
子育て支援
課

0228-23-2360

宮城県 栗原市 幼稚園預かり保育事業 仕事などのために、お子さんが帰宅しても保育ができない場合に、幼稚園で預かり保育や一時預かり保育を実施。 学校教育課 0228-42-3512

宮城県 栗原市 放課後児童クラブ
保護者の就労や病気などにより、適切な保護及び教育を受けることができない、原則として小学校1年生から3年生
までの児童に対して、学校の空き教室や公民館を利用して、家庭に代わる生活の場を提供します。

社会教育課 0228-42-3514

秋田県 秋田市 在宅子育てサポート事業 在宅で子育てをしている保護者に対し、５つの子育てサービスを利用できるクーポン券を交付する。
子ども未来部
子ども育成課

018-866-2094

秋田県 秋田市 認定等保育施設保育料助成事業
認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を満たす施設）および認可外保育施設（事業所内保育所、へき
地保育所除く）の利用者に対し認可保育所保育料との差額の一部を助成。（助成割合は保護者の所得で異なる）

子ども未来部
子ども育成課

018-866-2094

秋田県 秋田市 幼稚園預かり保育料助成事業
幼稚園の預かり保育を利用する保護者に対し、預かり保育にかかる費用の一部を助成する。（助成割合は、保護
者の所得状況に応じて異なる）

子ども未来部
子ども育成課

018-866-2094

秋田県 秋田市
ファミリー・サポート・センター利用助
成事業

ファミリー・サポート・センターの利用者に対し、利用料金の１／２を助成する。
子ども未来部
子ども未来セ
ンター

018-887-5340

秋田県 男鹿市 「子育て応援米」支給事業
18歳未満の子どもを持つ世帯に減農薬の男鹿産新米あきたこまち（1等米）を支給。子ども1～2人世帯は10㎏、子
ども3人以上世帯は30㎏を支給

健康子育て
課

0185-27-8074

秋田県 男鹿市
すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）

所得に関係なく、第３子以降の乳幼児の保育料を免除
健康子育て
課

0185-27-8074

秋田県 上小阿仁村 すこやか子育て支援事業 保育園に入園された児童の保育料の２分の１を減免する。 住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 藤里町 子育て支援事業
未満児保育園使用料を補助。
第１子：25,000円を超えた分第２子以降：15,000円を超えた分

教育委員会
学校教育係

0185-79-1327

秋田県 三種町 フッ化物洗口事業 フッ化物洗口の実施（6歳～15歳）。
健康推進課
保健センター

0185-83-5555

秋田県 三種町
学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）

小・中学校に３人以上在籍する児童・生徒の給食費を無料化。
給食費の消費税アップ分の補てん。

教育委員会 0185-87-2115

山形県 鶴岡市 第３子以降の保育料無料化
小学生以下の子が３人以上いる世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）及び幼稚園（公立・
私立）の保育料を市単独で無料化。

健康福祉部
子育て推進
課

0235-25-2111

山形県 鶴岡市 未婚のひとり親家庭の保育料軽減
未婚のひとり親家庭の認可保育所の保育料を算定する際に、所得税等の「寡婦（夫）控除」をみなし適用して保育
料を軽減。

健康福祉部
子育て推進
課

0235-25-2111

山形県 新庄市 第3子以降児童保育料免除事業
多子世帯における経済的負担軽減のため、市内に住所を有する第3子以降児童が認可保育所、認可外保育施設
及び児童館に入所している場合、保育料等を免除。

子育て推進
課
保育推進室

0233-22-2111
(内線562)

山形県 朝日町 第２子以降の保育料定額化 第２子（３～５歳）の保育料を5,000円の定額とする。
健康福祉課
子育て支援
係

0237-67-2132

山形県 大石田町 保育所費用の軽減
同一世帯に2人以上の１８歳未満児童を有する場合、同時入所の軽減に該当しない児童分の保育料は0.9を乗じた
額で徴収する。

保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大蔵村 保育料の軽減 ２人以上の在籍の場合、２人目が半額、３人目以降無料。 健康福祉課 0233-75-2104

山形県 大蔵村 おおくら未来塾事業 中学生対象の学習塾を無料で開設。 教育委員会 0233-75-2323

山形県 大蔵村 奨学資金貸与事業 高校、短大、大学、専門学校へ進学希望者への無利子貸付。 教育委員会 0233-75-2323

山形県 鮭川村 誕生祝金制度 次代を担う子どもの誕生をお祝いするために慶祝金を支給。
健康福祉課
福祉係

0233-55-2111

山形県 飯豊町
飯豊町ふるさと定住いいですね条例
【めざみっ子入学祝】

町内にお住まいで、小学校１年生、中学校１年生のお子さんを持つ保護者に祝品（商品券）１万円を贈呈。
総務企画課
総合政策室

0238-87-0521
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

山形県 飯豊町 保育園保育料の軽減
入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。保育園への複数人の同時
入所の場合、２人目を１／３の額とする。

教育文化課
子育て支援
室

0238-87-0518

山形県 飯豊町 幼稚園・児童センター保育料の軽減
入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。幼稚園等への複数人の同
時入所の場合、２人目から６，２５０円を減額し、１／２の額とする。

教育文化課
子育て支援
室

0238-87-0518

山形県 遊佐町 子育て世帯移住奨励金
０歳～義務教育課程までの子ども連れで移住した世帯責任者に奨励金を交付。助成額は子ども一人当たり１２万
円/年（移住した翌月から３年を限度に支給）

健康福祉課 0234-72-5897

福島県 会津若松市 児童健全育成事業
昼間、保護者が家庭にいない小学校1～3年生の児童を対象に、児童館及び小学校の余裕教室等に指導員を配置
して、適切な遊びと生活の場を与え児童の健全育成を図る。来年度から対象を小学校6年生まで拡大予定。

市こども保育
課

0242-39-1239

福島県 会津若松市
同時在園時の第二子、第三子の保
育料軽減

保育所に同一世帯から２人以上の児童が入所している場合の保育料は、階層に関わらず、年齢の高い順から一人
目が全額、二人目が半額、三人目以降が無料。

市こども保育
課

0242-39-1239

福島県 川俣町 保育奨励金（第２子以降） 保育料の助成。（毎年度末）２人目が月額３千円、３人目以降は保育料の全額。※保育料を完納することが条件
こども教育課
子育て支援
係

024-566-2111

福島県 川俣町 入学祝金 入学する子ども一人につき、５万円のお祝金。※町に住所のある子
こども教育課
子育て支援
係

024-566-2111

福島県 大玉村 保育所保育料減免制度
同一世帯から１８歳未満の子どもが２人以上いる場合、２人目以降の保育料無料。ただし、入所する年の１月１日
に大玉村に住所を有していることが条件。

福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 大玉村 幼稚園授業料免除制度
第三子以降の児童に係る保育料は免除。ただし、前年度の１月１日現在における保護者の住所要件等の条件あ
り。

教育部
教育総務課

0243-48-3138

福島県 大玉村 幼稚園預かり保育制度
共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯におけ
る保育を実施。

教育部
教育総務課

0243-48-3138

福島県 大玉村 小学生放課後児童クラブ
下校後の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない低学年児童を対象に様々な楽しい活動を通し
て児童の健全育成を図る。

福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 大玉村 すこやか祝い金 同一世帯の第三子以降の出生に対し、出生児１人につき３０万円を支給。（受給要件あり）
福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 大玉村 子育て祝い金 同一世帯の１５歳以下の子ども５人以上を扶養する方に、子１人につき年額１万円を支給。（受給要件あり）
福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 西会津町 乳幼児家庭子育て応援金
保育所を利用せず家庭において育児を行い、育児休業基本給付を受けられない保護者を対象に、子どもが生まれ
てから57日目の属する月から2歳の誕生日後の3月31日の月まで、月額1万円を支給（支給は年3回）。

健康福祉課 0241-45-2214

福島県 西会津町 入所児童2人目以降の保育料無料 保育所に入所している兄弟姉妹が2人以上いる場合、2人目以降の保育料が無料。 健康福祉課 0241-45-2214

福島県 磐梯町 磐梯町体調不良児支援事業
保育所等から、保護者へ病状等を説明し、すぐに迎えに来れない場合、本事業利用申請書に基づき、タクシーを利
用し、看護師等が医療機関まで同行し、診療又は受診後の見守りを行う。

こども課 0242-74-1216

福島県 磐梯町 幼稚園保育料の無料
子育てを実践している若者世代の負担の軽減を図るため、幼・小・中一貫教育の延長として幼稚園保育料の無料
化を実施する。

教育課 0242-73-2017

福島県 磐梯町 若者定住促進事業
町外に居住しており、１８歳未満の子供がいる子育て世帯で、月額所得が１５８千円から４８７千円以下の方（子供
が満１８歳に達した年度の３月末日まで）に対し、子どもの数に応じた住宅使用料で入居できる。

建設課 0242-74-1218

福島県 中島村 子育て支援奨励金
村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築・定住した方で、18歳以下の子を
扶養している方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。

建設課 0248-52-3484

茨城県 常陸太田市
幼稚園・保育園保育料の第2子減
額、第3子無料

保育園や市立幼稚園に2人以上入園している場合、2人目の保育料を月3千円を限度に減額する。なお、第3子以
降が入園する場合には、その子の保育料を無料とする。

子ども福祉課 0294-72-3111

茨城県 常陸太田市 乳児おむつ購入費の助成 満1歳未満の乳児をもつ保護者に対し、乳児1人につき2万円を上限におむつ購入費の一部を助成する。 子ども福祉課 0294-72-3111

茨城県 高萩市 子育て安心ダイヤル事業
子育て、乳幼児・妊産婦の健康及び医療等についての不安を、フリーダイヤルによる24時間体制で気軽に相談で
きます。

社会福祉課 0293-23-7030

茨城県 高萩市 出産祝品購入費助成事業
平成26年4月1日以降に生まれたお子さんへの紙おむつ、粉ミルク等5,000円分の購入費の助成を行います。（他該
当要件あり）事業開始時期：平成26年7月1日～

健康づくり課 0293-24-2121

茨城県 常陸大宮市 保育料の助成
同一世帯から2人以上同時に保育所等へ入所している場合2人目以降の保育料を半額。
第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を
補助。

福祉課 0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 母子父子福祉手当等支給事業
母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円（父母
を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算）

福祉課 0295-52-1111

茨城県 茨城町 もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 1歳6箇月児及び3歳児を対象とした食の重要性についての集団指導や試食の実施。 健康増進課 029-240-7134

茨城県 茨城町 中学生自然教室体験事業
町立中学校の2年生を対象に，北海道内と船内での集団活動を通じて，礼儀，規律，責任，協力，自律などの心を
育む自然体験学習を行う。負担金の半額を町が負担するもの。

学校教育課 029-240-7121

茨城県 大洗町 チャイルドシート購入補助金制度
新生児世帯の負担を軽減するために，チャイルドシートを購入した際，購入額の2分の1（上限5,000円）を補助しま
す。（1歳未満のお子さん1人につき1台限り）

生活環境課 029-267-5111

茨城県 大洗町 保育料軽減制度 国基準の保育料に対し，約20％軽減しています。また，2人目は半額，3人目以降は無料になります。 福祉課 029-267-5111

茨城県 大洗町 浜っこすこやか報奨金制度 第3子以降のお子さんが小学校へ入学する際に，最高10万円を支給します。 福祉課 029-267-5111

茨城県 大洗町 学校給食費補助金制度
町内の小・中学校に在籍している児童・生徒が2人以上いる世帯に対し，第2子は3分の1，第3子は3分の2，第4子
以降は全額補助します。

学校教育課 029-267-5111

茨城県 大子町 保育所（園）の保育料の軽減
保育所（園）の保育料を半額にしています。また，入所児童が第２子である場合は第１子の半額，第３子以降は無
料としています。

福祉課 0295-72-1117

茨城県 大子町 幼稚園・小・中学校の給食費の軽減
幼稚園・小・中学校の給食費を半額にしています。また，第３子以降の園児，児童及び生徒については，無料として
います。

学校教育課 0295-79-0170

茨城県 大子町 ブックスタート事業
小さい頃から本に親しんでもうため，１歳児・１歳6か月児・２歳児・３歳児の健康相談・健康診査時に絵本を配布し
ます。

健康増進課 0295-72-6611

栃木県 日光市
第2子、第3子保育料の負担軽減制
度

市内の保育園・幼稚園及び認定こども園の保育料を、第2子であれば半額、第3子であれば無料とする制度。
子育て支援
課

0288-21-5186

栃木県 日光市 すくすく赤ちゃん券
お子さんが1歳になるまで使用できる「すくすく赤ちゃん券」（30,000円分）を支給し、おむつ・授乳関連用品代を助成
する制度。

子育て支援
課

0288-21-5101

栃木県 矢板市 ・第三子以降保育料無料化制度 ・第三子以降にかかる保育料(保育所、保育園、幼稚園)を全額免除する。(高校生以下の子が3人いる場合)
子ども課
子育て支援
担当

0287-44-3600

群馬県 高崎市 たかさき子育て応援情報サイト事業
地域の子どもや子育てに関する行政と民間の情報を併せて提供するサイトを運営。民間情報は、市民ボランティア
が施設やイベントなどに取材に行き、子育て当事者目線でわかりやすく情報提供する。

福祉部こども
家庭課

027-321-1316

群馬県 桐生市 ファミリーサポートセンター事業 育児・介護の援助を行う人と、援助を受けたい方の相互援助活動組織
子育て支援
課　子育て支
援係

0277-46-1111(内線308)

群馬県 桐生市
第３子以降保育料無料化事業（保育
園）

一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の保育園児の保育料無料（要申請）
子育て支援
課　保育係

0277-46-1111(内線269)

群馬県 桐生市 就園奨励費事業（幼稚園） 一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の幼稚園児の保育料補助（要申請）
学校教育課
学事係

0277-46-1111(内線649)

群馬県 桐生市 放課後児童健全育事業 市内の全小学校に設置されている放課後児童クラブと委託契約を締結し、委託料を支出している
子育て支援
課　子育て支
援係

0277-46-1111(内線308)

群馬県 桐生市
わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費
補助金

黒保根町に居住し、わたらせ渓谷鐵道を利用して高等学校等へ通学する生徒に対し、補助金を交付
生涯学習課
黒保根公民
館

0277-96-2501

群馬県 桐生市 奨学資金貸与 一定条件を満たす市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う
教育委員会
総務課
庶務係

0277-46-1111(内線643)
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

群馬県 みどり市 子育て支援紙おむつ給付事業
2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付券
（1ヵ月につき1,000円券を2枚）を交付します。

こども課　こど
も福祉係

0277-76-0995

群馬県 みどり市 第3子以降保育料無料化事業
18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が認可保育園に入所している場合、対象児童の保育
料を無料とします。

こども課　子
育て支援係

0277-76-0995

群馬県 みどり市 わ鐵利用高校生通学費補助事業
みどり市東町在住で、高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している生
徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。

東市民生活
課　市民福祉
係

0277-76-0984

群馬県 下仁田町 保育料補助
3歳未満児保育料について、3,000円を限度として3歳以上児保育料と同額まで軽減。同一世帯から2人以上の児童
が保育所に入所している場合、2人目については保育料半額、3人目は保育料無料。

健康課福祉
係

0274-64-8803

群馬県 中之条町
保育料・給食費補助事業（第三子以
降保育料・給食費無料化）

町に住所がある、世帯第三子以降の児童の幼稚園・保育所の保育料・給食費を無料とし、多子世帯の経済的負担
軽減を図る。

少子化・子育
て対策室

0279-75-8825

群馬県 片品村 片品村給食費補助制度 小中学生の学校給食の一部を免除する制度。２人目以降は免除となる。
教育委員会
事務局

0278-58-2144

群馬県 片品村 片品村保育料補助制度 ２歳の誕生日の翌月以降保育料無料です。 保健福祉課 0278-58-2115

群馬県 片品村 チャイルドシート貸与 村内に住所がある方で１歳未満の乳児がいる方を対象に無料でチャイルドシートを貸与する制度。 保健福祉課 0278-58-2115

群馬県 片品村
片品村立小中学校児童の通学費補
助制度

対象は片道４㎞以上の者。定期代実費の１／２補助。
教育委員会
事務局

0278-58-2144

群馬県 みなかみ町 入学支援金支給事業
子育て家庭の支援及び児童等の健全育成を図ることを目的に、町内に住所を有し小学1年生･中学1年生になる児
童及び養育する保護者へ入学支援金を贈る。小学校入学2万円の商品券。中学校入学4万円の商品券。

子育て健康
課

0278-25-5009

群馬県 みなかみ町
要保護・準要保護児童生徒就学援
助費支給事業

町立小中学校に通学し、経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒にを対象に学用品費･給食費など学校
生活に必要な経費を援助軽減する制度。

教育課 0278-25-5024

群馬県 みなかみ町 幼稚園就園奨励費補助金交付事業
公立・私立幼稚園に就園し、町内に住所を有する園児の保護者が対象を対象に経済的負担を軽減するとともに、
幼稚園への就園を奨励することを目的とした制度。

子育て健康
課

0278-25-5009

群馬県 みなかみ町
私立幼稚園運営費等補助金交付事
業

町内の私立幼稚園を対象に、私立幼稚園が、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料を減免す
る場合に補助する制度です。

子育て健康
課

0278-25-5009

群馬県 みなかみ町 保育所３歳未満児保育料軽減事業
保育園に入園している３歳未満児の保護者を対象に、子育てしやすい環境づくり及び仕事と子育ての両立支援を
目的として、３歳未満児の保育料を軽減する制度。

子育て健康
課

0278-25-5009

群馬県 みなかみ町 遠距離通学費助成事業
スクールバスを利用していない、指定区域内に居住する児童生徒の保護者を対象に、安全・安心に通学をすること
ができ、通学距離による保護者の負担の格差を解消するため、通学費の一部を助成する制度。

教育課 0278-25-5024

埼玉県 横瀬町 学校給食費助成
小中学校（私立・特別支援学校を含む）に在学する２人目以降の児童・生徒のいる保護者に対し、学校給食費を助
成。
小学校：月額3,500円を上限中学校：月額4,100円を上限

教育委員会 0494-25-0118

埼玉県 横瀬町 チャイルドシート購入費補助
乳幼児の交通事故防止と保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルドシートを購入された方を対象に補助金
を交付。
（子ども１人につきチャイルドシート１台とし、1万円が上限）

総務課 0494-25-0111

埼玉県 横瀬町 入学祝い金 子育て世帯の経済的負担の軽減および商工の活性化を目的とし、横瀬町商品券を支給。（児童一人につき1万円） 健康づくり課 0494-25-0116

千葉県 旭市 乳幼児紙おむつ給付事業
市内に住所を有し、かつ居住し、２歳までの乳幼児を養育している方に、月額３，０００円分の紙おむつ購入券を支
給。

子育て支援
課

0479-62-8012

千葉県 旭市 保育所第３子以降保育料無料化
市内に住所を有し、同一の保護者を持つ１８歳未満の子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の児童が保育所に
入所している場合に、保育料を無料とする。

子育て支援
課

0479-62-5313

千葉県 富津市 保育料の軽減
保育園や幼稚園等に2人以上入園している場合
○2人目の保育料半額○3人目の保育料免除

健康福祉部
子育て支援
課

0439-80-1256

千葉県 富津市 ライフサポートファイル「すこやか」 子どもの生まれてからの発達と成長を一まとめにして記録ができるファイルを出生届出をした保護者に配布。
健康福祉部
子育て支援
課

0439-80-1256

千葉県 四街道市 こどもルーム（学童保育所） 市内全小学校にこどもルーム（学童保育所）を設置。１年生から６年生まで入所可能。
健康こども部
こども保育課

043-421-2238

千葉県 四街道市 簡易保育所入所児童保護者助成金
簡易保育所（認可外保育施設）と、認可保育所の保育料の差額を全額助成。（上限あり：児童一人につき月額
77,000円を限度）

健康こども部
こども保育課

043-421-2238

千葉県 四街道市 私立幼稚園補助金（就園児補助金） 私立幼稚園に通う園児１人に対し、年額24,000円を補助。
健康こども部
こども保育課

043-421-2238

千葉県 四街道市
私立幼稚園補助金（心身障害児補
助金）

心身障害児を持つ保護者に対し、園児１人に対し、年額60,000円を補助。
健康こども部
こども保育課

043-421-2238

千葉県 四街道市 四街道プレーパークどんぐりの森
既存の与えられた公園ではなく、子どもたちが草木や火、土、水などの自然と触れ合いながら、のびのびと遊ぶこと
ができる遊び場（プレーパーク）を設置している。（市内２か所）

健康こども部
こども保育課

043-421-2238

千葉県 匝瑳市 保育所第3子以降無料化事業 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。
福祉課児童
班

0479-73-0096

千葉県 匝瑳市 幼稚園第3子以降就園補助事業
18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の幼稚園入園料及び保育料（上限額：年額308,000円）を無料
化（市立幼稚園では免除、私立幼稚園では補助金を交付）。

学校教育課
学務班

0479-73-0094

千葉県 匝瑳市 学校給食費の減免 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子の給食費を1/2減免、第4子以降を無料化。
学校教育課
給食室

0479-73-5001

新潟県 新潟市 みなし寡婦（夫）控除
未婚のひとり親の方に対しても、所得税・住民税の「寡婦（夫）控除」を受けたとみなして、保育料や放課後児童クラ
ブ利用料等を算定します。

福祉部
こども未来課

025-226-1201

新潟県 新潟市
子育てワンストップサービス「子育て
なんでも相談センターきらきら」

「どこに聞いたらいいかわからない」「話を聞いてほしい」等、子育てに関する相談を電話・メール・ＦＡＸで受付けま
す。コーディネーターが必要な情報を案内したり、専門機関へつなぐなどします。

福祉部
こども未来課

025-226-1193

新潟県 新潟市 にいがたっ子すこやかパスポート
妊婦及び小学6年生以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約800店）で提示することで、商品の割引や
特典の付与などのサービスが受けられるカードを発行しています。

福祉部
こども未来課

025-226-1197

新潟県 新潟市 新潟市ファミリー・サポート・センター
子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を紹
介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行います。

福祉部
こども未来課

025-226-1197

新潟県 新潟市 保育料の軽減
保育所等に入所している児童が２人以上の場合，第２子は４分の１，小学校３年生以下の児童が３人以上いる場
合，第３子以降は保育料無料

福祉部
保育課

025-226-1225

新潟県 長岡市 子育ての駅の運営
子育てを応援するために、多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる拠点施設として「子育ての駅」を運営する。
利用カード登録を行うと、市内４か所の施設で無料で利用可能。

子ども家庭課 0258-39-2300

新潟県 村上市 乳児紙おむつ処理支援事業 新生児（０歳児転入含む）の保護者等に対しごみ指定袋６０枚を支給します。 保健医療課 0254-53-2111(内線264)

新潟県 村上市 子育てメールマガジン 毎月１回、子どもの健康診断や保育園情報、子育てに関する情報などを電子メールにのせて配信します。 福祉課 0254-53-2111(内線241)

新潟県 糸魚川市 保育園第３子無料 満18歳に満たない３人以上の児童を扶養している場合、第３子以降に係る保育園保育料が無料です。
こども課
子育て支援
係

025-552-1511

新潟県 上越市 子育てジョイカード
18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、協賛いただいた店舗などがカードを提
示した人に対し、商品の割引や特典などのサービスを提供します。

健康福祉部
こども課

025-526-5111

新潟県 阿賀野市 子育て応援カード
協賛企業として登録している店舗（スーパー・衣食住品・菓子類・飲食・自動車・理容美容・旅館等）で提示すると各
種サービスが受けられるカードを、15歳未満の子どもを有し希望する保護者へ2枚/世帯を上限に交付

社会福祉課 0250-61-2476

新潟県 南魚沼市 保育料軽減
・保育料月額表を国基準額8階層を15階層に細分化し保育料を軽減する。
・複数同時入園の保育料軽減を受けない児童で、18歳未満の兄弟姉妹を数え、第3子目以降となる児童の場合
は、保育料を20%軽減する。

子育て支援
課 保育班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 私立幼稚園就園奨励費補助
私立幼稚園が、在園する３・４・５歳児の保護者に対し、入園料又は保育料を減額し、又は免除する場合に、文部科
学所が定める要綱に基づき、幼稚園に対し補助金を交付する。（保護者の申請窓口は幼稚園）

学校教育課
学校庶務班

025-777-3118

新潟県 阿賀町 チャイルドシート購入費補助金 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50％とし、1個につき1万5,000円を限度とします。 健康福祉課 0254-92-5763
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新潟県 刈羽村 奨学金制度 村内に住所を有する高校生から大学院生に、無利子で貸与 教育課 0257-45-3933

新潟県 関川村 通学用定期券購入費補助事業
子育て支援の充実と公共交通の利用促進を図るため、村内に住所を有する高校生、中等教育学生の通学用定期
券（JR、路線バス）購入費の３０％を補助する。

総務課企画
財政班

0254-64-1476

富山県 高岡市 保育料軽減
2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合、2人目のお子さんは基準額の半額に。第3子以降の児童で3
歳未満児の場合は基準額の1/2と7千円、3歳以上の場合は基準額の1/2と5千円を比較して少ない額

福祉保健部
児童育成課

0766-20-1377

富山県 高岡市 ファミリー・サポート・センター
仕事や家庭の都合等で子育てを手伝ってほしい方と子育てを手伝いたい方が共に会員として登録しておき、子育
ての手伝いの依頼があったとき、援助・サポートする会員組織。

福祉保健部
児童育成課

0766-20-1376

富山県 南砺市 第３子以降保育料無料
保育料は国の基準を大きく下回り、富山県下でも最低水準。
第３子以降は、保育料無料。

民生部
こども課

0763-23-2010

石川県 - プレミアム・パスポート事業
子育てを社会全体で支援することを目的に、妊娠中の子どもを含め３人以上の子どもがいる家庭を対象として、協
賛企業が様々な特典を提供する。

少子化対策
監室
次世代G

076-225 -1447

石川県 - いしかわエンゼルマーク運動
すべての子育て家庭を対象に子育て応援サービスを行う企業・団体を「いしかわエンゼルマークの店」として認定
し、認定店が実施する子育て応援サービスに関する情報をホームページにより子育て世帯に発信している。

少子化対策
監室
次世代G

076-225 -1447

石川県 - ワークライフバランスの推進
一般事業主行動計画の策定対象範囲を、条例により従業員数50人～99人の企業に拡大。企業向けに啓発セミ
ナーやワークショップの開催、県民への普及啓発の取組として、大学生向け出前講座の開催等を行う。

少子化対策
監室
次世代G

076-225 -1447

石川県 - マイ保育園登録制度
妊娠中から３歳未満程度の未就園児を持つ家庭が近隣の保育所等で「マイ保育園」に登録した場合、保育所の機
能を活かした育児体験や育児相談、一時預かりといった子育て支援を受けられる。

健康福祉部
少子化対策
監室

076-225-1421

石川県 七尾市 子育て応援サービス支援事業
預かり保育サービス（一時預かり、夜間預かりなど）の利用料金の一部として利用可能な子育て応援サービス券を
新生児一人につき1万円分支給。

健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419

石川県 七尾市 保育料の助成
2人以上の児童が保育園（認定子ども園を含む）または幼稚園に同時入園している時、第2子は基準月額の半額、
第3子は無料。

健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419

石川県 七尾市 地域子育て支援
・育児での悩みや疑問の相談に応じたり、子育てサークルの育成・支援など、子育てを支援。「親子ふれあいランド
あい・あい・あい」は商業施設内にあり、利便性が高い。
・子育て支援センターを市内７カ所に設置。

健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419

石川県 能美市 ファミリーサポートセンター事業
子育てを手助けしたい会員と、手助けしてもらいたい会員をマッチングさせ、一時預かりなどの相互援助活動を行う
制度。

社会福祉協
議会

0761-58-4342

石川県 志賀町 多子世帯入学祝金交付事業
第３子以降の子が、小学校、中学校、高等学校（１８歳までに専門的な学校への入学を含む）の各種学校へ入学す
るときに、養育者に祝金（商品券）を交付。第３子以降の子１人につき１０万円分。

住民課 0767-32-9122

石川県 中能登町 小学校入学祝金交付事業
町立小学校に入学した児童を養育し、小学校入学日を基準として1年前から本町に住所を有する保護者等に児童1
人について、2万円の現金交付

教育文化課 0767-76-2808

石川県 中能登町 チャイルドシート購入費補助金
チャイルドシート１台購入につき１万円を上限に補助。児童（６歳未満）１人につき２回まで申請可。ただし町内に住
所を有すること、同一世帯内に町税等の滞納者がいないことが条件

総務課 0767-74-1234

山梨県 都留市 都留市病児・病後児保育事業
病児等／通学中の児童、未就園児）が病気回復期であり、安静を要するために集団保育の困難な期間において保
護者が仕事・傷病・冠婚葬祭などにより保育が出来ない場合の「子育てを支援する制度」です。

福祉課
子育て支援
担当

0554-46-5112
(内線101)

山梨県 都留市 ふれあい子育てサロン事業
皆と一緒に遊びながら親も子も友達作りで子育てを楽しむサロンや託児型のサロンなど、家にこもりがちな就園前
の育児期間のお手伝いをします。

福祉課
子育て支援
担当

0554-46-5112
(内線101)

山梨県 都留市 子育て支援センター事業
幼稚園・保育所で、専門のスタッフによるお楽しみプログラムの実施や子育ての不安や疑問等何でも相談できる子
育て相談など、子育てのお手伝いをします。

福祉課
子育て支援
担当

0554-46-5112
(内線101)

山梨県 都留市
ほっとステーション（子育て相談）事
業

子どもさんの発達やしつけ、栄養、予防接種のことなど子育ての悩み、また、お母さんや家族の体と健康などの相
談に応じます。

健康推進課
保健・予防担
当

0554-46-5113
(内線125)

山梨県 都留市 ファミリー・サポート・センター事業
「子育ての手助けをしてほしい」「子育てのお手伝いをしたい」という人が、依頼会員・提供会員・両方会員のいずれ
かの会員に登録し、互いに助け合いながら育児の援助活動を地域において会員間で行う事業です。

社会福祉協
議会

0554-43-1330

山梨県 都留市 学生アシスタント・ティーチャー制度 学と市内の小中学校が連携し、児童・生徒の放課後指導や学習をサポートします。
学校教育課
学校教育担
当

0554-43-1111
(内線214)

山梨県 都留市
都留市高校生資格取得費補助金交
付

市内の高等学校に在学する生徒の資格取得に対する機運を高めるため、決められた資格の取得のための経費を
一部補助します。

学校教育課
学校教育担
当

0554-43-1111
(内線214)

山梨県 都留市 のびのび興譲館事業
子どもたちが体験学習を通じて、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくよう、各塾を開催し
ています。（H26年度は7塾）

学びのまちづ
くり課
生涯学習担
当

0554-43-1111
(内線218)

山梨県 山梨市 子育て用品支給事業
子育て用品購入券の支給（指定店で購入する、おむつ(紙おむつ、布おむつ)・おしりふき用ウェットティッシュ・粉ミ
ルクが対象）。子ども１人につき１万円。

福祉事務所
子育て支援
担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 病児・病後児保育事業
保育園、幼稚園、小学校などに通うお子さん（生後６か月から小学３年生まで）が病気の時、または病気の回復期
で集団保育が困難な期間、医療機関の専用保育室でお預かりが可能。

福祉事務所
子育て支援
担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市
小学校英語教育（教育課程特例校
制度）

小学校（１１校）に６人のＡＬＴ（英語指導助手）と３人のＪＴＥ（日本人英語指導助手）を配置。小学校低学年は１５時
間、中学年は２０時間、高学年は３５時間の英語教育（活動）を実施。

学校教育課
学校教育担
当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 桃太郎応援助成金
児童が父母以外の親族により養育されている場合、養育者に児童１人目は月額１万円、２人目以降は月額５千円
を、児童が１８歳になった日以降最初の３月まで支給する。

福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

山梨県 韮崎市
母子・父子世帯等小中学校入進学
祝金

母子・父子世帯等の児童が入進学した場合、小学校・中学校入学時それぞれ１人１万円を支給する。
福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

山梨県 韮崎市 ファミリー・サポート事業
「育児の援助を受けたい人」「育児の援助を行いたい人」が会員になり、保育園・幼稚園の送迎、時間外や休日の
預かり等地域で助け合う組織。

福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

山梨県 韮崎市 児童センター・放課後児童クラブ
児童センターは地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設。放課後児童クラブでは保護者が仕
事などで昼間家庭にいない児童に、授業終了後適切な遊び場を提供する。

福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

山梨県 韮崎市 私立幼稚園就園奨励費補助金 公認の私立幼稚園に通園している３～５歳児の市内在住の保護者に、保育料の一部を助成する。
教育課
学校教育担
当

0551-22-1111
(内線263,264)

山梨県 韮崎市 病児・病後児保育所
市内の保育園・幼稚園・小学校に通い、生後6ケ月～小学3年までの「病気・病気の回復期」にある児童で、当制度
利用可の医師診断があり、保護者が市内に勤務し家庭での保育が困難な場合に児童をお預かりする保育所

福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

長野県 松本市 あるぷキッズ支援事業
発達障害や、発達に心配があるお子さんと保護者を継続して総合的に支援。保育園・幼稚園・学校への専門職支
援チームによる巡回支援、あるぷキッズ支援室相談等、保護者支援のためのペアレント・トレーニング等を実施

こども福祉課 0263-33-4767

長野県 松本市 こんにちは赤ちゃん事業
生後4ヵ月までの乳児のいる全家庭を、各地区の民生・児童委員等がプレゼントを持って訪問し、母子に関する
様々な悩みをお聞きする等、乳児家庭と地域をつなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援する事業

こども福祉課 0263-33-4767

長野県 松本市
緊急サポート事業（ファミリー・サポー
ト事業）

子育ての相互援助を行うファミリー・サポート事業の会員の中で、必要な場合は登録制により、年末年始を除く毎
日、通常の受付時間を延長して、7時から20時まで援助の申込みが可能

こども育成課 0263-34-3261

長野県 松本市 子育てサポーター訪問事業 自宅での一時保育等を希望する家庭に支援者が訪問して、育児援助や家事援助を行います。 こども育成課 0263-34-3261

長野県 松本市 子育て支援事業利用料助成金
子育ての経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭など低所得世帯に対して、ファミリー・サポート事業と子育てサ
ポーター訪問事業の利用料の半額を助成

こども育成課 0263-34-3261

長野県 松本市 育児ママヘルプサービス
核家族等で育児協力者が得らない方や多胎で出産された方等、育児が困難な家庭に助産師を派遣し、育児支援
を行います。

健康づくり課 0263-34-3217

長野県 上田市 子育て支援施設ゆりかご
核家族で実家の遠い市民や家庭での育児が不安な市民が、出産後、赤ちゃんと一緒に宿泊し、育児の支援を受け
られる施設

子育て子育ち
支援課

0268-23-5106
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長野県 上田市 保育料減免 同一世帯で2人以上の児童が保育園・幼稚園に入園している場合の減免制度 保育課 0268-23-5132

長野県 上田市 放課後児童クラブ 昼間家庭に保護者のいない児童の生活の場の提供 学校教育課 0268-23-5101

長野県 上田市 交流文化芸術センター・市民美術館
子ども達の感性や創造力を磨くとともに、市の文化の育成や創造によって、賑わいと活力につなげる複合施設(10
月開館予定)。美術館では「子どもｱﾄﾘｴ」を設置し幼児教育を中心としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施予定

交流文化芸
術センター

0268-23-5219

長野県 伊那市 ながの子育て家庭優待パスポート
１８歳未満の子どもがいる家庭にお配りするカードを提示すると、協賛店で割引やプレゼントなどのサービスを受け
ることが可能

保健福祉部
子育て支援
課

0265-78-4111
内線2321

長野県 伊那市 子育て支援センター
市内に４か所ある子育て支援センターは、親子で楽しく遊ぶ、親と子のふれあいの場。保育士の遊びの提供や育児
相談等

保健福祉部
子育て支援
課

0265-78-4111
内線2321

長野県 大町市 子育て応援します！育児家庭応援
５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の
商品券を贈ります。

子育て支援
課
子育て支援

0261-22-0420

長野県 大町市 入学おめでとう！入学お祝い
５月１日現在で大町市に住所がある７歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の
商品券を贈ります。

教育委員会
学校教育課

0261-22-0420

長野県 飯山市 第3子以降保育料無料化 第３子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化 子ども課 0269-62-3111

長野県 下諏訪町 子育て応援カード
下諏訪町から子育て応援カードの交付を受け、提示することにより協賛店舗等による独自のサービスが受けられま
す。

教育こども課
子育て支援
係

0266-27-1111(内線714)

長野県 下諏訪町 子育てふれあいセンター お子さん、お孫さんをお連れの方に来所していただき、自由に遊んでいただける施設です。
子育てふれあ
いセンター

0266-27-5244

長野県 富士見町 ファミリー・サポート・センター事業
仕事や家庭の都合で子どもを預かってほしい方と、子育てを支援したい方が共に会員になって、有料でサポートす
る事業

子ども課子ど
も支援係

0266-62-9237

長野県 富士見町 町立保育園　一時保育
保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保育を
する事業

子ども課子ど
も支援係

0266-62-9237

長野県 飯島町 飯島町の子育て支援事業（各種）
「子は地域の宝」、“産声から高校卒業まで”一貫した子育て支援を実施。合言葉は、“いいじま町deいい子育て♪”
主な事業：高校3年生まで医療費補助、第２子以降の保育料大型優遇、１年生にランドセル贈呈ほか

教育委員会
子ども室
健康福祉課
保健医療係

0265-86-3111

長野県 生坂村 健やかに産み育む子育て支援金 １８歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金と。生坂保育園３歳児クラス以上の保育料を補助するもの 健康福祉課 0263-69-3500

長野県 山ノ内町 保育料の助成 保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料 健康福祉課 0269-33-3116

長野県 小川村 保育園児給食費軽減事業 保育園児の給食費負担金を全額村費負担 保育園 026-269-3585

長野県 小川村 高校生通学費等助成事業 高校在学保護者の負担軽減のために、通学費等を助成。高校在学者一人当たり年額3万6千円 教育委員会 026-269-3146

岐阜県 大垣市 保育園保育料の軽減
保育料を、国が定める徴収基準額から平均３５．７％（平成２６年度）軽減します。また、保育園等に子を２人以上同
時に入園させている場合、第２番目の児童の保育料を６割軽減、第３番目以降の児童を無料とします。

子育て支援
部
子育て支援

0584-47-7096

岐阜県 中津川市 奨学金資金貸付制度事業
高校・大学、専修学校への修学者に対する奨学金貸付制度です。
（高校３６万円・大学、専修学校６０万円）を年間限度額以内で貸し付けします。

教育企画課 0573-66-1111

岐阜県 中津川市 高校生バス通学運賃補助事業
遠距離通学する高校生の通学費負担を軽くするため、バス通学定期券の購入費用の一部を補助します。
（購入金額から１カ月あたり８千円を差し引いた額の１／３）

 定住推進課 0573-66-1111

岐阜県 美濃市
保育園、幼稚園、小中学校における
給食費の支援

子育て世帯への支援として小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を半額、三人目以降を全額助成。
またすべての保育園、幼稚園児については給食費の１／３を助成

民生部
健康福祉課
教育委員会
学校教育課

0575-33-1122

0575-35-2711

岐阜県 恵那市 恵那市奨学奨励金交付事業
平成25年度から貸与した、恵那市奨学資金を借りて就学した方が恵那市に定住し生活の拠点として確認ができた
場合、奨学資金返済（償還）金に対する奨励金、年間120,000円（返済金の2分の1）を交付します。

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 土岐市
幼稚園就園奨励費補助金について
（公立）

幼稚園教育の一層の充実を図るため、市立小学校附属幼稚園にお子さんを通園させている保護者の方に、保育
料の減免を行います。

市民部子育
て支援課

0572-54-1111

岐阜県 土岐市
幼稚園就園奨励費補助金について
（私立）

土岐市内に在住し、市外の私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。
市民部子育
て支援課

0572-54-1111

岐阜県 本巣市
第三子以降の保育所等保育料無料
化

同一世帯で１８歳未満のお子さんを３人以上養育している場合、保育所等保育料を無料化にします。 子ども大切課 058-323-7753

岐阜県 郡上市 がんばれ子育て応援事業
「子育て世代に安心して郡上に住んでいただき、たくさんのお子さんを産み育ててほしい」という願いから、平成２５
年４月２日以降生まれの第３子以上の子を対象に、小学校入学前まで毎年１０万円の共通商品券を給付

児童家庭課 0575-67-1817

岐阜県 下呂市 第3子保育料無料
１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、入所している児童が３歳以上児で第３子以降の場合は保育料が無料と
なります。

福祉部
児童福祉課

0576-52-2882

岐阜県 笠松町 放課後児童クラブ運営事業
子育て支援事業の一環として、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校低学年（１～３年生）を対象に、
遊びや集団生活、指導を通じ、児童の健全育成を図ることを目的に「放課後児童クラブ」を開設する。

子育て支援セ
ンター

058-387-0561

岐阜県 池田町 保育料
５歳児の保育料について他の自治体より低い金額設定になっている。徴収基準により１ヶ月２，６００円～１４，３００
円

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 放課後児童クラブ事業 小学生５年生までの児童を、放課後や長期休暇期間中、保護者に代わって一時的に預かる。 健康福祉課 0585-45-3111

静岡県 沼津市 障害児保育事業
民間保育所に対し重度及び軽度の障害児の保育に要する経費の一部を助成し、保育所による障害児の受け入れ
を支援。

子育て支援
課

055-934-4826

静岡県 沼津市 児童保育費（保育料） 保育料国徴収基準に対し、約３０％を軽減。
子育て支援
課

055-934-4826

静岡県 沼津市 児童保育費（保育料） 同時に保育所・幼稚園・認定こども園に入所している児童の２人目にあたる保育料を半額、３人目以降無料。
子育て支援
課

055-934-4826

静岡県 島田市 子育てカレンダー
各課が実施あるいは掌握している子育て支援に関する情報を一元化し、カレンダー形式に整理して情報発信する
ことで、子どもの成長と子育てを支援する。

健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 つどいのひろば事業
地域の公民館・公会堂を活用し、児童及びその保護者の交流、育児相談、育児に関する情報提供等を行うことによ
り、子育てを地域全体で見守る雰囲気を醸成するとともに、子育て家庭の育児の負担を軽減する。

健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 こども館運営事業
中心市街地に児童の健全な遊び場及び保護者等の交流の場として「こども館」を設置・運営。プレイルーム「ぼる
ね」は、運動科学の先進国デンマークの最新体育理論に基づいて開発された安全な遊具を整備

健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 家庭的保育事業（保育ママ） 待機児童の解消を目的に、家庭的保育者に居宅そのほかの場所において、保育を行う。
健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 子育てコンシェルジュの設置
子どもに係る相談窓口として、児童に係る悩みや発達の相談、個々のニーズに合った子育て支援サービスについ
ての情報提供等を行い、他部署と連携し解決に導く支援を行う専門の相談員を窓口に設置。

健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 放課後児童クラブ運営事業
小学校に就学している概ね10歳未満の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、放課後適切な遊
びと生活の場を与え健全な育成を図る。（市内15カ所に設置）

健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 島田市 サタデーオープンスクール事業
市北部の伊久美地区の豊かな自然の中での体験学習を通して、人との関わり方、自然のすばらしさの実感、自分
で考える力を育てるため、小学３年生以上の児童を対象に実施。

教育委員会
学校教育課

0547-46-5630

静岡県 島田市 小規模特認校制度
小規模校（少人数）の良さを生かし、伊久美地区の豊かな自然環境の中で子どもを学ばせたい、学びたいという就
学希望者に、通学区域にとらわれず、ある一定の条件をもとに入学を許可する。

教育委員会
学校教育課

0547-46-5630
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静岡県 島田市 ブックスタート事業
子どもの読書活動推進のため、7ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して絵本１冊、おすすめ絵本リ
ストなどを贈呈する。

教育委員会
図書館課

0547-36-7226

静岡県 島田市 キッズブック事業
ブックスタート事業を受けて、セカンドブック事業として３歳児検診に参加した乳児とその保護者に絵本を贈呈する。
（用意した３冊から一冊を選んでいただく。）

教育委員会
図書館課

0547-36-7226

静岡県 島田市 紙芝居と絵本の読み聞かせ
幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループを主体に読
み聞かせを行う。

教育委員会
図書館課

0547-36-7226

静岡県 島田市 おはなし宅配便 幼児から本に親しむきっかけをつくるため、図書館員が幼稚園、保育園に出かけてお話し会をひらく。
教育委員会
図書館課

0547-36-7226

静岡県 島田市 読書通帳 図書館システムが保管する貸し出し記録を読書通帳機で記帳することにより子どもの読書を推進する。
教育委員会
図書館課

0547-36-7226

静岡県 島田市 少年育成教室「しまだガンバ！」
小学４～６年生を対象に、宿泊活動やボート下りなどの活動を通して、心身ともに健やかでたくましく成長するよう、
他校児童との交流や異年齢児童との集団活動を実施する。

教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市
乳児をもつ親の講座（パパママ子育
てサロン）

０歳児をもつ親を対象に、子どもの「生きる力」を養う家庭教育の支援を図る。
教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市
乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロ
ン）

１～３歳児をもつ親を対象に、家庭において子どもの教育を十分に行うための知識、技能、態度等について集団学
習の機会を提供し、地域社会の連帯性を培うことにより家庭教育の質の向上を図る。

教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市 親子ふれあい講座 １～３歳児をもつ親子を対象に、体操や工作をしながら親子が一緒に触れ合える機会を提供する。
教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市 幼児・児童を持つ親の講座 ２～９歳児をもつ親に対して、子どものしつけの方法を学び、より良い親子関係を築くため、講座を開催する。
教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市
乳幼児をもつ親の講座（いきいき子
育て勉強会）

０～６歳児をもつ親に対して、家庭教育における子育てのノウハウを習得するための勉強会を全６回開催する。
教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市 思春期の子をもつ親の講座
親が思春期の子どもの心・身体を理解し、対応の仕方、子どもへの声掛けを学び、親子のコミュニケーションを円滑
に行えるようにする。

教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 島田市 託児員派遣事業
子育て支援及び女性の積極的な社会参加を促すため、講座・講演会に類する事業の主催者に対して子どもを預か
る託児員を派遣する

教育委員会
社会教育課

0547-46-5616

静岡県 富士市 事業所内保育施設整備費補助金
女性の社会参画促進に向けた保育制度の充実をめざし、一定の要件を満たした事業者が保育施設を設定する場
合、対象経費の1/3、限度額1000万円まで補助をする。

商業労政課 0545-55-2778

静岡県 菊川市 就園奨励費 市内にお住まいで私立幼稚園に就園している3歳児・4歳児・5歳児の保育料及び入園料に対して補助する。 福祉課 0537-35-0914

静岡県 菊川市 リフレッシュ・一時保育
市内に住所を有する就学前の児童を対象に、保護者の病気、出産による入院、家族の介護や看病、冠婚葬祭、就
職活動、学校行事等の社会的理由及び私的理由により一時的に児童を保育する。

福祉課 0537-35-0914

静岡県 河津町 子育て応援！住宅整備事業補助金
子育て環境の向上のため、居住する住宅の新築工事や増築工事・リフォーム工事に対して、補助金を交付する事
業（新築工事については、木造住宅のみ）。補助率：補助対象経費の1/10の額以内（15万円を限度）

保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 清水町 ブックスタート
乳幼児から読み聞かせの大切さを家庭でも実行するためのブックスタート事業として、１歳６か月健診で絵本の配
布をする。

生涯学習課 055-973-0351

静岡県 清水町 清水町ファミリー・サポート・センター
「子育てを応援したい人」と「子育てを応援してほしい人」が会員になり、支えあって育児の援助活動を行うことによ
り、仕事と育児の両立を支援し、地域社会全体で安心してゆとりある子育てができる環境づくりを目指す

子育て総合
支援センター

055-972-2712

静岡県 森町
子育て世帯臨時特例給付金給付事
業

児童手当受給児童一人当たり10,000円の支給（2,100人） 保健福祉課 0538-85-1800

愛知県 新城市 新城版こども園制度
市内認可保育所・幼稚園を一体的に運用。3歳以上児のみ入園要件撤廃。基本保育料（給食費含）を低負担化（10
階層、4～5歳児：0～8,600円、3歳児：0～10,000円、0～2歳児：0～28,100円）

市民福祉部
こども未来課

0536-23-7622

愛知県 設楽町 おむつ代助成 ３歳までの乳幼児のおむつ代2,500円／月を支給 町民課 0536-62-0519

愛知県 設楽町 保育園児通園費補助 ２km以上のバス通園児定期代の補助 町民課 0536-62-0519

愛知県 設楽町 小学生遠距離通学助成 ２km以上のバス通学児童の定期代の補助 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 設楽町 中学生遠距離通学助成 ２km以上のバス通学生徒の定期代の補助 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 設楽町 高校生通学費補助 自宅から高校へバス通学している生徒の定期代４０％の補助 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 設楽町 修学資金貸付制度
町外に通学するために下宿等をする高校生に対して３万円／月（無利子）の貸付を実施（町外で保護者とは別に下
宿等する方に限る）。※保健師や看護師等の資格取得のための修学資金貸付も有

企画課 0536-62-0514

愛知県 設楽町 私立高等学校等授業料補助 私立高等学校へ通う生徒１人12,000円／年以内の補助（保護者が町内に住所を有する方に限る） 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 東栄町 高校生への補助制度 通学費と私立高校授業料を補助する制度があります 教育課 0536-76-0509

三重県 鳥羽市 とばっ子子育て応援券交付事業 子どもが生まれると3万円分の子育て用品購入券を交付。
健康福祉課
子育て支援
室

0599-25-1184

三重県 鳥羽市 チャイルドシート等購入費助成事業 満６歳未満の子どものためにチャイルドシート等を購入する場合、１万円の助成券を交付。
健康福祉課
子育て支援
室

0599-25-1184

三重県 鳥羽市 とばっ子カード事業
とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることのできる
仕組み。

健康福祉課
子育て支援
室

0599-25-1184

三重県 鳥羽市 保育所・幼稚園２人目からは無料 幼稚園及び保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料は無料。
健康福祉課
子育て支援
室

0599-25-1184

三重県 鳥羽市 高等学校通学費等補助金交付制度 高等学校に通学する生徒にかかる通学費や下宿費（下宿費は離島在住者のみ）の一部を助成。
教育委員会
総務課庶務
係

0599-25-1262

三重県 大台町 保育園での給食費が無料 園児が摂る給食（昼食）が無料 町民福祉課 0598-82-3783

三重県 御浜町 御浜町子育て支援室
子育て世代の親子を支援します。
赤ちゃんから保育所未就園児までのお子さんとその保護者の遊び場として利用いただけます。
保育士が常駐、育児相談も行います。

御浜町子育
て支援室

05979-3-0336

三重県 紀宝町 チャイルドシート購入補助金 チャイルドシートの購入に要する経費の２分の１（限度額１万円）の助成 福祉課 0735-33-0339

京都府 京丹後市 京丹後市奨学金
経済的に困窮している世帯（家庭）の勉強に意欲のある高校生や大学生に奨学金を給付。月額（高校生など：５，０
００円、大学生など１０，０００円）

教育総務課 0772-69-0620

兵庫県 相生市 子育て応援券交付事業
お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。応
援券は､有料の一時預かりや産後の育児・家事支援､予防接種、タクシー利用などに利用できます。

健康福祉部
子育て支援
室

0791-22-7175

兵庫県 相生市 保育料軽減事業（公立幼稚園） 市立幼稚園に通う園児の保育料が無料です。
教育委員会
管理課

0791-23-7142

兵庫県 相生市
保育料軽減事業（私立幼稚園・保育
園）

私立幼稚園や保育園に通う3～5歳児には月額8000円を限度に支援します。
健康福祉部
子育て支援
室

0791-22-7175

兵庫県 相生市 市立幼稚園預かり保育事業
市立の6幼稚園で、4歳児と5歳児を対象に、月額5,000円で預かり保育を実施します。（通常保育終了後16時30分
まで）

教育委員会
管理課

0791-23-7142

兵庫県 相生市 市立幼稚園給食の実施 市立幼稚園で、火曜日・水曜日・木曜日の週3回、無料で給食を実施し、子どもたちの健康づくりに努めます。
教育委員会
学校教育課

0791-23-7143

兵庫県 相生市 給食費無料化事業
市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に通う、市内在住の3～15歳の児童・生徒等を対象に給食費を無料
化します。

教育委員会
学校教育課

0791-23-7143
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

兵庫県 赤穂市
幼児2人同乗用自転車購入費助成
制度事業

0歳～6歳までの乳幼児が2人以上いる世帯に対し、幼児2人同乗用自転車の購入費の一部を助成。購入費の1/2
（上限額40,000円）を助成する。

子育て健康
課

0791-43-6808

兵庫県 篠山市 子育て世帯定住応援補助制度
定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで中学生以下のお子様をもつ
家庭を対象に一人につき３万円を補助

企画課 079-552-5106

兵庫県 篠山市 保育・幼稚園保育料補助制度
定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで、保育園・幼稚園に通うお子
様をもつ保護者の方を対象に補助

企画課 079-552-5106

兵庫県 篠山市 遠距離通学費補助制度
市内の高等学校に通学し通学距離が１０ｋｍを超える生徒の保護者を対象に２５，０００円を補助（在学期間中一度
限り）

企画課 079-552-5106

兵庫県 篠山市 公共交通機関利用者補助制度
市内の高等学校に公共交通を利用して通学し、定期乗車券の月額料金のうち１５，０００円を超える部分について
補助

企画課 079-552-5106

兵庫県 南あわじ市
子育て応援優待カード（ゆめるんカー
ド）

１８歳未満の子どもを１人以上養育している家庭に、市内協賛店にてさまざまな特典を受けることができる「ゆめる
んカード」を発行。

少子対策課 0799-44-3040

兵庫県 南あわじ市 保育料第２子以降無料
保育所（園）・幼稚園に通所・通園している３歳児、４歳児、５歳児で義務教育修了前の兄姉からかぞえて第２子以
降の児童について、保育料無料。

福祉課
学校教育課

0799-44-3002
0799-37-3018

兵庫県 南あわじ市 在宅子育て応援事業
保育所（園）・幼稚園に通所・通園していない４月１日現在、満３、４、５歳の子どもを保育している保護者に、月額５
千円を助成するほか市内の温浴施設などを親子が無料で利用できる「子育て応援パスポート」を交付

少子対策課 0799-44-3040

兵庫県 南あわじ市 入学祝金
市内に住所を有する方で、小学校・特別支援学校の小学部の第１学年に新入学される児童の保護者を対象とし
て、児童１人につき１万円を支給。

少子対策課 0799-44-3040

兵庫県 南あわじ市 通勤・通学者交通費助成
高速バスの利用による居住地からの通勤・通学を奨励するため、交通費の一部を助成。島外通勤者と島内通学者
には負担額の２０％、島外通学者には３０％の助成。

少子対策課 0799-44-3040

兵庫県 南あわじ市 まなび資金利子補給
修学年限が２年以上の大学・短大・各種専門学校等で教育を受ける方の保護者で、市内の金融機関から借り入れ
た教育資金の利子の一部を補給。

学校教育課 0799-37-3018

兵庫県 淡路市
淡路市パールブリッジ・リターン通学
者助成事業

淡路市から島外へ通学する大学、短大、専門学校生に対して通学費の一部を助成。(上限2万円)
まちづくり政
策課

0799-64-2506

奈良県 奈良市
「IKUMEN　HANDBOOK　for nara
papa」の配布

パートナーの妊娠～出産、子どもが6歳になるまでに知っておきたいこと、おススメ遊びスポット、イベントなど、子育
てに役立つ情報をパパ目線で1冊にまとめて、母子手帳交付時及び子育て中の希望者に配布。

男女共同参
画課

0742-81-3100

奈良県 大淀町 学童保育
各小学校に併設されているプレジャールーム（学童保育室）にて、小学１年生から６年生まで利用可能な学童保育
を行っています。

福祉課
0747
52-5501

奈良県 大淀町 子供教育相談 専門のカウンセラーの先生による子育ての不安や悩みの相談を受付しています。 福祉課
0747
52-5501

奈良県 大淀町 育児相談室　子育て支援センター 育児相談はもちろん、親の間での情報提供、子育てのリフレッシュができる場所を提供しています。 福祉課
0747
52-5501

奈良県 大淀町 病後児保育
子供が病気の回復期でまだ学校／保育所に預けられない場合、看護師と保育士が一時的に病後児保育室にてお
預かりします。

福祉課
0747
52-5501

奈良県 大淀町 二人目保育料割引制度 同時に二人以上のお子様が保育園に通っている場合、二人目は半額、三人目は無料となります。 福祉課
0747
52-5501

和歌山県 かつらぎ町 ブックスタート事業
乳幼児の７か月教室時に、一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡します。また、乳幼
児向けブックリストを配布します。

生涯学習課
0736-22-0300(内線
3016)

和歌山県 かつらぎ町 学校給食費の助成
町内の小学校に通学する児童の保護者には、1食250円のうち50円、中学校に通学する生徒の保護者には、1食
280円のうち60円を助成します。

教育委員会
総務課

0736-22-0300(内線
3013)

和歌山県 かつらぎ町 学童保育の実施
共働き家庭や母子・父子家庭の小学生が、放課後安心して過ごせる環境をつくり、その健全育成を図るため、学童
保育を実施します。

教育委員会
総務課

0736-22-0300(内線
3011)

和歌山県 かつらぎ町 学童保育促進事業
「かつらぎ町要保護及び準用保護児童生徒就学援助制度」の認定を受けている家庭は、学童保育料の免除もしく
は減額を受けることができます。

教育委員会
総務課

0736-22-0300(内線
3011)

和歌山県 九度山町 クローバー給付金制度
３人目以上の子どもを養育しておりそのうち３人目以降の児童が３歳未満の場合に支給する制度です。（手当５千
円）

福祉課 0736-54-2019

和歌山県 九度山町 チャイルドシート補助制度
チャイルドシートを購入する場合、一定の条件を満たせば購入金額の一部（購入費の二分の一、上限１５，０００円）
を助成する制度です。

地域防災課 0736-54-2019

和歌山県 高野町 給食費無料化 町内の保育所から中学校までの園児・児童・生徒の給食費を無料化。 教育委員会 0736-56-3050

和歌山県 高野町 第２子以降の保育料無料化 第２子以降の保育料を無料化。 健康推進課 0736-56-3000

和歌山県 広川町 チャイルドシート購入費用助成 乳幼児１人につき１台限り、上限１万円を助成
住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 広川町
第３子以降で３歳未満児の保育料無
料

出生の最も早い者から数えて、第３番目以降の３歳児未満児の保育料を無料とする制度
住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 広川町
第三子以上に係る育児支援助成事
業

小学生以下の子ども３人以上養育している家族に、小学校入学前の子どもが、「病児・病後児保育事業」「一時預
かり事業」「子育て短期支援事業」「ファミリー･サポート・センター事業」等を利用した際の助成

住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 広川町 病児・病後児保育事業 病気又は病気の回復期にある児童を医療機関併設施設において、一時的に預かる事業
住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 北山村
若者定住促進事業／保育料の無料
化

村内に居住する者の保育料を村が負担する制度。 総務課 0735-49-2331

和歌山県 串本町 第3子以降保育料免除事業 第3子以降の児童の保育料を免除する。 福祉課 0735-62-0561

鳥取県 - とっとり子育て応援パスポート
妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パスポートを協賛店舗で提示す
ると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店は鳥取県内外合わせて２，３４０店以上。

福祉保健部
子育て王国
推進局

0857-26-7148

鳥取県 倉吉市
鳥取県交通安全協会チャイルドシー
ト貸出

ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200円～
800円）が必要。

鳥取県交通
安全協会倉
吉地区協会

0858-26-7115

鳥取県 倉吉市 市指定有料ゴミ袋支給
出生児に、市指定ごみ袋（大）100枚を支給。転入者は、0歳児は100枚を支給。１歳児は50枚を支給。無料での支
給は、いずれも1回限り。対象：倉吉市に住所がある2歳未満の乳幼児

産業環境部
環境課

0858-22-8168

鳥取県 倉吉市
倉吉市若者子育て世帯買い物応援
事業

協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割
引、敷金半額、クリーニング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世帯。

福祉保健部
子ども家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 とっとり子育て応援パスポート
協賛店で、日帰温泉半額、ガソリン割引、洗車半額、クリーニング割引、ミルクのお湯提供、ポイントカード倍押し、
飲物サービスなどの割引や特典が受けられます。対象は妊娠中又は18歳未満の児童がおられる保護者。

鳥取県福祉
保健部 子育
て王国推進
局

0857-26-7148

鳥取県 倉吉市 ブックスタート事業 6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせを行う。
倉吉市立図
書館

0858-47-1183

鳥取県 倉吉市 災害遺児手当
中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい者
になった場合に支給します。支給月額は、児童1人につき2,000円

福祉保健部
子ども家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 ひとり親家庭 入学支度金 小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯）
福祉保健部
子ども家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 遠距離通学費補助金
遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞以上、中学校片道６㎞以上。バス通学者3ヶ
月定期券の3分の１相当額×８０％。その他の通学方法は小学生月額1200円、中学生月額1500円。

教育委員会
事務局 学校
教育課

0858-22-8166

鳥取県 倉吉市 倉吉市奨学資金
学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方50,000
円３ヶ月毎に貸与。無利子

教育委員会
事務局 教育
総務課

0858-22-8165
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

鳥取県 倉吉市 鳥取県医師養成確保奨学金
将来、県内の病院等に医師として従事しようとする学生に対し、修学上必要な資金を貸付る「医師養成確保奨学金
制度」を創設。卒業後所定の期間、県内の病院等で勤務した場合は返還免除。月額10～12万円。無利子。

鳥取県福祉
保健部健康
医療局医療
政策課医療
人材確保室

0857-26-7195

鳥取県 倉吉市 中部ふるさと奨学金
＜条件＞鳥取短期大学本科に学籍を有している方又は入学を許可された方で、親権者が鳥取中部ふるさと広域
連合を構成する市町に在住する方。＜内容＞奨学金は授業料の半額から全額相当額の範囲

鳥取短期大
学 学生課

0858-26-1811

鳥取県 倉吉市 鳥取県大学等進学資金助成金
大学へ進学した者のため教育資金を借入した方や専修学校等へ進学した方のため教育資金を借入した方又は就
職を断念し､大学へ進学した方のために教育資金を借入した方に金融機関からの借入金額に係る利子の一部を助
成

鳥取県教育
委員会事務
局育英奨学
室

0857-29-7145

鳥取県 日南町 子育て支援センター 親子の遊びの場、子育て世代の交流の場として、無料で利用できます。子育て相談員による育児相談も可能。 福祉保健課 0859-82-0374

鳥取県 日南町 ０歳児預かり事業
産後育児の中の母親が再度、就業するための育児就業両立支援の一環として、子育て支援センターにおいて0歳
児を預かり保育する。

福祉保健課 0859-82-0374

鳥取県 日南町 放課後児童クラブ「なかよし教室」 放課後や長期休業中、小学校低学年の使用希望のある児童を預ります。 福祉保健課 0859-82-0374

鳥取県 日南町 保育料の減免 第1子が入所した場合：1/2の保育料、第2子：1/3、第3子以降：無償。
にちなん保育
園

0859-82-0626

鳥取県 日南町
新生児誕生記念絵本配布事業（ブッ
クスタート事業）

絵本との出会いを目的に、新生児に１人１０冊の絵本を誕生記念にプレゼント。 福祉保健課 0859-82-0374

鳥取県 日南町 子育て家庭の紙おむつ処理の応援 出生から３歳までの期間に使用される可燃ゴミ袋を、子育て支援の一環として無料で配布。 福祉保健課 0859-82-0374

鳥取県 日南町 ファミリーサポート事業
ファミリー・サポート・センターで登録された「引き受け会員」の中で必要な支援を提供できる会員を捜し、引き受け
が可能となれば「お願い会員」に連絡し、保育サービスを提供します。

福祉保健課 0859-82-0374

島根県 出雲市
第３子以降保育所保育料無料化事
業

18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童が保育所に入所している場合、その3人目以降の保
育料を無料とするもの。

子育て支援
課

0853-21-6964

島根県 益田市 病後児保育事業
お子さまが病気の回復期であり、家庭や通っている保育所・幼稚園での保育が困難なときに、専用施設にて保育を
行う事業です。利用料は1,500円/日（食事・おやつ代含む）です。

福祉環境部
子育て支援
課

0856-31-0243

島根県 益田市 「学び舎ますだ」事業
地域ぐるみで子ども達の学力向上を図るため、市内の小中学生の希望者に対し、地域の先生か授業を行う「学び
舎ますだ」を開設します。

教育委員会
学校教育課

0856-31-0451

島根県 大田市 保育料の減免等
１８歳未満の児童が３人以上いる世帯について、第３子以降３歳未満の保育料を全額補助。延長保育、休日保育、
障がい児保育、病後児保育（自園型）を実施。子育てを手伝ってほしい人に支援できる人も紹介します。

子育て支援
課

0854-82-1600

島根県 飯南町 保育料減免
お子さまの人数に応じて町内保育所の減免がされます。
第２子：半額、第３子以降：無料（保育料は所得税等を元に算出されます。）

住民課 0854-76-2213

島根県 美郷町 保育料軽減 第1子・第2子は保育料を80%～75%軽減、第3子以降は無料
健康福祉課
子育て支援
係

0855-75-1932

島根県 美郷町 学校給食費の軽減 学校給食の食材費の30%分を助成（小学校：個人負担1食200円、中学校個人負担1食220円）
教育委員会
学校教育係

0855-75-1217

島根県 知夫村 子育て支援奨励金
０歳～18歳まで60,000円/年/人(5,000円/月)
１５歳～１８歳120,000円/年/人(10,000円/月)

村民福祉課 08514-8-2211

島根県 知夫村 保育料負担軽減 ３子目から全額無料または１/２です。 村民福祉課 08514-8-2211

島根県 知夫村 育児奨励金
育児奨励金として２子目まで５０万円、３子目以降１００万円を支給します。
（ただし、支給については出産より１年間継続して本村に住所を有した場合とします。）

村民福祉課 08514-8-2211

島根県 隠岐の島町 保育料軽減制度
同時に2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目以降の保育料が無料になります。
また、同時に入所していない場合も、第3子以降の児童については、保育料を軽減します。

福祉課 08512-2-8577

島根県 隠岐の島町 隠岐の島町定住奨学資金貸与制度
選考会で貸与が決定した者に、入学してから卒業するまで毎月5万円を貸与します。
卒業後、5年以内に本町に居住し、引き続き5年以上居住した場合は奨学資金の返還が免除されます。

定住対策課 08512-2-8570

岡山県 倉敷市
放課後児童健全育成事業（児童クラ
ブ）

昼間保護者のいない家庭のお子さん（小学校１～６年の就学児童）を市内８７カ所の専用の施設で預かり、育児と
仕事などの両立を支援します。運営は各クラブの運営委員会に委託しています。

子育て支援
課

086-426-3314

岡山県 新見市 保育料に対する支援事業
複数の子どもが同時に保育所に入所している場合、保育料が安くなる。また、４人以上の子どもがいる場合は、４
人目以降の保育料が無料になる。

こども課 0867-72-6115

岡山県 新見市 チャイルドシート購入費助成事業 乳幼児１人につき、チャイルドシート１台の購入費用を助成する（上限１万円）。 こども課 0867-72-6115

岡山県 瀬戸内市 放課後児童クラブ設置及び育成事業 放課後、仕事などで保護者が家庭にいない子どもを預かり、保育する。
子育て支援
課

0869-26-5946

岡山県 瀬戸内市 一時保育事業 保護者の仕事や急な用事・病気など、家庭での子育て負担軽減などのため、一時的な保育をする。
子育て支援
課

0869-26-5946

岡山県 瀬戸内市 幼稚園児預かり保育 幼稚園に通園している園児に対して、降園時から午後６時まで預かり保育をする。 総務学務課 0869-34-3460

岡山県 真庭市 認定こども園の整備事業
保護者の就業状況によらず就学前教育を受けられる体制づくりを行うとともに、子どもの育ちに必要な集団を行う
環境を整備するもの。現在５園、今年度１園整備予定。

子育て支援
課

0867-42-1054

岡山県 勝央町 チャイルドシート助成金
勝央町に居住する乳幼児のいる世帯の世帯主に対して、チャイルドシートを購入した場合に、助成金を支給しま
す。ただし、支給は1世帯に1回限りとします。助成金の支給の額は、1世帯につき上限を1万円とします。

総務部 0868-38-3111

岡山県 勝央町 遺児激励
生活保護世帯（に準ずると町長が認めた場合）に●入学激励金：1人につき５０，０００円●卒業激励金：１人につき
５０，０００円●保護者死亡見舞金：１人につき５０，０００円を支給。

税務住民部 0868-38-3115

岡山県 勝央町 勝央中学校通学自転車購入助成金
勝央町立勝央中学校に在籍する生徒。生徒の体力向上とともに自転車通学の推進を図ることを目的とし、
在籍中一度のみ、生徒１人の申請につき10,000円を支給する。

教育振興 0868-38-1752

広島県 三次市 24時間365日小児救急診察 市立三次中央病院では小児救急医療拠点病院事業として24時間365日の小児救急診察を実施
市立三次中
央病院

0824-65-0101

広島県 三次市 第2子以降保育料負担軽減
同じ世帯から保育所のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め，第2子以降の保育料を軽減。
第3子目以降の児童が保育所に入所されている場合は，保育料を減額

子育て支援
部
保育課保育

0824-62-6147

広島県 庄原市 保育料減免 第３子以降が、同時入所の有無に関わらず無料 児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 一時保育 市内に住民登録のある子どもを対象に，定員に空きのある保育所で受け入れ実施 児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 放課後児童クラブ
小学校1～3年生他を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保
・保護者負担金：月3,000円（月4,000円８月のみ）、・保険料：年800円

児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 ファミリーサポート
育児を応援してほしい人(依頼会員)と，育児を応援したい人(提供会員)が会員になり，相互に関わり合って，安心し
て子育てをするための相互援助活動。必要に応じて子どもの預かり等を行う

児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 子育て支援センター
子育て家庭や地域の皆さんが気軽に集い交流できる場で，子育てに関する相談・子育て情報の提供・子育て家庭
の友だち作りや交流の場の提供，子育てサークルの活動支援などを行っている。市内9ヶ所に設置

児童福祉課 0824-73-1192

広島県 大竹市 奨学金返還免除制度 市内に一定期間居住することを要件とした奨学金の返還免除制度を実施
教育委員会
総務学事課

0827-59-2185

広島県 大竹市 病児・病後児保育
満1歳以上から小学校3年生までの保育所・幼稚園・小学校に在籍している病気または病気の回復期にある児童の
保育する事業

健康福祉部
福祉課

0827-59-2148

広島県 大竹市 放課後児童クラブ
小学校1～3年生を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保する事業。【保護者負担金】月～金曜日利
用：3,000円／月～土曜日利用：3,500円。※早朝利用で500円追加，延長利用で500円追加。

教育委員会
生涯学習課

0827-53-5800

広島県 廿日市市 保育料減免
同一世帯の２人以上の就学前児童が保育園等に入所している場合、最年長児が全額負担、次の年長児が半額負
担、その他の児童が無料。

福祉保健部
児童課

0829-30-9154

35

http://www.pref.tottori.lg.jp/64772.htm
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/2/
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/2/
http://www.town.nichinan.tottori.jp/p/1/15/9/7/1/
http://www.town.nichinan.tottori.jp/p/1/15/12/6/6/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1182470986407/index.html
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1182470986407/index.html
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/12/detail-432.html
http://www.city.ohda.lg.jp/
http://www.iinan.jp/
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/informations/view/1019
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/reiki/reiki_honbun/r074RG00000076.html
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/5893.htm
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/5893.htm
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2012030700254/
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2012030700230/
http://www.city.setouchi.lg.jp/~kosodate/cgi-bin/info_azuketai.html#A3�
http://www.city.setouchi.lg.jp/~kosodate/cgi-bin/info_azuketai.html#A1-2�
http://kodomo.city.maniwa.okayama.jp/kids/www/index.jsp
http://www.town.shoo.lg.jp/FormatPanel/detail.php?id=71
http://www.town.shoo.lg.jp/FormatPanel/detail.php?id=69
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/hoken_m/kosodate/kodomo_qq.html
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kodomo_m/hatarakupapamama/papamama_hoikuryo_2.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-42.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-38.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-26.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-23.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/health/kosodate/post-88.html
http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/syougakukinnituite.html
http://www.city.otake.hiroshima.jp/clink/byoujibyougojiannnai.html
http://www.city.otake.hiroshima.jp/c-info/houkago26.html
http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/fukushi_index.html#hoikuen�


都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

広島県 廿日市市 一時的保育
1歳以上，午前8時30分～午後5時。
保育料1日あたり3歳未満児2,000円，3歳以上児1,600円。

福祉保健部
児童課

0829-30-9154

広島県 廿日市市 病児保育室 病気にかかっていたり回復期にあって，安静にする必要がある子どもを一時的に預かる。
福祉保健部
児童課

0829-30-9154

広島県 廿日市市 児童館管理運営事業 健全な遊び場を与え、情操を豊かにし、安心安全な居場所を提供する。
福祉保健部
児童課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 留守家庭児童会
小学校1年生から3年生までの児童で，保護者が就労等の事情により昼間家庭にいない児童を対象（小学校4年生
から6年生についても、要件に該当する場合は利用可能）に生活の場を提供する。

福祉保健部
児童課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 ファミリーサポートセンター事業
育児・介護等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が育児・介護等の相互援助を行う
会員組織（有償ボランティア）。

福祉保健部
児童課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 地域子育て支援センター事業 育児不安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を行う。
福祉保健部
児童課

0829-30-9153

広島県 安芸高田市 一時預かり事業
通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単位で子どもを預かる。
対象6ヶ月～小学校3年生。時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金300円/時間

福祉保健部
子育て支援
課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 病後児預かり事業
病気回復期の子どもで，集団保育が困難な場合や保護者の都合で，保育ができない場合に子どもを預かる。
時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金500円/時間

福祉保健部
子育て支援
課

0826-47-1283

広島県 安芸太田町
第2子以降保育料および幼稚園授業
料軽減事業

申請に基づき，保育料および幼稚園授業料（給食費を含む）を第2子以降について全額免除
児童育成課
学校教育課

0826-28-1969
0826-22-1212

広島県 安芸太田町 一時保育事業
就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育または私的理由による保育を町内
4保育所・こども園で実施。1時間当たり0歳700円，1～2歳400円，3歳210円，4歳以上180円

児童育成課 0826-28-1969

広島県 安芸太田町 子育て支援センター事業
町内2か所（加計認定こども園あさひ内・認定こども園とごうち内）に設置。育児相談，在宅の親子の支援を実施。マ
マのリフレッシュ講座等楽しい講座も実施。【開設】月～金曜日の午前9時～午後2時

児童育成課 0826-28-1969

広島県 安芸太田町
チャイルドシートの購入・レンタル費
用一部助成事業

チャイルドシート購入・レンタル費用について，上限1万円を助成
ベビーシート（0か月～6か月），ジュニアシート（満3歳～6歳頃）については，無償貸し出し

児童育成課 0826-28-1969

広島県 安芸太田町 保育所通園費補助事業
町内に住所を有する者で通園距離が片道4㎞以上ある場合申請に基づき補助
※ただし，通勤経路分は除く。【補助額】1㎞当たり月額500円

児童育成課 0826-28-1969

広島県 安芸太田町 母親学級支援事業 母親学級参加助成事業（他施設の母親学級参加費の助成） 健康づくり課 0826-22-0196

広島県 安芸太田町 新生児・乳児等家庭訪問
保健師による新生児・乳児等への訪問を実施
保健師による妊婦訪問・産婦訪問

健康づくり課 0826-22-0196

広島県 安芸太田町 子育て支援各種相談・教室
乳幼児健康相談（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）、聞こえと言葉の相談（言語聴覚士）、お陽さま相談（発達支
援相談員）、妊婦交流会（妊婦教室）、もぐもぐランド（離乳食教室）などを実施

健康づくり課 0826-22-0196

広島県 安芸太田町 放課後児童クラブ運営事業
小学1年～6年生を対象に放課後，児童が安全で安心して過ごせる場所を提供。【開館】平日：午後0時～午後7時、
土曜日：午前8時～午後6時。【利用料】月4回まで１回300円、月5回以上は月額1,500円

児童育成課 0826-28-1969

広島県 安芸太田町 放課後子ども教室
町内4校で小学1年～6年生を対象に，地域の方の協力を得て，小学校の空き教室等を利用し，安全安心な居場所
として学習や交流事業等を行う。

生涯学習課 0826-22-1212

広島県 大崎上島町 子育て支援手当 児童手当とは別に支給。乳幼児一人につき月額5,000円【条件】小学校入学前の乳幼児を養育している人。 福祉課 0846-62-0302

広島県 大崎上島町 妊婦健康診査交通費助成 妊婦健診14回の費用と妊婦健診交通費の一部を助成 保健衛生課 0846-62-0303

広島県 世羅町 保育所（園）保育料等補助事業 保育所（園）の保育料の半額を助成又は補助する。諸要件あり。
子育て支援
課

0847‐25‐0295

広島県 世羅町 私立幼稚園子育て支援補助金事業
私立幼稚園において、入園料及び年間保育料の合計金額から、国庫補助金（就園奨励費補助金）を引いた保護者
負担額の1/2を助成する。

世羅町教育
委員会学校
教育課

0847‐22‐0548

広島県 神石高原町
子育て支援小学校入学祝い金支給
事業

小学校入学１年生の児童の保護者へ，その児童が第1子の場合10万円，第2子20万円，第3子以降30万円を支給
します。

まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 第3子以降保育料半額免除 第3子以降の児童の保育料が半額となります。 福祉課 (0847)89-3335

広島県 神石高原町 保育所給食米代を無料化 保育所の給食米代が無料化になりました。 福祉課 (0847)89-3335

山口県 下松市 子育て支援（保育園）
保育所徴収金を国基準額から減額。
保育園に同時に２人以上通園する場合、２人目以降に係る保育料無料。

子育て支援
課

0833-45-1836

山口県 下松市 子育て支援（幼稚園） 私立幼稚園に同時に2人以上通園する場合、2人目以降に係る保育料無料。（保育園と併用の場合も適用）
子育て支援
課

0833-45-1836

山口県 下松市 奨学金の貸与
学業に必要な資金の貸付（要件有）。①高等学校、専修学校の高等課程15,000円/月②高等専門学校15,000円/
月③大学、短期大学、専修学校の専門課程35,000円/月

教育総務課 0833-45-1866

山口県 岩国市 こどもを守る予防接種事業 「おたふくかぜ」の予防接種にかかる経費を助成します。 健康推進課 0827-24-3751

山口県 周防大島町
保育料同時入所2人目以降無料化
事業

同一世帯の就学前児童が保育所に2人以上入所している場合、保育料の負担を2人目以降無料化
健康福祉部
福祉課

0820-77-5505

徳島県 那賀町 那賀町を愛する心プロジェクト
「少年の主張弁論大会」での小学生発表者には関西方面への研修、中学生の上位優秀者には海外語学研修に参
加することができる。

教育委員会 0884-62-1106

徳島県 那賀町 通学補助
那賀高等学校の遠距離通学生に通学費の一部を補助。また、自転車通学生には１回に限り、購入費の一部を補
助

教育委員会 0884-62-1106

徳島県 海陽町
幼児を対象とした英語教育（子どもあ
ゆみ事業）

町内の幼保施設の３．４．５歳児を対象として英語教育を実施。英語指導員１名。 保健福祉課 0884-73-1311

徳島県 海陽町
小学生を対象とした英語教育（子ど
もあゆみ事業）

小学生に対する英語教育の拡充。町内３小学校へ英語の加配教諭として、臨時教諭１名。 保健福祉課 0884-73-1311

徳島県 海陽町
小中学生への給食費助成（子どもあ
ゆみ事業）

保護者の負担軽減を行うため、給食費の一部を助成。また、地産地消の一環として、小・中学校の給食に地場の食
材の使用回数を増やす。

保健福祉課 0884-73-1311

徳島県 海陽町
子ども預かり事業（子どもあゆみ事
業）

小学校１年生～小学校３年生までの児童を、長期休暇時に預かる。 保健福祉課 0884-73-1311

香川県 観音寺市 就学前第２子以降の保育料無料化
市内に住所を有し、同一世帯から２人以上通所・通園している第２子以降を対象に、「保育料」の自己負担を原則無
料とする。

子育て支援
課
学校教育課

0875-23-3962
0875-54-5710

愛媛県 新居浜市 エンゼルヘルパー派遣事業 産前産後や病気療養等に家事・育児等が困難な家庭にヘルパーを派遣し必要な援助を実施。（自己負担有）
福祉部子育
て支援課

0897-65-1242

愛媛県 西条市 保育料の負担軽減
国の定める徴収基準額に対する市保育料の適用率を、概ね75％で調整することにより、保護者の負担軽減を図
る。

女性児童福
祉課

0897-56-5151 内
線:2336

愛媛県 東温市 ファミリー・サポート・センターとうおん
安心して子育てができるように子育てを助けてほしい人たちと、それに協力する人たちが相互に助け合う制度。（登
録制、有料）

社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 ジョイルーム（病後児保育）
乳幼児及び小学１～３年生の子どもが病気回復の際、保護者の就労等の理由により、病気中の子を家庭で保育で
きない場合に、専門施設で看護師や保育士が一時的にお預かりする保育。（事前登録・予約制、有料）

社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市
とうおんし子育て支援ファイル「きら
り」

子どもの成長や相談、支援の内容等を記録することで、継続した支援を受けられるようにする。 社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 愛南町 保育料の助成
同一世帯から同期間に2人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯について、2人目は保育料に0.5を
乗じて得た額、3人目以降は無料。

保健福祉課 0895-72-1212

愛媛県 愛南町 一時保育事業 保育所に入所していない満1歳から小学校就学前までの幼児を対象に、リフレッシュなどを含め、利用可能。 保健福祉課 0895-72-1212
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高知県 高知市 同時入所の弟妹児保育料無料
同一世帯で、兄姉児が保育所等（幼稚園及び認定こども園等含む）に入所している場合における弟妹児の保育料
無料。

保育幼稚園
課

088-823-4012

高知県 室戸市 保育料減免
・２人以上の入所児童：２子に係る保育料の２分の１
・１８歳未満を養育３人以上：第３子以降の入所児童が５歳未満の場合、無料

学校保育課 0887-22-1111室戸市(代)

高知県 室戸市 室戸市すこやか子育て祝い金
・対象者：出産の１年以上前から室戸市の住民である母親または、親族
※詳細に関しましてはお問い合わせください

保健介護課 0887-22-3100

高知県 土佐清水市 子育て・教育支援
・公立保育所での児童の受け入れ。現在、待機児童なしで希望者全員の受け入れが可能。・子育てに関する各種
相談事業を実施。①子育て支援センターを開設②新生児家庭訪問事業③一時保育の実施

福祉事務所 0880-82-1118

高知県 土佐清水市 奨学資金貸付制度
高校・短大・大学等への進学を考えている方のために、無利子の奨学資金を用意。①高等学校等：月額13,000円
以内②短大・専門学校等：月額30,000円以内③大学・大学院等：月額40,000円以内

学校教育課 0880-82-1116

高知県 土佐町 保育助成金
就学前の子どもを含む子が３人以上あり、町に１年以上住所を有しかつ居住し、引き続き土佐町に居住する意思の
ある方に支給。第３子以降につき就学前年度まで年額６０，０００円(年度途中からの場合は月割)。

住民課窓口
係

0887-82-1717

高知県 越知町 学童保育
就労等により保育が困難な家庭の児童に対して実施。
対象：越知小学校1年生～4年生

教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 給食費扶助
3人目以降の児童生徒にかかる給食費を支給。
対象：越知小中学校に3人以上在学している子どもがいる家庭

教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 延長保育 越知保育園で午後6時まで実施。 教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 預かり保育 越知幼稚園で午後5時30分まで実施。 教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 保育料減免 保育園、幼稚園に同時に入園している場合、2人目半額、3人目無料 教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 保育料減免
児童（18歳に達する日以降最初の３月31日までの間にある者）を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳未満
児の保育料無料

教育委員会 0889-26-3511

高知県 越知町 子育て支援センター ・子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導・越知保育園での一時預かり・なかよしひろば 越知保育園 0889-26-2141

高知県 越知町 育児相談・親子ふれあいサロン
・育児に関する様々な相談指導
・親同士の交流

保健福祉セン
ター

0889-26-3211

高知県 越知町 ベビーシート貸出 生後9ケ月までの乳児に無料貸し出し 総務課 0889-26-1111

高知県 越知町 入学祝い金支給 小学校新入学児童に一人につき10,000円支給 教育委員会 0889-26-3511

高知県 黒潮町 多子世帯保育料助成事業
児童（18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者）を3人以上養育している多子世帯の第3子以降3歳未
満の児童の幼稚園又は届出認可外保育施設の保育料を助成。

健康福祉課
福祉係

0880-43-2116

高知県 黒潮町 黒潮町宮川奨学資金
①高校またはこれと同程度の学校の奨学生月額２万円以内
②大学またはこれと同程度の学校の奨学生月額３万円以内

教育委員会
学校教育係

0880-55-3190

福岡県 筑後市 多子出産祝い金事業
筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満たしている
場合に、祝い金として10万円を支給します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 妊婦健診費用補助事業 妊婦健康診査補助券14回分を補助します。
健康づくり課
健康増進係

0942-53-4231

福岡県 筑後市 赤ちゃん訪問事業（希望者）
生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情報提供などを
実施します。

健康づくり課
健康増進係

0942-53-4231

福岡県 筑後市 赤ちゃん訪問事業（全員）
生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報提供などを
実施します。

子育て支援
課
子育て支援
拠点施設業

0942-53-3123

福岡県 筑後市 一時保育補助事業 保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付します。
子育て支援
課
子育て支援

0942-65-7017

福岡県 筑後市
子育て支援拠点施設（おひさまハウ
ス）事業

就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサークルの支援
などを実施します。

子育て支援
課
子育て支援
拠点施設業

0942-53-3123

福岡県 筑後市 休日保育事業 就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施します。 筑後保育所 0942-53-5406

福岡県 筑後市 ファミリー・サポート・センター事業
生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援助、病気や
産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。

子育て支援
課
子育て支援
拠点施設業

0942-53-3123

福岡県 筑後市 学童保育事業
仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって保育
を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。

子育て支援
課
子育て支援

0942-65-7017

福岡県 筑後市 病児一時預かり事業
生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育できない場合
に一時預かりを実施します。

子育て支援
課
子育て支援

0942-65-7017

福岡県 筑後市 幼稚園就園奨励事業
私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市民税額に応じ
て変動）

子育て支援
課
子育て支援

0942-65-7017

福岡県 筑後市 少人数学級編成事業 小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。
学校教育課
学校教育係

0942-65-7038

福岡県 筑後市 特別教育支援事業 特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意します。
学校教育課
学校教育係

0942-65-7038

福岡県 筑後市 奨学金事業
高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒を対象に、奨
学金を3年間無償で給付します。

学校教育課
学校教育係

0942-65-7038

福岡県 うきは市 ママリフレッシュ＆教養講座 子育て中の忙しい方にほっとひといきできるようなリフレッシュ法と教養講座（託児あり）
生涯学習課
男女共同推
進係

0943-77-2661

福岡県 うきは市 住民検診・講演会等の託児サービス 子育て中の方にも住民健診・講演会等に気軽に参加していただけるよう無料の託児サービスを実施（予約制）
生涯学習課
男女共同推
進係

0943-77-2661

福岡県 うきは市 ブックスタート事業 10か月検診時に赤ちゃんに絵本をプレゼント!
生涯学習課
図書館係

0943-77-3050

福岡県 うきは市 うきは市寺子屋
児童向けに土曜日に市立図書館等で自学自習を行うもの。学習支援員（高校生ボランティア等）が学習の支援を行
う。

教育委員会
学校教育課

0943-75-4950

福岡県 うきは市
姫治小学校山村留学制度（市外住
民OK）

小学校3年生～6年生対象。1年間、自然豊かな地域で四季を通じた体験と少人数での徹底した学習、宿泊施設で
の集団生活により、たくましい心や体を育める。留学費用は1か月4万円程度。

教育委員会
学校教育課

0943-75-4950

福岡県 うきは市 幼稚園就園奨励費補助 私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し補助金を交付。
教育委員会
学校教育課

0943-75-4950

福岡県 うきは市 通学合宿事業
地区自治協議会等に通学合宿実行委員会を組織し、子どもたちが、親元を離れ、共同生活をしながら学校へ通う
体験活動。小学生約２０名を対象にコミュニティセンター等を利用して、２泊３日以上の日程で実施する。

コミュニティ支
援係

0943-77-7476

福岡県 うきは市
子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）

・乳幼児対象の、身体測定、栄養・離乳食、育児、おっぱい相談等
・離乳食の基本、初期の離乳食に関する講座(託児あり)

保健課食育
健康対策係

0943-75-4960

福岡県 うきは市 食育ランチョンマットの配布 保育所年長児にランチョンマットを配布し、食育を推進する
保健課食育
健康対策係

0943-75-4960

福岡県 うきは市
地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」

親子で遊ぶ場や子育てに関する情報の提供、子育て相談や子育て支援講習会を開催し、子育てサークルの活動
を支援。

福祉事務所
子育て支援
係

0943-75-4961

福岡県 うきは市 延長保育・休日保育・一時保育
●延長保育実施保育所（7：30～19：003か所、7：00～19：002か所）
●一時預かり実施保育所2か所●休日保育実施保育所2か所

福祉事務所
子育て支援
係

0943-75-4961
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福岡県 うきは市
ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」

育児に関する研修を受けた市民による託児サービス
福祉事務所
子育て支援
係

0943-75-4961

福岡県 うきは市 うきは市民大学
一般教養学部、いきいき学部、まちづくり学部、キャリアアップ学部、子ども未来学部の5つの学部で、豊かな生涯
学習をサポート

生涯学習課
社会教育係

0943-75-3343

福岡県 うきは市 うきは市民大学「こども未来学部」
鷹取登山、壱岐島夏休み感動体験、子ども議会、米粉パンづくり、親子陶芸等、郷土を愛し心豊かでたくましく生き
る力を育成する

生涯学習課
社会教育係

0943-75-3343

福岡県 みやま市 子育て世帯家賃補助制度
みやま市外に住んでいる子育て世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をしま
す。

企画財政課
企画振興係

0944-64-1504

福岡県 吉富町
第３子以降の保育園保育料完全無
料化

子育て支援に資するため、平成19年7月から第３子以降の保育料を完全無料化している。条件等については問い
合わせください。

健康福祉課 0979-24-1123

福岡県 吉富町 英会話ふれあい事業
町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支援センター）
等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。

教務課
健康福祉課

0979-22-1944
0979-24-1123

佐賀県 多久市 お多福エプロン隊による食育活動
市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロン隊）を作り、
活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355

佐賀県 多久市 小中一貫教育の推進
市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に４・３・２制を
導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行っています。

学校教育課 0952-75-2227

佐賀県 多久市 論語教育の推進
孔子の教えである「恕の心（思いやりの心）」の育成のため、学校ではその教えをまとめた「論語カルタ」を日々の教
育の中に取り入れ、論語カルタ大会、論語検定試験（試験料は市費で支出。）などを行っています。

学校教育課 0952-75-2227

佐賀県 小城市 パパママ教室 歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催） 健康増進課 0952-37-6106

長崎県 大村市 大村市給付型奨学金制度
応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金として月額5万円
を給付※給付型…返還の義務がないもの

教育総務課 0957-53-4111(内線363)

長崎県 松浦市
松浦市立小中学校給食費補助金事
業

市内に住所を有し、2人以上同時に小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者で給食費を納められた方を対象
に、2人目以降の支払った給食費の2分の1を学期毎に補助金として交付

教育総務課 0956-72-1111(内線345)

長崎県 五島市 育児用品の貸し出し ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 社会福祉課 0959-72-6117

長崎県 五島市 出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） 市民課 0959-72-6112

長崎県 五島市 就学援助費助成
就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等について一部助
成。

教育委員会
学校教育課

0959-72-7801

長崎県 五島市 幼稚園就園補助金 幼稚園就園費用の一部助成。（世帯の所得制限有）
教育委員会
学校教育課

0959-72-7801

長崎県 西海市 西海子育てあんしん応援事業
同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人目以降の保
護者負担金を実質的に無料化する

こども課 0959-37-0029

長崎県 東彼杵町 チャイルドシート等購入費補助
チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を助成します。
[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て）

町民福祉課・
福祉係

0957-46-1111

熊本県 菊池市 すくすく子宝祝金
第３子以降の子・菊池市に１年以上住所を有する母から出生した子・または出生してから１年以上住所を有する子
を養育する場合、保護者に対して支給する。(第３子以降の子へ10万円の支給）

子育て支援
課

0968-25-7214

熊本県 玉東町 延長保育費用の助成 町内に2ヶ所ある保育園の通常開所時間を過ぎる18時から19時の延長保育費用を町が全額助成しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 小中学校給食費補助
給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成しています。多子
世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 多子世帯児童保育料の軽減 第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 南関町 チャイルドシート購入費助成金
チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで

まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 南関町 保育料助成金 納付した保育料の半額を助成 福祉課 0968-57-8503

熊本県 南関町 小中学校給食費補助金 2,000円/月 教育課 0968-57-8507

熊本県 益城町 ファミリー・サポート・センター事業
急な仕事や用事等がある場合、サポーターが保育園や幼稚園に迎えに行く、サポーターの自宅で預かるなど、困っ
た時などにご利用できます。

子ども課
096-286-3111
(内262)

熊本県 益城町 つどいの広場事業
子育て親子の交流の場・集いの場として週５日（月～金）開放しています。子育てに関してスタッフに気軽に相談で
き、さまざまな情報を提供しています。

子ども課
096-286-3111
(内262)

熊本県 益城町 こんにちは赤ちゃん訪問事業
子どもを出産されたお母さんを訪問して、子育ての悩みや不安をお伺いし、必要なサービスの提供・支援、情報提
供を行っています。また、０～１８歳の子どもを持つ家庭の相談にも応じています。

健康づくり推
進課

096-234-6123

熊本県 益城町 病児・病後児保育事業
病気中（病児）又は病気回復期（病後児）にあるお子さんの育児を仕事等の都合により家庭でできない方のため
に、医療機関に併設された施設で一時的にお預かりします。

子ども課
096-286-3111
(内262)

熊本県 氷川町 放課後児童健全育成事業 保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 延長保育事業
町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。（午前７時か
ら午後７時まで対応）

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 一時保育事業 町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 多子世帯子育て支援事業 １８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 子育て支援センター
未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育て支援セン
ターを月曜日から金曜日まで開設しています。

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 奨学金貸付制度
町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学困難な場合、
奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）

学校教育課 0965-62-3313

大分県 別府市 第3子以降の保育料無料化 第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料 児童家庭課 0977‐21‐1427

大分県 別府市 ファミリーサポート事業
市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支援を受けるこ
とができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。

児童家庭課 0977‐21‐1427

大分県 豊後高田市
子育て世代いらっしゃい引越し応援
事業

市外にお住まいの子育て世代が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万円）
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 “安心・安全”な学校給食の提供
「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供しています。また、
「食育の日」を設け啓発を図っています。

学校給食セン
ター

0978-23-5111

大分県 豊後高田市
学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動

園児・小学生・中学生を対象に、土曜日を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講料は無料です。 学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市
学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動

子どもたちの健やかな心身の育成を目指し、保護者、地域の方、教職員の指導のもと、各種スポーツ活動を盛んに
行っています。

学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市
学びの２１世紀塾
わくわく体験活動

各地域の公民館などで、地域の大人たちの協力のもと、様々な体験活動を行っています。普段の生活ではなかな
か体験できない経験や交流を通して、子どもたちの豊かな心をはぐくんでいます。

教育庁総務
課

0978-53-5112

大分県 豊後高田市 名物番組「テレビ寺子屋」 ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、自宅での学習に役立てることができます。 学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 市立幼稚園の預かり保育制度
市立幼稚園では、通常の降園時間以降の預かり保育（14：30～１8:00）制度があり、夏休み等の長期休業期間も実
施しています。

学校教育課 0978-53-5112
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

大分県 豊後高田市 特別支援教育就学奨励 特別支援学級児童生徒の保護者の方へ経済的支援を行っています。 学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 特別支援員等の配置 様々な障がいをもつ児童・生徒に対し、学校生活が円滑に送れるように支援を行います。 学校教育課 0978-53-5112
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

大分県 豊後高田市 適応指導教室（ビリーブ）
相談活動や、様々な学習活動、体験活動をしながら、心の安定を図り、自立心や社会性を育て、学校や社会で生き
生きと生活できるように援助します。

学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 要保護・準要保護家庭への援助
経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施のため、必要な援助を
行っています。

学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 奨学金の贈与・貸与（高・大学等）
在学する生徒及び学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は貸与しま
す。

学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市
スポーツの力でまちを元気に!!推進
事業

講演会や実績ある指導者によるスポーツ教室、指導者研修を行い競技力向上を支援します。 学校教育課 0978-53-5112

大分県 豊後高田市
豊後高田市立小中一貫校「戴星学
園」の開校

小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営が可能な一
貫校を開校しました｡

教育庁総務
課

0978-53-5112

大分県 豊後高田市 通園バス、通学バスによる送迎支援
市立幼稚園および一部の小学校（都甲、真玉、香々地）では、遠方から通う園児・児童を対象に送迎バスを運行し
ています。居住地区や通園距離の条件があります。

教育庁総務
課

0978-53-5112

大分県 豊後高田市 学校支援地域本部事業 学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行います。
教育庁総務
課

0978-53-5112

大分県 豊後高田市 病後児保育事業「天使のゆりかご」 保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりします。
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ホームスタート
ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のように寄り添い
ます。

子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 地域子育てサポート事業
地域子育てサポート事業仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりし
ます｡

子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て用品レンタル 使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設｢おひさまひろば｣）
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て支援拠点施設「花っこルーム」 誰でも気軽に利用でき、安心して赤ちゃんと一緒に遊べる、屋内公園のようなスペースです。
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市
子育て支援拠点施設「おひさまひろ
ば」

昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安心です。地
域で子育てを支援します！また、子育て用品のレンタルも実施しています。

子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 放課後児童クラブの充実 市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています。（クラブにより、運営方法や対象学年等が異なります。）
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 第２子以降の保育料無料化 第2子以降で3歳未満児のお子さんは､保育料が無料です。
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 延長保育 市内4保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 休日保育
日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。
（実施保育所：城台保育園）

子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 一時保育 保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園でお子さんを預ります。
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 がん検診受診時の託児
子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児
を実施しています｡（事前に予約が必要です）

ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 宇佐市 子育て教室
幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無料で開催してい
ます。

子育て支援
課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 にこにこ保育支援
認可保育園所の保育料、一時保育の利用料を助成します。①第２子で３歳未満の保育料が半額。②第３子以降で
３歳未満の保育料が無料

子育て支援
課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 私立幼稚園就園奨励費 私立幼稚園に通う園児を持つ保護者に対して、所得状況に応じて就園奨励費の補助を行います。 学校教育課 0978-32-1111

大分県 姫島村 チャイルドシート購入補助金
６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及び限度額１
５，０００円）を交付する

総務課 0978-87-2111

大分県 姫島村 子育て支援センターたんぽぽ
・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て関連情報
の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

姫島村保育
所

0978-87-2049

大分県 日出町 児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を図るこ
とを目的として、児童扶養手当が支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 子育て電話相談
赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 のびのび育児相談
６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 赤ちゃん訪問 地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 離乳食教室
離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期までの離乳食
をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 一時保育 保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 児童クラブ
昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生活の場を提
供し、児童の健全育成を図ります。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 特別児童扶養手当
知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０歳未満の児
童を家庭で養育している保護者に支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

宮崎県 日向市 ファミリーサポート事業
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを
希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。

こども遊セン
ター

0982-54-1635

宮崎県 えびの市 ファミリーサポートセンター事業
安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」が会員登録を
行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。

福祉事務所
子育て支援
係

0984-35-1111(内線267)

宮崎県 えびの市 児童クラブ事業
保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から３年生までを対象に、空き教室などで
お預かりしています。

福祉事務所
子育て支援
係

0984-35-1111(内線267)

宮崎県 えびの市 子育て支援センター事業
子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て家庭に対する
育児支援を行っています。

福祉事務所
子育て支援
係

0984-35-1111(内線267)
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

宮崎県 都農町 受験奨励事業 都農町内及び近隣市町の事業者採用試験に要する交通費に対して奨励金を交付する。 総合政策課 0983-25-5711

宮崎県 日之影町 日之影町学校給食費補助事業 学校給食に要する経費の１／２を補助（町内の小中学校） 教育課 0982-87-3907

鹿児島県 瀬戸内町 にほんの里・加計呂麻留学制度
町外から加計呂麻島の小中学校に転入する生徒が対象。一人当たり月額３万円を中学卒業まで支給。住宅助成と
して11,000円を上限として、家賃の1/2を入居後1年間支給。

教育委員会 0997-72-0113

鹿児島県 瀬戸内町 古仁屋高校ふるさと留学制度 郡島内からの留学生に月額3万円、郡島外からの留学生に月額5万円を支給。 教育委員会 0997-72-0113

沖縄県 宜野湾市 小学校給食費助成事業
宜野湾市立小学校に在籍する児童の保護者に対し、学校給食に要する費用について、半額の1,950円を補助金と
して交付する。

学校給食セン
ター

(098)898-4541

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 芦別市 「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） 出産したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子10万円分の地域限定商品券）
市民福祉部
市民課市民
年金係

0124-22-2111

北海道 砂川市 ブックスタート事業 6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。
図書館管理
係

0125-52-3819

北海道 北広島市 妊産婦保健推進事業
妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図るため妊婦健康診査の費用を助成します。また、マタニティス
クールを開催します。

健康推進課 011-372-3311

北海道 福島町 出産祝金交付事業 【出産祝い金の支給】 第1子5万円、第2子20万円、第3子100万円を交付（うち30％町内商品券で支給）
総務課企画
グループ

0139-47-3001

北海道 八雲町 妊婦外来医療費助成事業
八雲町在住（住民票がある）の妊婦さんが、産婦人科外来での妊婦に伴う疾病検査及び治療にかかる費用（自己
負担分）を助成。ただし、院外処方を除く

保健福祉課 0137-64-2111

北海道 今金町 妊婦健康診査助成事業 妊婦健康診査費用の一部助成を行い、安全な妊娠・出産にむけた妊婦の健康管理を支援します。 保健福祉課 0137-82-2780

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」

本町に居住し、かつ住民登録されており新生児を養育する方へ商品券を交付①第１，２子３万円②第３子以上５万
円

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 共和町 出産祝い金 １人につき出産祝い金１万円を支給 住民福祉課 0135-73-2011

北海道 妹背牛町 妊婦健康診査費用の助成 妊娠全期を通して一般的に必要とされる「妊婦一般健康診査14回分」と「超音波検査11回分」を助成。
健康福祉課
健康グループ

0164-32-2411

北海道 秩父別町 出産１年後祝金
次代を担う児童の確保と、町の人口増加及び活性化を図るため、出産１年後を経過した子どもを養育している家庭
に対し出産１年後祝金の交付を行います。交付金額は第１子が10万円、第2子以降が20万円

住民課住民
福祉グループ

0164-33-2111

北海道 沼田町 妊婦健康診査費用の助成 妊婦の健診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 妊婦健康診査交通費の助成
平成２年４月１日以前に生まれた町民で、妊娠を予定している女性とその配偶者・パートナーの方、妊娠中の女性
の配偶者・パートナーの方へ風疹ワクチン予防接種の全額助成

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 南富良野町 すこやか出産支援金
出産前6ヶ月以上継続して本町に居住されている方（住民登録要件有）
・支給額１０万円

保健福祉課
介護医療係

0167-52-2211

北海道 南富良野町 特定不妊治療費助成事業
町内に居住している夫婦で北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
・１回の治療につき１５万円迄、1年度あたり３回限度、通算5年間助成

保健福祉課
保健指導係

0167-52-2211

北海道 南富良野町 妊婦健診費用助成事業 妊婦健康診査に記載された項目に対して妊婦健診費用を全額助成（医療機関独自の項目は対象外）
保健福祉課
保健指導係

0167-52-2211

北海道 和寒町 にれっこ祝金 子どもが生まれた場合、出生届と一緒に手続きし、その場で1人当たり2万円を支給。
住民課お客さ
ま窓口係

0165-32-2500

北海道 和寒町 妊婦健康診査費助成
妊娠から出産まで、平均13～15回ある妊婦健診にかかる費用を助成。
国の基準(14回)に町が上乗せし、回数制限なし。

保健福祉課
保健係

0165-32-2000

北海道 剣淵町 出産記念品贈呈事業（君の椅子）
町内で誕生されたお子さんを対象に出産記念品「君の椅子・絵本・誕生カード」を贈呈。出産記念品の贈呈につい
ては百日前後に、町、自治会、絵本の里を創ろう会から絵本の館において贈呈。

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 音威子府村 音威子府村出生祝い金支給要綱 出産直後に３万円、１年後に３万円の支給
住民課保健
福祉室

01656-9-3050

北海道 中川町 中川町出生祝金支給制度
住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録され、3カ月以上住んでいる方、お子さんが生まれ14日経
過後に第1子及び第2子はそれぞれ20,000円、第3子以降はそれぞれ100,000円を支給します。

住民課
幸福推進室

01656-7-2813

北海道 幌加内町 子育て支援事業（出産祝金） 第３子目以降、１人につき10万円の出産祝金を支給 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業 出生につき記念品を贈呈 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 置戸町 すくすくギフトプレゼント 町内で誕生したお子さんに、町内の特産品であるオケクラフトの食器セット（５～６点）をプレゼント 森林工芸館 0157-52-3170

北海道 西興部村 エンゼル祝い金
子育て支援として、新しく出生した子（第2子以降）の両親のいずれかが、子を出生した時点において過去1年以上
村内に住所を有する者に、祝い金を交付する。

住民課 0158-87-2111

北海道 西興部村 夢のおくりもの事業
村に住所を有する者の新生児の誕生に際し、誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、木製のおもちゃを祝い品
として贈呈している。

森の美術館
木夢（教育委
員会）

0158-87-2600

北海道 新冠町 妊婦健診交通費助成事業 妊婦健診受診に係る交通費を助成する。
保健福祉課
保健福祉グ
ループ

0146-47-2113

北海道 新冠町 出産時宿泊費助成事業 町外の医療機関で出産した方及び付添人の宿泊費助成する。
保健福祉課
保健福祉グ
ループ

0146-47-2113

北海道 新冠町
マザーリーフ事業（不妊治療助成事
業）

特定不妊治療費（通算１５０万円限度）、人工授精費（最高10万円）の助成
保健福祉課
保健福祉グ
ループ

0146-47-2113

北海道 新ひだか町
新ひだか町特定不妊治療費助成事
業

特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成。
健康生活部
健康推進課

0146-42-1287

北海道 新ひだか町 妊婦交通費助成 妊娠２２週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受信している方へ助成。
健康生活部
健康推進課

0146-42-1287

北海道 新得町 出産祝金支給事業
町内に出産日の１年以上前から居住している母親又は父親対象で、出産祝い金を支給。第１子及び第２子→１０万
円、第３子→３０万円、第４子→５０万円、第５子以降→１００万円（金額によって支給回数が異なります）

保健福祉課
福祉係

0156-64-0533

北海道 更別村 更別村出産祝金
出生後１４日以上経過している出生子一人につき５万円を支給。※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品
券を支給。

住民生活課 0155-52-2112

北海道 鶴居村 妊婦健康診査費助成 医療機関等で実施する妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査の費用を助成。
保健福祉課
健康推進係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 特定不妊治療費助成 特定不妊治療を受けている村民に対し、1回の治療につき10万円を1年度当たり2回を限度とし、通算5年間助成。
保健福祉課
健康推進係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 出産祝金等支給 第3子以降の子を出産時に30万円、第3子以降の子が小学校就学時に20万円を支給。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 標津町 出産祝い金の給付 第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降50万円の給付
保健福祉セン
ター

0153-82-1515

北海道 標津町 新生児誕生記念プレゼント 新生児誕生記念プレゼントとしてネックレス、プレート等を贈呈
保健福祉セン
ター

0153-82-1515

北海道 標津町 不妊治療費用助成 不妊治療費に対して道の助成に上乗せして助成
保健福祉セン
ター

0153-82-1515

青森県 五所川原市 子宝祝金支給事業
市内に引き続き1年以上住所を有している者又は引き続き1年以上住所を有することとなると認められる者が第3子
以降を出産した場合に、出産したもの又は出生した子の養育者に対して10万円を支給する。

健康推進課
0173-35-2111(内線
2363)

青森県 平川市 出産祝金
平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている者が第3子以上の子を出産したとき、
30万円を支給

子育て支援
課　子育て支
援係

0172-44-1111(内線
1151･1152)

結婚・子育て

02.出産
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町出産祝金
【対象・条件】町内に住所を1年以上を有し、第2子までの子を出産したとき
【内容】出産祝金として、5万円を支給。

福祉課 0174-22-2941

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町エンゼル育成事業
【対象・条件】町内に住所を3年以上を有し、第3子以降の子をもったとき
【内容】出産時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円

福祉課 0174-22-2941

青森県 板柳町 子宝祝金
①出産時において１年以上前から継続して板柳町に住所を有する者②一子以上を養育し、第２子以降を出産して
養育する父または母祝い金金額：第２子５万円、第３子以降１０万円

健康福祉課
0172-73-2111(180)

青森県 野辺地町
妊婦健康診査、妊婦交通費助成事
業

妊婦健康診査14回分を助成。妊婦健診受診等に係るタクシー利用料金を、1人あたり2万円まで助成。 健康づくり課 0175-64-1770

青森県 六ヶ所村 子宝祝金
村に住民登録がある平成19年4月1日以降に出産した第3子以上の保護者に対し、子1人につき10万円（出生時：5
万円、1歳に達した時：5万円）を支給する。

福祉課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 妊婦健診交通費助成
妊婦の経済的負担の軽減及び未受診による飛び込み分娩等の防止を目的とし、妊婦健診1回につき2,000円を支
給する（14回分を上限。多胎については21回分を限度）。

保健相談セン
ター

0175-72-2794

青森県 六ヶ所村 特定不妊治療費給付事業
交付申請した日の１年以上前から村に居住し、村の住民票に記載されている、特定不妊治療を行っている夫婦に
対し、１回150,000円を限度に1年度内2回分を通算5年度助成する。

保健相談セン
ター

0175-72-2794

岩手県 遠野市 妊産婦サポート事業
妊婦健診及び産後1ヶ月健診の医療機関通院にかかる交通費について、往復距離に１キロメートルにつき30円を
乗じた額の２分の１をを助成。市内に里帰りした妊婦に対しても32週以降の通院分を助成。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 遠野市 不妊治療支援事業
特定不妊治療に要する費用の一部を助成
一般不妊治療に要する費用に対し年間１０万円、2年間に限り助成。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 遠野市 助産院ねっと・ゆりかご推進事業
市内に分娩施設がないことから、遠隔地に通院する妊産婦の負担軽減を図るため、県内13医療機関と連携し、妊
婦健診、健康教育、保健指導を実施。妊産婦の緊急搬送体制を整備。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 一戸町 妊婦相談 妊娠管理に関することや、不安・悩みについて保健師や助産師が相談にのります。 健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 妊婦家庭訪問 妊娠届や相談をもとに、相談・保健指導が必要な妊婦さんに保健師や助産師が家庭訪問します。 健康福祉課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 妊産婦医療費助成
妊娠５カ月に達する日から出産した翌月末までに妊産婦が健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を
町が助成。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町
一戸町不妊に悩む方への特定治療
支援事業

岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方に、県助成金を控除した額とし、１回
の治療につき10万円を限度として助成。

税務町民課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 すこやか子育て支援金（出生祝金）
少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、出生祝金を支給する。■出生祝金第１子・第２子２万円、第３子
５万円、第４子１０万円、第５子以降２０万円

子育て支援
課

0228-23-2360

宮城県 栗原市 特定不妊治療費助成
医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる特定不妊治療費を助成し、経済的負担を軽減する。
１年度あたりの助成回数は、申請１年度目は３回、２年度目以降は２回までとする。（通算５年間で１０回まで）

子育て支援
課

0228-23-2360

宮城県 栗原市 妊婦・乳幼児の歯科健康診査
妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯抑
制のために、市が指定する歯科医院で健診を受けた場合、市が健診料を全額負担します。

健康推進課 0228-22-0370

宮城県 加美町 子育て応援出産祝金事業
町内に在住し、引き続き１年以上住所を有し子供を出産したときに出産祝金を支給します。（第１子、第２子は２０，
０００円分の商品券，第３子以降は５０，０００円分の商品券と現金５０，０００円）

子育て支援
室

0229-63-7870

秋田県 - 幸せはこぶコウノトリ事業
保険適用外の特定不妊治療費に対する国の助成金額に、秋田県独自に助成金額を上乗せ。
さらに、国の助成対象とならない回数の治療に対し、県独自で助成。

健康推進課 018-860-1426

秋田県 秋田市 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を行った夫婦に対し、治療費の一部を助成する。
子ども未来部
子ども健康課

018-883-1172

秋田県 男鹿市 育児用品購入費補助金制度 1歳未満の乳幼児1人につき、市内で購入した新品育児用品を対象に購入費の1/2、上限1万円を2品まで補助
健康子育て
課

0185-27-8074

秋田県 男鹿市 第３子以降出産祝い金 第３子以降の出産に対し、祝い金１０万円を支給
健康子育て
課

0185-24-3400

秋田県 男鹿市 妊婦健康診査事業 妊婦さんの出産までの定期妊婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費を公費負担
健康子育て
課

0185-24-3400

秋田県 男鹿市 不妊治療費助成
県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。自己負担額の一部（1回の上限5万円、年間3回）を助成。また、
一般不妊治療（１回の上限5万円、年間3回）、不育症治療（1年度上限15万円）費用の一部を助成。

健康子育て
課

0185-24-3400

秋田県 上小阿仁村 子宝祝金制度
第１子５万円、第２子以降５０万円、第３子以降については、出生又は転入等で住民基本台帳に登録された日より１
年を経過した日の翌日から、６歳の誕生日の属する月の前月まで、月額１万円を贈呈する。

住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 三種町
特定不妊治療費・一般不妊治療費
助成事業

特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成。
健康推進課
保健センター

0185-83-5555

秋田県 三種町 赤ちゃん誕生祝金支給事業
赤ちゃん誕生祝金の支給。
第２子20万円、第３子以降30万円。

福祉課
福祉係

0185-85-2190

秋田県 大潟村 不妊治療助成事業
不妊症・不育症治療に要した保険診療対象外費用を助成。所得制限なし、通算５年間。特定不妊治療１５万円／１
回（年度３回まで）、一般不妊治療１５万円／１年度、不育症治療３０万円／１年度

住民生活課
保健センター

0185-45-2613

山形県 新庄市 特定不妊治療費助成事業
山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助成。
治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限5万円までを年3回、通算5年間（15回まで）助成。

健康課
健康推進室

0233-22-2111
(内線515)

山形県 大石田町 出産祝金
子の出生前6ヶ月以上大石田町に居住し、子の出生後１年以上町に居住する意志がある保護者に対し、第１子
50,000円、第２子以降100,000円を支給。

保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大蔵村 誕生入学祝い金支給事業 第１子～第３子誕生時１０万円支給。第４子以降３０万円支給。第３子以降小学校入学時１０万円支給。 健康福祉課 0233-75-2104

山形県 飯豊町
飯豊町ふるさと定住いいですね条例
【すこやか出産祝】

町内にお住まいの方が出産した場合、第１子は祝品（商品券）３万円、第２子は祝品（商品券）５万円、第３子以降
は祝金１７万円を贈呈。

総務企画課
総合政策室

0238-87-0521

山形県 飯豊町 妊婦健診助成事業
一般的な検査１４回分の費用を１回目１万円、２回以降５千円を限度額として助成。あわせて、ヒトＴ細胞白血病ウ
イルス-１型、子宮頚がん検査、クラミジア検査の全額を助成。

健康福祉課
健康医療室

0238-86-2338

山形県 飯豊町
不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）

不妊治療に要した医療費の自己負担額の１／２を交付。ただし、対象となる不妊治療が終了した年度から交付し、
通算して３０万円を限度として交付。

健康福祉課
健康医療室

0238-86-2338

山形県 飯豊町 出産育児一時金給付 国民健康保険加入者の方に出産育児一時金として４２万円を給付。（原則として医療機関への直接払い）
住民税務課
住民室

0238-87-0511

山形県 庄内町 ひまわりっ子誕生祝金 第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第４子は２０万円、第５子以降は３０万円を贈呈。
 保健福祉課
 子育て応援
係

0234-56-2216

福島県 福島市 妊婦検診事業 福島市に住民票のある妊婦さんに15回までの妊婦検診費用を助成 健康推進課
024-525-7671

福島県 川俣町 出産祝金
３人目以降の子の出産届を出したとき、５万円のお祝金。※町に住所のある子（または住所のあった子）で３人目以
降

こども教育課
子育て支援
係

024-566-2111

福島県 大玉村 妊婦健診公費助成制度 妊婦健診１５回までを公費負担。
福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 大玉村 子育て支援医療費助成制度 子どもの出生の日から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医療費が無料。（支給要件あり）
福祉環境部
健康福祉課

0243-48-3131(代表)

福島県 西会津町 出産祝金 第3子以降の出産の場合、祝金を支給。出生時20万円・2歳の誕生日10万円・小学校入学時20万円、計50万円。 健康福祉課 0241-45-2214

福島県 西会津町 こうのとりサポート事業 不妊症・不育症（流産等）に悩む夫婦に対して、その検査や治療に係る費用を助成。（添付資料あり） 健康福祉課 0241-45-4532

福島県 磐梯町 誕生祝金支給制度
対象となる子の出産の日まで１年以上磐梯町に居住し、出産の日以後も引き続き３ヶ月以上磐梯町に居住する者
に対し、第一子２０万円、第二子３０万円、第三子以降５０万円を支給する。

こども課 0242-74-1216

茨城県 古河市 出産子育て奨励金制度
本市に1年以上居住し、第3子以上を出産した方で、2人以上の子どもを養育している方に、児童1人につき30万円
を0歳時、1歳時、2歳時の3回に分け、10万円ずつ支給する。

子ども部子育
て応援課

0280-92-3111
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茨城県 高萩市 高萩市地域少子化対策強化事業
妊娠・出産に関する正しい情報提供及び結婚・妊娠・出産・育児の各ステージで必要な情報を取得できる特設サイ
トの開設。メールフォームでの相談受付等。事業開始時期についてはお問い合わせください。

社会福祉課 0293-23-7030

茨城県 北茨城市 出産祝い金
父または母のいずれかが出産の日前1年以上市内に在住しており、現に2人以上の児童を養育し、第3子以降の子
どもを出産した方に出産祝い金を支給。（第3子10万円、第4子30万円、第5子以降50万円）

市民福祉部
社会福祉課

0293-43-1111     (内線
132,133)

茨城県 笠間市 特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）1回につ
き10万円を限度（初年度3回まで、2年度目以降2回を限度）とし、通算5年間、通算10回を助成する。

保健衛生部
健康増進課

0296-77-1101

茨城県 常陸大宮市 出産祝い金支給事業 すべての子の誕生時に１人あたり３万円を支給する。 福祉課 0295-52-1111

茨城県 坂東市 さわやか子育て出産奨励金制度
本市に6月以上在住し、2児を養育している者が第3子以上を出産し、その児童を6月以上養育し、監護している場
合に、第3子以上1人につき50万円を、出産後6カ月後に1/2、1年後に1/2の2回に分けて支給。

子育て支援
課

0297-35-2121

茨城県 坂東市 不妊治療費助成事業
不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成する。１回の治療に要した
費用のうち、茨城県補助の額を差し引いた額について５万円を限度に助成する。

健康づくり推
進課

0297-35-3121

茨城県 茨城町 出産祝い金支給事業費 出生の子1人に対し，2万円の祝金を支給する。 こども課 029-240-7144

茨城県 茨城町
任意予防接種（風しんワクチン）助成
事業

妊婦の夫や妊娠を希望する女性等を対象とし，妊婦が風疹に罹患することによる先天性風疹症候群児の出生を防
ぐため予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。

健康増進課 029-240-7134

茨城県 大洗町 不妊治療助成金制度
H26.4.1以降に始めた治療を対象に，不妊治療を受けている方の治療費の負担軽減を図るため，県の助成に加
え，75,000円を上限に助成します。

健康増進課 029-266-1010

茨城県 大洗町 妊婦健康診査助成制度 健診費用の負担軽減を図るため，妊婦健診助成を14回から15回に増やしています。 健康増進課 029-266-1010

茨城県 八千代町 出産子育て奨励金支給事業
第3子以上の子を出産された方に、一人につき30万円までの奨励金を支給。支給時期は、出産後、3歳の誕生日
後、小学校入学後に10万円ずつ。

福祉保健課 0296-49-3941

茨城県 境町 子育て出産奨励金支給制度
子どもの多いご家庭の経済的な負担軽減などを目的として、第３子以上の子どもを出産されたご家庭に最大50万
円を限度とした、出産奨励金を支給する。

福祉課 0280-81-1305

茨城県 利根町 利根町子育て応援支給制度
H22.年度以降に生まれた第2子以降の子どもに対し出生年から次の額を15年間分割支給。
第2子：50万円(出生年3.8万、2年目～3.3万)、第3子以降：100万円(出生年7.6万、2年目～6.6万)

福祉課 0297-68-2211

栃木県 栃木市 赤ちゃん誕生祝金
第２子以降のお子さんが誕生した保護者に祝金を支給します。
第２子：1万円第３子以降：2万円

保健福祉部
こども課

0282-21-2221

栃木県 鹿沼市 鹿沼市不妊治療支援事業
鹿沼市に１年以上居住しており、不妊治療を希望する法律上の婚姻をしている夫婦に助成対象経費の1/2以内で、
１回１５万円を限度に通算５回まで助成。

保健福祉部
健康課

0289-63-2819

栃木県 矢板市
・やいたみらいっ子誕生祝金支給事
業

・第二子以降の誕生に祝い金３万円を支給する。
子ども課
子育て支援
担当

0287-44-3600

栃木県 上三川町 第３子以降出産祝金事業
第3子以降の子出生の日まで、引き続き1年以上住所を有し、第3子以降の子の他2人以上の児童（満18歳の年度
末までの児童）を養育している場合、第3子以降の子1人につき20万円を支給。

福祉課 0285-56-9130

栃木県 上三川町 母子健康教育事業（妊婦検診）
妊娠届を提出した妊婦の一般健康診査費用（1回目20,000円、2回～7回各5,000円、8回目11,000円、9回～10回目
各5,000円、11回目9,000円、12～14回目各5,000円）を補助

健康課 0285-56-9132

栃木県 上三川町
母子健康教育事業（不妊治療費助
成制度）

要件を満たす夫婦に対し、保険診療適用外の不妊治療にかかる治療費（国・県の同様の制度又は各種保険等によ
り給付があるときは、その給付額を控除した額）の1/2の額を助成。1年度あたり上限20万円。通算5年。

健康課 0285-56-9132

栃木県 茂木町 妊産婦医療費助成事業 妊産婦医療費自己負担分の助成 保健福祉課 0285-63-5631

栃木県 茂木町 出産準備手当事業 赤ちゃん１人に対し３万円を助成 保健福祉課 0285-63-2555

栃木県 茂木町 不妊治療助成事業 特定不妊治療費1/2（年間上限15万円）を助成。最大５年間 保健福祉課 0285-63-2555

群馬県 桐生市
過疎地域定住促進奨励金（出産祝
金）

黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し出産祝金を交付

黒保根支所
地域振興整
備課　　産業
振興係

0277-96-2113

群馬県 下仁田町 出産祝金支給制度
夫婦ともに町の住民基本台帳に記載された後6か月以上住所を有し、出産後引き続き町内に在住する見込みのあ
る方を対象に、出産児童1人につき5万円を支給。

総務課住民
係

0274-82-2112

群馬県 中之条町 出産奨励手当金
１子以上を養育し、２子以上を出産した世帯に、第２子10万円、第３子30万円、第４子以降50万円を支給し、出産を
奨励するとともに、定住化の促進を図る。

少子化・子育
て対策室

0279-75-8825

群馬県 片品村 片品村出産祝金支給事業 第３子以上の出産に際し誕生を祝い、出産祝金を支給する。対象児１人につき３０万円。 保健福祉課 0278-58-2115

群馬県 みなかみ町 出産祝金支給事業
子の出生日において6ヶ月以上みなかみ町の住民である父または母を対象に、次代を担う子供の健全な育成育成
と福祉の増進を図ることを目的として祝金を贈る。第1子7万円。第2子7万円。第3子15万円。

子育て健康
課

0278-25-5009

埼玉県 熊谷市 不妊治療費助成事業
不妊治療を受けた夫婦に対して費用を一部助成。夫婦の合計所得が730万円未満等の要件あり。治療費から埼玉
県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額を、10万円/年度を限度に通算5年度助成

市民部健康
づくり課

048-528-0601(直通)

埼玉県 横瀬町 出産祝い金
次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、出産の奨励と子育て世帯への支援を目的とし、祝い金を支給（一子に
つき３万円）

健康づくり課 0494-25-0116

埼玉県 小鹿野町 出産報奨金
健全な乳幼児を育成するために第１子10,000円、第２子30,000円、第３子以降50,000円の報奨金を支給。対象は、
母親が出産まで６箇月以上の居住期間を有すること、出生児の住所が本町にあること。

住民課 0494-75-4170

千葉県 旭市 出産祝金
１年以上前から引き続き住所を有し、かつ居住している方で２子以上を養育し、第３子以降を出産して養育する父
母に２０万円を支給。

子育て支援
課

0479-62-8012

千葉県 旭市 特定不妊治療助成
１年以上前から市内に住所を有している夫婦に対し、年額１０万円を上限として、平成２６年４月１日以降の特定不
妊治療で要した治療費から県による助成額を引いた残りの自己負担額の２分の１を助成。

健康管理課 0479-63-8766

千葉県 大網白里市 出産子育て支援事業 第３子以降の子どもを出産し、本市に住み始めてから１年を経過している保護者に対し、１０万円を支給する。
子育て支援
課

0475-70-0331

千葉県 大多喜町 大多喜町出産祝い金支給
第１子及び第２子については新生児１人につき１０万円
第３子以降は新生児１人につき３０万円を支給

子育て支援
課

0470-82-2152

千葉県 御宿町 出産育児祝金
３人目の子どもの出産を祝福して祝金を支給。（３０万円）
【対象】御宿町に１年以上住所を所有し、居住している方で、２人の子どもを養育し、かつ３人目以降の出生児を養
育する方

保健福祉課 0470-68-6717

千葉県 御宿町 妊婦健康診査
身体の異常の有無を早期発見し、適切な指導をするための健康診査を行っています。
（町内に住所を有しているが、出産等で他市町村に一時的に里帰りする方も対象）

保健福祉課 0470-68-6717

新潟県 糸魚川市 妊産婦健診事業 妊娠届出以降の全ての妊婦健診及び産後健診に係る費用を助成しています。
こども課
親子健康係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 妊娠アシスト事業
不妊治療費助成制度を設けています。１回の申請につき８万円を限度として助成します。助成回数は、年１回の申
請で、通算５回まで可能です。

こども課
親子健康係

025-552-1511

新潟県 南魚沼市 出生祝品支給
出生届の際に申請してもらい、新生児1人につき1回支給する。支給品は「一時預かり利用無料券（2枚）」と「カタロ
グから申請者が選んだ1品」とする。

子育て支援
課 子ども家
庭支援班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 妊産婦医療費助成 入・通院医療費の保険適用分を全額助成。
子育て支援
課 子ども家
庭支援班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 不妊治療費助成
夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。特定不妊治療（体
外受精、顕微授精）：通算6回、1治療当たり上限13万円。人工授精：1年度1回・通算2年度、上限3万円。

保健課 母子
保健班

025-773-6811

新潟県 阿賀町 出産祝金 ●第1子5万円●第2子・5万円●第3子以降1人につき10万円 健康福祉課 0254-92-5763

富山県 小矢部市 出産等支援交通費助成事業
市内に住所がある又は出産（死産含む）のため市内に里帰りをした妊産婦の負担を軽減する目的で交通費（１万円
上限）の助成を行います。（１回の出産で１回のみ）

健康福祉課 0766-67-8606
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富山県 小矢部市 不妊治療費助成事業 不妊治療に要した費用を1夫婦年間30万円を上限に助成します。 健康福祉課 0766-67-8606

富山県 小矢部市 不育症治療費助成事業 不育症治療に要した費用を年間30万円を上限に助成します。 健康福祉課 0766-67-8606

富山県 小矢部市 誕生お祝い事業
通常のお祝品（バラの花束、ネームプレート、セーフティサイン）に加え、第３子以降には米１俵又は稲葉メルヘン牛
を贈呈しています。

秘書広報課 0766-67-1760

富山県 南砺市 出生祝い金
お子様の誕生を祝い健やかな成長を願って、お子様が出生された場合、出生祝い金を支給する。
支給される金額（出生児1名につき）は、第1子から3子は3万円、第4子は5万円、第5子以降は10万円。

民生部
子育て支援
室

0763-23-2053

石川県 七尾市 一般不妊治療支援事業
所得基準を満たす一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療対象経費の2分の1以内を連続2年間助成。（1年あたり
5万円以内、累計10万円以内）

健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 出産祝金 新生児一人につき1万円分の地域限定商品券を支給。
健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419

石川県 かほく市 赤ちゃんすくすく応援事業
新生児の健やかな成長を願い出生祝品として、出生届出時に新生児一人につきかほく市共通商品券３万円分を贈
ります。

市民部
子育て支援
課

076-283-7155

石川県 能美市 妊産婦医療制度 「妊娠・出産のため生じた疾病」の医療費（保険診療分）を助成します。
子育て支援
課

0761-58-2232

石川県 志賀町 出産祝金交付事業
子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的に祝金（商品券）を交付。第１子
の出産５万円分。第２子の出産１０万円分。第３子以降の出産１５万円分。

住民課 0767-32-9122

石川県 志賀町 不妊治療費助成事業
不妊治療のため支払った検査費および検診費を助成。特定不妊治療は、県の助成金を除いた額の7割を助成。一
般不妊治療は、2分の1以内（上限7万円）を助成。（特定・一般あわせた上限70万円）

住民課 0767-32-9122

石川県 中能登町 出産祝金交付事業
出産時に住所を有する養育者（父または母）を対象。
第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円

住民福祉課 0767-72-3134

石川県 能登町 すこやかあかちゃんお祝い金
出生後初めて登録した住所が能登町の乳児へ、お祝い金として第1子は70千円、第2子は100千円、第3子は150千
円のお祝い金を給付する。

町民課 0768-62-8500

山梨県 山梨市 健やか育児支援祝金 市内に１年以上在住（住民登録）し、第３子以降の出生に１０万円の祝金。
福祉事務所
子育て支援
担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 不妊治療費助成制度
不妊治療に要した医療費の自己負担額の２分の１の額とし、１５万円を上限。助成金の交付回数は、１年度の治療
期間を１回とし通算５回（５年間）まで助成。

健康増進課
健康支援担
当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 不妊症対策支援事業
不妊症のため子どもをもてない夫婦が、保険適用外の体外受精・顕微授精をうけた場合、その治療費の一部を助
成する。要件をすべて満たす方に、１年度において１回の治療につき10万円を限度に２回助成する。

保健課
保健指導担
当

0551-23-4310

山梨県 韮崎市 おめでとう赤ちゃん出生祝金制度
両親のいずれかが韮崎市に住民登録をし、新生児の住民登録も韮崎市にされた方が対象。出生した新生児の保
護者に出生をお祝いし、１万円を支給する。

福祉課
子育て支援
担当

0551-22-1111
(内線173~175)

山梨県 身延町 出産祝金
身延町に住所を有する方が出産し、新生児とともに定住する場合に支給。第1子3万円、第2子5万円、第3子以降20
万円。(それぞれに印鑑と希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給)

政策室 0556-42-4801

山梨県 身延町 不妊治療費の助成
不妊症と診断された夫婦で1年以上町内に住所を有し居住している方。自己負担額の2分の1、上限20万円、年度1
回、通算5回

福祉保健課 0556-20-4611

長野県 松本市 不妊治療助成事業
松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不妊症の治療費の２分の１を助成します。
ただし、助成上限を２０万円とし、１年度内１回、通算５年度まで助成します。

健康づくり課 0263-34-3217

長野県 松本市 不育症治療助成事業
松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不育症の治療に関する１治療期間毎の医療費を
助成します。ただし、助成上限を２０万円とし、通算５回まで助成します。

健康づくり課 0263-34-3217

長野県 松本市 妊婦一般健康診査
妊娠中の異常を早期に発見し、母体や胎児の健康確保と経済的負担の軽減のため、必要な回数（１４回程度）の
健診を受けられるよう、受診票（補助券）をお渡しします。

健康づくり課 0263-34-3217

長野県 上田市 不妊治療費補助 不妊治療を受けた夫婦に治療費の一部を補助（所得制限有） 健康推進課 0268-23-8244

長野県 上田市 妊婦一般健康診査
健やかな出産を迎えられるよう母子健康手帳交付の際、14枚の基本健診受診票、４種類（５枚）の追加検査受診
票、４枚の超音波受診票を交付

健康推進課 0268-23-8244

長野県 上田市 上田市立産婦人科病院 全国唯一の自治体経営の産婦人科の単科病院
上田市立産
婦人科病院

0268-22-1573

長野県 伊那市 不妊治療費助成事業
県の特定治療費助成決定を受けている夫婦で、住民登録して１年以上経過し医療保険に加入している方に県助成
金を控除した額の2分の１以内を年度で1回、通算5回補助。1回の上限額10万円。3回目以降上限額5万円

保健福祉部
健康推進課

0265-78-4111
内線2333

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／出産祝
金

子どもの出産前６月以上対象地域に住所を有し、定住する意思がある保護者
第１子３万円、第２子５万円、第３子７万円及び第４子以降、１人につき１０万円※年齢要件及び地域要件有り

伊那市役所
高遠町総合
支所
長谷総合支
所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 大町市 出産祝い金
大町市に住所を有し、出産して児童を養育する父母を対象に、お祝金を贈ります。第１子・第２子５万円、第３子以
降１０万円。

子育て支援
課
子育て支援

0261-22-0420

長野県 下諏訪町 誕生祝金 出生したお子さんに１人２万円を支給します。
教育こども課
子育て支援
係

0266-27-1111(内線714)

長野県 下諏訪町 妊婦一般健康診査
すこやかな出産を迎えられるよう健康管理を充実させることと、経済的な負担の軽減のために、必要な回数（１４回
程度）の健診を受けられるよう受診券を渡します。

保健センター 0266-27-8384

長野県 下諏訪町 不妊治療助成事業
下諏訪町では、町に住民登録をして１年以上経過し、医療保険に加入しているご夫婦を対象に治療費の助成を行
います。

保健センター 0266-27-8384

長野県 天龍村 出産祝金 出産について下記のとおり祝金を支給。①第１子２万円②第２子２万円③第３子５０万円 総務課 0260-32-2001

長野県 生坂村 出産祝金
出産を祝い保護者の出生児育成の一助とするため出産祝金を支給。第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降２０
万円

健康福祉課 0263-69-3500

長野県 山ノ内町 不妊治療費補助 不妊（不育症）治療に要した医療保険適用外医療費について1/2を補助 健康福祉課 0269-33-3116

長野県 小川村 出生成長祝金
お子さんの出生、また成長に合せ、お祝い金を贈呈。①出産―第１、２子…3万円、第３子…10万円、第４子以降…
20万円②満4歳到達時…3万円③小学校入学時…5万円

保健センター 026-269-2104

岐阜県 大垣市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費のうち、県から受けた助成を控除した額について助成します。（限度額１０万円／回、妻の年齢に
よって回数制限あり）

福祉部
保健センター

(0584)75-2322

岐阜県 大垣市 出産祝金支給事業 第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。
子育て支援
部
子育て支援

0584-47-7092

岐阜県 山県市 山県市新生児出産祝金事業
市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、支給対象児を出産したときに１人あたり１０万円
をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

福祉課 0581-22-6837

岐阜県 山県市 山県市出産祝金事業
市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、第３子以降の新生児を出産したときに１人あた
り１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

福祉課 0581-22-6837

岐阜県 本巣市 出産祝金
お子さんの出産を祝福し、健やかな成長を支援するため、第三子以降のお子さんを出産された場合に保護者に支
給します。第三子…３０万円。第４子以降…５０万円。

子ども大切課 058-323-7753

岐阜県 下呂市 特定不妊治療費助成事業
不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る費用に対し助成します。（助成額は治療1回につき治療に直接要した費
用で岐阜県から給付される額を除く額。ただし、22万5千円を上限に助成）

健康医療部
健康課

0576-53-2101

岐阜県 下呂市 妊婦健康診査費一部助成 妊娠健康診査費14回分を助成します。
健康医療部
健康課

0576-53-2101

岐阜県 笠松町 予防接種事業 妊娠希望者などに対する風しん予防接種を行い、疾病予防の更なる充実を図ります。 福祉健康課 058-388-7171

岐阜県 揖斐川町 各種助成（検診・その他）
①新生児聴覚検査費用助成3千円②不妊治療助成1人年間上限10万円・5年間③ヤング健康診査（19～39歳を対
象とする健診）自己負担5百円④歯周疾患検診（30歳以上全員を対象とする）自己負担5百円

住民福祉部
健康増進課

0585-23-1511

45

http://syougai.city.oyabe.toyama.jp/project/1124000/470/470_3.htm
http://syougai.city.oyabe.toyama.jp/project/1124000/470/470_4.htm
http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=1720
http://www.city.nanao.lg.jp/kenkou/kurashi/kenko/kenkoshindan/funinchiryo.html
http://www.city.nanao.lg.jp/kosodate/kurashi/kosodate/kosodate/teate/shussanshukukin.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/contents/1191557644015/index.html
http://www.city.nomi.ishikawa.jp/nomism/kosodate.html
http://www.town.shika.lg.jp/shikasypher/www/service/detail.jsp?id=101
http://www.town.shika.lg.jp/shikasypher/www/service/detail.jsp?id=3598
http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/guide/childcare/childraising/sukoyakaikujiiwaikin.html
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/guide/health/medicine/funin.html
http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013052800014/
http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021603783/
http://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/benri.php?id=77#187�
http://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/benri.php?id=233
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091102143410669.html
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091102142244519.html
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20111017092421744.html
http://www.inacity.jp/view.rbz?nd=674&of=1&ik=1&pnp=21&pnp=610&pnp=674&cd=143
http://www.city.ina.nagano.jp/view.rbz?nd=1256&of=1&ik=1&pnp=16&pnp=44&pnp=1222&pnp=1256&cd=9238
http://www.city.ina.nagano.jp/view.rbz?nd=1256&of=1&ik=1&pnp=16&pnp=44&pnp=1222&pnp=1256&cd=9238
http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00009102/00009102.html
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/kosodate/tanjouiwai.html
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/iryo/ninpu_sinsa.html
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/iryo/funin.html
http://www.vill-tenryu.jp/j-wakamonoteijyuu.pdf
http://www.village.ikusaka.nagano.jp/
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kenkofukushi/ninshin.html
http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/joho/kosodate.pdf
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000014017.html
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000001165.html
http://www.city.yamagata.gifu.jp/kosodate/teate/p-169.html
http://www.city.yamagata.gifu.jp/kosodate/teate/p-169.html
http://www.city.motosu.lg.jp/life/event/ninshin/shussan/iwai_kin/
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?nd=201&ik=1&pnp=185&pnp=186&pnp=201&cd=355
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=792
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/category_list/kenshin_yobou/


都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岐阜県 揖斐川町 すこやかベビー祝い金
住民基本台帳に６か月以上登録されており、かつ出産後も引き続き１年以上居住すると見込まれる方に、出産子１
人につき50,000円支給されます。

住民福祉部
子育て支援
課

0585-22-2111

岐阜県 川辺町 出産育児奨励金
第３子以降の出産に対し、出産育児奨励金を交付する。
（第３子：１０万円、第４子以降２０万円）

住民課 0574-53-2513

岐阜県 東白川村 出産祝い金交付事業
次世代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進を図ることを目的に第１子に５万、第２子に１０
万、第３子以降の出産には２０万を支給する。

国保診療所 0574-78-2100

静岡県 沼津市 特定不妊治療費助成 医療保険が適用されない体外受精・顕微受精による治療について、１回の治療につき最大５万円を助成。 健康づくり課 055-951-3480

静岡県 沼津市 未熟児養育医療費助成
出生時の体重が2,000g以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した赤ちゃん
に医療費と食事療養費を助成。

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 島田市 特定不妊治療費助成事業 不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。
健やか・こど
も部健康づく
り課

0547-34-3281

静岡県 菊川市 不妊治療費助成事業 少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。 健康づくり課 0537-37-1112

静岡県 河津町 出産費助成制度
子どもの出産に係る費用の一部を軽減をすることにより、子育てする家庭の負担を軽減し、子どもを産みやすい環
境を整備することを目的とする制度。1回の出産（単胎）につき10万円（多児加算1人5万円）助成

保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 河津町 不妊治療費等助成事業
不妊治療を受けた方に治療費等の一部を助成。①一般不妊治療：経費の１/２以内（1回2万円・年間10万円上限）
②特定不妊治療：経費の１/２以内（県助成金制度併用の場合は残額を上限）、1回15万円・年2回

保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 河津町 妊婦健康診査の補助金
妊婦健康診査のうち、基本健診14回分、超音波検査4回分、後期血液検査1回分を公費（公費負担分を超える分は
自己負担）で受診。県外で妊婦健康診査を受診した場合は、還付申請が可能。

保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 川根本町 出産祝い金
町内在住で出産された方に祝金を支給。
・出産祝金第１子20,000円、第２子30,000円、第３子以降１子につき50,000円

企画課まちづ
くり室

0547-56-2221

静岡県 森町 森っ子出産祝金 子どもの誕生を祝い、出産納金として、新生児1人につき10万円を保護者に給付する。 保健福祉課 0538-85-1800

愛知県 設楽町 出産奨励 ２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金を支給 企画課 0536-62-0514

三重県 大台町 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を指定医療機関で受けており、前年の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦
に県の助成に上乗せし、上限10万円を限度に１年度１回、通産５年助成を行う。

町民福祉課 0598-82-3783

三重県 大台町 すこやかベビー出産祝金 新生児を出産された方に祝い金を支給します 町民福祉課 0598-82-3783

三重県 南伊勢町 第三子以上出産祝金助成事業 第三子以上の出産に、20万円助成 行政経営課 (0599)66-1366

三重県 紀宝町 出産祝金支給事業 第３子以降の出産に、第３子１０万円、第４子以降３０万円を支給。 福祉課 0735-33-0339

滋賀県 多賀町 出産奨励祝い金 出産の祝い金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝い金として助成。（３人目５万円、４人目１０万円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 育児支援助成金 育児に必要な紙オムツ、粉ミルクの購入経費の一部を助成する制度。（満１歳まで月額上限２千円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 不妊治療費補助金 不妊治療に必要な経費の一部を助成。（上限１０万円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 妊婦健診診査費用助成 定期妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。 福祉保健課 0749-48-8115

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさい
プロジェクト』出産祝金（第２子以降）

第２子以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として５万円を支給します。

企画情報部
企業立地対
策課定住促
進係

0799-24-7641

兵庫県 相生市 マタニティータクシークーポン事業 妊婦さんが医療機関や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000円）をお渡しします。
健康福祉部
健康介護課
健康増進係

0791-22-7168

兵庫県 相生市 出産祝金支給事業 相生市内にお住まいの方が出産した場合、出生児1人当たり5万円の「お祝い金」を贈ります。
健康福祉部
子育て支援
室

0791-22-7175

兵庫県 赤穂市 出産費助成事業
出産（妊娠12週目以降の死産も含む）の日までに赤穂市在住の母親に出産費の一部を助成。1子あたり5万円を助
成する。

子育て健康
課

0791-43-6808

兵庫県 赤穂市 特定不妊治療費助成事業
市内に住所を有する法律上婚姻し、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の決定を受けるなど要件を満たす方に対
し、治療1回あたり10万円を上限に通算10回を超えない範囲で助成を行う。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 産婦健康診査費補助事業
平成24年2月1日以降に出産された市内に住所を有する産婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回
1,500円を上限として2回助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 妊婦検診検査費補助事業
市内住所を有する妊婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回5,000円を上限として11回分、1回
10,000円を上限として3回分、合計85,000円分を助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 丹波市 ツープラス１出産祝金支給制度
第３子以降の出産・養育される方に対して、出産祝金を支給。第３子以降１人につき２０万円、第３子を含む３人以
上（２０歳未満）を養育する者、出産後も引き続き出生児とともに５年以上定住する意思のある者

福祉部
社会福祉課

0795-74-1130

兵庫県 南あわじ市 出産祝金
市内にお住まいの方で、お子さんを出産された方を対象に支給。第１子、第２子の出産、１子につき３万円支給。第
３子以降の出産、１子につき１０万円支給。

少子対策課 0799-44-3040

兵庫県 南あわじ市 特定不妊治療費助成 県の助成制度に上乗せして、治療１回１０万円を上限に助成。 健康課 0799-44-3004

奈良県 大淀町 出産祝金 出生届提出時2万円の祝い金をお渡しします。 ほけん課
0747
52-5501

奈良県 川上村 妊娠判定受診費用
妊娠判定にかかった費用を助成する。
（上限：7,000円／回、年度２回まで）

住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村 妊婦健康診査助成金 県内の医療機関・助産院で使用できる受診券（95,000円分）を交付する。 住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村
特定不妊治療・一般不妊治療・不育
治療費助成金

特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費用を助成する。 住民福祉課 0746-52-0111

和歌山県 かつらぎ町 一般不妊治療費助成事業
不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助
成します。

やすらぎ対策
課衛生係

0736-22-0300(内線
2053)

和歌山県 かつらぎ町 出産奨励祝金 町民で第3子以降の子の出産に対し10万円を支給します。
住民福祉課
福祉係

0736-22-0300(内線
2064)

和歌山県 かつらぎ町 妊婦健診助成事業
妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を14回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担分
についても一部助成します。

やすらぎ対策
課衛生係

0736-22-0300(内線
2053)

和歌山県 高野町 第２子以上の出産報奨金
第２子以上の出産に対する報奨金。
第２子は５万円、第３子以降は１０万円を支給。

健康推進課 0736-56-3000

和歌山県 広川町 出産祝い金 出産児1人に対して５万円を助成
住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 すさみ町 すさみっ子誕生祝金
出産の日以前から継続して１年以上、出産後も引き続き住民登録し居住される家庭の出生時第１、２子には１０万
円分、３子以降には１５万円分の町商工会商品券をお祝いとして贈る。

住民生活課 0739-55-2004

和歌山県 串本町 出産祝い金制度 第3子：10万円、第4子以降：30万円を支給する。町民かつ出産後も町内に居住することが条件。 福祉課 0735-62-0561

鳥取県 倉吉市 出産手当 第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。
総務部 市民
課

0858-22-8155

鳥取県 倉吉市 特定不妊治療費助成事業
保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用の
一部（年間10万円を限度）を5年間助成します。

福祉保健部
保健センター

0858-26-5670
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

鳥取県 倉吉市 一般不妊治療（人工授精）助成事業 人工授精に要した経費の一部（治療費の２割・上限年間２万円）を通算２年間助成します。
福祉保健部
保健センター

0858-26-5670

鳥取県 倉吉市 不育治療費助成事業 不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。
福祉保健部
保健センター

0858-26-5670

鳥取県 日南町 出産祝金（いきいき定住促進条例） 町内に住所を有する方が出産し届出が受理されたとき、2万円を交付。 福祉保健課 0859-82-0374

島根県 益田市 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療自己負担金の一部を助成します。（上限30,000円／年）
福祉環境部
子育て支援
課

0856-31-0243

岡山県 新見市 乳児・妊婦個別健診事業 乳児健診（２回）と妊婦健診（１４回）を無料で受診できる。 健康づくり課 0867-72-6129

岡山県 真庭市 不妊治療支援事業 不妊症のご夫婦が医療保険対象外の不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を年間１０万円以内で助成する 健康推進課 0867-42-1054

岡山県 真庭市 不育治療支援事業
専門の医療機関で不育症の診断を受けて治療をされている方に、保険外の治療費の一部を助成する。１年度３０
万円が上限

健康推進課 0867-42-1054

岡山県 矢掛町 妊婦健診支援事業
妊婦が安心して無事出産を迎えられるよう，妊婦から出産までの間における当該妊婦健診に係る助成金（50,000
円）を交付する。

保健福祉課 0866-82-1013

岡山県 矢掛町 風しん任意予防接種費用助成事業
現在妊娠しているまたは妊娠を予定・希望している女性とその配偶者，同世帯家族に対し風しん単独ワクチンなら
上限7,710円，麻しん風しん混合ワクチンなら上限11,530円の助成金を交付する。

保健福祉課 0866-82-1013

岡山県 矢掛町 誕生祝金制度
出生時に矢掛町に住所を有する第３子以降の新生児の親権者について，新生児１人につき１０万円の誕生祝金を
交付する。

保健福祉課 0866-82-1013

岡山県 新庄村 出産準備金
出産の経費を軽減するため費用の一部として、出産準備金を贈る。／出産準備金は10万円とする。ただし、第3子
から1人につき30万円とする。

総務企画課 0867-56-2627

岡山県 勝央町 不妊治療助成事業
不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療費の一部を助成する制度。1回の補助の上限額：
100,000円。※費用の２分の1以内を助成※１年度２回、通算５年まで

健康福祉部 0868-38-7102

岡山県 勝央町 誕生祝い金 出産祝い金３０，０００円。勝央町に６カ月以上在住が要件で、出生届出時に申請・支給します。 税務住民部 0868-38-3115

岡山県 久米南町 出産費用助成事業 出産費用から部屋代、食事代、出産育児一時金・高額医療費等を差し引いた金額を助成。【上限5万円】 保健福祉課 086-728-4411

広島県 三次市 妊婦健診費用の助成
妊婦健康診査を受ける時の費用を助成。妊婦健康診査補助券(14回分)，妊婦歯科健康診査受診券（1回分），妊婦
一般健康診査検査券(1回分)，子宮頸ガン検診受診券(1回分)，クラミジア検査受診券(1回分)

福祉保健部
健康推進課
母子健康係

0824-62-6257

広島県 三次市 不妊治療費の助成
広島県不妊治療支援事業の承認決定夫婦を対象に治療費の一部を助成。指定医療機関で，体外受精または顕微
授精に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く）に対し，1回15万円を上限に助成。

福祉保健部
健康推進課
母子健康係

0824-62-6257

広島県 庄原市 出産祝い金
庄原市に住所を有し，出生児と同居および養育している保護者で，出産後3年以上庄原市に在住しようとする方が
対象。第１子，第２子は20万円，第３子以降は35万円を交付

児童福祉課 0824-73-1192

広島県 大竹市 妊産婦健康診査等支援制度
妊婦健診の受診を促し、安全で安心な出産ができるようにするため、妊婦健診の受診回数に応じて、1回当たり
2,000円、最高で14回分、28,000円を助成します。

健康福祉部
福祉課

0827-59-2148

広島県 安芸太田町 妊婦健康診査交通費助成
妊婦に対し妊婦健診における交通費の一部を助成。【助成額】1回の受診につき1,000円【対象者】町に住民登録を
有する期間に，町外の医療機関で妊婦健診を受けた者

福祉課 0826-25-0250

山口県 下関市
　人口定住促進対策事業（出産祝
金）

過疎・離島地域への人口定住促進。（地域限定）
対象地域居住者で、第3子以降の子を出産し、生計を同じくして6ヶ月以上養育した方へ20万円支給。

企画課 083-231-1911

山口県 岩国市 出産祝金制度 第３子以降の対象児１人につき10万円の祝金を支給します。 こども支援課 0827-29-5075

徳島県 阿波市 出産祝い金支給事業 出産を祝福し祝い金を支給。市内に出産前６ケ月以上居住し、出産後３ケ月以上居住する意思のある方
市民部
市民課

0883-35-7800

徳島県 那賀町 出産祝い金 町内居住者が出産をした際、一律２万円を交付 住民課 0884-62-1194

徳島県 那賀町 出産祝い金加算制度
出産時に交付する祝い金（2万円）に加えて合併後（H17.3.1）の出産からの経過年数（５年後、10年後、15年後）に
応じて加算金が交付される制度。

住民課 0884-62-1194

高知県 宿毛市 妊婦一般健康診査 妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を１４回分交付。 保健介護課 0880-63-1113

高知県 土佐町 出産祝金

子どもが生まれた方で、町に１年以上住所を有し、かつ居住し、引き続き将来共土佐町に居住する意思を有する方
に支給。
第１子及び第２子：５０，０００円
第３子以降：１５０，０００円

住民課窓口
係

0887-82-1717

高知県 越知町 出産祝い金支給 新生児一人につき5,000円支給
越知町社会
福祉協議会

0889-26-1149

高知県 黒潮町 出産祝い金支給 一人につき２万円の出産祝い支給
健康福祉課
福祉係

0880-43-2116

福岡県 筑後市 母親学級 妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を実施します。
筑後市立病
院

0942-53-7511

福岡県 筑後市 出生届の価値創出事業 新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈します。
市民課
市民係

0942-53-4112

福岡県 うきは市 妊婦一般健康診査 妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付。妊娠全期間を通じて使用可能。
保健課食育
健康対策係

0943-75-4960

福岡県 添田町 添田町出産育児奨励金
出産児１人につき50,000円、３子目（２児養育中）200,000円、４子以上（３児養育中）500,000円の出産奨励金。３子
以上につき（現在２児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。

保健福祉環
境課

0947-82-1232

佐賀県 小城市 不妊治療費補助事業 保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106

長崎県 東彼杵町 新生児祝い金支給事業
【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万円を支給し
ます。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支給します。

町民生活課
健康推進係

0957-46-1111

長崎県 東彼杵町 特定不妊治療費助成
町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療につき１０万
円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通算３年間）。

町民生活課
健康推進係

0957-46-1111

長崎県 波佐見町 特定不妊治療費助成事業
治療に要した額から県の助成額を控除した額で、1回10万円（凍結胚移植等は5万円）を限度に助成。（初年度は3
回、以降年2回を限度に通算3年間）

健康推進課
健康増進係

0956-85-2483

長崎県 波佐見町 誕生祝い金 第３子以降の出産に対し母親に誕生祝金１０万円を贈る。
住民福祉課
子育て支援
係り

0956-85-2333

熊本県 南関町 妊婦歯科健康診査費助成金
母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ）

まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 南関町 関所っ子誕生祝金 第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり
まちづくり推
進課

0968-57-8501

熊本県 和水町 出生祝金
出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、第4
子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 山都町 出産祝い金
本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出生児１人につき3万円の出産祝い金を給付していま
す。

健康福祉課 0967-72-1229

熊本県 氷川町 産前産後ホームヘルプサービス事業
産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育児の困難さ
が見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／日の利用です。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 あさぎり町 出生祝い金
・出生児の養育者に対し出生祝い金を支給する制度。
・支給額：出生児1人につき50,000円

福祉課 0966-45-7214
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大分県 別府市 不妊治療の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。
健康づくり推
進課

0977‐21‐1117

大分県 別府市 妊婦健康診査の一部助成 妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。
健康づくり推
進課

0977‐21‐1117

大分県 豊後高田市 妊婦一般健康診査
妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付します。妊娠全期間を通じて使用
できます。

ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 妊婦超音波検査 出産予定日に３５歳以上となる妊婦さんを対象に、妊娠後期での超音波検査が無料となる受診券を交付します。
ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 にこにこ赤ちゃんブックスタート 小さな頃から読書の楽しさにふれてもらうため､豊後高田市で出生したお子さんに､布絵本をプレゼントします｡
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 不妊治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため、年間１５万円を上限に助成します。
ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 不育治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、一治療期間につき１０万円を上限に助成します。
ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 宇佐市 不妊治療費の助成
不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限10万円/年
（県事業との併用可）

子育て支援
課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 妊婦教室 夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を無料で開催しています。
子育て支援
課

0978-32-1111

大分県 姫島村 妊婦健診支援事業 １４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 健康推進課 0978-87-2177

大分県 姫島村 出産祝金 村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→30万円） 住民福祉課 0978-87-2111

大分県 姫島村 妊婦健診交通費助成 村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） 住民福祉課 0978-87-2111

大分県 日出町 不妊治療費の助成
不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽減するため
の制度です。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 お母さん教室 初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 両親学級
これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深めるために両
親学級を開催しています。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 新生児誕生祝金
以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給

住民課 0977-73-3122

大分県 日出町 出産育児一時金
国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。

住民課 0977-73-3122

宮崎県 都農町 子宝祝金
都農町に１年以上住所を有し、現に２子以上の児童を養育している方を対象に、第３子以降の子を出産した場合に
１０万円を支給する。また、小学校就学時には５万円を支給する。

福祉課 0983-25-5714

鹿児島県 志布志市 志布志市特定不妊治療費助成事業 １回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成する。 保健課 099-474-1111

鹿児島県 志布志市 出産祝金
少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出産時に10万
円を支給する。

福祉課 099-474-1111

鹿児島県 南九州市 出生祝金の支給
南九州市内に，出産前１年以上住所を有している方を対象に，２人目以降の子どもを出産し，養育する方に対し支
給するもの。●第２子・・・５万円●第３子以降・・・１０万円

福祉課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 大崎町 不妊治療費助成事業
本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額２０万円を
限度に助成。

保健福祉課 099-476-1111

鹿児島県 瀬戸内町 出産祝い金 第１子３万円第2子５万円第3子以降１０万円を支給（地元商工会商品券） 町民課 0997-72-1060

鹿児島県 知名町 子育て支援出産祝金
独自の子育て支援策として平成19年4月1日から町民の出産を祝福すると共に、次代を担う子どもの健やかな成長
を願い、町民の子育てを支援し、もっと活力のある町づくりを目的として出産祝金を支給しています。

保健福祉課 0997-84-3153

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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北海道 芦別市 「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） 結婚したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（結婚1組10万円分の地域限定商品券）
市民福祉部
市民課市民
年金係

0124-22-2111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」

婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行った方へ商品券を交付。ただし、夫婦とも初婚かつ５０歳未満であるこ
と。①祝い金３万円②後継者祝い金５万円

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 秩父別町 結婚祝い金支給事業
若年者の定住人口を増やすことを目的に、町内在住者が結婚したときに結婚祝金を支給します。夫婦１組に対して
20万円

企画課企画
グループ

0164-33-2111

北海道 和寒町 結婚祝金 町内在住のかたの結婚に際し、町から3万円を贈呈。
総務課庶務
係

0165-32-2421

岩手県 一関市 縁結び支援事業
婚活イベントの実施や自分磨きのための講座等の開催、出会いの場の提供、結婚を希望する方への結婚相談対
応や出会いの仲介、これらにより結婚した夫婦へ祝い金10万円を交付します。

企画振興部
企画調整課

0191-21-8641

宮城県 栗原市 新婚生活応援家賃助成事業
婚姻の届出から１年以内の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成する。実質家賃額から
３万円を差し引いた額で、月額上限１万円を２年間助成。

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 くりはら婚活プランナー認定制度
独身の男女の仲をサポートすることに意欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりはら婚活プランナー」として認定し、
その活動を支援する。認定期間は２年間（更新可）。

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 婚活促進事業費補助金制度
独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、イベント経費の一部を助成する。１事
業につき対象経費の1/2、上限３０万円。１団体につき、年２回まで交付可。

定住促進室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 市主催の婚活イベント 各種婚活イベントの開催、婚活講演会の開催 定住促進室 0228-22-1125

秋田県 - 出会い・結婚支援事業
結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、「あきた結婚支援センター」を核に、会員登
録制によるマッチング、出会いイベントの開催支援等を促進。

少子化対策
局

018-860-1248

秋田県 三種町
あきた結婚支援センター入会金助成
事業

あきた結婚支援センターへの入会金、１万円を助成。
企画政策課
企画係

0185-85-4817

秋田県 大潟村 異業種交流会事業
農業後継者と村内外の若者との出会いの場を提供する。
交流会開催の他、結婚支援センターの登録料を村が負担。（1人１万円）

農業委員会 0185-45-3654

山形県 鶴岡市 婚活支援事業
平成23年に「つるおか婚活支援ネットワーク」を立ち上げ、地域の企業や団体等と連携しながら、婚活イベントなど
結婚に関する情報提供をはじめ、活動団体への補助金による支援や婚活イベント・セミナー等を実施。

企画部地域
振興課

0235-25-2111

山形県 飯豊町
飯豊町ふるさと定住いいですね条例
【ときめき結婚祝】

町内にお住まいの方が結婚した場合、１組につき祝品（商品券）３万円を贈呈。
総務企画課
総合政策室

0238-87-0521

福島県 白河市 「ふれあいの場」創出事業
白河市及び西白河郡（４町村）の広域的な範囲で、結婚を希望する独身の男女（２０歳以上から４０歳代）を対象
に、実行委員会を立ち上げ、出逢いの場を提供する事業を実施。

市民生活部
地域支援課

0248-22-1111

福島県 西会津町 結婚祝金
町内に定住する意思のある新婚夫婦に対し、祝金10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限38,000円/月）を
支給。

商工観光課 0241-45-2213

福島県 西会津町 後継者対策事業 若者が交流できるイベントを実施し、町内在住の男性を対象に出会いの場を創出する。結婚活動支援イベント。 商工観光課 0241-45-2213

茨城県 高萩市 ハッピーサポート事業
市内花貫渓谷周辺でバーベキューを行い、市内観光を通じて独身男女の出会いの場を創出する。事業開始時期
についてはお問い合わせください。

まちづくり観
光課

0293-23-7316

茨城県 茨城町 婚活応援推進事業
結婚を希望する男女を応援するため，出会いの場の提供，自己啓発等のセミナーの開催，婚活相談員の配置を行
う。

社会福祉課 029-240-7112

栃木県 矢板市 やいた未来クラブ運営事業 結婚サポーターによるイベント開催、婚活支援
子ども課
子育て支援
担当

0287-44-3600

群馬県 桐生市
過疎地域定住促進奨励金（結婚祝
金）

黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し結婚祝金を交付

黒保根支所
地域振興整
備課　　産業
振興係

0277-96-2113

群馬県 下仁田町 結婚祝金支給制度
夫婦ともに町の住民基本台帳に記載され、結婚後も引き続き町内に在住する意思をもつカップル1組につき5万円
を支給。

健康課福祉
係

0274-64-8803

群馬県 中之条町 新婚家庭へのお米プレゼント
婚姻届受理後、引き続き住所を置くか、１月以内に中之条町に住所を移し、１年以上住み続ける予定のものに６０ｋ
ｇ分の米引換券を贈呈

企画政策課 0279-75-8802

富山県 小矢部市 結婚活動支援事業
「おやべの縁結びさん」を設置、「結婚活動支援イベント」に助成金を交付するなど、人口増対策の一環として結婚
活動の支援事業を実施します。

市民協働課 0766-67-1760

富山県 南砺市 結婚活動支援事業
「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供や、結婚する力を高める自分磨き講
座を実施する。

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

石川県 - しあわせ発見事業
しあわせアドバイザー「縁結びist」による結婚相談の実施、異性とのコミュニケーション等を指南する「いしかわ婚活
実践大学校」の開催、男女の交流イベントを行う企業等に対し、5万円/件を上限に助成。

少子化対策
監室
次世代G

076-225 -1447

石川県 七尾市 結婚相談事業 毎週火曜日（土曜日は受付のみ）、「フォーラム七尾」で結婚相談を実施。
男女共同参
画室

0767-52-5222

石川県 津幡町 結婚祝金
町内に定住を決めた「新婚夫婦」でいずれかが40歳以下である夫婦に対し交付。交付額は、夫婦とも転入者である
場合10万円、いずれかが転入者である場合5万円、転入者でない場合3万円。

町民課 (076)288-2124

山梨県 山梨市 結婚相談事業 結婚相談所の設置、婚活イベント・セミナーの開催。
市民生活課
まちづくり・協
働担当

0553-22-1111

山梨県 身延町 結婚祝金 身延町に住所を有する方が結婚し、定住する場合に5万円を支給。 政策室 0556-42-4801

長野県 大町市 新婚さん応援します！新婚生活応援
平成２６年４月１日以降に結婚した市内に住民登録のある満５０歳未満の夫婦に、市内店舗で利用できる３万円分
の商品券を贈ります。

企画財政課
定住促進係

0261-22-0420

長野県 飯山市
いいやまお見合い本気婚活支援事
業

結婚相談所と連携し、飯山市民の独身男女で結婚後も飯山市内に住むことを希望する方には、結婚相談所への入
会諸費用を補助

いいやま住ん
でみません課

0269-62-3111

長野県 下諏訪町 出会い・婚活の場の提供
婚活プロジェクト委員による婚活パーティーやセミナーの企画・運営など、地域の魅力の再発見を通した、町ぐるみ
による婚活機運の盛り上げなど様々な面から婚活を応援しています。

総務課企画
係

0266-27-1111(内線257)

長野県 飯島町 結婚・定住祝金（結婚祝品）制度
結婚による定住を目指して取組んでいるエキサイト恋愛結婚「ふるさと婚活」や町主催の出会い・婚活イベントへの
参加（登録）者同士が成婚・定住した際に、１組３万円の祝い金を贈呈（成婚のみは祝い品を贈呈）

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

長野県 天龍村 結婚祝金 国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して２万円を支給 総務課 0260-32-2001

岐阜県 大垣市 かがやき婚活事業
結婚したいと考えている独身男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供し、皆さんの婚活を応援しています。これま
で開催したイベントでは、１２３組のカップルが誕生しています。（２６年度は６回開催）

かがやきライ
フ推進部
市民活動推
進課

0584-47-7169

岐阜県 恵那市 ことぶき結婚相談所
結婚したい男女（男性は市内のみ）に、結婚情報の提供やセミナー、カップリングイベント、紹介等を実施。市民の
結婚相談員が運営協議会を設け、毎月の結婚相談や年数回のカップリングパーティー、研修会等を開催

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 土岐市 婚活支援事業費補助金
晩婚化・未婚化の対策として、出会いの場の創出、体験イベント等を通じた結婚のきっかけづくりとなる事業につい
て１０万円を上限として補助金を交付します。

総務部総合
政策課

0572-54-1111

岐阜県 郡上市 婚活イベント企画運営事業
定期的に結婚相談所を開設し、市委嘱相談員６名により相談業務を行う。
田舎でしか出来ない婚活プロジェクトにより、年3回婚活イベントを開催。

市長公室
企画課

0575-67-1831

岐阜県 下呂市 結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ） 結婚相談窓口、出会いの場を提供するイベントなどを開催します。
福祉部
社会福祉課

 0576-52-3936

岐阜県 揖斐川町 新婚世帯定住奨励金
結婚後も3年以上定住することを前提とした新婚世帯を対象に奨励金を支給。婚姻日において夫婦ともに満50歳未
満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要です。奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円

総務部政策
広報課

0585-22-2111

結婚・子育て

03.結婚
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

静岡県 沼津市 婚姻届提出記念サービス
沼津市役所に婚姻届を提出するカップルを対象に、提出する際の写真を撮影し、記念シートとして贈呈する。また、
希望者には協賛施設でスペシャルサービスが受けられる「Vipパスカード」を併せて贈呈する。

市民課 055-934-4720

静岡県 河津町 結婚祝金
新たに夫婦となった2人の門出を祝うとともに、町の少子化対策、定住促進、地域福祉の向上を図ることを目的に、
夫婦1組につき10万円を支給。

保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 川根本町 結婚祝い金
町内在住で結婚された方に祝金を支給。
・結婚祝金１組50,000円

企画課まちづ
くり室

0547-56-2221

静岡県 森町 結婚相談委託事業
委託先：森町社会福祉協議会
結婚相談：月一回第二日曜日午前9時00分～11時30分

社会福祉協
議会

0538-85-5769

愛知県 設楽町 婚姻奨励 婚姻または婚姻後６カ月以内に転入した方に３万円の報奨金を支給 企画課 0536-62-0514

滋賀県 日野町 婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」
結婚を希望する独身男女に対して、出会い・交流の場を提供するため、会員登録制によるイベントやセミナーを開
催。

企画振興課 0748-52-6552

兵庫県 南あわじ市 ハッピーマジックの会
出会いの場が少ない若者に、イベントの開催など交流の場を提供。２０～６０歳未満の独身の方で、男性は淡路島
在住、在勤または出身者、女性は住所要件なし。

少子対策課 0799-44-3040

奈良県 十津川村 十津川村縁活ツアー
村外の20歳以上40歳未満の独身女性と村内独身男性が、十津川村の自然や温泉を体験するツアーを通して、交
流を深める。

観光振興課 0746-62-0004

和歌山県 かつらぎ町 若者交流促進事業 結婚を希望する独身の男女に、出会いや交流の機会を提供するため、婚活イベントを開催します。
企画公室まち
づくり推進係

0736-22-0300(内線
2065)

和歌山県 高野町 婚活事業
町民、もしくは将来町民となる意志のある方を対象に婚活イベントを実施。
今年度は、１０月頃実施予定。

企画財政課 0736-56-3000

和歌山県 串本町 結婚祝い金制度
婚姻届を提出した夫婦に対し、1組につき5万円を支給する。町民かつ結婚後も町内に居住すること、滞納がないこ
と等が条件。

企画課 0735-62-0556

鳥取県 -
とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚
活イベント情メール配信事業）

独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」が実施する「出会いの場」イ
ベントの情報を発信します。平成２５年度イベント１３８回実施２０９組カップル成立（主催者報告）

福祉保健部
子育て王国
推進局

0857-26-7148

鳥取県 日南町 結婚祝金（いきいき定住促進条例） 夫婦ともに町内に住所を有し引き続き居住する意思のある方が結婚したとき、3万円を交付。 企画課 0859-82-1115

島根県 出雲市 縁結びプロジェクト推進事業
未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナーの開催、結婚相談開催支援、支援者養成セミナーの開催など

縁結び定住
課

0853-21-6629

島根県 益田市 縁結び事業
縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー」や商工会議所等の市内各種団体と連携し、独身男女の出会
いを応援します。

福祉環境部
子育て支援
課

0856-31-0243

島根県 隠岐の島町 隠岐の島町孫抱き交付金事業
隠岐の島町内で披露宴を行うことで25万円を交付します。
また、披露宴内で本町の伝統である「孫抱きの儀」を実施することで更に5万円を交付します。

定住対策課 08512-2-8570

広島県 神石高原町 ブライダルセンター 結婚相談所によるカウンセリング，婚活イベントの開催等，出会いの場を提供します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 新婚定住祝い金支給事業 新婚の夫婦にこうげん通貨3万円相当額を支給します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 結婚仲人報奨金支給事業 新婚の夫婦の仲人に対して，「こうげん通貨」１０万円相当額を支給します。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

徳島県 那賀町 縁むすびの会
結婚を希望する男女の出会いを仲立ちする住民ボランティア組織。月２回の相談室（会員対象）及び、年数回の婚
活イベント（町内外）を開催。

縁むすびの
会事務局（企
画情報課内）

0884-62-2200

徳島県 那賀町 結婚祝い金 町内居住者（婚姻後も引き続き居住の意思がある者に限る）が婚姻した際、一律２万円を交付 住民課 0884-62-1194

徳島県 海陽町
出会いサポート事業（子どもあゆみ
事業）

若者に出会いの場を提供してくれる団体に対して、１０万円を上限とし補助金を交付（１回につき）。現在、海陽町婚
活実行委員会では、海陽町に住みたい方を募り、婚活イベントを開催。

保健福祉課 0884-73-1311

香川県 さぬき市 結婚定住奨励事業
婚姻日がＨ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１までにあって、年齢や住所など５つの要件を全て満たした夫婦に対し、さぬき
市共通商品券１０万円分を交付。

総務部政策
課

087-894-1112

高知県 土佐町 結婚祝金
４０歳未満で、町に住民登録し、婚姻後引き続き３年以上土佐町に定住する意思を有する方に対し、土佐地区商工
会の発行する商品券１００，０００円分を支給。

住民課窓口
係

0887-82-1717

福岡県 柳川市 結婚サポートセンター事業
独身男女に出会いの場を提供する会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、みやま市に居住又は勤務の方、女
性は全国登録可能。休所日（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。

大牟田・柳
川・みやま結
婚サポートセ
ンター

0944-77-8787

福岡県 筑後市
八女・筑後結婚サポートセンター事
業

筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座や教室のほ
か、結婚相談などを実施します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 婚姻届の価値創出事業 新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。
市民課
市民係

0942-53-4112

福岡県 筑後市 結婚祝い品贈呈事業 結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定）
農政課
農政係

0942-65-7025

福岡県 うきは市 うきコン
うきは市婚活実行委員会主催の婚活イベント
毎年春と秋の年2回開催

企画課企画
調整係

0943-75-4984

福岡県 朝倉市 縁結び応援事業
結婚応援のための若者の出会いの場を提供する事業への支援を行う。公益の増進を図る５人以上で構成される団
体へ上限５０万円を補助する。

子ども未来課
子育て支援
係

0946-22-1111
(内線126)

福岡県 みやま市 新婚世帯家賃補助制度
みやま市外に住んでいる新婚世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をしま
す。

企画財政課
企画振興係

0944-64-1504

熊本県 菊池市 菊池市婚活事業
菊池市への移住定住を目的とし、菊池市の資源を生かした交流会を提供。
自然体験や農業体験など体験型交流や食事会を開催。

企画振興課 0968-25-7250

熊本県 南関町 結婚報奨金
婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住する50歳未
満の夫婦5万円

まちづくり推
進課

0968-57-8501

大分県 豊後高田市 新婚さん応援事業 婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し新婚生活応援金（1組10万円）を交付します（2年以上居住要件有り）。
地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 婚活応援事業
独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するとともに、婚活のお
手伝いをしています。

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 姫島村 結婚祝い金
・婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者
・夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者の場合６万円支給する

企画振興課 0978-87-2111

大分県 日出町 出会い応援事業 結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催 政策推進課 0977-73-3116

宮崎県 日向市 婚活サポート事業補助金
独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与するこ
とを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体上限15万円

総合政策課 0982-56-1630

宮崎県 西都市 出逢い創出支援事業 独身者の「出逢いの場づくり」等の活動をしている団体に対して支援を実施。予算総額100万円。 総合政策課 0983-32-1011

宮崎県 川南町 新婚家庭家賃助成事業
平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成を行います。助
成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円）

まちづくり課 0983-27-8002

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 旭川市 子ども医療費助成費
小学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。所得制限あり（H26年7
月までは，小学生は入院・訪問看護のみ）。

子育て支援
部子育て支
援課

0166-25-6446

北海道 旭川市 ひとり親家庭等医療費助成費
ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適用
の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。

子育て支援
部子育て支
援課

0166-25-6446

北海道 室蘭市 医療費助成
乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者等の方が診療を受けたときの、保険診療の自己負担額から一部負担額を
除いた額を助成

保険年金課 0143-25-3026

北海道 北見市 乳幼児等医療費助成
医療機関等にかかった時の医療費のうち、就学前までの乳幼児は入院・訪問看護・通院、小学校就学児は入院・
訪問看護を対象に自己負担額の一部を助成。

保健福祉部
国保医療課

0157-25-1130

北海道 網走市 子どもの医療費助成 小学校入学前までの医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。
子育て支援
課こども家庭
係

0152-44-6111(内線231)

北海道 網走市 子どもの医療費助成 小学生卒業前までの入院・指定訪問看護利用に係る医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。
子育て支援
課こども家庭
係

0152-44-6111(内線231)

北海道 苫小牧市 乳幼児等医療費助成
義務教育就学（小学校入学）前までの子どもの医療費を助成しています。
また、小学生の入院に係る医療費も助成しています。

こども支援課 0144-32-6416

北海道 苫小牧市 ひとり親家庭等医療費助成制度 母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。 こども支援課 0144-32-6416

北海道 美唄市 乳幼児等医療費助成事業
安心して子育てができるよう、小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成。また、小学生の入院医療費の一
部を助成。

市民部市民
課
保険年金グ
ループ

0126-62-3144

北海道 赤平市 子ども医療費助成事業 市内に住所のある中学生以下の子どもの保険適用となる医療費を全額助成する。
子ども未来・
医療給付係

0125-32-2216

北海道 赤平市
独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターの災害給付金の掛金無料化事
業

市では市立小中学校、幼稚園、保育所に在学(園)する子どもたちが怪我などをした際に給付を受ける「日本スポー
ツ振興センター災害共済給付契約」を結んでおり、これらの共済掛金の全額を市で負担(無料)している。

学校教育係 0125-32-1822

北海道 赤平市
小児インフルエンザ等予防接種助成
事業

小児インフルエンザ等の予防接種の助成を行なう。小児インフルエンザ予防接種については中学生以下を対象に1
回の接種につき1,000円助成している。

健康づくり推
進係

0125-32-5665

北海道 士別市 乳幼児等医療費給付事業 小学生以下の入院、通院医療費無料。中学生の入院医療費無料。
市民部市民
課

0165-23-3121

北海道 名寄市 ひとり親家庭医療制度
３歳未満児及び住民税非課税世帯は、医療機関で初診時一部負担金のみを支払い、残額を助成。上記以外の方
は、医療費の1割を自己負担し、残額を助成。

こども未来課 01654-3-2111

北海道 滝川市 乳幼児等医療費助成制度 未就学児は医療費無料、小学生は入院医療費一部助成（所得制限あり）
市民生活部
保険医療課

0125-28-8018

北海道 砂川市 未就学児医療費助成事業 未就学児の医療費無料（通院、入院）
市民生活課
保険係

0125-54-2121

北海道 登別市 乳幼児等医療費助成制度
未就学児童までの保健診療分の指定訪問看護・入院費、通院費の助成（所得制限有り）
小学生は指定訪問看護・入院費の助成（所得制限有り）

保健福祉部
年金・長寿医
療グループ

0143-85-2137

北海道 登別市 ひとり親家庭等医療費助成制度
親の入院・指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）
児童の入院、通院、指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）

保健福祉部
年金・長寿医
療グループ

0143-85-2137

北海道 恵庭市 子ども医療費助成制度
0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の自己負担額の一部を助成。
ただし、小・中学生については入院時のみ。(保護者の所得制限あり。)

保健福祉部
国保医療課
医療助成担
当

0123-33-3131
内線1242

北海道 北広島市 子ども医療費助成事業
就学前：自己負担は初診時一部負担金のみ。市内医療機関受診は無料。小中学生（通院は対象外）：自己負担は
市民税課税世帯は総医療費の1割相当額、市民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ（各所得制限有）

国保医療課 011-372-3311

北海道 新篠津村 乳幼児等健やか助成
１８歳まで医療費が無料
（医療保険の適用を受けない自己負担分については対象外）

住民課 0126-57-2111

北海道 福島町 子ども医療費助成 【子どもの医療費助成】  18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、医療費を全額助成 保健福祉課 0139-47-4682

北海道 八雲町 乳幼児等医療給付事業
対象：就学前の乳幼児（入院・通院）、児童（入院のみ）負担：５歳未満児及び住民税非課税世帯は初診時一部負
担金のみ負担。前記以外の受給者は１割負担（月上限：入院外12,000円、入院44,000円）

住民生活課 0137-62-2111

北海道 上ノ国町 乳幼児等医療費支給事業 18歳以下を対象に医療費の自己負担分を全額補助 住民課 0139-55-2311

北海道 乙部町 こども医療費助成事業 中学生まで医療費が無料
町民課保健
衛生係

0139-62-2311

北海道 今金町 乳幼児医療費助成
乳幼児等が医療機関で保険証を使用して診療を受けたときの医療費の一部が助成されます。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

保健福祉課 0137-82-2780

北海道 蘭越町 医療費の助成制度 高校生まで医療費が無料
住民福祉課
医療給付係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 子どもの医療費助成 中学生まで医療費が無料（健康保険適用の範囲内）
保健福祉課
保健医療係

0136-44-2121

北海道 ニセコ町 子どもの医療費助成 予防接種（一部有料）、乳幼児検診及び歯科検診の実施
保健福祉課
健康づくり係

0136-44-2121

北海道 共和町 乳幼児等医療費助成事業
子どもの医療費を「全額」または「一部」助成。０歳から１２歳になる年度の末日（小学校６年生の年度末）までが対
象。外来は６歳まで、入院は１２歳までが対象。

住民福祉課 0135-73-2011

北海道 南幌町 児童生徒等医療費助成事業 18歳までの児童生徒の保健医療費（入院・通院）の自己負担額の２割を助成（自己負担1割、所得制限あり）
住民課
医療介護
グループ

011-378-2121

北海道 由仁町 由仁っ子医療助成制度
中学校卒業までお子さんの医療費が無料
（※所得制限があります）

保健福祉課
保健児童担
当

0123-83-4750

北海道 由仁町 ワクチン接種助成制度 ワクチン接種（ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん、水ぼうそう、おたふく）費用の全額助成
保健福祉課
保健児童担
当

0123-83-4750

北海道 栗山町 乳幼児等医療費助成制度
乳児から中学校卒業までのお子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての「全
額」又は「一部」を助成します。

住民福祉課 0123-73-7508

北海道 妹背牛町 子どもの医療費無料化 ０歳から中学３年生までの子供の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。
住民課保険
グループ

0164-32-2411

北海道 秩父別町 医療費助成事業 高校3年生までの医療費（保険診療分の自己負担分）にかかる費用を全額助成します。
住民課住民
福祉グループ

0164-33-2111

北海道 沼田町 乳幼児等医療費の助成 中学生までの医療費無料 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 歯科検診・フッ素塗布 乳幼児（9-10カ月健診～小学校就学前までの虫歯予防としてフッ素塗布を無料で実施 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 子どもの医療費助成 各種予防接種全額助成（定期接種） 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 愛別町 子育て支援制度 中学生以下の子どもは医療費無料 保健福祉課 01658-6-5111

北海道 南富良野町 すこやか子ども医療費助成事業
町内居住で、満22歳までの子がいる方（※一部在学要件有）
・保険適用の自己負担額を全額助成（入院時の食事代等は対象外）

保健福祉課
介護医療係

0167-52-2211

結婚・子育て

04.医療
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北海道 和寒町 わっさむ健やかこども医療費助成
中学生までの通院、入院に係る医療費の自己負担分を助成(保険診療以外の費用を除く)。町内の医療機関であれ
ば、窓口負担なしで受診可能。(町外の医療機関を受診した場合は、後日領収証を添付して申請が必要)

保健福祉課
保健係

0165-32-2000

北海道 和寒町 予防接種料金助成
任意の予防接種のうち、ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜ、インフルエンザ、成人の風しん、成人用肺炎球菌
の予防接種にかかる費用の全部または一部を助成。

保健福祉課
保健係

0165-32-2000

北海道 剣淵町 子ども医療費助成 乳幼児、中学校卒業までの児童の医療費（保険適用内）を全額助成（所得制限なし） 住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 音威子府村
音威子府村乳幼児等医療費の助成
に関する条例

中学生までの医療費が無料
住民課保健
福祉室

01656-9-3050

北海道 中川町 中川町乳幼児等医療費助成事業 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の医療費が無料となります。
住民課
幸福推進室

01656-7-2813

北海道 幌加内町 子育て支援事業（子供医療費助成）
満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の医療費無料
（町内の医療機関）

住民課 0165-35-2124

北海道 清里町 乳幼児等医療費助成事業 生まれてから中学生修了までにかかる医療費の自己負担額を全額助成。
町民課町民
生活グループ

0152-25-3577

北海道 置戸町 健やか子育て応援事業 高校３年生までの通院入院にかかる医療費自己負担の一部を、町内で使用可能な金券で還元。
地域福祉セン
ター
福祉係

0157-52-3333

北海道 佐呂間町 さろま子育て応援医療費助成事業 中学生までの医療費の保険診療分を全額助成します。（所得制限なし）
保健福祉課
医療保険係

01587-2-1212

北海道 遠軽町 乳幼児医療助成制度
遠軽町内の乳幼児と小中学生が受けた保険診療による医療費の自己負担分について一部を助成します。（年齢に
応じて助成内容が変わります。）

民生部 住民
生活課 保健
医療年金担
当

0158-42-4812

北海道 西興部村 子ども医療費無料化事業 １８歳までの子どもを持つ村内の家庭に対し、その子どもの医療費を世帯の所得に関わらず全額助成する。 住民課 0158-87-2111

北海道 雄武町 子ども医療費助成 高校卒業年度までの子どもを対象とした、医療費を助成します。 保健福祉課 0158-84-2121

北海道 壮瞥町 子どもの医療費助成制度
町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども）の入院・通院に
係る保険適用の医療費全額を助成

住民福祉課 0142-66-2121

北海道 新冠町 子ども医療費給付事業 中学生以下の医療費無料（所得制限有り）
保健福祉課
保健福祉グ
ループ

0146-47-2113

北海道 新冠町 予防接種助成事業 小学生以下のインフルエンザ予防接種料金について、１，５００円助成
保健福祉課
保健福祉グ
ループ

0146-47-2113

北海道 浦河町 子育て家庭医療支援事業 ０歳から中学生までの子どもに係る自己負担分医療費の全額を地域商品券で助成（千円単位） 保険医療課 0146-26-9002

北海道 新ひだか町 乳幼児等医療費助成制度
子供が６歳到達後の最初の３/３１まで通院・入院医療費の一部助成（所得制限あり）子供が１２歳到達後の最初の
３/３１まで入院医療費の一部助成（所得制限あり）

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 重度心身障がい者療費助成制度
身体障害者手帳１・２級及び３級の内部障がいの方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又は
診断された方の通院入院、精神障害者保健福祉手帳１級の方の通院医療費の一部助成。

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 ひとり親家庭等療費助成制度
母子及び父子家庭等で１８歳までの児童と親、配偶者が重度の障害者である世帯の１８歳までの児童と親への通
院入院医療費の一部助成。（※親は入院のみ）※１８歳以上２０歳未満での特例もあり。

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町
新ひだか町健康づくり商品券発行事
業

予防接種料や住民健診料の、個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しする。対象項目そ
れぞれの金額に、５００円未満の端数がある場合は切り捨て。（Ｈ２６年７月より予定）

経済部商工
労働観光課

0146-43-2111

北海道 上士幌町 子どもの医療費助成 中学生まで医療費が無料（所得制限なし） 保健福祉課 01564-2-2111(内144)

北海道 鹿追町 乳幼児等医療費の助成 乳幼児及び中学校修了前のお子さんの医療費を助成。所得制限なし。 福祉課 0156-66-1311

北海道 新得町 小中学生医療費助成 中学校卒業までの医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額全額を助成します。
町民課国保
年金係

0156-64-0528

北海道 清水町 乳幼児等医療費助成制度
町内に住所を有する０歳～中学校卒業（卒業年度の３月31日）までの子どもにかかる医療費（保険診療分のみ）を
助成する。

町民生活課 0156-62-1151

北海道 更別村 更別村児童医療費助成
児童（中学３年生まで）にかかる医療費（基本利用料・食事療養標準負担額・附加給付される額を控除して得た額）
に対し、助成金を交付。

保健福祉課 0155-53-3000

北海道 本別町  子どもの医療費助成 中学生まで医療費を一部または全額助成（所得制限あり） 住民課 0156-22-8128

北海道 足寄町 乳幼児及び児童医療費助成制度
未就学児童：医療費全額無料（所得制限あり）
小中学生：住民税非課税世帯は医療費全額無料、課税世帯は医療費自己負担3割を1割に低減（所得制限あり）

住民課住民
室保険担当

0156-25-2141内線215

北海道 鶴居村 児童・生徒医療費助成 中学校卒業まで医療費を助成。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 標津町 医療費助成 町内に在住する中学卒業までの医療費全額免除 住民生活課 0153-82-2131

北海道 標津町 ワクチン接種料金助成 乳幼児から中学3年生までを対象にインフルエンザワクチン接種料金の助成
保健福祉セン
ター

0153-82-1515

青森県 青森市 子ども医療費助成事業
子どもの医療費に関して、就学前については、通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額を、小学生につ
いては、入院に係る保険診療分の医療費自己負担額をそれぞれ助成します。（所得制限あり）

国保医療年
金課

017-734-5345

青森県 弘前市 子ども医療費給付事業
弘前市に在住する小学生から満18歳に達した日の属する年度末までの入院に係る医療費を無料化。ただし、所得
制限有り。

子育て支援
課

0172-40-7039

青森県 八戸市 乳幼児等医療費給付事業
健康保険に加入している中学校卒業までの児童を対象に、就学前児童は通院・入院、小・中学生は入院の医療費
を助成。所得制限や、年齢によっては自己負担あり。

こども家庭課 0178-43-9428

青森県 五所川原市 ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち児童は全
額、父母は一医療機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。

家庭福祉課
児童家庭係

0173-35-2111(内線
2436)

青森県 五所川原市 乳幼児医療費給付制度
市内在住の0歳時から6歳児(小学校入学前まで）を養育し、所得が限度額以内の保護者を対象とし、入院・外来に
おける医療費自己負担部分を給付。（高額療養費の支給等がある場合は、それらを差し引いた金額）

国保年金課
0173-35-2111(内線
2334~2337)

青森県 むつ市 乳幼児等医療費給付事業
むつ市内に住所を有する未就学児童の入院・外来医療費・調剤費、及び小・中学生の入院医療費を助成（所得制
限有り）

健康推進課 0175-22-1111

青森県 むつ市 ひとり親家庭等医療費助成事業
むつ市に住民登録があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母とその児童あるいは、養育者家庭の
児童を対象に、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで医療費を助成（所得制限有り）

児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 予防接種費用助成事業
「インフルエンザワクチン」、「B型肝炎ウィルスワクチン」、「ロタウィルスワクチン」、「おたふくかぜワクチン」、「高齢
者肺炎球菌ワクチン」について助成対象者に費用の一部、又は全額を助成

健康推進課 0175-22-1111

青森県 つがる市 つがる市子ども医療費助成制度
中学校修了までの子どもの医療費無料。健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者に対
して助成。対象となる医療費・療養費は保険診療分のみ（入院時の食事療養費、予防接種等は助成の対象外）

福祉課 0173-42-2111

青森県 平川市 乳幼児医療費助成事業
0歳児～小学校就学前（所得制限有）を対象に医療費を助成（0歳～3歳は医療費全額、4歳～就学前は、通院
1,500円/月、入院500円/日の負担有）。H26.11月～小学校就学前まで医療費全額助成

子育て支援
課　子育て支
援係

0172-44-1111(内線
1151･1152)

青森県 平川市 ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭等の児童及び父母・父母のいない児童（児童が18歳到達後の最初の年度末まで。所得制限あり）対。
保険適用分医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関・月毎に1,000円を超える額を助成

子育て支援
課　子育て支
援係

0172-44-1111(内線
1151･1152)

青森県 平内町 乳幼児・こども医療費給付事業 乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給する。 保健福祉課 017-755-2114

青森県 蓬田村
蓬田村乳幼児・児童医療費給付事
業

子どもが中学校卒業の終期に達するまで医療費を全額助成 健康福祉課 0174-27-2111
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青森県 外ヶ浜町
外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事
業

【対象・条件】町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまでの子の保護者
【内容】医療費を全額助成

福祉課 0174-22-2941

青森県 大鰐町 乳幼児医療費給付事業
町内に住所を有する、0歳児から6歳児（小学校就学前）までの乳幼児の医療費を助成しております。［0歳～3歳ま
では全額助成］、［4歳～就学前までは一部助成］

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 ひとり親家庭等医療費給付事業
町内に住所を有するひとり親家庭等の18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する父又は母とその
児童へ医療費を助成。児童は全額、父又は母は医療機関毎に1月に千円を控除した額（所得制限有）

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 板柳町 乳幼児医療費給付事業
０歳から小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成：入院及び通院に係る医療費（医療保険対象分の自己負担
金）

健康福祉課 0172-73-2111(代表)

青森県 野辺地町 子ども医療給付制度
年齢6歳に達する日以降の最初の4月1日～15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の医療費
を全額助成。

町民課
0175-64-2111
(296)

青森県 六戸町 子ども医療費助成事業 住民である15歳までの子供の医療費補助世帯主の所得による制限なし 福祉課 0176-55-3111

青森県 六ヶ所村 乳幼児等医療費給付事業
村に住民登録がある0歳児から中学校卒業までの乳幼児等の外来及び入院に係る医療費を全額助成する（所得
制限あり）。

福祉課 0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 ひとり親家庭等医療費給付事業
村に住民登録があるひとり親家庭等で扶養されている児童（0歳児から18歳に達した最初の3月31日まで）及び児
童を扶養している父または母の外来及び入院に係る医療費を助成する（所得制限あり）。

福祉課 0175-72-2111

青森県 おいらせ町 ひとり親家庭等医療費給付事業 ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。所得制限あり 町民課 0178-56-2246

青森県 おいらせ町 乳幼児・子ども医療費助成事業 中学校卒業までの児童及び生徒の、医療保適用分の医療費全額を助成します。所得制限なし 町民課 0178-56-2246

青森県 田子町 乳幼児医療費給付事業
（条件）町内に住所を有する0歳児から就学前の乳幼児
（内容）0歳～3歳までは医療費を全額助成、4歳～就学前までは一部助成

住民課 0179-20-7119

青森県 田子町 子ども医療費助成事業
（条件）町内に居住する中学生以下の児童・生徒。（ただし、町内医療機関で受診した場合のみ。）
（内容）医療費を全額助成。

住民課 0179-20-7119

青森県 南部町 乳幼児医療費助成
0歳～就学前の子どもの通院及び入院分の医療費を全額助成。
（所得制限あり）

健康福祉課 0178-60-7100

青森県 南部町 子ども医療費助成
小学生と中学生の通院及び入院分の医療費全額助成。
（所得制限あり）

健康福祉課 0178-60-7100

青森県 新郷村 新郷村子ども医療費助成
子供に係る医療費の一部を助成。支給概要通院の場合：外来・調剤医療費を1ヶ月分合算して1,500円を超えた分
を支給。入院の場合：入院日数×500円を引いて支給。

住民生活課
住民グループ

0178-78-2111
内線602

岩手県 遠野市 医療費給付制度 妊産婦及び乳幼児から中学生までの医療費の一部を給付。（所得制限有）
総務部市民
課

0198-62-2111

岩手県 遠野市 わらすっこ任意予防接種事業 水痘・おたふくかぜの予防接種全額助成。 保健医療課 0198-62-5111

岩手県 一関市 乳幼児医療費助成事業 就学前児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし）
市民環境部
国保年金課

0191-21-8343

岩手県 一関市 小学生医療費助成事業 小学生児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし）
市民環境部
国保年金課

0191-21-8343

岩手県 雫石町
医療費助成制度（中学生まで医療費
無料）

雫石町では、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を行っております。 町民課 019-692-6400

岩手県 一戸町 乳幼児医療費助成
0歳～小学校入学前までの子どもが、入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の一部
を町が助成します。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 児童生徒等医療費助成
小学校入学から18歳の児童・生徒などが入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町
が助成。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の医療費の一部を町が助成。
※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含む。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 重度心身障害者医療費助成 心身に重度の障がいのある方が、通院及び入院をした時の医療費の一部を町が助成 税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま出生し、入院が必要な乳児に対して指定養育医療機関でその養育に必要な医療給付を
行う。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 自立支援医療（育成医療）
18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、医療を行わないと将来障がいが残る可能性がある児童に対して、
その治療にかかる医療費の軽減を図る

健康福祉課 0195-33-2111

宮城県 石巻市 子ども医療費助成事業 通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで医療費を助成（所得制限あり） 保険年金課 0225-95-1111

宮城県 栗原市 子育て応援医療費助成事業
0歳から中学生までの児童が、県内の医療機関で受診した場合、医療費の支払いが不要となる。保護者の所得に
関わらず助成を受けることが可能。

子育て支援
課

0228-22-2360

宮城県 加美町 子ども医療費助成事業
町内に住む子ども（18歳到達後最初の3月31日まで）の医療費を助成します。（入院・通院ともに助成の対象となり、
所得制限はなし。）

子育て支援
室

0229-63-7870

秋田県 秋田市 子ども福祉医療費給付事業
乳幼児、小学生およびひとり親家庭の児童の医療費（保険診療）自己負担分を助成する。（助成内容は、保護者の
所得状況や入院・通院の別等によって異なる）

子ども未来部
子ども総務課

018-866-8846

秋田県 男鹿市 医療費助成事業
小学生までの子どもの医療費のうち、外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成（小学生の外来にかかる自
己負担分は所得制限あり）

生活環境課 0185-24-9112

秋田県 湯沢市 乳幼児医療費の助成
こどもが心身ともに健康ですこやかに成長するよう、市が医療費の自己負担分を助成。対象者は乳幼児(未就学
児)及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)のすべて。助成を受けるには申請が必要。

市民課 国保
年金班

0183-73-2116

秋田県 上小阿仁村 福祉医療費支給事業
乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の福祉医療
費の支給について保険適用の自己負担分を支給する。ただし、等級により自己負担あり

住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 藤里町 福祉医療費助成事業
所得制限で非該当となった方への自己負担額の助成。
対象者：0歳～小学校卒業まで

町民課
健康推進係

0185-79-2113

秋田県 三種町
感染症予防事業（インフルエンザ予
防接種支援）

１歳から18歳までのインフルエンザ予防接種への一部助成。
健康推進課
保健センター

0185-83-5555

秋田県 三種町 福祉医療費助成制度
全ての乳幼児及び小中学生の医療費自己負担相当額を助成する制度。
ひとり親家庭の児童は18歳まで助成。

健康推進課
後期高齢係

0185-85-4834

秋田県 大潟村 福祉医療費支給事業
対象者の医療費を助成する。対象者は以下の通り。
高齢身体障がい者、重度心身障がい者（児）、ひとり親家庭児童、乳幼児及び小学生、中学生（※中学生はＨ２６．
８から）

住民生活課 0185-45-2114

山形県 鶴岡市 子育て支援医療給付事業 子育て環境の整備・促進を図るため、中学3年生までの医療費自己負担額の完全無料化をH26.7より実施。
健康福祉部
国保年金課

0235-25-2111

山形県 新庄市 子育て支援医療
0歳～中学3年生の自己負担額を助成する医療証を交付。3歳～中学3年生で扶養者が所得税を課税されている場
合は一部負担あり。（０～２歳、第３子以降は０歳～小学3年生まで外来･入院問わず全自己負担額を助成）

子育て推進
課
子育て企画

0233-22-2111
(内線544)

山形県 朝日町 中学生以下医療費完全無料化事業 中学３年生までの医療費の無料化
健康福祉課
子育て支援
係

0237-67-2132

山形県 大石田町 子育て支援医療制度 町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限なし。 保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大蔵村 医療費の助成 中学生までの医療費の無料化。 健康福祉課 0233-75-2104

山形県 飯豊町 子育て支援医療 中学生まで医療費は全て無料（所得制限なし、自己負担分全額助成）で、入院時の食事負担金も給付。
住民税務課
住民室

0238-87-0511

山形県 遊佐町 子育て支援医療制度 0歳～中学生までの子どもの医療費が扶養者の所得等に関係なく、一部負担なし。 健康福祉課 0234-72-5875
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

福島県 福島市 子ども医療費助成制度
福島市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の
お子さんの保険診療の自己負担分を助成

地域福祉課
024-525-3747

福島県 会津若松市 子ども医療費助成事業 0歳から18歳までの保険診療が無料。所得制限なし
市こども家庭
課

0242-39-1243

福島県 川俣町 子どもの医療費無料化 １８歳までの子どもの医療費が無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで
こども教育課
子育て支援
係

024-566-2111

福島県 西会津町 子育て医療費サポート事業 18歳までの医療費における自己負担分を全て町が負担（18歳までの医療費が無料）。 健康福祉課 0241-45-2214

福島県 磐梯町 乳幼児・児童医療費助成制度 磐梯町に住所を有する０歳児から１８歳（高校）までの乳幼児及び児童・生徒に対し、医療費を全額助成する。 こども課 0242-74-1216

茨城県 古河市 医療費助成制度（マル福）
マル福の対象とならない小学校3年生までの小児および小学校4年生から中学校3年生までの児童（平成26年10月
1日から18歳まで拡大）の医療費を一部助成する。

健康福祉部
国保年金課

0280-22-5111

茨城県 高萩市 医療福祉支給制度
０歳～中学３年生の医療費の一部を助成します。入院は無料、外来は１回600円の自己負担で受診できます（小学
４年生～中学３年生は１０月１日から事業開始）。また、妊産婦に対しても同様の助成を実施。

保険医療課 0293-23-2117

茨城県 笠間市 医療福祉費助成制度（マル福） 医療保険各法の規定による患者負担分を公費で助成する。
保健衛生部
保険年金課

0296-77-1101

茨城県 茨城町 マル福医療費助成事業（拡大） マル福の対象者を中学3年生まで拡大する（平成26年10月から）。 保険課 029-240-7113

茨城県 大洗町
小児医療福祉費助成制度（マル福制
度）

中学3年生までのお子さんの入院及び外来分の医療費を助成し，無料化を行っています。また，所得基準について
撤廃しています。（外来・入院・入院時食事療養費については，一部負担金があります。）

住民課 029-267-5111

茨城県 大子町
医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児
から中学校３年生まで）

妊産婦の方，０歳～１５歳到達後，最初の３月３１日までのお子さんが健康保険証を使って医療機関で受診した場
合，その自己負担額を助成します。

町民課 0295-72‐1112

茨城県 八千代町
医療福祉費支給事業（拡充分　13歳
～15歳）

平成26年10月から県の行う医療福祉費支給の対象範囲を、中学校3年生までに拡大する。 福祉保健課 0296-49-3941

栃木県 鹿沼市 こども医療費助成制度
中学校３年生までの子供にかかる医療費の一部を助成。小学校就学前は１レセプト当たり５００円の自己負担な
し。入院時の食事療養費は自己負担。

保健福祉部
こども支援課

0289-63-2172

栃木県 日光市 子ども医療費助成
高校3年生相当までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食
事療養費を助成。県内医療機関窓口での支払不要。

子育て支援
課

0288-21-5101

栃木県 矢板市 ・こども医療費助成制度 ・高校３年生相当までの医療費(保険診療分)を全額助成する。
子ども課
子育て支援
担当

0287-44-3600

栃木県 上三川町 児童医療費助成 出生の日から中学校卒業までの保険診療した医療費全額（予防接種や証明料などは対象外）を助成。 福祉課 0285-56-9130

栃木県 茂木町 こども医療費助成事業 中学生までの医療費無料化 保健福祉課 0285-63-5631

群馬県 桐生市 子ども医療費無料化 中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化（群馬県内の市町村で一律実施）
医療保険課
医療助成係

0277-46-1111(内線272)

群馬県 みどり市 子ども医療費助成事業 義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。
市民課　医療
助成係

0277-76-0972

群馬県 下仁田町 子ども医療費無料化 中学卒業までの子どもの医療費について無料化。

群馬県 片品村 片品村子ども医療費補助 義務教育を終了する１５歳の３月３１日まで医療費無料。 保健福祉課 0278-58-2115

群馬県 みなかみ町
子どもや障害者などの医療費の無料
化
（福祉医療費支給事業）

１５歳年度末までの子、重度心身障害者、母（父）子家庭所得税非課税で１８歳年度末までの子と扶養している配
偶者のいない女子または男子に対し、医療費の自己負担分を支給。※県内で一律実施

町民福祉課 0278-25-5011

埼玉県 熊谷市 こども医療費助成事業
中学校卒業までの児童にかかる医療費の一部を助成。対象は、入通院医療費の保険診療一部負担金と入院時食
事療養標準負担額（高額療養費や附加給付金を除く。）。保護者の所得制限なし。

福祉部こども
課

048-524-1452(直通)

千葉県 旭市 旭市子ども医療費助成事業
中学校３年生までのお子さんが医療機関（整骨院等を含む）に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保
険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成。

子育て支援
課

0479-62-8012

千葉県 富津市 子ども医療費助成制度
中学3年生までの子どもの医療費の一部を助成。
○自己負担金：入院一日または通院一回当たり200円若しくは無料、○調剤費無料

健康福祉部
子育て支援
課

0439-80-1256

千葉県 四街道市 子ども医療費助成制度
0歳児から中学３年生まで、保険診療分の自己負担額について全額助成。 健康こども部

家庭支援課
043-421-6124

千葉県 匝瑳市 子ども医療費助成事業 0歳から中学校3年生までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。
健康管理課
健康管理班

0479-73-1200

千葉県 大網白里市 こども医療費助成事業
０歳から中学校３年生までの子ども医療費を助成する。
【通院】０歳～小３：無料、小４～中３：３００円／１回（非課税世帯：無料）、【入院】０歳～中３：無料

子育て支援
課

0475-70-0331

千葉県 横芝光町 こども・児童医療費の助成制度
保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るため、0歳児から高校2年生までの医療費を助成。
こども医療費助成制度0歳児から中学3年生まで
児童医療費助成制度高校1、2年生

健康管理課・
福祉課

0479-82-3400
0479-84-1257

千葉県 御宿町 子ども医療費助成制度
０歳児から中学校３年生までの入通院医療費を助成。
通院１回または入院１日あたりの自己負担額が無料もしくは３００円。（住民税の課税状況による）

保健福祉課 0470-68-6717

新潟県 新潟市 こども医療費助成
通院は0歳から小学3年生まで、入院は0歳から中学3年生まで医療費を助成します（一部自己負担あり）。また、高
校3年生までの子が3人以上いる世帯は、入院・通院ともに0歳から高校3年生まで助成します。

福祉部
こども未来課

025-226-1201

新潟県 村上市 子ども医療費助成 中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成をします。 福祉課 0254-53-2111(内線246)

新潟県 糸魚川市 子ども医療費助成事業
通院は、１回530円。（530円以下だった場合はその額）小学校卒業までの者が対象です。入院は、１日1,200円で、
高校卒業までの者が対象です。

こども課
子育て支援
係

025-552-1511

新潟県 上越市 子ども医療費助成制度
生まれた日または転入の日から、中学校卒業までの子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を
除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。

健康福祉部
こども課

025-526-5111

新潟県 南魚沼市 子ども医療費助成
①入・通院ともに5歳の誕生月まで全額助成。②2人以下のこどもを有する世帯の3歳以上小学校6年生までの全子
について通院のみ一部助成。

子育て支援
課 子ども家
庭支援班

025-773-6822

新潟県 関川村 子ども通院・入院医療費助成 １８歳到達の３月末まで、医療費の助成をする。
住民福祉課
福祉保険班

0254-64-1471

富山県 高岡市 こども医療費助成
市内在住の0歳～中学3年生までの子どもで、各種健康保険に加入している場合、保険診療の自己負担分（入院：
中学校3年まで、通院：小学6年まで）を助成。10月から通院の対象年齢を中学３年生まで拡大

福祉保健部
児童育成課

0766-20-1381

富山県 滑川市 子ども医療費助成 中学３年生までの子どもの保険医療費を助成。（現物給付または償還払い） 子ども課 076-475-2111

富山県 小矢部市 こども医療費助成制度 中学校３年生までの児童の入・通院にかかる保険診療の医療費を助成します。（所得制限なし。） 社会福祉課 0766-67-8603

富山県 南砺市 こども医療費助成
市内に在住する子どもの医療費（保険適用分）の自己負担額を助成。入院は中学3年生まで、通院は小学
6年生まで対象。平成26年10月診療分より中学3年生の通院も対象。ただし、保護者負担が必要。

民生部
子育て支援
室

0763-23-2053

富山県 射水市 子ども医療費助成制度 子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、市内に住所を有する子ども（中学校３年生修了前）の医療費を助成。
福祉保健部
子育て支援
課

0766-82-1953

石川県 七尾市 特定疾患等治療経費一部助成事業 難病または小児特定疾患のため治療中の市民で県知事の認定者に対し、年額5千円を助成。
健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 インフルエンザ予防接種助成事業
6か月児から中学生までを対象に、指定医療機関でのインフルエンザ予防接種時に1回1千円の助成が受けられる
接種券を発行。（6か月児～小学生：年2回、中学生：年1回）

健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 子ども医療費助成
中学校卒業までの児童を対象に、保険適用分の医療費（通院費・薬剤費・入院費など）を助成（小学生以上は入院
費を除き月1千円の自己負担あり）。

健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419
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福祉課
国保係

0274-82-2111
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

石川県 七尾市 ひとり親家庭等医療費給付制度
ひとり親家庭の父または母及び児童（高校生以下）を対象に、保険適用分の通院・入院費を助成。中学生以下の
児童を除き一部自己負担あり。（所得制限あり）

健康福祉部
子育て支援
課

0767-53-8419

石川県 能美市 乳幼児等医療補助制度 １８歳までの子どもの医療費が無料
子育て支援
課

0761-58-2232

石川県 志賀町 乳幼児・児童医療費助成 ０歳～満１８歳の児童の保険適用となった医療費の一部負担支払額（入院及び通院費）の全額助成。 住民課 0767-32-9122

石川県 中能登町 乳幼児・児童及び生徒養育医療費
１８歳に達する日以降の３月３１日まで、乳幼児・児童・生徒の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額
療養費・付加給付分を除く）

保健環境課 0767-72-3129

石川県 中能登町 ひとり親家庭等医療費給付
ひとり親家庭等において、対象児童が１８歳に達する日以降の３月３１日まで、親・児童の医療保険対象分の自己
負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く）

保健環境課 0767-72-3129

山梨県 都留市
都留市すこやか子育て医療費助成
制度

満15歳になる年度の年度末まで(中学校終了まで）医療費の助成をいます。
市民生活課
年金・医療担
当

0554-43-1111
(内線116)

山梨県 山梨市 子ども医療費助成制度 小学校６年まで窓口無料化、中学生の入院費助成。
健康増進課
国民健康保
険担当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 ひとり親医療費助成
市内に住所のあるひとり親の方とその子ども（高校3年生まで）方が病院を受診されたときにかかる健康保険の自
己負担分の医療費を助成する。

市民課
国保医療担
当

0551-22-1111
(内線127~129)

山梨県 韮崎市 子ども医療費助成制度
子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進を図ることを目的に、中学3年生までの医療費の保険対象負担分を
全額助成します。

市民課 0551-22-1111

山梨県 甲州市 子ども医療費窓口無料化制度 中学卒業までの医療費個人負担分の無料化
子育て支援
課

0553-32-5081

山梨県 身延町 子育て支援医療費の助成 町内に住所を有する、出生から中学校3年生までの小児の保護者に医療費の保険対象負担分を全額助成。
子育て支援
課

0556-20-4580

長野県 松本市 子育て支援医療費助成制度
０歳から中学3年生までの医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限なし）。保険対象自己負担額から高額療
養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額が支給

こども福祉課 0263-33-9855

長野県 松本市 ひとり親家庭支援医療費助成制度
１８歳未満（高校卒業まで）の児童と扶養している父・母、父母のいない児童を対象に医療費の自己負担額の一部
を助成（所得制限有）。自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給

こども福祉課 0263-33-9855

長野県 松本市 障害者支援医療費助成制度
障害のある児童及び成人の方を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限あり）。保険対象自己負担
額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給

こども福祉課 0263-33-9855

長野県 松本市 病児・病後児保育事業
就労している保護者を支援するため、病中の子どもを預かる病児保育を２カ所の病院で実施するとともに、病気の
回復期にある子どもを預かる病後児保育を２カ所のこどもプラザで実施

こども育成課 0263-34-3261

長野県 上田市 未熟児養育医療費給付事業
出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた
子どもの治療費の一部を市が負担する制度

健康推進課 0268-23-8244

長野県 上田市
上田市内科・小児科初期救急セン
ター

夜間の急な症状（突発的な発熱、激しい嘔吐等）に対する応急的な内科診療体制 健康推進課 0268-23-8244

長野県 上田市 病児・病後児保育センター 病気治療中の児童を保護者が仕事などの都合により家庭で看護できない場合に利用できる保育センター
子育て子育ち
支援課

0268-23-5106

長野県 上田市 こども医療費給付 出生から中学3年生までの通院入院医療費自己負担分を支給 福祉課 0268-22-4100

長野県 小諸市
小諸市医療費特別給付金(福祉医
療）

０歳から中学３年生までの方を対象に医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などに支払った医療費の一部を助成 厚生課 0267-22-1700

長野県 伊那市 福祉医療費給付金制度 中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（１レセプトあたり５００円の自己負担）
保健福祉部
健康推進課

0265-78-4111
内線2342

長野県 飯山市 乳幼児等医療給付事業
中学生以下の入・通院にかかる窓口負担のうち、保険適用分について助成（保険適用分については、中学生以下
の医療費が無料）

保健福祉課 0269-62-3111

長野県 茅野市 病児・病後児保育
生後6カ月から小学校3年生までの病気または病気回復期のお子さんを一時的に預かり、保育を実施。茅野市のお
子さんは無料で利用可能

幼児教育課 0266-72-2101

長野県 下諏訪町 福祉医療費給付金制度 乳幼児、障害者、母子父子家庭等の方が医療を受けたとき、医療費の一部を助成します。
住民環境課
国保年金係

0266-27-1111(内線138)

長野県 富士見町 病児・病後児保育
病気又は病気回復期にある生後６ケ月から小学校３年生までのお子さんを、保育ができない期間、一時的に預か
る事業

子ども課子ど
も支援係

0266-62-9237

長野県 生坂村 福祉医療給付 １８歳までのお子様を対象に、医療費の支給を受けることができる。 健康福祉課 0263-69-3500

長野県 小布施町 子どもの医療費の助成 0歳から18歳まで医療費自己負担分を助成 福祉グループ 026-214-9108

長野県 山ノ内町 福祉医療費支給 18歳に達した日以後最初の3月31日まで医療費自己負担額から500円を控除した額を支給 健康福祉課 0269-33-3116

長野県 小川村 特別療養費(福祉医療)制度 高等学校卒業までの乳幼児・児童・生徒の医療費一部負担金を手数料を除き、補助
住民福祉課
住民係

026-269-2323

岐阜県 大垣市 子ども医療費支給事業
高校生相当年齢者の１８歳到達後初めて迎える３月３１日までを助成対象とし、入院、通院医療費の全額を助成し
ます。所得制限はありません。

福祉部
窓口サービス
課

0584-47-8140

岐阜県 中津川市
乳幼児等医療費扶助・予防接種助
成事業

出生～中学校卒業まで、医療費無料（入院・通院）のほか、子どものインフルエンザ予防接種費等に市独自で上乗
せ助成。

障害援護課 0573-66-1111

岐阜県 美濃市
福祉医療費助成制度(乳幼児・小中
学生・高校生)

高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)の医療費を助成
※乳幼児から中学生…保険診療の自己負担分※高校生…入院費

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 瑞浪市 福祉医療費助成制度 義務教育終了までのお子さんの医療費の自己負担額を助成します。 保険年金課 0572-68-2119

岐阜県 恵那市 子ども福祉医療費助成 0歳から中学校卒業までの医療費の自己負担分を助成します
保険年金課
医療交付係

0573-26-2111(内150､
151､152)

岐阜県 土岐市 乳幼児等の医療費助成制度 中学校３年生までのお子さんの保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。
市民部子育
て支援課

0572-54-1111

岐阜県 山県市 山県市福祉医療費助成事業
高校生等（15歳から18歳の学生証等を有する者）の保険の対象となる医療費（通院・入院・歯科）、薬代、補装具な
どから保険給付費を控除した金額または徴収額等の相当額をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

市民環境課 0581-22-6827

岐阜県 山県市 子ども医療費助成事業 0歳から中学校3年生終了までの者に対し入院及び外来に係る保険診療の自己負担分を助成。 市民環境課 0581-22-6827

岐阜県 郡上市 高校生等医療費助成事業
市単独で、高校生等を対象に、通院・入院費を助成する。医療費の支給は郡上市商工会が発行する、郡上市共通
商品券をもって行う

健康福祉部
社会福祉課

0575-67-1811

岐阜県 下呂市 乳幼児・小学生・中学生医療費助成 中学生までの医療費(保険内自己負担分）を全額助成します。（所得制限なし）
市民部
市民課

0576-24-2222

岐阜県 下呂市 子育て支援予防接種事業
国で定められた子どもに対する定期予防接種を全額助成します。
また、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそうの任意予防接種に対し、費用の一部を助成します。

健康医療部
健康課

0576-53-2101

岐阜県 笠松町 福祉医療給付費
若者の定住・転入を期待し、子を持つ若者への配慮と将来の町を担うべき子供を安心して産み育てられるように乳
幼児・児童・生徒（中学校卒業まで）の個人負担医療費（食事療養費を除く保険適用内）の全額を助成

福祉健康課 058-388-7171

岐阜県 揖斐川町
高校生世代までの子どもの医療費助
成

対象者の保護者が、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで、対象医療機関においては医療費が
無料（各種医療保険適用による自己負担分の支払いが不要。岐阜県内の医療機関でのみ適用）。

住民福祉部
住民課

0585-22-2111

岐阜県 池田町 医療扶助事業
助成対象者は乳幼児・児童・生徒等で、対象の範囲は満１８歳に達する日以降における最初の３月３１日以前の者
まで。但し、他の福祉医療制度に該当する者を除く。助成内容は保険内診療分。所得制限はなし。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 川辺町 福祉医療助成事業 ０歳児から中学校卒業前までの医療費を全額助成します。 住民課 0574-53-2513
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岐阜県 東白川村 子ども医療費支給事業 １８歳到達後初めてむかえる３月３１日まで、入院、外来医療費の全額助成。 村民課 0574-78-3111

岐阜県 白川村 村単児童医療費助成事業 １５歳（中学３年生）までの医療費を全額助成する 村民課 05769-6-1311

静岡県 沼津市 こども医療費助成
０歳から中学校３年生までの入院、通院にかかる医療費の一部を助成及び高校１年生相当年齢から高校３年生相
当年齢までの入院にかかる医療費の一部を助成。

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 沼津市
小児慢性特定疾患児日常生活用具
給付

小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具（15品目）
を給付。（所得に応じた自己負担金あり）

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 島田市 こども医療費助成事業 未就学児～中学生までの保険診療に係る治療に要する医療費の助成を行う。
健やか・こど
も部子育て応
援課

0547-36-7159

静岡県 下田市 子ども医療費助成制度
医療費の助成。①乳幼児（６歳以下の未就学児）は入院時食事療養標準負担額②児童（小学１年生から中学３年
生修了まで）は入院１日500円と入院時食事療養標準負担額、通院は１回500円

福祉事務所 0558-22-2216

静岡県 菊川市 母子家庭等医療費助成
母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法に
規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成する。

福祉課 0537-35-0914

静岡県 菊川市 こども医療費助成制度 中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。 福祉課 0537-35-0914

静岡県 河津町 こども医療費助成制度 中学3年生までの子どものが、医療機関で受診した際にかかる保険対象医療費の自己負担分が無料 保健福祉課 0558-34-1937

静岡県 清水町 乳幼児医療費助成制度
乳幼児が医療機関を利用した際、医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成。
○助成の対象：本来の医療保険の自己負担金(２割)○助成対象者：出生児から小学校就学前まで

福祉課 055-981-8215

静岡県 清水町 こども医療費助成制度
小・中学生の医療費自己負担金の一部を助成。対象は①医療保険分負担金額②健康保険適用補装具の医療保
険分負担金額ほか（その他要件有）。額は、助成対象額ー(5百円×入院日数)か助成対象額ー(5百円×通院数)

福祉課 055-981-8215

静岡県 森町 こども医療費助成事業
中学3年までの医療費助成（入院、通院）し、今年度から入院自己負担金無料で、子育て世代の経済的な負担軽減
の拡充を図る。

保健福祉課 0538-85-1800

愛知県 設楽町 子ども医療費助成 出生から高等学校卒業までの医療費一部負担金の全額助成 町民課 0536-62-0519

愛知県 東栄町 子育て支援医療制度 中学3年生まで医療費無料 福祉課 0536-76-1815

三重県 津市 妊産婦医療費助成制度
妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担額から1,500円を控除した額を助成（調剤薬局分は
除控除しません）。また、健康診査費助成金として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有

健康福祉部
保険医療助
成課

059-229-3158

三重県 津市
子ども医療費助成制度（0歳～小学
生）

０歳～小学生を対象に、医療機関等で支払った医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり

健康福祉部
保険医療助
成課

059-229-3158

三重県 津市 子ども医療費助成制度（中学生）
中学生を対象に、医療機関等で支払った入院分医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり

健康福祉部
保険医療助
成課

059-229-3158

三重県 鳥羽市 中学３年生まで子どもの医療費無料 義務教育終了（15歳になる年度末）までの子ども医療費を助成。所得制限無し。
市民課
保険年金係

0599-25-1148

三重県 大台町 子ども医療費助成制度 中学校卒業までの医療費を助成
健康ほけん
課

0598-82-3785

三重県 南伊勢町 こども医療費助成事業 中学3年生（15歳年度末）までの子どもに対し、医療費助成 医療保険課 (0599)66-1708

三重県 御浜町
福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成

１５歳年度末（中学校卒業まで）の児童の医療費が無料
（所得制限あり）

健康福祉課
福祉係

05979-3-0515

三重県 紀宝町 子ども医療費補助 中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成 福祉課 0735-33-0339

滋賀県 多賀町
福祉医療助成制度「子育て応援医療
費助成」

町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る） 税務住民課 0749-48-8114

京都府 京丹後市 子ども医療費補助事業
中学卒業までの乳幼児、児童生徒の病気、けがなどで医療機関にかかった場合の医療日に助成。１カ月１医療機
関２００円で受診できます。

保険事業課 0772-69-0220

兵庫県 相生市 こども医療費助成事業 中学3年までの入院・通院にかかる医療費の無料化を実施します。（所得制限があります）
市民生活部
市民課
国保年金係

0791-23-7154

兵庫県 赤穂市 乳児健康診査費補助事業
市内に住所を有する乳児（乳児健康診査受診時において満1歳6ヶ月満たない者を含む）に対し、市内の医療機関
で使える受診券を配布。1回3,500円を上限に2回分を助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 乳幼児健康診査 市内在住の4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児の健康診査と2歳児の歯科健康診査に対し、健康診査費を無料とする。 保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 乳幼児等医療費助成制度
義務教育就学前の乳幼児及び中学3年生までの児童に対し、外来・入院にかかる医療費の自己負担を無料化す
る。

医療介護課 0791-43-6813

兵庫県 丹波市
乳幼児等医療費助成事業・こども医
療費助成事業

中学３年生までの医療費の無料化（お子さまが0歳の間を除いて、所得制限がある）。
健康部
国保・医療課

0795-82-6690

兵庫県 南あわじ市 乳幼児等医療費助成 ０歳児～小学校３年生までの医療費（保険診療分）助成。 保険課 0799-44-3003

兵庫県 南あわじ市 こども医療費助成 小学４年生～中学３年生までの医療費（保険診療分）を助成。 保険課 0799-44-3003

奈良県 五條市 子ども医療費助成制度
子どもの健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成。対象：五條市に住所を有し、健康保険に
加入している０歳～１５歳（中学校卒業まで）の子ども。※中学生は入院診療のみ

保険課 0747-22-4001

奈良県 大淀町 子供医療費助成制度 0歳児から中学生まで（小中学生は入院時のみ）のお子様が病院にかかった場合助成金をお渡しします。 ほけん課
0747
52-5501

奈良県 川上村 任意予防接種費補助金 乳幼児、妊娠前の予防接種費用を全額助成する。 住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村 乳幼児医療費助成事業 ０歳～就学前の乳幼児の医療費を全額助成する。 住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村 子ども医療費助成事業 小学校入学～中学校卒業までの児童・生徒の医療費を全額助成する。 住民福祉課 0746-52-0111

和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町子ども医療費支給事業 小学生以下の子どもの医療費を全額助成します。
やすらぎ対策
課保険係

0736-22-0300(内線
2058)

和歌山県 九度山町 就学児医療費助成制度
小学校１年生から中学校３年生までの就学児を対象とし、健康保険適用後の自己負担額全額を助成する制度で
す。

福祉課 0736-54-2019

和歌山県 九度山町 ロタウイルス予防接種費用助成制度 生後６週間から２４週の乳児を対象とし、ロタウイルス予防接種費用全額を助成する制度です。 住民課 0736-54-2019

和歌山県 高野町 児童の医療費無料化 中学校卒業までの医療費無料化。※就学児の受給対象は、町内の小中学校に在籍している児童が原則。 健康推進課 0736-56-3000

和歌山県 広川町 乳幼児医療及び子ども医療費助成 乳幼児と中学校卒業までの子どもに係る保険適用後の自己負担分の医療費を町で全額負担
住民生活課
保健福祉班

0737-23-7724

和歌山県 すさみ町 子ども医療費助成事業
すさみ町に住所を有する０歳～１５歳に達する最初の３月３１日までにある児童の医療機関にかかる際の保険診療
の自己負担分を助成する制度。ただし、所得制限あり。

住民生活課 0739-55-2004

和歌山県 すさみ町
重度心身障害児者医療費助成事業
（食事代）

すさみ町に住所を有する重度心身障害児者の入院時の食事代を補助 住民生活課 0739-55-2004

和歌山県 北山村
若者定住促進事業／中学生以下の
児童の医療費の無料化

中学生以下の児童の医療費を村が負担する制度。 総務課 0735-49-2331
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鳥取県 - 小児医療費助成制度
０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成しています。自己負担額通院
１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、入院１日１，２００円（各負担上限あり）

福祉保健部
子育て王国
推進局

0857-26-7148

鳥取県 倉吉市 小児の医療費助成
中学校卒業までの児童の医療費を助成。対象は、０歳～15歳に達する年度末まで（中学校卒業まで）の子ども。自
己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関月4回まで）薬局は無料。入院医療費1日1,200円。

福祉保健部
医療保険課

0858-22-8124

鳥取県 日南町 小中学生特別医療費助成
病気やケガにより小中学生が医療機関で受診したとき、１医療機関毎に、１回当たり５３０円を超えた医療費（５回
目からは全額）を助成。

福祉保健課 0859-82-0374

島根県 出雲市 乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者負担を助成します（3歳以上就学前までは一部負担必要）。26
年7月以降、制度改正により0歳から就学前まで医療費は無料となります。

子育て支援
課

0853-21-6963

島根県 益田市 乳幼児・児童医療費助成事業
小学校６年生までの医療費を一部助成。小学生は平成２６年７月以降の医療費が対象。医療費の自己負担額は１
割。１医療機関あたりの上限額は通院（月1,000円）、入院（2,000円）、調剤薬局等（無料）

福祉環境部
保険課

0856-31-0215

島根県 大田市
乳幼児等医療費・子ども医療費助成
制度

中学校卒業までの子どものいる家庭の経済的負担を軽減するため、保険適用の本人負担額について、下記の負
担上限額を超える医療費を助成しています。また、平成25年10月診療分より全ての区分を無料化します。

医療政策課 0854-82-1600

島根県 飯南町 中学生以下医療費無料
町内に居住する中学生以下のお子さまが医療機関で診療を受ける場合、医療費が無料となります。
（食事代、ベッド代等対象外となる費用があります。）

保健福祉課 0854-72-1770

島根県 美郷町
医療費無料・定期予防接種費用全
額助成

誕生から義務教育終了まで医療費は無料で、定期予防接種費用は全額助成（インフルエンザ予防接種は高校卒
業まで）

住民課
健康福祉課

0855-75-1213
0855-75-1932

島根県 知夫村 子どもの医療費無料化 保険適用分の医療費が無料（０歳～中学校卒業まで）となります。 村民福祉課 08514-8-2211

島根県 知夫村 子どもの通院費助成
知夫診療所・知夫歯科診療所・隠岐島前病院から紹介された通院について交通費を支給。本土：中学生１回８，００
０円、小学生１回４，０００円、島後：中学生１回４，０００円、小学生１回２，０００円。

村民福祉課 08514-8-2211

島根県 知夫村 公費負担患者の通院助成
特定疾患、自立支援医療・小児慢性特定疾患・育成医療・療育医療・妊婦健診等通院にかかる交通費を支給しま
す。本土：１回８，０００円、島後：１回４，０００円。

村民福祉課 08514-8-2211

岡山県 倉敷市 子ども医療費助成制度
小学校６年生まで（倉敷市に住民票があり，健康保険に加入している人）の保険適用内の医療費は，入院・通院と
も無料です。自己負担はありません。

医療給付課 086-426-3395

岡山県 高梁市 子ども医療費支給事業 ０歳から１８歳（１８歳に達した年度末）までの医療費の自己負担部分が無料となるよう助成 子ども課 0866-21-0288

岡山県 新見市 子育て支援医療費助成事業 中学校３年生までの医療費の自己負担分を全額補助する。 こども課 0867-72-6115

岡山県 瀬戸内市 小児医療費給付制度 中学校卒業までの入院・通院医療費に対し、医療費の保険適用部分の自己負担額が無料となる。 市民課 0869-22-3958

岡山県 真庭市 乳幼児・児童生徒医療費給付制度 中学校卒業までの幼児・児童生徒に係る医療費を市が負担 市民課 0867-42-1112

岡山県 美作市 乳幼児等医療費給付制度 義務教育終了までのお子さんの医療費が無料になる制度です。
健康づくり推
進課

0868-75-3911

岡山県 早島町 小児医療費助成制度 中学校卒業まで、お子様の病院などの医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 福祉課 086-482-0612

岡山県 矢掛町 小児医療費助成制度 中学３年生までの子どもにかかる医療費の自己負担を無料とする。 保健福祉課 0866-82-1013

岡山県 勝央町 乳幼児・児童生徒医療費補助
中学生まで医療費自己負担分が無料。出生児の保険証ができたら申請にお越しください。（勝央町国保の
場合は、出生届出時に発行します。）

税務住民部 0868-38-3115

岡山県 久米南町 乳幼児等医療費給付事業 出生から18歳までのお子さんの医療費の保険診療分を全額助成。 保健福祉課 086-728-4411

広島県 三次市 乳幼児・児童医療費助成
乳幼児から中学3年生までの児童に対して医療費を助成。医療費（一部負担金）1医療機関あたり：入院500円（月
14日），通院500円（月4日）

子育て支援
部
育児支援課
児童家庭相
談係

0824-62-6247

広島県 庄原市 乳幼児等医療費助成
小学校６年生まで（Ｈ26年８月１日より，中学３年生まで）の乳幼児・児童が医療機関を受診する際の医療費を助
成。自己負担額は通院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1日500円（1ヶ月14日まで）

保健医療課 0824-73-1175

広島県 大竹市 乳幼児等医療助成事業
小学6年生までの子どもが，医療機関に通院・入院したときの医療費の自己負担分の一部を助成
（自己負担分を1医療機関1日500円の通院は1ヵ月4回まで，入院は1ヵ月14日まで負担）

健康福祉部
保険介護課

0827-59-2141

広島県 廿日市市 乳幼児医療費助成 乳幼児の医療費の自己負担分を無料とする（保護者の所得制限あり）。
福祉保健部
保険課

0829-30-9160

広島県 安芸高田市 乳幼児等医療費助成
中学校3年生までの乳幼児等の方が受けた医療費の自己負担分の一部を助成
・通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）・入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）

福祉保健部
子育て支援
課

0826-47-1283

広島県 安芸太田町 子ども医療費支給事業
0歳～18歳までの医療費について一部支給
【自己負担額】１医療機関ごとに１日500円、通院：月4日まで、入院：月14日まで

住民生活課 0826-28-2116

広島県 安芸太田町 歯科相談等事業
妊婦歯科検診（妊婦歯科検診1回）、乳幼児フッ素塗布事業（希望者にフッ素塗布（無料））、むし歯予防・ブラッシン
グ教室、食育指導事業（栄養指導に合わせた歯の健康教室）

健康づくり課 0826-22-0196

広島県 世羅町 児童医療費支給事業
小学校入学から中学生までの児童生徒が医療機関を受診する際の医療費を助成する。（保護者負担額：通院一回
500円、月４回まで。入院一日500円、月14日まで。）

子育て支援
課

0847‐25‐0295

広島県 神石高原町 こども医療費支給 こどもの医療に要する費用を一部支給します。（１診療機関で500円自己負担） 福祉課 (0847)89-3335

山口県 防府市 乳幼児医療費助成制度 小学校就学前までの児童の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成
子育て支援
課

0835-25-2348

山口県 下松市 こどもの医療費助成 小学校３年生までのこどもの医療費（医療保険の自己負担相当分）を全額助成（年齢により所得制限有）
子育て支援
課

0833-45-1836

山口県 長門市 福祉医療費助成事業 所得制限をなくし、小学校入学前の全乳幼児の保険診療に係る医療費を完全無料化しています。
市民福祉部
福祉課

0837-23-1243

山口県 周防大島町 ちびっこ医療費助成事業 小学校6年生までの医療費を無料化
健康福祉部
福祉課

0820-77-5505

徳島県 勝浦町 子どもはぐくみ医療費の助成 高校を卒業するまでの子ども医療費を助成。所得制限なし。 福祉課 0885-42-1502

徳島県 石井町 子どもはぐくみ医療費助成事業
子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで助
成。（入院・通院１レセプトあたり６００円の自己負担あり。）

すくすく子育
て課

088-674-1623

香川県 観音寺市 子ども医療費助成事業 中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 健康増進課 0875-23-3927

愛媛県 新居浜市 こども医療費助成制度
平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より小学校終了前までの子どもの
歯科外来診療に係る医療費助成を開始。（乳幼児は入院、通院とも無料）

福祉部子育
て支援課

0897-65-1242

愛媛県 西条市 乳幼児医療費助成制度
西条市内在住の未就学の子で、医療保険に加入している方に対し、保険診療による医療費の自己負担分が全額
助成されます。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市 小・中学生入院医療費助成制度
小・中学生の入院にかかる一部負担金を助成。ただし、入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象外。また、
一部負担金が医療保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を控除した額となる。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市
小・中学生歯科通院医療費助成制
度

医療保険に加入している市内在住小中学生の歯科外来受診による医療費の自己負担分を全額助成。ただし、保
険診療外の治療については、対象外。平成２６年１０月診療分から助成対象とする。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市 ひとり親世帯等医療費助成制度
現在、母子家庭等に限定されている医療費助成を平成２６年１０月診療分からひとり親世帯医療費助成制度として
拡充し、父子家庭等にも拡大。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 東温市 子ども医療費助成制度
小学校就学前までの乳幼児にかかる入・通院費及び中学校卒業までの児童にかかる入院費について、医療費の
自己負担分を助成。

社会福祉課 089-964-4406

57

http://www.kosodate-ohkoku-tottori.net/news/2011/02/03/post_21/
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/fukushi/iryohoken/4/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1285844715456/index.html
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/24/detail-16690.html
http://www.city.ohda.lg.jp/
http://www.city.ohda.lg.jp/
http://www.iinan.jp/
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://chibu-vill.com/publics/index/13/
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/4501.htm
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/18/kodomoiryo.html
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2012030700063/
http://www.city.setouchi.lg.jp/~kosodate/cgi-bin/info_akachan.html#A2�
http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/service/detail_2.jsp?id=1146
http://www.city.mimasaka.lg.jp/mimasuku/index.jsp
http://www.town.hayashima.lg.jp/benricyou/38/1428.html
http://www.town.kumenan.okayama.jp/living/childcare/kosodate/nyuuyouji-iryou.html
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/ikuji_m/iryou.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/health/health/post-50.html
http://www.city.otake.hiroshima.jp/clink/0815siori-09_02.html
http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/iryohi/iryohi_nyuyoji.html
http://www.akitakata.jp/site/page/section/hoken/iryouhi22/
http://www.town.sera.hiroshima.jp/
http://www.jinsekigun.jp/p/town/teijyu/
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/19/fukushiiryo-nyuyoji.html
http://www.city.kudamatsu.lg.jp/kosodateshien/index.html
http://www.nagatoteiju.com/
http://www.town.suo-oshima.lg.jp/fukushi/kodomo_iryohi.html
http://www.town.ishii.lg.jp/docs/2011031500917/
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w64/050928-1.html
http://www.city.saijo.ehime.jp/benri/benri3-6.htm
http://www.city.saijo.ehime.jp/khome/kokuhoiryo/oshirase/h2407iryohijosei.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/fukushi/fukushikodomo/nyuyojiseikyu.data/kodomoiryou.pdf


都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

愛媛県 東温市 母子家庭医療費助成制度 母子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） 社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 父子家庭医療費助成制度 父子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） 社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 未熟児養育医療給付 体重2,000g以下又は生活力が特に未熟で、入院医療が必要な子ども（1歳未満）にかかる医療費を助成。 健康推進課 089-966-2191

愛媛県 内子町 子ども医療費助成制度 小学校卒業まで医療費を無料化 保健福祉課 0893-44-6154

愛媛県 愛南町 子ども医療費助成事業
・出生から就学前までの乳幼児が医療機関を受診（外来・入院）した場合に、医療費の自己負担額を助成。
・小学校1年生から中学校３年生までの児童が入院した場合、医療費の自己負担額を助成。

町民課 0895-72-7300

高知県 高知市 乳幼児医療助成制度
高知市内に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが病気やケガで医療機関に受診したときに、保険医療
の自己負担額の全額または一部を助成。

子育て給付
課

088-823-9447

高知県 室戸市 未就学児医療費負担
①入院：０歳～１５歳まで全額助成②通院：（非課税世帯）０歳～１５歳まで全額助成、（課税世帯）０歳～就学前ま
で全額助成、就学～１５歳まで第１～２子１割助成、第３子～全額助成

福祉事務所 0887-22-1111室戸市(代)

高知県 宿毛市 乳幼児・児童福祉医療費助成事業
中学生以下の児童は、医療費無料。乳幼児・児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費（保険診療分）を助
成。

福祉事務所 0880-63-1114

高知県 土佐清水市 医療費無料制度 0歳～中学生以下のお子さまの医療費(通院・入院)の病院窓口での自己負担分が無料。(一部負担あり) 福祉事務所 0880-82-1118

高知県 土佐町 医療費助成制度
各種医療保険に加入している児童（15歳未満に達する日以降における最初の3月末まで）の医療費の自己負担分
（全額）を助成。

住民課住民
係

0887-82-1110

高知県 越知町 乳幼児医療費助成制度 0歳から中学校卒業の3月31日までの間、医療費の助成を行う。 住民課 0889-26-1170

高知県 越知町
乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健
診

乳幼児の定期健診
保健福祉セン
ター

0889-26-3211

高知県 黒潮町 乳幼児医療費助成制度 乳幼児の健康を守るため、医療費の助成。中学校卒業まで入院・通院とも自己負担なし。
健康福祉課
保健衛生係

0880-43-2836

福岡県 田川市 子ども医療費助成事業
・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日まで）の保健医療費自己負担額の全額助成をする。（平成26年10
月診療分から）

市民生活部
市民課

0947-44-2000

福岡県 筑後市 妊婦歯科健康診査 母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。
健康づくり課
健康増進係

0942-53-4231

福岡県 筑後市 子どもの医療費助成
幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の一
部を公費で負担する制度です。

市民課
医療保険係

0942-65-7016

福岡県 うきは市 乳幼児医療費助成
【自己負担額】・３歳未満の乳幼児…通院、入院とも無料
・３歳から就学前までの乳幼児…通院６００円/月（上限）入院５００円/日（月に７日を限度）

市民生活課
国保年金係

0943-75-4973

福岡県 うきは市 ひとり親医療費助成
【自己負担額】
・入院500円/日（月に7日を限度）・通院800円/月（上限）

市民生活課
国保年金係

0943-75-4973

福岡県 うきは市 障害者医療費助成
【自己負担額】※各種要件あり。
・（一般）入院500円／日（月20日限度）（低所得）入院300円／日（月20日限度）・通院500円／月（上限）

市民生活課
国保年金係

0943-75-4973

福岡県 うきは市 予防接種の助成
①満1歳以上3歳未満の幼児の水ぼうそう予防接種無料
②満70歳以上の肺炎球菌予防接種費用一部補助（自己負担4千円）

保健課食育
健康対策係

0943-75-4960

福岡県 朝倉市 朝倉市子ども医療費助成制度
就学前児童医療費の無料化と小学生入院費の一部助成を行う。小学生入院費は、一月に５００円/日（一医療機関
につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。

保険年金課
公費医療係

0946-22-1111
(内線138･139)

福岡県 みやま市 乳幼児医療費助成制度 市内に住んでいる健康保険加入の小学校３年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 健康づくり課 0944-64-1529

福岡県 吉富町 乳幼児医療費支給制度
健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）を全
額助成する。

健康福祉課 0979-24-1123

福岡県 吉富町 子ども医療費支給制度
健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費の一部を助成する。自己負担額は、外来：医療機関ごと
８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬局分は全額助成する。

健康福祉課 0979-24-1123

佐賀県 多久市
多久っ子健診（子ども世代の生活習
慣病予防）

小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や校長会などで
実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355

佐賀県 小城市 子どもの医療費助成制度
【小・中学生】入院した場合、一部負担金（２割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療費助成交付
申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,0００円の自己負担を差し引いて助成する。

こども課 0952-37-6109

佐賀県 小城市
ロタウイルスワクチン接種費用助成
事業

任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106

長崎県 松浦市 こども医療費助成
0歳から中学生までの児童を対象に保険診療分の自己負担額の一部を助成。※（助成例）児童1人が1医療機関を
１日受診した場合800円、2日以上受診した場合は1,600円を控除した額を助成

子育て・こど
も課

0956-72-1111
(内線146･148)

長崎県 西海市 福祉医療費助成事業
障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を補助する。
（最大補助額医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円を差し引いた額。上限600円）

福祉課 0959-37-0069

長崎県 雲仙市 福祉医療制度
障がい児、０歳から中学生までの児童などを対象に保険診療分の自己負担額の内800円（月/1，600円を限度）を
控除した額を助成します。

市民福祉部
子ども支援課

0957-36-2500

長崎県 東彼杵町 医療費助成事業
小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額

町民福祉課・
福祉係

0957-46-1111

熊本県 玉名市 子ども医療費助成 中学生まで医療費を全額を助成します。
子育て支援
課

0968-75-1120

熊本県 玉東町 子ども医療費助成
中学校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が適用され
ない費用や入院時の食事代は対象外です）。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 インフルエンザ予防接種助成
インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補助していま
す。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 水痘（水ぼうそう）予防接種助成 水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 風しん・ＭＲ予防接種助成
風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶者、家族を対
象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 フッ化物洗口
町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。この取り組
みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 南関町 こども医療費助成金
町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分）

保健センター 0968-53-3298

熊本県 和水町 子ども医療費無料
高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額負担
します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 嘉島町 嘉島町子ども医療費助成事業
出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等についての、医
療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金）を差し引いた額を助成します。

町民課 096-237-1111

熊本県 益城町 子ども医療費助成制度 乳幼児から中学校3年生までの子どもを持つ保護者に対して医療費（保険診療の範囲内）を助成します。 子ども課
096-286-3111
(内262)

熊本県 山都町 子ども医療費助成金 生まれてから15歳までの医療費の助成を行っています。 健康福祉課 0967-72-1229

熊本県 氷川町 ひとり親家庭医療費補助
ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医療費の補助
を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医療費により無料

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 5歳児健診（5歳児相談）
町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発達障害の早
期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実施

健康福祉課 0965-52-5852
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熊本県 氷川町 フッ化物洗口事業
町内全保育園幼稚園において、年中年長児の希望者を対象にフッ化物洗口を実施しています。週5回法で実施し、
子どもたちのむし歯予防の一つとして取り組んでいます。小中学生においても今年度から開始する予定です。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 1歳児健診
成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健師や歯科衛
生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けします。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 氷川町児童医療費助成事業
氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特別な場合を
除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 あさぎり町 子ども医療費助成制度
・中学校全課程修了までのお子様を持つ保護者に対し保険診療により、病院や薬局へ支払った負担金を助成する
制度。※平成26年3月31日までは、小学生までが対象。

町民課 0966-45-7213

大分県 別府市 子ども医療費の無料化 保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料 児童家庭課 0977‐21‐1427

大分県 別府市 一時預かり事業
市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの解消等によ
り、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができます。（有料）

児童家庭課 0977‐21‐1427

大分県 豊後高田市 乳幼児健康診査
お子さんの成長と健康状態が確認できる集団健診（4か月、8か月、1歳6か月、3歳6か月、5歳）を無料で実施しま
す。また医療機関での無料の個別健診受診券（生後3～6か月、9～11カ月）を交付します。

ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 予防接種費の助成
定期予防接種に加え、乳幼児や高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌、水痘、流行性耳下腺炎、子宮頸が
ん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する助成も行っています。

ウェルネス推
進課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子ども医療費の無料化 保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です｡
子育て・健康
推進課

0978-22-3100

大分県 宇佐市 子ども医療費の助成
保険適用分の子どもの医療費を助成します。①０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無
料。②小中学生の入院医療費が無料

子育て支援
課

0978-32-1111

大分県 姫島村 子ども医療費助成事業 県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己負担） 健康推進課 0978-87-2177

大分県 姫島村 予防接種事業 任意の予防接種の助成 健康推進課 0978-87-2177

大分県 日出町 乳幼児健康診査 4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 ２歳児歯科教室
２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生士が行いま
す。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 任意予防接種費用の助成 おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 子ども医療費の助成 中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 福祉対策課 0977-73-3121

宮崎県 西都市 医療費助成事業
乳幼児は、医療機関ごとに月額350円、小学生は月額1,000円を超える額について、市が助成を行う。なお、調剤薬
局はどちらも無料。

福祉事務所 0983-43-0376

宮崎県 えびの市 子ども医療費助成事業
小学校卒業まで、保険対象分の医療費の助成を行います。入院は無料、外来等は3歳未満を350円、3歳以上を
800円に軽減します。※Ｈ26.7.1以後は、対象が中学校卒業までに拡充されます。

福祉事務所
子育て支援
係

0984-35-1111(内線267)

宮崎県 日之影町 日之影町子ども医療費助成
日之影町に住所を有する子どもの医療費の一部を補助。医療費０歳から小学校就学前まで（診療報酬明細書350
円／月）。小学生から中学生まで（診療報酬明細書1,000円／月）

町民福祉課 0982-87-3902

鹿児島県 枕崎市 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの医療費の保険診療分の全額助成 福祉課 0993-72-1111

鹿児島県 霧島市 子ども医療費助成事業
就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2千円を超えた
医療費の保険診療分が助成されます。

子育て支援
課

0995-45-5111(内線
2061)

鹿児島県 志布志市 子ども医療費助成
一般医科診療・歯科診療について、高等学校終了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担
分を全額助成する。

福祉課 099-474-1111

鹿児島県 南九州市 子ども医療費助成 南九州市に住所を有している方を対象に，中学生までの保険診療に係る医療費自己負担分を助成するもの。 健康増進課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 大崎町 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 保健福祉課 099-476-1111

鹿児島県 知名町 子ども医療費助成制度 お子さんの健康と健やかな育成を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。 保健福祉課 0997-84-3153

沖縄県 宜野湾市 こども医療費助成事業（単独）
こどもに係る医療費につき、４歳から就学前までの通院一部負担金を助成。対象者は市内に住所を有するこどもの
保護者とし、申請が必要。また県内医療機関、調剤薬局、歯科受診したときは、自動償還払方式を利用可

児童家庭課 (098)893-4411

沖縄県 宜野湾市 任意予防接種費用助成事業（単独）
水痘・おたふくかぜワクチン接種を任意の予防接種であることを認識し希望する者に、予防接種費用を公費で全額
を助成する。対象者は、宜野湾市に住民登録を有し、接種日において１歳以上２歳に至るまでの者。

健康増進課 (098)898-5583

沖縄県 南風原町 こども医療費助成事業
本町に住む中学校卒業までのこども達に対し、入院及び通院の全額助成、入院時食事療養費の半額助成を行っ
ています。

こども課 098-889-7028
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 小樽市 商業起業者支援事業
商業起業者（ 市外から の移住を 含む） の経営安定化と 空き 店舗解消を 目的に店舗家賃等の一部を 助成。
【 助成額】 起業に資する と 認めら れる 研修費用の２ ／３ （ 上限３ 万円） 、 家賃の２ ／３ 、 期間１ 年間
（ 上限月額５ 万円）

産業港湾部
商業労政課

( 0134) 32-4111
内線265

北海道 旭川市 新規創業支援資金
本市で起業する 方を 対象と し た低利融資制度。 また， 本制度融資借入者のう ち 市が定める 特定事業・ 業
種を 営む場合は、 借入当初2年間の支払済利子の全額を 補給する と と も に信用保証料の全額を 補助する 。

経済観光部
経済総務課

0166-25-7042

北海道 旭川市 中心市街地新規出店支援資金
本市が定める 中心市街地区域で新たに起業する 方等（ 業種条件有り ） を 対象と し た低利融資制度。 本制
度融資の貸付と あわせて借入当初2年間の支払済利子の全額を 補給する と と も に信用保証料の全額を 補助
する 。

経済観光部
経済総務課

0166-25-7042

北海道 旭川市 新規開業支援利子補給制度
本市で起業する に際し 日本政策金融公庫から 新規開業向けの融資を 受けた場合、 本融資に係る 借入当初1
年間の支払済利子の2/3相当額を 補給。

経済観光部
経済総務課

0166-25-7042

北海道 室蘭市 就職支援カ ウン セリ ン グ事業 求職者へのカ ウン セリ ン グを 実施 産業振興課 0143-22-1127

北海道 室蘭市 商店街空き 店舗出店促進支援事業
商店街の空き 店舗への出店を 促進し 、 商店街の魅力創出及び賑わいの再生を 図る ため、 室蘭市商店街空
き 店舗情報に掲載さ れている 空き 店舗を 活用し て事業を 開始する 事業主に対し 、 改修工事に係る 費用の
一部を 助成

産業振興課 0143-22-1109

北海道 釧路市
魅力ある 個店づく り 支援事業補助
金

建物の１ 階に存在する 20㎡以上の空き 店舗を 活用し 小売・ 飲食・ サービ ス業を 展開する 場合、 地元業者
で店舗改修・ 広告宣伝を 行う 場合、 1/2、 20万円以内を 補助

産業振興部
商業労政課
商業労政担
当

0154-31-4548

北海道 網走市
合同企業説明会・ 就職相談会等の
実施

毎年8月に網走商工会議所と 共催で、 合同企業説明会を 実施。
商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 網走市 起業（ 創業） 支援① 市内で新たに事業を 起こ そう と する 方に対し て、 店舗開業に要する 経費の一部（ 50万円以内） を 助成。
商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 網走市 起業（ 創業） 支援② 中心市街地商店街の空き 店舗を 活用し て起業する 方に家賃費用や店舗改修費用を 補助。
商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 網走市 起業（ 創業） 支援③ 中小企業者等が行う 初期段階の研究開発やアイ デアプラ ン などを 支援（ 対象経費の10/10、 上限30万円）
商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 網走市 起業（ 創業） 支援④
中小企業者等が行う 新製品開発事業を 支援。 新製品・ 新技術事業（ 対象経費の1/2、 200万円以内） 、 商
品化事業（ 対象経費の1/2、 100万円以内） 。

商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 網走市 起業（ 創業） 支援⑤ 起業を 行う 市内中小企業者等に対し 、 低利融資制度を 設ける と と も に信用保証料の全額を 補助。
商工労働課
商工労政係

0152-44-6111( 内線
292)

北海道 苫小牧市 空き 店舗活用事業補助金
中心市街地内の空き 店舗で新規開業する 事業者に対し 、 店舗賃借料（ 月額賃借料の1/2以内、 月額上限5
万円、 最長12か月） または店舗改装費（ 補助対象経費の1/2以内、 上限30万円） を 補助し ます。

商業観光課 0144-32-6445

北海道 芦別市 ふる さ と 就職奨励金交付制度
Ｕ ・ Ｉ タ ーン によ っ て市内に移住し 、 市内事業所へ就職し た方に対し て市内で使用でき る 商品券を 交
付。 （ 3年間で30万円の地域限定商品券）

経済建設部
商工観光課
商工振興係

0124-22-2111

北海道 芦別市 看護師就業支援金貸与制度
市立芦別病院に看護師（ 正職員） と し て従事する こ と が決定し ている 方に対し て、 就業支援金を 貸与。
（ 市外から 転入を 予定し ている 方30万円以内）

市立芦別病
院事務局総
務係

0124-22-2701

北海道 滝川市
滝川市産業活性化協議会産業チャ
レ ン ジ助成金

市内で起業する 場合、 対象経費の１ /３ 、 上限１ ０ ０ 万円を 補助。
経済部産業
振興課

0125-28-8009

北海道 砂川市 商店街空き 店舗等対策事業
空き 店舗を 購入又は賃貸借等を し て小売業等を 新規開業し た場合、 補助金を 交付する 。 （ １ ） 店内改装
費用の３ 割を 補助。 （ 限度額200万円） （ ２ ） 店舗賃借料の７ 割を 補助。 （ 限度額月10万円、 12か月分）

商工労働観
光課商工観
光係

0125-54-2121

北海道 登別市 起業化支援事業補助金
登別市内における 、 地域の資源や技術を 活用し た新たな地場産業の創出する 起業家の事業を 支援する た
め、 事業拠点開設費、 商品化推進費になどにかかる 経費の1/2を 補助（ 最長２ 年上限３ ０ ０ 万円）

観光経済部
商工労政グ
ループ

0143-85-2171

北海道 登別市 空き 店舗活用事業補助金
指定区域内の空き 店舗を 賃借し 、 商店街の活性化、 地域の賑わい創出が見込める 小売業、 飲食業、 サー
ビ ス業などを 営む場合に賃料の1/2を 補助（ 最長１ 年月額上限５ 万円）

観光経済部
商工労政グ
ループ

0143-85-2171

北海道 登別市
若年者等キャ リ アカ ウン セリ ン グ
事業

「 キャ リ アサポート のぼり べつ」 のキャ リ アカ ウン セラ ーが、 若年層の市内での就職活動を サポート
観光経済部
商工労政グ
ループ

0143-85-2171

北海道 登別市 地域職業相談室 「 ジョ ブガイ ド のぼり べつ」 を 設置し 、 地域住民の就職の促進及び利便性の向上を 図っ ている
観光経済部
商工労政グ
ループ

0143-85-2171

北海道 恵庭市
恵庭市起業支援型空き 店舗対策事
業

市内の商店街に新たに出店する 事業者に対し 経費の一部を 補助する こ と で、 起業者の支援と 空き 店舗の
利用促進を 図り ます。 対象は、 家賃・ 店舗改修費等に要する 経費の補助。 （ 上限35万円）

経済部 商業
労政課

0123-33-3131
内線3331

北海道 北広島市 空き 店舗利用促進事業
空き 店舗を 活用し 開業する 事業者への助成を 実施する 北広島商工会に対し て、 市が相当額を 補助し ま
す。

商業労働課 011-372-3311

北海道 北広島市
コ ミ ュ ニティ ビ ジネス創業支援事
業

創業支援事業の指定を 受けた事業に対し 、 対象経費の1/2（ 上限100万円） を 助成し ます。 また、 アド バ
イ ザーによ る コ ミ ュ ニティ ビ ジネス創業相談を 実施し ます。

商業労働課 011-372-3311

北海道 北広島市 地域職業相談室運営事業 ふる さ と ハロ ーワーク を 運営し 、 求人情報の提供、 職業相談、 失業者相談を 行ないます。 商業労働課 011-372-3311

北海道 福島町 福島町企業等振興支援制度
ほぼ全ての業種の企業支援と し て、 施設投資助成1/3、 ３ ０ ０ 万円以内。 雇用奨励助成一人５ ０ 万円、 ２
５ ０ 万円以内、 １ 年限り 。 外国人技能実習生受入助成一人３ ０ 万円、 １ ８ ０ 万円以内/年）

水産商工課 0139-47-3004

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「 就業奨励金」

本町に定住の意思を 持ち 、 農業の後継者、 商工業等の後継者又は新規就業者と し て就業する 方へ商品券
を 交付①新規学卒者５ 万円②Ｕ タ ーン 者等のう ち 配偶者等を 有する 方１ ０ 万円、 有し ない方５ 万円

総務課企画
防災対策室
まち づく り
推進係

0136-57-5111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「 就職奨励金」

本町に定住の意思を 持ち 、 町内又は通勤可能な町外の対象事業所等に就職する 方へ商品券を 交付①新規
学卒者５ 万円②Ｕ タ ーン 者等のう ち 配偶者等を 有する 方１ ０ 万円③Ｕ タ ーン 者等のう ち 配偶者等を 有し
ない方５ 万円

総務課企画
防災対策室
まち づく り
推進係

0136-57-5111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「 起業化促進奨励事業」

本町を 所在地と し て、 新たに対象事業所等を 開設する 方へ２ ０ 万円を 助成。 ただし 、 他の事業所等の実
質的支配を 受けていないも のと する 。

総務課企画
防災対策室
まち づく り
推進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ 町 中小企業特別融資事業
中小企業の運転資金200万円、 設備資金200万円を 融資（ 両方を 借り る と き は、 合わせて300万円以内、 条
件あり ）

商工観光課
商工労働係

0136-44-2121

北海道 ニセコ 町 過疎法に基づく 固定資産税の免除
10名以上を 雇用し 、 製造事業、 情報通信技術事業または旅館業を 行う ための新設や増築し た家屋、 償却
資産、 家屋建設の土地を 2, 700万円を 越えて新設または増設・ 取得し た場合に、 固定資産税を ３ 年間免除

税務課固定
資産税係

0136-44-2121

北海道 余市町 商店街空き 店舗等活用対策事業
空き 店舗については店舗改装費の1/2以内（ 上限50万円） を 助成。 新規店舗建築については店舗建築費の
1/2以内（ 上限100万円） を 助成。

商工観光課 0135-21-2125

北海道 栗山町 栗山町空き 店舗活用支援事業
市街地商店街の区域内に点在する 空き 店舗を 有効活用する 新規出店者に対し 、 開業までに係る 経費の一
部を 補助し 、 賑わいのある 商店街づく り を 推進し ます。

く り やまブ
ラ ン ド 推進
室

0123-73-7516

北海道 沼田町 まち づく り 活性化支援事業
新たに取り 組む商業活動やまち おこ し 事業及び自主的・ 継続的にまち づく り に取り 組も う と する 者に対
し 、 費用の一部を 助成。

農業商工課 0164-35-2114

北海道 愛別町 愛別町商店街活性化支援事業
魅力ある 店舗づく り を 応援する ため、 起業者等の皆さ まには新たに空き 地や空き 店舗を 活用し 新築・ 改
修等にかかる 費用に対し 、 １ ０ ０ 万円を 上限に１ /２ 以内の助成があり ます。

産業振興課 01658-6-5111

北海道 南富良野町 商工業等起業支援事業
起業者・ 従業員と その家族全員が町内に居住し 、 3年以上の事業継続が見込まれ、 商工会の会員と なる 者
で、 新たに商工業等で起業する 際、 施設、 設備等整備費100万円以上の場合1/3助成（ 限度額200万円）

産業課商工
観光係

0167-52-2178

北海道 和寒町 商工業新規就業対策事業補助
①就業から 1年経過後、 奨励金を 交付( 後継者50万円、 新規参入者100万円)
②事業用建物の新築・ 購入補助( 上限50万円)

産業振興課
商工観光労
政係

0165-32-2423

仕事
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 剣淵町 剣淵町中小企業特別融資制度
町内で1年以上事業を 営む企業者で、 常時雇用する 従業員が個人の事業所は20人以下、 法人の事業所は50
人以下の事業所に対し て賃金貸付、 または利子補給。

町づく り 観
光課

0165-34-2121
( 内線 221)

北海道 剣淵町 剣淵町産業経営者育成資金
本町に居住する 商業経営者に、 経営の改善、 技術の習得、 研究開発等に対し て、 個人は1, 500千円以内
で、 会社は4, 000千円以内で、 既貸付額がある 場合は、 限度額から その額を 除いた額を 貸付し ます。

農林課
0165-34-2121
( 内線 232)

北海道 剣淵町 剣淵町起業化支援事業補助金
新たに起業を 目指す者に、 事業経費の一部補助。 補助金額３ ０ ０ 万円上限、 補助対象経費の２ 分の１ 以
内で、 予算の範囲内の額を 補助。 補助対象期間は、 起業化計画の認定日から 翌会計年度の３ 月３ １ 日ま
で。

町づく り 観
光課

0165-34-2121
( 内線 221)

北海道 西興部村 起業家支援事業補助金
村民等が新たに事業を 起こ し たり 、 既にある 事業所でも 異業種事業と し て取り 組む場合に、 対象経費の
3/4以内で最高300万円を 限度と し た補助金を 交付し 支援する 。

産業建設課 0158-87-2111

北海道 洞爺湖町
洞爺湖チャ レ ン ジショ ッ プ支援事
業

町内商工業の振興と 活性化を 目的に、 空き 家・ 空き 店舗を 活用し 、 地域に根ざし た特色ある ショ ッ プ開
業者、 起業者等を 支援する ため洞爺湖町規則と 予算の範囲内において、 チャ レ ン ジショ ッ プ支援事業補
助金を 交付する 。

産業振興課
地域振興グ
ループ

0142-74-3005

北海道 上士幌町 起業（ 創業） 支援
農林商工等連携・ ビ ジネス創出促進事業： 新商品開発や販路開拓など、 産業間の連携によ る 新たな事業
への進出や起業を 、 財政的に支援

商工観光課 01564-2-2111( 内241)

北海道 鹿追町 鹿追町企業振興条例
当町の企業の振興を 促進する ため、 町内に事業所を 新設・ 増設およ び事業転換する 方に対し て、 助成措
置を 行っ ている 。 補助率や補助限度額は事業所等の区分によ っ て異なる が、 500万円を 上限に助成し てい
る 。

商工観光課 0156-66-4034

北海道 更別村 ふる さ と 創生基金事業助成金
地域づく り 対策事業、 特産品開発チャ レ ン ジ事業、 商店街活性化事業、 ふる さ と づく り 事業について助
成金を 交付（ 各事業によ っ て助成額等が異なる ） 。

企画政策課 0155-52-2114

北海道 更別村 更別村地元雇用促進事業実施要綱 新規に従業員を 雇用する 事業主に対し 、 月額給料の一部を 助成（ 月額上限7万円） 。 産業課 0155-52-2211

北海道 更別村
更別村中小企業近代化資金特別融
資

更別村中小企業近代化資金特別融資に関する 条例に基づく 融資。 産業課 0155-52-2211

北海道 本別町 起業家等支援事業
町内で新し く 起業する 場合、 対象経費の1/2以内で限度額300万円まで助成。 空き 家等を 利用し た場合は
10/10。

企画振興課 0156‐ 22‐ 8121

北海道 足寄町 産業振興事業補助金
こ れまでに事業活動を 行っ ていない者が、 事業を 開始する 場合又は町外から 移転し て町内で事業を 開始
する 場合に、 3, 000, 000円を 限度に経費の２ 分の１ 以内を 助成

経済課林業
商工観光室
商工観光担
当

0156-25-2141内線252

北海道 足寄町 医師等就学資金貸付制度
将来医師又は看護師と し て足寄町に勤務志望者に対し 、 医師は月額２ ０ 万円以内、 看護師は月額10万円
以内を 貸付し 、 貸付年数（ 看護師は貸付年数の1. 5倍） の期間、 在職し た場合は償還金免除。

福祉課保健
福祉室保健
推進担当

0156-25-2141内線133

北海道 標茶町
Ｇ Ｏ Ｇ Ｏ チャ レ ン ジショ ッ プ支援
事業補助金

新たに店舗・ 事務所・ 事業所を 町内に開設等を 行う 、 個人・ 法人に対し 補助。 対象経費が687万5千円未
満の場合、 対象経費の50％以内、 687万5千円以上、 対象経費の8％以内で1, 000万円を 限度に補助。

企画財政課 015-485-2111

北海道 鶴居村 起業化支援事業補助金
村内において新たに起業し よ う と する 者に対し 、 補助対象経費の1/2以内で500万円を 上限額と し た補助
金を 交付。

産業振興課
商工観光係

0154-64-2114

北海道 標津町 企業支援補助の拡充
町内在住者が新たに町内に企業創業を 目指す方に対し て開業費用の一部助成する 。
助成上限額300万円

企画政策課 0153-82-2131

青森県 青森市
中小企業者創業資金支援事業( 県
融資制度協調支援)

市内で新たに中小企業者と し て事業を 開始する 方等に対し て、 青森県融資制度「 未来を 変える 挑戦資
金」 利用者のう ち 、 一定の条件で融資を 受けた場合、 信用保証料の全額補助を 行います。

商工業政策
課

017-734-2379

青森県 青森市 起業･創業等相談ルーム
青森市内で起業・ 創業を し よ う と する 方に対し て、 起業・ 創業後において継続的かつ安定的に事業を 展
開でき る よ う 、 企業経営者と し ての経営ノ ウハウなどについて、 専門家が助言・ 指導を 行います。

商工業政策
課

017-734-2379

青森県 弘前市 空き 店舗活用支援補助金
中心市街地の空き 店舗に新たに出店する （ 小売・ サービ ス業） 方に対し 、 店舗の改装に要する 経費を 補
助。

商工政策課 0172-35-1135

青森県 弘前市 店舗シェ アリ ン グ支援事業
中心市街地の空き 店舗を 活用し 新規出店を 目指す方に対し 起業に向けてチャ レ ン ジし やすい環境を 整え
る ため、 店舗スペースを 細分化し 、 低家賃で貸し 出すチャ レ ン ジショ ッ プの設置と 運営者の支援を 行
う 。

商工政策課 0172-35-1135

青森県 弘前市 中心市街地雇用促進支援事業
中心市街地区域において新たな事業所等の設置者が新規で5名以上を 常勤雇用し 、 う ち 、 市内在住者を 3
名以上雇用する 場合に人件費の一部を 補助。

商工政策課 0172-35-1135

青森県 弘前市 ひろ さ き UJI タ ーン 起業支援事業
UJI タ ーン によ り 市内で起業する 方に対し 、 借上げする 事務所等の賃料・ 共益費の一部を 補助。 補助率は
2分の1と し 、 上限は月額25, 000円。

産業育成課 0172-32-8106

青森県 八戸市
アン ト レ プレ ナー情報ステーショ
ン 事業

創業希望者を 対象に、 創業に向けた情報発信、 マーケティ ン グ強化等スムーズな創業に取り 組む拠点と
し て設置。

商工政策課 0178-43-9242

青森県 八戸市 離職者対策・ 若年者定着セミ ナー 若年求職者及び新入社員を 対象に、 就職活動や自己改革に役立つセミ ナーを 開催（ 受講料無料）
雇用支援対
策課

0178-43-9038

青森県 八戸市 Ｕ タ ーン 就職希望者登録
現在、 県外で働いている 方で、 将来八戸市で就職を 希望さ れている 方を 対象に、 Ｕ タ ーン 求人情報
（ 市・ 八戸公共職業安定所作成） を 送付する （ 登録料無料）

雇用支援対
策課

0178-43-9038

青森県 八戸市 無料職業紹介事業
雇用支援対策課内に八戸市無料職業紹介所を 開設、 職業紹介事業を 実施。 公共職業安定所と 連携を と り
ながら 市の商工・ 産業振興策に附帯する 事業と し て効率的かつ集中的な求人・ 求職のマッ チン グを 行
う 。

雇用支援対
策課

0178-43-9038

青森県 八戸市 雇用奨励金交付事業
障がい者、 高年齢者、 未就職新規高卒者、 中年齢離職者等を 常用雇用し た事業主に対し 雇用奨励金を 交
付し 、 雇用の促進と 市民生活の安定を 図る 。

雇用支援対
策課

0178-43-9038

青森県 八戸市
フ ロ ン ティ ア八戸職業訓練助成金
制度

未就職新規高等学校卒業者及び若年未就職者の主体的な職業能力開発を 支援し 、 早期就職を 促進する た
めに、 厚生労働大臣指定教育訓練講座等を 受講、 修了し た場合に、 受講料の一部を 助成する 。

雇用支援対
策課

0178-43-9038

青森県 八戸市 県空き 店舗活用チャ レ ン ジ融資
県制度を 活用し て融資を 受ける 中小企業者に対し 、 貸付当初から 5年間信用保証料を 全額補助。 さ ら に、
中心商店街の空き 店舗で開業する 方で、 要件を 満たし た方に対し 、 1/2の利子を 5年間補給する 。

商工政策課 0178-43-9242

青森県 八戸市 Ｉ Ｔ 産業集積促進事業
中心市街地への質の高いオフ ィ スの整備促進や、 八戸ハイ テク パーク など、 自然環境に恵まれた区域へ
の環境配慮型オフ ィ スの整備促進によ り 、 Ｉ Ｔ 関連企業の集積を 図る 。

産業振興課 0178-43-9048

青森県 八戸市
中心商店街空き 店舗・ 空き 床解消
事業

中心商店街の空き 店舗・ 空き 床の有効活用を 促進する ため、 店舗等の改装工事等に要する 経費の一部に
ついて、 補助金を 交付する 。

まち づく り
文化推進室

0178-43-9426

青森県 八戸市 女性チャ レ ン ジ講座の開催
20～40代の働く 女性に対し 、 ビ ジネススキルの習得に資する 学習機会を 提供し 、 職場等における 活躍と
積極的登用を 促進する と と も に、 参加者同士のネッ ト ワーク 構築によ り 新たな女性人材の育成及び発掘
を 図る 。

市民連携推
進課

0178-43-9217

青森県 八戸市
八戸市企業立地促進条例に基づく
奨励金（ 雇用奨励金）

市内に立地・ 操業する 一定要件を 満たす企業で、 正社員を 5人以上雇用し 、 企業が正社員に対し て市外か
ら の転居費用を 補助し た企業に対し 、 転居し た正社員1人につき 10万円を 交付。

産業振興課 0178-43-9048

青森県 五所川原市
五所川原市小口資金特別保証制度
( タ イ プⅠ）

市内に住所又は主な事業所を 有する 中小企業者で納税状況の良好な企業対象： 市内中小企業者の事業資
金の保証を 行う 。 （ 一企業1, 000万円以内、 貸付利率3. 30%以内、 保証期間7年以内、 保証料は市が全額負
担）

商工労政課
0173-35-2111
( 内線2552･2554)

青森県 五所川原市
五所川原市事業活性化資金特別保
証制度( タ イ プⅡ）

市内に住所又は主な事業所を 有する 中小企業者で納税状況の良好な企業対象： 市内中小企業者の事業資
金の保証（ 一企業2, 000万円以内、 貸付利率3. 60%以内、 保証期間10年以内、 保証料は中小企業が全額負
担）

商工労政課
0173-35-2111
( 内線2552･2554)

青森県 つがる 市 青森県・ つがる 市連携融資制度 青森県特別保証融資制度によ り 融資を 受けた方の信用保証料を 補助。 補助割合2分の1（ 限度額20万円） 商工観光課 0173-42-2111

青森県 つがる 市
地域人づく り 事業（ 雇用拡大プロ
セス）

企業、 団体等が、 雇用拡大を 目指し て若年者等を 有期雇用契約にて雇い入れ、 人材育成計画に基づいて1
年間の研修等を 実施し 、 市がそれに対し て人経費、 研修費等の経費を 助成する も の

地域振興対
策室

0173-42-2111

青森県 平川市 新規就農施設等整備事業
国の経営体育成支援事業を 活用し て導入し た機械や施設整備経費の5割までを 嵩上げ助成（ 上限2, 000千
円） 。 条件は①市内に住所を 有する 市内継続就農者②県の就農認定を 受けた45歳以下の者③就農2年以内
の者

農林課　 農
業振興係

0172-44-1111( 内線
2176)

青森県 板柳町 空き 店舗利活用推進事業費補助
空き 店舗を 利用し て店舗の経営する ための改装・ 備品購入・ 宣伝広告に要する 経費に対し て助成※要件
有り
○交付額: 100万円上限（ 1/2以内の額）

経済課
0172-73-2111( 代表)

岩手県 一関市 空き 店舗入居者支援事業
商店街の入居者に対し 、 開店に要する 店舗内外装工事費の1/2以内（ 限度100万円） を 補助し ます。 商工
会議所が窓口と なり 、 開業に関連する 相談から 受付け、 会議所を 通じ て補助し ます。

商工労働部
商業観光課

0191-21-8412

岩手県 一関市
中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補
給制度

市内の中小企業への融資を 行います。 また、 制度利用の際に利子、 及び保証料補給の補助があり ます。
商工労働部
商業観光課

0191-21-8413

岩手県 一関市 企業立地促進奨励事業費補助金
市の指定地域に用地を 取得し 工場等を 新設する 場合、 要する 経費( 固定資産投資額) の10～15%を 補助金と
し て交付し ます。 また、 指定地域以外( 指定地域であっ ても 工場等用地を リ ースし た場合) は、 要する 経
費の１ 割を 補助し ます。

商工労働部
工業課

0191-21-8451

岩手県 一関市 生産設備等投資促進補助金
立地企業が市内において工場、 事業所等の設備を 新増設し た場合、 対象資産に係る 固定資産税課税相当
額を 補助し ます。

商工労働部
工業課

0191-21-8451
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

岩手県 一関市 企業立地促進資金貸付
市内において工場等を 新設又は増設を する 場合、 「 岩手県企業立地促進資金貸付要綱」 に基づく 低金利
融資を 受ける こ と ができ ます。

商工労働部
工業課

0191-21-8451

岩手県 一関市 企業立地促進資金利子補給補助金
市内において「 岩手県企業立地促進資金貸付要綱」 に基づく 融資を 受け工場等の新設又は増設を する 場
合、 融資実行日から 3年を 限度と し て支払利息相当額を 補助し ます。

商工労働部
工業課

0191-21-8451

岩手県 一関市 立地企業操業支援事業 立地企業が操業する 際に行う 社員の人材育成事業に要する 経費について、 補助し ます。
商工労働部
工業課

0191-21-8451

岩手県 一戸町
一戸町新卒者ふる さ と 就職支援事
業

町内在住の新卒者の雇用拡大と 地元への定着を 促進する ため、 町内在住の新卒者を 雇用し た事業主に対
し て補助金を 交付する 。

産業課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 企業立地促進奨励金
市内に事業所を 立地（ 新設、 移設、 増設） し たこ と に伴う 、 設備投資額と 、 市内在住者の新規雇用人数
等の、 一定の要件を 満たし た場合、 投下固定資産に対し て課さ れる 固定資産税相当額を 奨励金と し て交
付( 3か年） 。

産業戦略課 0228-22-1220

宮城県 栗原市 企業立地投資奨励金
市内に事業所を 立地（ 新設、 移設、 増設） し たこ と に伴う 、 設備投資（ 投下固定資産） 額と 、 市内在住
（ 住民登録） 者の新規雇用人数等の、 一定の要件を 満たし た場合に、 規模に応じ て奨励金を 交付。

産業戦略課 0228-22-1220

宮城県 栗原市 雇用促進奨励金
市内で設備投資（ 事業所の新設、 移設、 増設） を し たこ と で、 市内在住者の新規雇用人数等一定の要件
を 満たし た場合、 その人数に応じ て奨励金を 交付。 設備投資を 伴わない場合でも 一定要件を 満たせば交
付。

産業戦略課 0228-22-1220

宮城県 栗原市 誘致企業社員定住促進奨励金
市内に事業所を 立地（ 新設、 移設、 増設） し た企業等が、 常時雇用し ている 従業員の住居を 市外から 市
内へ移すために要し た費用に対し 、 設備投資額・ 新規転入人数等について一定の要件を 満たし た場合、
奨励金を 交付

産業戦略課 0228-22-1220

宮城県 栗原市
雇用拡大奨励金（ 新規学卒者の雇
用拡大）

新規学卒者等を 雇用し た企業等に対し 、 その人数に応じ た奨励金を 交付し ます。 産業戦略課 0228-22-1220

秋田県 秋田市 中心市街地商業集積促進事業

中心市街地の空き 店舗や大型商業施設の空き テナン ト への出店、 新店舗の建築や設備投資などに対し 支
援する 。
対象経費： 賃借料およ び共益費の１ ２ ヶ 月分
補助率： １ ／２ 限度額： ２ ５ ０ 万円

商工労働課
商工振興担
当

018-866-2429

秋田県 秋田市 商店街空き 店舗対策事業
商店街区域の空き 店舗出店における 改装費補助。 ①改装費補助： 事業費2/5以内、 限度額100万円) 、 ②賃
借料補助： １ 年目） 賃借料2/5以内、 限度額月額8万円、 ２ 年目) 賃借料1/5以内、 限度額月額4万円

商工労働課
商工振興担
当

018-866-2429

秋田県 秋田市
チャ レ ン ジオフ ィ スあき たによ る
入居者支援

秋田市イ ン キュ ベーショ ン 施設「 チャ レ ン ジオフ ィ スあき た」 が、 新規創業者等へオフ ィ スを 安価に提
供。 専門家が常駐し 起業創業支援の相談等に応じ る 。
月額使用料（ １ ０ ， ２ ８ ５ 円～５ １ ， ４ ２ ９ 円、 光熱水費別途）

商工労働課
商工振興担
当

018-866-2429

秋田県 秋田市 秋田市資格取得助成事業補助金
若年求職者の雇用促進や若年の非正規雇用者の正規雇用への転換を 支援する ため、 就職や仕事に役立つ
資格の取得費用の一部を 補助。 補助額は、 補助対象経費の1/2以内の額で10万円上限。 （ 1人年度1回を 限
度）

商工労働課
雇用労働担
当

018-866-2114

秋田県 秋田市 未来農業のフ ロ ン ティ ア育成研修
新規就農に必要な基礎知識や生産・ 経営技術等を 習得する ため、 県内試験場等で県が実施する 未来農業
のフ ロ ン ティ ア育成研修を 受講する 市内就農予定者に対し て支援。 研修生に、 月額7万5千円の研修奨励
金を 交付。

農林部農業
農村振興課

018-866-2116

秋田県 秋田市
園芸振興セン タ ーの専任指導員の
設置

園芸部門の就農希望者に対し 、 専任指導員によ る 現地指導や営農相談を 行う 。
園芸振興セ
ン タ ー

018-866-2518
( 6月以降018-838-
0278)

山形県 鶴岡市
つる おかＵ Ｉ タ ーン サポート プロ
グラ ム（ ※委託事業）

「 仕事を つく る 」 体験を 通じ て、 Ｕ Ｉ タ ーン を 実現でき ない要因である 「 つながり 不足」 「 情報不足」
を 解消し 、 人生の選択肢と し て検討する 機会を 創出。

企画部地域
振興課

0235-25-2111

山形県 飯豊町 中小企業振興事業
雇用を 伴う 設備投資等を 行う 中小企業に対し 、 最高で１ 億円の補助金を 交付。 こ れによ り 就労の場を 確
保し 、 労働力の流失防止と 若者の定住促進を 図る 。

商工観光課
産業連携室

0238-87-0523

山形県 飯豊町 雇用調整助成事業
国の雇用調整助成金制度によ る 助成を 受けた方に、 ３ ０ ０ , ０ ０ ０ 円を 上限と し て助成金額の１ ０ ％を 補
助。

商工観光課
産業連携室

0238-87-0523

福島県 川俣町 新規学卒者奨励金 町内の企業に就職し た（ 正規雇用さ れた） 場合に、 ５ 万円の一時金
産業課
商工交流係

024-566-2111

福島県 西会津町 若者まち づく り プロ ジェ ク ト 会議
次世代を 担う 人材の育成や、 若者のコ ミ ュ ニティ 形成を 支援。
①起業へ向けた実践コ ース②町を 盛り 上げる 入門コ ース

商工観光課 0241-45-2213

茨城県 笠間市 笠間焼陶芸家支援事業
笠間焼の後継者育成、 創業支援及び定住化支援と し て、 新たに市内で創業する ための窯、 ろ く ろ 等の設
備購入費補助や、 賃貸物件の家賃の一部や住居購入費の一部を 補助する 。

産業経済部
商工観光課

0296-77-1101

茨城県 茨城町
企業誘致推進事業（ 工業団地立地
奨励金）

茨城工業団地及び茨城中央工業団地立地企業に対し ， 企業奨励金（ 固定資産税相当額） 及び雇用奨励金
（ 新規雇用者1人当たり 10万円） を 交付する （ 3年間） 。

地域産業課 029-240-7124

茨城県 茨城町 ふる さ と 元気づく り 推進事業
地域活性化事業やボラ ン ティ ア活動等を 自主的及び主体的に行う 行政区に対し ， 補助金を 交付する
（ （ 補助期間） 3年間， （ 補助金額） 初年度20万円， 以降2年間10万円が限度） 。

まち づく り
推進課

029-240-7126

栃木県 栃木市
栃木市空き 店舗活用促進事業補助
金

対象地域の空き 店舗を 利用し て新規開店さ れる 方に、 改装費用・ 家賃（ 最長１ ２ か月分） ・ 専門家相談
費用（ ５ 回まで） の一部を 補助。

産業振興部
商工観光課

0282-21-2508

栃木県 栃木市 中小企業創業資金
市内で新たに事業を 起こ す方にご利用いただける 栃木市制度融資。 運転資金又は設備資金と し て利用可
能で、 年利１ ． ７ ％、 融資限度額５ ０ ０ 万円、 返済期間５ 年以内。

産業振興部
商工観光課

0282-21-2372

栃木県 鹿沼市 雇用創出補助金
操業開始し た年度から 起算し て、 １ 年以上雇用さ れた年度の１ 回限り 、 新規常用雇用者１ 人当たり １ ０
万円を 補助する 。

経済部
産業振興課

0289-63-2266

栃木県 鹿沼市
鹿沼市空き 店舗等活用新規出店支
援事業補助金

鹿沼市内における 空き 店舗等を 活用し た新規出店事業を 支援。 空き 店舗（ 空き 家・ 空き 店舗含） 等への
出店者に対し 、 店舗家賃、 経営指導等に要する 費用等の一部を 補助。

経済部
産業振興課

0289-63-2182

栃木県 茂木町 茂木町中小企業融資制度 町内に事業所を 有し 、 引続き １ 年以上の事業を 営む中小企業の融資制度 商工課 0285-63-5625

千葉県 四街道市 空き 店舗等活用事業
①空き 店舗等の全部又は一部の改装に要する 経費について助成。
補助率１ /３ 上限１ ０ ０ 万円（ 重点地域は１ ５ ０ 万円）
②店舗賃借料補助率１ /２ 上限月額７ 万円

環境経済部
産業振興課

043-421-6134

千葉県 御宿町 HP作成費補助
町内の中小企業が新たにホームページを 作成する 場合、 または既に開設し ている ホームページを 変更す
る 場合に、 制作費用の２ 分の１ ( 限度額5万円) を 町が補助し ます。

産業観光課 0470-68-2513

千葉県 御宿町 企業誘致・ 雇用促進制
町内で新たに立地する 企業や事業を 拡張する 企業に対し 、 固定資産税相当額の奨励金、 従業員の新規雇
用の奨励金を 交付し ます。

産業観光課 0470-68-2514

新潟県 長岡市 地元就職・ Ｕ タ ーン 支援事業
Ｕ タ ーン に関する 相談窓口（ ながおか就職・ Ｕ タ ーン サポート デスク ） の設置や、 ポータ ルサイ ト
（ でーｊ ｏ ｂ ら 、 ネッ ト ） によ る 情報発信、 合同企業説明会、 都内での個別相談会を 実施。

商業振興課 0258-39-2228

新潟県 長岡市 Ｕ タ ーン 総合窓口事業
市役所内に就職、 暮ら し などＵ タ ーン に関する 様々な相談を 受け付ける 総合窓口を 開設。 相談内容に
よ っ て市担当窓口への案内や必要な情報提供を 実施。

商業振興課 0258-39-2228

新潟県 柏崎市 柏崎市看護師就職助成金 市内の病院や訪問看護ステーショ ン で働く 看護職員を 応援する ための就職助成金を 交付。 国保医療課 0257-21-2210

新潟県 糸魚川市 ふる さ と 就職資金貸付制度
糸魚川市で就職する 方（ 市内における 転職は除く 。 ） に通勤用自動車の購入など就職に伴い必要と なる
資金を 低利でお貸し し ます。 （ 年利１ ． ５ ％※利息分は補助、 貸付限度額100万円～300万円）

商工農林水
産課　 企業
支援室

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 Ｕ ・ Ｉ タ ーン 登録制度
糸魚川市内で就職を 希望さ れる 方（ 学生、 Ｕ ・ Ｉ タ ーン し て定住・ 就職を お考えの方、 なら びに会社を
退職し 新たな就職先を お探し の方） に様々な情報・ サービ スを 提供する 制度です。

商工農林水
産課　 企業
支援室

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 ビ ジネスチャ レ ン ジ支援事業
糸魚川市内で新たに店舗を 構えて事業を 営む若し く は営も う と する 方に、 創業する ために必要と なる 初
期費用の一部を 助成し ます。 （ 補助率1／2以内、 補助限度額50万円～100万円）

商工農林水
産課　 企業
支援室

025-552-1511

新潟県 南魚沼市 自主的出店者支援事業補助
商店街の振興及び活性化を 図る ため、 市内の商業地域等の空き 店舗に新規出店し 、 3年間引き 続き 店舗経
営を 行う 者に1年間の家賃補助を 行う 。 補助額： 月額家賃の2分の1の額（ 上限3万円）

商工観光課
商工振興班

025-773-6665

富山県 高岡市
たかサポ（ 高岡地域若者サポート
ステーショ ン ）

働く こ と に悩みを お持ち の方( おおむね15～39歳) のほか、 お子様の就職や進路についてお悩みの保護者
やご家族の方に相談いただけます。

産業振興部
商業雇用課

0766-20-1297

富山県 高岡市 母子家庭等自立支援給付金
母子・ 父子家庭の経済的自立のための就労支援と し て、 児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準の方
に給付金を 支給。 自立支援教育訓練給付金は受講料の２ 割（ 4千円～十万円） 、 高等職業訓練促進給付金
は月額十万円

福祉保健部
児童育成課

0766-20-1381

富山県 南砺市 起業家育成支援事業補助金
事業継続の展開見込みのある 起業家に対し 経費1/2以内を 補助。 事業所等開設事業／1事業所200万円、 事
業所等借上事業／1事業所月額25, 000円（ 最長3年間） 、 販売促進事業／1回40万円、 年度内1回限り

産業経済部
商工課

0763-23-2018

富山県 南砺市 空き 店舗対策支援事業補助金
商店街・ 団体・ 個人等が、 空き 店舗・ 空き 家等を 購入又は賃貸、 改装する 際の費用を 補助。 空き 店舗等
改装事業補助率1/2以内2百万円限度。 空き 店舗等借上事業補助率1/2以内2. 5万円限度、 3年以内

産業経済部
商工課

0763-23-2018
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先

石川県 - Ｕ Ｉ タ ーン 促進事業
Ｕ Ｉ タ ーン 就職に関する 相談・ 情報提供を 一元的に実施。
（ 県産業政策課内）

産業政策課 076-225-1508

石川県 七尾市 シャ ッ タ ーオープン 事業
市内商店街の空き 店舗、 空き 家などを 活用し 、 開業する 事業者を 対象に、 対象事業の全額を 助成。 （ 最
高150万円（ ただし 、 飲食関係は200万円） ）

産業部
産業振興課

0767-53-8565

石川県 珠洲市 仕事場創業・ 拡大支援助成金
①本市の地場産業及び地域を 活性化さ せる 効果の高いビ ジネスモデルの創業に対し 、 経費の2/3以内、 上
限100万円を 助成。
②雇用拡大を 伴う 増設に対し 、 経費の1/2、 上限100万円を 助成。

産業振興課 0768-82-7775

石川県 能美市 ワーク ・ イ ン ・ レ ジデン ス制度
市内で店舗・ 工房等を 開設し 、 起業と 共に移住する 人、 伝統工芸品後継者等に対し 支援基本５ ０ 万円。
加算要件によ り 最大１ ５ ０ 万円

地域振興課 0761-58-2212

石川県 津幡町 新規雇用促進奨励金
町内に事業所を 新設・ 増設し たこ と に伴い、 町民を 新規雇用し た事業者に対し 、 雇用者1人につき 20万円
（ 限度400万円） の奨励金を 交付。

交流経済課 ( 076) 288-2129

石川県 能登町
能登町第1次産業Ｉ ・ Ｕ タ ーン 支
援助成金

町が指定する 人材育成事業等を 受講し たＵ I タ ーン 者が、 当町の基幹産業である 第1次産業に従事し 定住
する 場合、 月額3万円を 上限に家賃の2分の1以内を 助成。 （ 5年間） 初年度は生活準備金と し て5万円を 支
給。

農林水産課 0768-76-8302

石川県 能登町 雇用促進緊急助成金
町内に住所を 有する 新規学卒者や住所を 有し てから １ 年以内のＵ ・ Ｉ タ ーン 者を 雇用する 町内に事業所
を 持つ企業・ 団体に１ 人につき 、 月額基本給の１ ／３ （ 限度額50, 000円×６ カ 月分） を 助成する も の

ふる さ と 振
興課

0768-62-8532

石川県 能登町 定住促進助成金
雇用促進緊急助成金の対象と なっ た企業等に雇用さ れ１ 年を 経過する 人で、 対象になっ てから ２ 年以上
町内に定住する 意志のある 人に10万円を 助成（ 申請年度末50, 000円、 翌年度末50, 000円）

ふる さ と 振
興課

0768-62-8532

山梨県 山梨市 地域職業相談室
市役所庁舎内にハロ ーワーク の分室を 設置。 「 求人検索用パソ コ ン 」 も あり 、 広く 皆さ んから の職業相
談を 受付。

地域職業相
談室

0553-20-1358

山梨県 山梨市 空き 店舗バン ク 制度
空き 店舗の利用希望者に物件情報を 紹介（ 利用登録が必要） 。 家賃補助あり （ 最大２ 万円（ 月額） 、 補
助率２ 分の１ で２ 年間） ・ 改修費補助（ 最大２ ５ 万円、 補助率２ 分の１ ） 。

農林商工課
商工労政担
当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 若者定住就職奨励金
市外に１ 年以上居住し 、 かつ就職経験がある 45歳未満の方で、 再就職または起業のため、 韮崎市に移住
さ れた方に対し て、 就職奨励金を 支給する 。 就職後１ 年を 経過し た日に、 10万円を 支給する 。

商工観光課
商工労政担
当

0551-22-1111
( 内線215, 216)

山梨県 韮崎市 商店街空き 店舗対策事業費補助金
中心市街地にある 空き 店舗を 利用し た「 空き 店舗対策事業」 に着手する 個人、 法人、 その他の団体に助
成（ 空き 店舗への新規出店に係る 店舗改修及び看板等の設置経費は上限50万円、 店舗賃借料は月上限5万
円で1年間）

商工観光課
商工労政担
当

0551-22-1111
( 内線215, 216)

山梨県 韮崎市 空き 店舗対策事業
商店街の活性化と 活力ある まち づく り のため、 中心市街地の商店街にある 空き 店舗を 利用し 、 飲食業及
び小売店、 若し く は商店街のイ メ ージアッ プにつながる 事業を 行う 方に対し 、 1年間、 店舗改修費と 店舗
賃借料を 助成。

商工観光課 0551-22-1111

山梨県 身延町 就職奨励金
身延町に住所を 有する 新規学卒者及び町外から 転入し た方が、 新たに就職し 定住する 場合に3万円を 支
給。

政策室 0556-42-4801

長野県 上田市 上田市中小企業融資制度資金 開業前または開業後1年未満で市内に居住し ている 方を 対象と する 貸付制度 商工課 0268-23-5395

長野県 上田市 空き 店舗新規出店支援事業補助金 商店街振興組合が誘致し た出店者に対し て、 空き 店舗改修費用の1/3（ 上限1, 500千円） を 補助 商工課 0268-23-5395

長野県 小諸市 空き 店舗活用事業補助事業
中心市街地の空き 店舗を 活用し て事業を 始めよ う と する 方に、 ３ か月以上空いている 物件、 ３ 年以上営
業する こ と を 条件に、 店舗改装費の一部を 支援。 助成額は改修費等及び店舗購入費の１ /３ 以内（ 上限１
０ ０ 万円）

商工観光課 0267-22-1700

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／通勤助
成金

住所を 有する 対象地域から その地域外の事業所に１ 年を 通じ 継続し て通勤する 者、 片道１ ０ ｋ ｍを 超え
る １ ｋ ｍにつき 月額３ ０ ０ 円と し 、 １ 月に５ ， ０ ０ ０ 円を 限度と する 。 ※年齢要件及び地域要件有

伊那市役所
高遠町総合
支所 長谷総
合支所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 大町市 新規開業支援資金
新規開業予定者で事業の実施のための資金を 要する 方に、 設備資金１ ５ ０ ０ 万円、 最大で２ ５ ０ ０ 万円
を 年利２ ％で融資し ます。

商工労政課 0261-22-0420

長野県 大町市 空き 店舗活用事業（ １ ）
空き 店舗を 商店街の集客に役立つ施設と し て改修する 場合に、 改修に要する 経費の１ /２ 以内で、 ５ ０ ０
万円を 限度に補助し ます。

商工労政課 0261-22-0420

長野県 大町市 空き 店舗活用事業（ ２ ）
空き 店舗を （ 1） に掲げる も の以外の事業の用に供する ために改修する 場合に、 改修に要する 経費の１ /
３ 以内で、 １ ０ ０ 万円を 限度に補助し ます。

商工労政課 0261-22-0420

長野県 大町市 空き 店舗活用事業（ ３ ）
空き 店舗を 商業及び集客に役立つ施設の用に供する ために賃借する 場合に、 家賃の１ /２ 以内で、 月額１
０ 万円を 限度に、 １ ２ ヶ 月まで補助し ます。

商工労政課 0261-22-0420

長野県 大町市 空き 店舗活用事業（ ４ ）
空き 店舗を （ ３ ） に掲げる も の以外の事業の用に供する ために賃借する 場合に、 家賃の１ /３ 以内で、 月
額１ ０ 万円を 限度に、 １ ２ ヶ 月まで補助し ます。

商工労政課 0261-22-0420

長野県 飯山市 地域資源活用型起業支援事業
飯山市の地域資源を 活用し 、 起業する 法人または個人に対し て、 製造及び営業のため新たに投資する 資
金のう ち 、 最大で1/2、 200万円を 補助

商工観光課 0269-62-3111

長野県 下諏訪町 チャ レ ン ジ起業支援事業補助金
町内に居住する 個人及び法人が、 初めて商業活動を 行う 場合又は社会公益団体等が新たに事業を 行う 場
合に、 店舗改装に係る 経費に対し 、 １ 回に限り 補助し ます。

産業振興課
商工観光係

0266-27-1111( 内線
273)

長野県 下諏訪町 空店舗活性化事業補助金
既存商店街における 空店舗等を 商業施設又は社会公益団体と し て活用する 事業に対し て、 賃借料を １ 回
に限り 補助し ます。

産業振興課
商工観光係

0266-27-1111( 内線
273)

長野県 飯島町 飯島町若者就職応援補助金
町外在住の若者が定住し 、 飯島町はも と よ り 通勤圏内で定職に就いた方に対し 、 就職祝金や引越費用の
一部、 社会人スタ ート ・ 再スタ ート の意を 込めて一律10万円を 補助。

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

長野県 飯島町 中小企業者起業支援
飯島町商工業振興事業補助金（ 商工業経営確立支援事業） において、 中小企業者の起業支援と し て、 法
人設立に要する 直接的経費を 最大25万円補助。

産業振興課
商工観光係

0265-86-3111

長野県 天龍村 通勤助成金 村外へ通勤する 者に対し 、 月額６ ， ０ ０ ０ 円を 限度に支給 総務課 0260-32-2001

岐阜県 大垣市 Ｕ タ ーン ・ Ｉ タ ーン 就職支援事業
中途就職ポータ ルサイ ト 上に本市の情報ページを 作成・ 掲載し ます。 また、 市内企業が中途就職ポータ
ルサイ ト へ求人情報を 掲載する 場合、 掲載料の一部を 支援し ます。 〔 予定〕

経済部
商工観光課

0584-47-8596

岐阜県 美濃市 美濃手すき 和紙後継者育成奨励金
美濃手すき 和紙製造技術等の保存伝承、 後継者の育成・ 確保を 図る ため、 手すき 和紙製造技術等の習得
を する 者に奨励金の交付を 行う 。 月額5万円（ 2年間）

美濃和紙の
里会館

0575-34-8111

岐阜県 美濃市 美濃市起業家支援制度
新し い事業等を 始めよ う と する 方を 支援する ため、 美濃市民間活力創生基金（ 通称: う だつ基金） を 活用
し た起業家支援制度。 例： 市街地活性化等融資制度創業資金の一部を 無利子、 無担保、 無保証で300万円
まで融資

産業振興部
産業課

0575-33-1122

岐阜県 瑞浪市
新たな事業チャ レ ン ジ支援補助事
業

市内の経済活性化と 雇用の促進を 目的と し て、 新規事業を 支援する ため、 融資に係る 支払利子相当額又
は必要な経費の一部を 補助し ます。 （ 5事業所）

商工課 0572-68-9805

岐阜県 飛騨市 起業化促進補助金
飛騨市を 拠点と し て新たな事業を 創出する 個人、 団体等に対し 、 団体等企業化計画に基づいた事業費用
の20％以内を 助成し ます。 （ 限度額100万円）

商工課 0577-73-7463

岐阜県 飛騨市 商店街空き 店舗活用事業奨励金
市内商店街の空き 店舗を 活用し 、 まち づく り と 一体と なっ て行う 商業活動に対し 、 その改修費用の一部
を 支援。
○空き 店舗の改修費用の1/3（ 限度額100万円） ○空き 店舗賃借料の1/3（ 限度額年間20万円）

商工課 0577-73-7463

岐阜県 郡上市 創業塾
商工会が主体と なり 、 創業希望者に対し 研修と いう 形で創業のノ ウハウを 伝授。
例： 平成25年度実績： 平成25年10月15日～12月12日のう ち 4日間（ 計12時間） 、 参加者32名（ う ち 創業支
援2名）

商工観光部
商工課

0575-67-1820

岐阜県 郡上市 次世代起業家育成
高校生に起業に関する 学習（ 基礎知識、 仮想企業経営、 実演販売等） を 通し て起業と いう 選択肢も 知っ
ても ら う 。
例： 平成25年度実績： 平成25年7月～10月のう ち 10日間（ 計25時限） 、 講師は商工会職員

商工観光部
商工課

0575-67-1820

岐阜県 東白川村 雇用促進奨励金事業
I タ ーン ・ Uタ ーン 等によ り 村内に住所を 移し た人を 、 新規に雇用( 常時雇用) し た事業所へ、 奨励金を 交
付する 。

産業建設課 0574-78-3111

岐阜県 白川村 起業者支援事業
起業する 個人、 団体、 法人について、 設備投資等に係る 費用の１ ０ ／１ ０ を 補助する （ 上限３ ０ ０ 万
円）

観光振興課 05769-6-1311

岐阜県 白川村 若者等通勤就職者助成事業
村内に住所を 置き 、 村外に通勤する 若者（ ４ ０ 歳未満） に対し て、 通勤費を 助成する （ 月額２ ０ ， ０ ０
０ 円）

観光振興課 05769-6-1311

静岡県 島田市 就労支援事業 就労を 希望する 若者、 女性、 高齢者等に対し て、 セミ ナーや個別相談会を 開催する 。
産業観光部
商工課

0547-36-7166

静岡県 菊川市 新規店舗参入支援補助金
商店街の活性化、 地域の賑わいの形成、 市街地で暮ら す高齢者等の生活環境における 利便性を 向上を 目
的に指定区域内で空き 店舗等を 活用し て小売業等を 行う 方に対し 、 その店舗改装費と 2年間分の店舗賃借
料を 補助する 。

商工観光課 0537-35-0936

愛知県 設楽町 起業家グループ事業補助 事業を 起業する 経費の１ ／２ 補助（ 上限１ ０ 万円） 産業課 0536-62-0527

愛知県 設楽町 新規就業・ 就職奨励 町内企業に就職し た方に５ 万円の報奨金を 支給 企画課 0536-62-0514
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愛知県 東栄町 若者定住奨励金制度
○ふる さ と 就労奨励金・ ・ ・ 新規学卒者7万円～10万円補助
○若者Ｕ タ ーン 奨励金・ ・ ・ 5万円補助○若者Ｉ タ ーン 奨励金・ ・ ・ 5万円補助

企画課 0536-76-0502

三重県 津市 商店街等活性化推進事業補助制度
空き 地・ 空き 店舗の活用経費を 補助。 ①集客施設と し て整備・ 活用( 改装費の45%内・ ～450万円、 賃借料
の45%内・ ～月10万円） ②事業者の誘致( 改装費の1/3内・ ～300万円、 賃借料の1/3内・ ～月7万円）

商工観光部
商業振興労
政課

059-229-3169

京都府 京丹後市 コ ミ ュ ニティ ビ ジネス応援補助金
コ ミ ュ ニティ ビ ジネスを 起こ そう と する 地域団体（ 自治会、 任意団体、 NPO法人、 個人等） に、 立ち 上げ
に必要な経費を 、 2/3以内で上限２ ０ ０ 万円を 補助。 その他、 専門家やコ ーディ ネータ を 派遣（ 無料） す
る 制度有

企画政策課 0772-69-0120

京都府 京丹後市 生活困窮者終了準備支援事業
「 く ら し 」 と 「 し ごと 」 の寄り 添い支援セン タ ーを 設置し 、 関係機関と 連携を 図り ながら 就労困難者に
「 仕事力アッ プ講座」 や「 就労体験セミ ナー」 等を 開催し 、 本人のステージに応じ た支援を 行います。

寄り 添い支
援総合サ
ポート セン
タ ー

0120-125-294

京都府 京丹後市 京丹後市商工業支援補助金
事業拡大、 新商品・ 新製品開発、 起業、 事業転換、 空き 店舗・ 空き 工場等活用、 ジオパーク 関連商品開
発、 国内外販路開拓、 知的財産権取得などの事業に、 1/4～1/2以内で上限20万～１ ０ ０ 万を 補助。

商工振興課 0772-69-0440

京都府 京丹後市
京丹後市産学連携研究等促進事業
費補助金

大学等研究機関が持つ高度な学術資源を 活用し た「 新商品・ 新サービ スの開発」 や「 新技術の導入」 を
目的に、 大学等研究機関と 「 共同研究」 や「 委託研究」 に取り 組む事業に、 1/2以内で上限１ ０ ０ 万円を
補助。

商工振興課 0772-69-0440

京都府 京丹後市 京丹後市企業立地助成金
一定規模以上の投資及び市民正規雇用者の増加を 伴い京丹後市内に事業所を 新設又は増設さ れた事業主
に対し 、 市民の正規雇用増加数に応じ て助成。 事業所の新設にと も ない増加し た市民の正規雇用者数×
１ ０ ０ 万円を 上限

商工振興課 0772-69-0440

兵庫県 篠山市
Ｊ Ｒ 西日本回数特急券購入助成制
度

市内に在住で、 通勤・ 通学にＪ Ｒ 西日本発売の回数特急券を 利用さ れている 方を 対象に一カ 月一冊限り
最大で１ ， ５ ０ ０ 円補助

企画課 079-552-5106

兵庫県 丹波市
新規起業者支援事業補助金交付制
度

小売業や飲食業、 サービ ス業などで、 新たに起業さ れる 方を 支援。 起業する 際の店舗改装費や設備導入
費、 店舗等賃借料などを 支援。

産業経済部
新産業創造
課

0795-74-1464

兵庫県 丹波市 起業家支援窓口の設置
市内で起業し よ う と する 人たち の支援窓口「 たんばチャ レ ン ジカ フ ェ 」 を 開設。 資金面での補助制度の
紹介や、 経営ノ ウハウを 学ぶセミ ナーの開催、 起業後のフ ォ ロ ーに至る まで、 起業を 支援する ワン ス
ト ッ プ窓口。

産業経済部
新産業創造
課

0795-74-1464

兵庫県 丹波市
丹（ まごこ ろ ） ワーク サポート た
んば運営事業

地域に密着し た行政サービ スを 提供する ためにハロ ーワーク 柏原と 丹波市が共同で運営し 、 雇用や就業
を サポート 。

産業経済部
新産業創造
課

0795-74-1464

奈良県 川上村 川上村産業復興支援補助金
地域資源を 活かし た地域性の高い商品の開発や新産業の創出などの事業に対し 、 補助金を 交付する 。
補助率： 補助対象経費の半額、 上限額： 300万円

地域振興課 0746-52-0111

和歌山県 - 移住者起業補助金
県外から 移住推進市町村へ移住し 、 地域資源を 活用し た起業を する 方（ 60歳未満） に、 初期経費の補助
金と し て最大100万円を 支給。 （ ※応募時期／第1次： 7月、 第2次： 11月予定、 審査会有）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 かつら ぎ町 無料職業紹介所
働き 手が不足し ている 農業者（ 求人者） と 、 農作業のお手伝いを 希望さ れる 方（ 求職者） と の紹介・ 斡
旋を 行います。

産業観光課
0736-22-0300( 内線
2101)

和歌山県 高野町 し ゃ く なげ融資制度
町内の中小企業を 対象にし た資金融資制度。 利率1. 2％以下、 貸付期間７ 年以内で最大1, 250万円まで融
資。

まち 未来課 0736-56-3000

鳥取県 倉吉市
ひと り 親家庭 自立支援教育訓練
給付金

ホームヘルパー講座など指定さ れた教育訓練講座を 受講する 場合に受講料の20％に相当する 額（ 上限10
万円、 下限4千円） を 支給し ます。

福祉保健部
子ども 家庭
課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市
ひと り 親家庭 高等技能訓練促進
費給付金

高等技能訓練促進費： 看護師や介護福祉士などの資格取得のため、 母子家庭高等技能訓練促進費を 支
給。 入学支援修了一時金： 高等技能訓練促進費の支給対象者が対象資格に係る 養成訓練を 修了し た場合
に一時金を 支給。

福祉保健部
子ども 家庭
課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 チャ レ ン ジショ ッ プあき ない塾
お店を 始めたい方に安価な家賃で貸し 出し を 行い、 起業のノ ウハウを 習得し ます。 契約期間は最長1年
間。 利用者負担は家賃月額5, 400円（ 店舗面積によ り 異なる ） 、 光熱費、 上下水道使用料、 共益費。

倉吉商工会
議所

0858-22-2191

鳥取県 倉吉市 空き 店舗マッ チン グ事業
空き 店舗情報の提供から 契約までサポート 。 貸し 手と 借り 手を つなぎます。 倉吉商工会議所HPでの空き
店舗情報の公開。 相談対応など。

倉吉商工会
議所

0858-22-2191

鳥取県 倉吉市
にぎわいのある 商店街づく り 出店
促進事業

対象エリ ア内の空き 店舗を 商業用施設等と し て活用する 開業者に、 店舗賃貸料の3分の2（ 上限1万8千
円、 期間は１ 年間） 、 改装工事費の３ 分の２ （ 借主： 上限200万円） を 補助し ます。

産業環境部
商工課

0858-22-8129

鳥取県 倉吉市 倉吉市短期融資
中小企業信用保険法の対象と なる も ので、 市内で１ 年以上の事業実績を 有する 中小企業者の運転資金を
融資。 融資限度額500万円、 融資利率は保証付年1. 89％、 保証無年2. 23％。 融資期間： 3年以内。

産業環境部
商工課

0858-22-8129

鳥取県 日南町 チャ レ ン ジ企業支援事業
起業、 異業種参入、 新製品の開発又は事業の経営改善を し よ う と する 事業者に対し 、 調査研究費、 販売
拡大に係る 経費、 建物や構築物の建築・ 修繕費、 機械・ 工具・ 備品の購入費など、 経費の1/2、 上限50万
円を 助成。

企画課 0859-82-1115

鳥取県 日南町 企業立地奨励条例
工業等の土地の確保に要する 経費、 購入費の1/2、 上限2000万円、 または賃貸料の1/2、 上限20万円を 補
助。

企画課 0859-82-1115

島根県 -
Ｕ Ｉ タ ーン 希望者に対する 無料職
業紹介

県外在住の方が円滑にＵ Ｉ タ ーン 就職でき る よ う に、 ふる さ と 島根定住財団が仲介役と し て、 無料職業
紹介を 実施。 県内企業等の求人情報の提供や就職マッ チン グを 行う 。 2014年5月現在、 約1, 000件の求人
有。

ふる さ と 島
根定住財団

0852-28-0690

島根県 -
Ｕ Ｉ タ ーン し まね地域づく り 活動
体験事業

地域のＮ Ｐ Ｏ や地域づく り 団体が受け皿と なり 、 県外在住の体験希望者と のマッ チン グを 経て、 一定期
間（ ３ か月～２ 年間） 地域体験を 行う 場合に、 6～12万円／月の助成を 行う 。 親子連れ加算あり 。

ふる さ と 島
根定住財団

0852-28-0690

島根県 松江市
新卒者向けサイ ト 「 まつえ就職ナ
ビ 」

大学、 大学院、 短期大学、 専修学校、 高等専門学校の卒業予定者を 対象と し た地元企業情報掲載サイ ト
を 運営し ている 。 掲載企業193社（ 平成26年4月末時点）

定住企業立
地推進課

0852-55-5660

島根県 松江市
一般求職者向けサイ ト 「 ワーク
ネッ ト まつえ」

求職者及び求人企業が、 互いに情報を 登録・ 検索する こ と ができ る 求職・ 求人支援サイ ト を 運営し てい
る 。

定住企業立
地推進課

0852-55-5660

島根県 出雲市 無料職業紹介事業
出雲市内の事業所への無料職業紹介を 実施し ています。 職業相談員が、 仕事を お探し の方の希望や状況
にあっ た職業紹介を 行います。

出雲総合雇
用情報ｾﾝﾀｰ
「 ｼﾞ ｮﾌﾞ ・ ｽ
ﾃー ｼｮﾝ出雲」

0853-24-7620

島根県 出雲市 出雲市地域商業再生支援事業
「 空店舗活用事業」 、 「 中山間地域商業機能維持・ 向上事業」 によ り 、 市内地域において、 地域経済の
活性化と 中小企業の振興に取り 組む事業者に対し 、 その事業費の一部を 補助し ます。

産業観光部
商工労働課

0853-21-6572

島根県 益田市 益田市産業創出協働事業補助金
地域の雇用の維持拡大に寄与する 取り 組み（ 新規創業、 事業拡大など） に対し 、 金融機関などの支援機
関と 連携し て支援。 創業、 販路開拓に要する 経費や事業拡大に要する 経費の1/2（ 上限5, 000千円） を 補
助。

産業経済部
産業支援セ
ン タ ー

0856-31-0341

島根県 大田市 大田市無料職業紹介事業
大田市内で就職を 希望さ れる Ｕ Ｉ タ ーン 希望者等と 市内事業者等の求職・ 求人のマッ チン グを 図り ま
す。

産業企画課 0854-82-1600

島根県 大田市 ふる さ と 大田創業支援事業
主要観光地、 中心市街地等の空き 店舗等を 利用し て起業・ 創業を さ れる 方に対し 、 起業・ 創業経費の一
部を 助成。 （ １ ） 改装費の１ ／２ （ ２ ） 空き 店舗賃借料の２ ／３ （ 原則１ 年） 。 （ １ ） （ ２ ） 合計１ ５
０ 万円上限

産業企画課 0854-82-1600

島根県 美郷町
新たな雇用創出企画提案事業補助
金

美郷町で新たな雇用を 創出する 事業を 行う 法人の事業に対し て、 雇用し た人の人件費を 補助する 。 （ 初
年度： 100%補助、 2年次： 70%補助、 3年次50%補助） ※1年度あたり の限度額は1, 000万円以内

定住推進課
産業雇用定
住支援係

0855-75-1212

島根県 美郷町 Ｕ Ｉ タ ーン 者起業支援事業
町外から 美郷町に移住し 起業する 人を 対象に、 早期の自立を 目的に補助（ 補助額： 1世帯当たり 年額24万
円）

定住推進課
産業雇用定
住支援係

0855-75-1212

島根県 美郷町 みさ と カ レ ッ ジ起業支援事業
将来の美郷町を 担う 起業者の支援を 目的と し て起業コ ン テスト を 行い、 審査に合格すれば、 必要と 認め
ら れる 設備整備資金・ 運転資金を 補助（ 1事業につき 1, 000万円を 限度）

企画財政課
町づく り 係

0855-75-1924

岡山県 津山広域事務津山圏域無料職業紹介セン タ ー
津山広域事務組合〔 津山市・ 鏡野町・ 奈義町・ 勝央町・ 美咲町・ 久米南町〕 が設置し ている 無料職業紹
介セン タ ー。 専門の相談員が、 希望職種や業務内容、 勤務条件等の相談を 受けて、 仕事の紹介を し ま
す。

津山広域事
務組合

0868-24-3633

岡山県 倉敷市 農林漁業就業奨励金
新たに農林漁業に従事し ， 年齢が申請年度の４ 月１ 日現在で３ ９ 歳以下の人に奨励金１ ０ 万円を 支援し
ます（ 一度限り ） 。

農林水産課 086-426-3425

岡山県 倉敷市 く ら し き 創業サポート セン タ ー
創業者・ 創業希望者に向け， 市内の５ 商工団体と 連携し ， 専門の相談員が対応する 窓口を 設置し ， また
年に２ 回起業塾を 開催し ています。

商工課 086-426-3405

岡山県 新見市 空き 店舗・ 空き 工場活用事業
市内の空き 店舗等を 賃借し 、 新たに事業を 始める 場合、 その賃借料の１ /２ （ 月額４ 万円が上限） を １ 年
間補助する 。

商工観光課 0867-72-6137

岡山県 美作市
美作市体験型も のづく り 工房開設
事業補助金

市が指定する 空き 店舗等において体験、 実演又は直売でき る 店舗を 開設する 者に対し 、 補助金を 交付す
る 。 改装費補助： 上限２ ０ ０ 万円、 家賃補助： 36月分以内の家賃の2/3以内で月額３ 万円。

商工観光課 0868-72-6693

岡山県 久米南町 起業家支援事業補助金 空き 家や空き 店舗を 改修し 、 起業する 方へ改修費用の4割を 補助。 【 上限200万円】 定住促進課 086-728-2134
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広島県 三次市 三次市空店舗出店支援事業補助金
空店舗の解消によ る にぎわいの創出およ び商業の活性化を 支援する ため， 新たに市内の空店舗に出店す
る 新規創業者等に対し ， 店舗改修等に必要な経費の一部を 助成（ 補助対象経費の2分の1以内， 上限150万
円）

産業部 商工
振興課 産業
活性化プロ
ジェ ク ト
チーム

0824-62-6171

広島県 三次市 女性・ シニア起業支援事業補助金
女性の社会進出と 生涯現役社会の推進によ る 経済の活性化を 図る ため， 新たに市内で起業する 女性また
は50歳以上の新規起業者等に対し ， 起業に必要な経費の一部を 助成（ 補助対象経費の2分の1以内， 上限
150万円）

産業部 商工
振興課 産業
活性化プロ
ジェ ク ト
チーム

0824-62-6171

広島県 三次市 農家民宿開業支援事業補助金
農林水畜産業者等が農家民宿を 開業する ために必要な経費の一部を 助成。 旅館業及び飲食店の営業許可
を 受けて開業する 場合は100万円， 旅館業の営業許可のみを 受けて開業する 場合は50万円（ 対象経費の
1/2以内）

産業部 商工
振興課 産業
活性化プロ
ジェ ク ト
チーム

0824-62-6171

広島県 庄原市 庄原市転入定住者起業補助金
移住者が起業する 際に補助する 制度
審査会を 実施し ， 通過すれば対象経費の3分の1を 補助（ 上限200万円）

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 若者就業奨励金（ 雇用奨励金）
市内に居住する 若者を 雇用し た、 一定の条件を 満たす雇用主に対し て奨励金を 交付する （ 雇用１ 人当た
り 10万円）

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市
若者就業奨励金（ あと つぎ奨励
金）

定住する 若者で一定の条件を 満たし 、 生業と し て家業の後継者と なる 方を 対象に奨励金の交付を する
（ １ 人当たり 10万円）

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 若者就業奨励金（ 起業奨励金）
定住する 若者で一定の条件を 満たし 、 生業と し て新たに事業を 開始する 方を 対象に奨励金の交付を する
（ １ 人当たり 10万円）

自治定住課 0824-73-1257

広島県 廿日市市 店舗リ フ ォ ーム助成事業
・ 市内の建設関連業者によ り ， 店舗のリ フ ォ ームを 行う 工事に対し て費用の一部を 補助。
・ 補助額は， リ フ ォ ームに要する 費用の10%に相当する 額で， 1件当たり 20万円が限度。

都市・ 建築
局建築指導
課

0829-30-9191

広島県 廿日市市 起業家支援施設
・ 新たに事業を 開始し よ う と する 人や， 新分野への事業展開を 目指す人を 支援する 施設。
・ 入居者には事業拠点と なる スペースを 提供し ， イ ン キュ ベーショ ン ・ マネージャ ー等が総合的な支援
を 行う 。

環境産業部
商工労政課

0829-30-9140

広島県 安芸太田町 安芸太田町無料職業紹介所事業
毎週木曜日10時から 16時まで， 役場本庁東館で町内求人・ 求職情報を 面談形式で実施。 求人の有無の調
査等の情報収集を 行い， 町Ｈ Ｐ 等で求人情報及び求職者情報を 発信。

産業振興課 0826-28-1973

広島県 安芸太田町 起業化促進事業①
【 起業化の促進】 施設改修， 設備導入等に要する 経費1/2以内（ 補助限度額200万円）
技術取得， 研修， 販路開拓等に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額50万円）

商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 起業化促進事業②
【 新規開業支援事業補助】 宣伝広告（ ホームページ開設， チラ シ印刷， 新聞折込， 広告掲載等） に要す
る 経費1/2以内（ 補助限度額20万円）

商工観光課 0826-28-1961
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広島県 安芸太田町 起業化促進事業③
【 空き 店舗出店支援事業】 店舗の改修に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額200万円）
家賃の月額の1/2以内（ 補助額は月5万円まで， 年間60万円まで） 1年間のみ

商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 新分野進出事業① 【 創意工夫ビ ジネス支援事業】 施設改修や設備導入等に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額200万円） 商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 新分野進出事業② 【 新技術・ 新製品の開発支援事業】 研究開発に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額100万円） 商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 新分野進出事業③
【 地域産品開発支援事業補助】 商品開発， 認証取得， 意匠登録等に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額50
万円）

商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 事業継承事業
【 事業継承事業】 施設改修， 設備導入等に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額200万円）
技術の取得， 研修， 販路開拓等に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額50万円）

商工観光課 0826-28-1961

広島県 安芸太田町 Ｉ Ｔ 活用ビ ジネス支援事業
【 Ｉ Ｔ 活用ビ ジネス事業】 技術の取得， 研修に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額50万円）
Ｉ Ｔ 環境整備に要する 経費の1/2以内（ 補助限度額100万円）

商工観光課 0826-28-1961

山口県 萩市 萩市起業化支援助成制度
起業を 目的と し て、 事業所の賃貸、 設備備品の購入等、 事業所開設に係る 設備投資を 行う 事業に対し て
補助し ます。 ○補助率2分の1以内で補助限度額は50万円

商工振興・
企業誘致推
進課

0838-25-3811

山口県 防府市 防府市創業支援補助金制度
新たに成長性、 独創性のある 事業内容で創業し てから 6ヶ 月以内の事業者を 対象に事業所開設費や販売促
進費の50％相当額を 補助（ 50万円が上限、 ただし 補助対象経費が販売促進費のみの場合は30万円が上
限）

商工振興課 0835-25-2147

山口県 防府市 防府市空き 店舗活用促進事業
空き 店舗を 借り 上げて出店する 際に家賃の2分の1以内を 最高2年間補助（ 1年目は5万円/月、 2年目は3万
円/月が上限） ※開店前1年以内に転入し てき た事業者は家賃の3分の2以内と し 、 上限額を １ 万円ずつ上
乗せ

商工振興課 0835-25-2147

山口県 防府市 防府市事業所誘致促進補助制度
中心市街地で新たに事業所を 設置する 際に賃借料と 改装費用の1/2を 補助（ 50平方ｍ以上は賃借料10万円
/月・ 改装費用20万円/1回限り 、 100平方ｍ以上は賃借料20万円/月・ 改装費用50万円/一回限り ）

商工振興課 0835-25-2147

徳島県 - Ｕ ・ Ｉ タ ーン 就職登録制度
「 ふる さ と に帰っ て仕事がし たい」 「 徳島で働き たい」 Ｕ ・ Ｉ タ ーン 希望者と 「 即戦力が欲し い」 「 人
材を 確保し たい」 県内求人企業の登録を 受付中。 登録すれば県外にいながら 最新の就職情報を 得る こ と
ができ る 。

と く し ま
ジョ ブス
テーショ ン

088-625-3190

徳島県 -
徳島県ふる さ と ク リ エイ ティ ブ・
SOHO事業者誘致事業補助金制度

過疎市町村の産業振興と 活性化を 図る ため、 県外在住で、 ク リ エイ ティ ブ事業等を 営む事業者が、 県内
過疎地域に事業所を 新設する 際、 補助金の交付を ３ 年間行い、 県外事業者の誘致を 推進。

企業支援課 088-621-2155

高知県 土佐清水市 移住希望者向け求人情報提供 移住希望者に登録を し ても ら い、 求人情報を メ ールで提供。
土佐清水市
地域雇用創
造協議会

0880-83-0232

福岡県 筑後市 新規雇用奨励事業 工場の新設・ 増設に伴う 新規雇用があっ た場合に、 事業者への奨励金の給付や課税免除を 実施し ます。
商工観光課
商工観光係

0942-65-7024

福岡県 う き は市 商工振興事業補助制度 中小企業の施設、 設備の設置等に必要な資金の一部を 補助（ 補助対象経費の3分の1以内、 最大30万円）
農林商工観
光課農商工
観光連携係

0943-75-4975

福岡県 う き は市
子育て女性のための再就職準備講
座

履歴書の書き 方・ 面接の仕方講座、 資格取得講座等、 再就職に向けた各種講座（ 託児あり ）
他に子育て女性の無料就業相談、 母子家庭・ 父子家庭向けの自立支援教育訓練給付金制度や高等技能訓
練促進給付金制度も ある 。

生涯学習課
男女共同推
進係

0943-77-2661

長崎県 松浦市 ふる さ と 就職奨励金
44歳以下の新規転入者が、 転入に合わせて転職する 場合、 市内への長期居住を 応援する ため、 5年間で最
大30万円の奨励金を 交付

まち づく り
推進課

0956-72-1111( 内線
315)

長崎県 五島市 起業支援補助金
五島市の地域資源を 活用し た事業、 または新し く 人を 雇用し て行う 事業で、 こ れから 起業する も し く
は、 起業後３ 年以内の方が対象） ２ 年間で最大３ ０ ０ 万円助成（ １ 年目2/3、 ２ 年目1/3）

商工振興課 0959-72-7862

長崎県 五島市
農林漁業体験民宿拡大事業費補助
金

農林漁業民泊に取り 組む方で、 民泊の開業に伴う 営業許可手数料（ 1/2助成） 及び民泊施設の改修工事に
係る 費用の一部助成（ 1/2で上限５ 万円）

農業振興課 0959-72-7816

長崎県 東彼杵町 東彼杵町空き 店舗等活用促進事業
町内空き 店舗等を 賃借し て、 開業する 方に、 以下の補助を 行います。 ①賃借料： 補助率1/2、 限度額25千
円/月、 期間１ 年間②改修費補助： 補助率1/2、 限度額500千円③経営開始補助： 定額２ ０ ０ 千円

まち づく り
課企画係

0957-46-1111

熊本県 - 林業就業支援講習
林業従事希望者を 対象に、 林業の現場作業を 実際に体験し 、 地域における 林業の実態を 見聞き する こ と
によ っ て、 林業に対する 理解を 深め、 新規就業活動が円滑に推進さ れる よ う 支援し ます。 （ １ 泊２ 日）

公益財団法
人熊本県林
業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 八代市 八代市商店街再生事業補助金
商店街振興組合等が実施する 新規出店者誘致並びに既存店舗の魅力創出推進のための事業※①新規建設
費： 1/3（ 限度額200万円） ②出店改装費： 1/3（ 限度額200万円） ③家賃： 1/3（ 限度額月5万円）

商工振興課 0965-33-8513

熊本県 南関町 空き 店舗等活用事業助成金
町内の空き 店舗等を 活用（ 賃貸借） し 、 新たに商業を 営む人
賃借料の1/2（ 月額2万円を 限度） 助成期間3年間

まち づく り
推進課

0968-57-8501

熊本県 山都町 商店街店舗改修事業補助金
商店街にある 店舗の改修工事（ 外装工事を 伴う ） を し よ う と する 方に改修工事費の一部を 補助（ 借用し
ている 店舗１ /2補助50万限度、 所有し ている 店舗1/3補助３ ０ 万限度） し ます。

商工観光課 0967-72-1158

熊本県 あさ ぎり 町
あさ ぎり 町元気支援研修費補助事
業

・ 就職、 転職のために必要な資格の取得等にかかる 経費の一部を 補助
する 制度。 ・ 補助金額： 経費の１ /２ と し 、 ２ 万円以上、 １ ０ 万円以下。

商工観光課 0966-45-7200

大分県 別府市 中小企業開業資金融資等
市内において開業を 目指す創業者に対し 、 開業のための資金の融資の円滑化を 図り 、 中小企業の振興・
育成を 図る こ と を 目的に融資を 行う 。

商工課 0977‐ 21‐ 1132

大分県 豊後高田市 空き 店舗活用事業
まち づく り の趣旨に沿っ て､商店街で空き 店舗を 借り て起業さ れる 場合に､家賃や内装改修の一部を 支援
し ます｡また、 外観修景の支援も あり ます。

商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 市内企業の求人情報サイ ト
メ ールアド レ スを 登録さ れる と 市内の求人情報を メ ールで無料配信し ます。
hot navi @st ar 7. j pに空メ ールを お送り く ださ い。

商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 企業合同就職説明会 求職者と 市内へのＵ Ｊ Ｉ タ ーン 希望者に対し て、 市内企業合同の就職説明会を 毎年開催し ています。 商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市
豊後高田市就職応援企業ガイ ド
ブッ ク

若者や女性、 移住者等の雇用の相談、 応援を し ていただける 企業のガイ ド ブッ ク を 商工観光課等で配布
いたし ます。

商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 開業資金（ 融資） 開業し やすい環境を づく り のため、 自己資金なし の低利融資を 利用でき ます。 商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 起業チャ レ ン ジ若者支援事業
45歳以下の若者が、 市内で新たに開業する 場合、 開業に必要な費用の一部を 助成し ます。 （ 上限50万
円、 補助率1/2）

商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ふる さ と ハロ ーワーク ハロ ーワーク と 連携し て、 求人・ 求職の相談、 紹介を 行っ ています。 商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 シルバー人材セン タ ー 高年齢者が生き がいを も ち 、 自分の得意分野を 生かし て活躍でき る 仕事の機会を 提供し ています。 商工観光課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 工業団地
市内には４ つの工業団地があり ます。
精密機器、 自動車関連等の多様な企業が進出・ 立地し 、 地域での大き な雇用の受け皿と なっ ています。

商工観光課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 USA・ UI タ ーン 雇用拡大推進事業 UI タ ーン 者向けの雇用・ 企業情報を 収集し 、 希望者に提供し ます。 商工振興課 0978-32-1111

大分県 姫島村 就業奨励金 学業終了後新たに、 公共団体を 除く 事業所又は自営業者に就業し 、 村内に定住する 者に３ 万円支給する 企画振興課 0978-87-2111
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大分県 日出町 空き 店舗助成事業
中心商店街の空き 店舗の解消を 図る こ と によ り 、 地域のにぎわいづく り への貢献、 住民の方の生活の質
の向上に資する こ と を 目的と し て、 新たに出店する 事業者に対し 必要な資金の一部を 助成

商工観光課 0977-73-3158

大分県 日出町 シルバー人材セン タ ー 高年齢者が、 自分の得意分野を 生かし て活躍でき る 仕事の機会を 提供 商工観光課 0977-75-9620

宮崎県 日向市
日向市中心市街地空き 店舗対策事
業補助金

空き 店舗に出店する 事業者への助成を 行う 。 （ １ ） 店舗改装費・ ・ 当該改装費の2分の１ 又は50万円のい
ずれか低い額（ ２ ） 家賃・ ・ 出店者が借受けた店舗の家賃の1/2又は5万円いずれか低い額

日向商工会
議所

0982-52-5131

鹿児島県 枕崎市 産業後継者育成奨学金制度
高校生以上の就学者で学校等を 卒業後２ 年以内の研修を 受けたあと ， 直ち に農業又は漁業に５ 年以上従
事する 者※月額４ 万１ 千円を 上限と する 奨学金の支給（ 貸与期間は在学期間中， 毎年度更新する 。 ）

農政課
水産商工課

0993-72-1111

沖縄県 宜野湾市 空き 店舗対策事業 宜野湾市内の空き 店舗に入居する 者に対し 、 家賃の半額（ 上限5万円） 、 最長6ヶ 月間を 補助する 。 商工農水課 ( 098) 893-4411

▶ 目次へ　 　 　 ▶ 記事へ戻る
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北海道 旭川市 営農開始支援補助金
営農に直接必要となる機械、施設等の設備投資費用の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限300万円（5年
間累計）

農政部
農政課

0166-25-7417

北海道 旭川市 農場等リース事業補助金 営農に直接必要となる農地、機械、施設等の賃借料の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限20万円/年
農政部
農政課

0166-25-7417

北海道 旭川市 農地等取得資金 農地を取得する際の資金を低金利で融資：5年間無利息(6年目～1.60％)、償還期限15年間、上限1,800万円
農政部
農政課

0166-25-7417

北海道 北見市 新規参入就農支援事業
北海道就農計画認定制度に基づく認定を受け、２年間の農業研修を終え、北見市内で農地を確保して就農し、年
齢が２０歳以上４６歳未満の方を対象に、経営を開始したときから、毎月５万円を２４ヶ月間を限度に補助。

農林水産部
農政課

0157-25-1142

北海道 北見市 経営開始農地借上支援事業
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農地の借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象
者は同上）

農林水産部
農政課

0157-25-1142

北海道 北見市 経営開始農業施設借上支援事業
経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し、借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）
を５年間補助（対象者は同上）

農林水産部
農政課

0157-25-1142

北海道 網走市
農業への就業支援、担い手育成支
援

経営開始から5年以内に借り入れた融資に関する債務保証料及び取得した農地等に係る固定資産税相当額を助
成。

農政課農業
振興係

0152-44-6111(内線246)

北海道 網走市
農業への就業支援、担い手育成支
援

農家子弟及び他産業からの新規就農者に対し、1万円相当のギフトセットを贈る（網走市農政推進協議会事業）。
農政課農業
振興係

0152-44-6111(内線246)

北海道 留萌市 留萌市新規就農者支援事業
経営責任者の年齢が概ね22歳以上55歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する耕作面積
２ｈａ以上の経営計画を有する方が市内において新たに農業を営む場合、必要な支援を行います。

地域振興部
農林水産課

0164-42-1837

北海道 芦別市 新規就農者支援制度 農業をしたい方が、準備不足などの理由から挫折しないよう、就農相談、農業体験実習、営農実習などを行う。
経済建設部
農林課農政
係

0124-22-2111

北海道 士別市 新規就農支援 農業の新規就農を目指す方への支援。
経済部農業
振興課

0165-23-3121

北海道 滝川市
新規就農に向けた研修期間のサ
ポート制度（住宅助成）

新規就農に向けた研修期間中の２年間を対象に住宅費を助成（家賃の１/２、上限２万円）
農政部農政
課

0125-28-8033

北海道 滝川市
新規就農に向けた研修期間のサ
ポート制度（研修活動助成）

新規就農に向けた自主的な研修活動費を助成（月額４万円、研修期間の２年間を対象）
農政部農政
課

0125-28-8033

北海道 滝川市 就農後の営農支援制度
就農後に基準を満たす対象者の営農への支援。設備等（農地賃貸借料含む）の取得費１/２を助成（就農後３年以
内、限度額３００万円）

農政部農政
課

0125-28-8033

北海道 砂川市 新規就農者支援事業
農地の賃借や農業機械や資材の購入に対し、助成金を交付する。①農地の年間賃借料（2分の1以内（限度額5万
円）、5年分）②農業用機械、施設又は資材の購入経費（100分の30以内（限度額90万円））

農政課農政
係

0125-54-2121

北海道 北広島市 農業後継者等育成事業 農業後継者等の育成を目的として、農業技術習得などの研修費等の一部を補助します。 農政課 011-372-3311

北海道 北広島市 新規就農経営安定支援事業
市内に居住し市内において農業従事している認定就農者に、就農年度から3年度の期間、農地賃借料の1/2（年間
上限25万円）を助成します。

農政課 011-372-3311

北海道 北広島市 新規就農者支援金交付事業
市内に居住し市内において農業従事している認定就農者で就農年度の翌年度から起算して3年を経過した方に、2
年間対象経費の1/3（年間上限30万円）を助成します。

農政課 011-372-3311

北海道 福島町 農林業担い手養成事業 【農林業への就業支援】 農林業を新規に営む方への支援 農林課 0139-47-3002

北海道 福島町 水産業担い手支援事業 【水産業への就業支援】 水産業を新規に営む方への支援 水産商工課 0139-47-3004

北海道 八雲町 新規就農支援資金貸付事業
新たに農業経営を開始する農業者に対し、営農開始時に必要な資金を貸付する。１人１回限り、２００万円を上限、
無利子、５年均等償還

農林課 0137-62-2111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」

本町に定住する新規就農者で、農地法又は農業経営基盤強化法に基づき農地を取得し、又は農地の使用収益権
を有している方へ２４万円の商品券を交付

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」

本町に定住し、かつ、卒業後において本町で農業に就業するため、北海道農業大学校等に入学した方へ年額２４
万円を助成する。ただし、助成する対象年限はその大学校等の修学年限以内とする。

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 新規就農資金貸付金制度 新規就農認定者の就農開始時に必要となる各種資金について、100万円を上限に融資（１回限り）
農政課農政
係

0136-44-2121

北海道 余市町
新規就農者研修農業研修家賃助成
制度

余市町に就農を希望する者に対し研修期間の家賃を助成（1/2以内、上限1万円/月）。 農林水産課 0135-21-2123

北海道 妹背牛町 農業後継者関連各種祝金
本町にて新規に農業を開始する者及び後継者として農業に従事する者（就農祝い金）に5万円、本町にて農業に従
事する（している）者が結婚した場合（結婚祝い金）として５万を助成。

農政課農政
グループ

0164-32-2411

北海道 南富良野町 新規就農者等育成事業
20～46歳未満の新規農業経営者。・家賃50％2万円以内、3年間、・農地取得25％100万円以内、・農地賃貸料
50％50万円以内、5年間、・3年間固定資産税補助、・2年間就農奨励金120万円/年

産業課農政
係

0167-52-2178

北海道 和寒町 新規就農対策事業(就農奨励補助) 就農から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円)
産業振興課
農業振興係

0165-32-2423

北海道 和寒町
新規就農対策事業(新規参入農業者
促進補助)

就農後10年以内の農業者が農地を取得する費用の一部を補助。①購入：田15,000円/10ａ、畑5,000円/10ａを補助
②賃貸：賃借料の1/2を補助(5年間)

産業振興課
農業振興係

0165-32-2423

北海道 和寒町
新規就農対策事業(受入農家支援補
助)

新規就農者の研修を受け入れる農家等に月額3万円を補助(2年以内)
産業振興課
農業振興係

0165-32-2423

北海道 和寒町 新規就農対策事業(生活支援補助) 研修中の新規就農者に対し、家賃及び上下水道料の基本料金を全額補助(2年以内)
産業振興課
農業振興係

0165-32-2423

北海道 音威子府村
音威子府村新規就農者等に関する
条例

概ね20歳から50歳までの同居の親族がいる新規就農者に対し、農地等賃借料の半額を５年間、農地等固定資産
税相当額を３年間、借入資金償還利息分を５０万円以内で最大５年間補助。

経済課産業
振興室

01656-5-3313

北海道 増毛町
増毛町新規就農者招致特別措置事
業

増毛町の区域内において、新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する方に対し、特別な措置を行います。
経済課農林
係

0164-53-1117

北海道 遠軽町 新規就農者誘致促進事業
遠軽町で新たに農業を営む方（後継者は対象外）に助成を行います。（就農前２年間研修必要）
新規就農奨励金１８０万円、農地賃借料助成年間賃借料の１／２以内２０万円を限度に１０年間

経済部　農政
林務課 農政
係

0158-42-4819

北海道 壮瞥町 就農者支援制度
新たに農業を営む方及び農業経営を継承する方に対し研修期間中の生活資金の貸し付け、就農時の農地取得、
施設・購入に対する助成

経済環境課 0142-66-2121

北海道 新冠町 新規就農支援制度（住宅補助） 農業支援員として最長３年間農業研修を実施し、その間の住宅料や備品等を一部補助する
産業課産業
グループ

0146-47-2100

北海道 新冠町 新規就農支援制度（教育研修補助） 農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費等の実費補助
産業課産業
グループ

0146-47-2100

北海道 新冠町
新規就農支援制度（就農施設等整
備費補助）

就農施設整備費補助農地・施設・機械の取得に要する経費の２分の１を補助（５００万円限度）
産業課産業
グループ

0146-47-2100

北海道 浦河町
農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）

15歳以上40歳未満の新規就農者に就農研修期間中、月額8万円を補助 農林課 0146-26-9016

北海道 浦河町
農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）

就農研修終了後、15歳以上～40歳未満の新規就農者に対し100万円を補助 農林課 0146-26-9016

仕事
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 浦河町
農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）

新規就農者に対し、就農開始年度の翌年から3年間必要な農業経費の1/2を補助（上限100万円） 農林課 0146-26-9016

北海道 浦河町 漁業担い手等支援事業補助 漁業後継者、漁業希望者、新規就漁者に対して条件により補助
水産商工観
光課

0146-26-9014

北海道 新ひだか町 新規就農支援制度
新規就農を目指す者で３ヵ月以内の農業体験実習を行う者に対し、日額3000円（住み込みの場合1500円）の手
当、２年以内の就農研修を行う場合、日当6,000円の支給等。

農林水産部
農政課

0146-33-2111

北海道 上士幌町 農林水産業への就業支援 農業体験：18～35歳の女性限定、原則３カ月以上、最低賃金以上、住込みまたは通勤宿泊施設利用可能
農業委員会
事務局

01564-2-2111(内251)

北海道 上士幌町 農林水産業への就業支援 農業従業員：18～35歳、原則３カ月以上、月額160,000円、住込み
農業委員会
事務局

01564-2-2111(内251)

北海道 上士幌町
農業経営承継事業（農業再生協議
会事業）

新規就農希望者と、現在営農しているが「後継者がいない」などの経営移譲希望者の意向を聞き取りし、希望に合
致する者同士を地域への周知等をした上で紹介

農林課 01564-2-2111(内245)

北海道 上士幌町
担い手育成助成事業（農業再生協議
会事業）

農家子弟の独立等、農家内からの新規就農希望者、農家外・町外からの新規就農希望者の農業の担い手に対
し、36カ月以内に限り月額8万円を助成

農林課 01564-2-2111(内245)

北海道 更別村 更別村新規就農者受入特別措置
おおむね２０歳以上４０歳以下で配偶者を有し、畑作・酪農ともに本村の平均規模以上の経営基盤が確保できる者
に対し、奨励金を交付。

産業課 0155-52-2115

北海道 足寄町 新規就農志向者営農実習奨励金
実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励金として、月額15万円（2年
以内）を交付

経済課農業
振興室農政
担当

0156-25-2141内線273

北海道 足寄町 新規就農者経営開始奨励金
農業経営開始に必要な出資金等、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額200
万円を上限（経営開始から３年間）に交付

経済課農業
振興室農政
担当

0156-25-2141内線273

北海道 標茶町 新規就農支援制度
○新規就農奨励金の交付(リースの場合：リース料の50%、経営継承事業利用の場合：継承資産額の25%)○農業関
連資産に係る固定資産税相当額○農業関係制度資金に係る借入利息の2.5％以内各5年間助成

農林課 015-485-2111

北海道 鶴居村 新規就農者対策補助金
新規就農者に対し、経営安定支援金として100万円を２年間支給。また、公社営農場リース事業等の賃貸料の1/2
を５年間補助。

産業振興課
農政係

0154-64-2114

青森県 青森市 新規就農者定着化支援事業
本市に住所を有する認定就農者（農業に新規参入した者に限る）に対して、就農時に3年以上の賃貸借による農地
の利用権設定をした場合に、農地の賃借料を3年間支援（最大60千円）します。

農業政策課 0172-62-1156

青森県 弘前市
新規就農者営農開始支援事業費補
助金

弘前市に在住し、営農開始からおおむね2年以内の認定就農者である方に対し、農地の賃借料を補助。ただし、3
年以上の農地の賃貸借契約をする場合に限るものとする。

農業政策課 0172-40-7102

青森県 八戸市 八戸市担い手総合支援事業
担い手育成総合支援協議会の開催、認定農業者に対する補助事業等の関連情報提供活動の実施、認定農業者
制度の周知活動の実施等

農業経営振
興センター

0178-27-9163

青森県 八戸市 企業等農業参入支援事業 企業等の農業参入を支援するため、各種制度、農作物生産技術等に関する「法人経営総合窓口」を設置
農業経営振
興センター

0178-27-9163

青森県 五所川原市 明日の農業者育成事業
15歳～35歳までの研修生を受け入れる認定農業者及び農業法人、加工団体等を対象とし、農業体験研修生の受
入経費の補助。（補助率80％で研修生1人当たり複数年で30日間まで）

農林水産課
0173-35-2111
(内線2512･2513)

青森県 つがる市 農業機械・施設導入等事業
①国・県の補助事業で対象となっていない機械・施設導入・更新経費確定額の4分の1以内（限度額100万円）②
(同）農業に関連資格取得経費（除・更新）・組織活動費の確定額の2分の1以内（限度額20万）を助成

農林水産課 0173-42-2111

青森県 つがる市 堆肥等利用促進土づくり対策事業
つがる市農業振興地域内の農用地区域内に水稲、畑作物、野菜、花き、果樹等が作付されている農地に地力増進
を図るため投入した堆肥・粉炭購入費の確定額の2分の1以内（限度額10万円）を助成

農林水産課 0173-42-2111

青森県 平川市 新規就農支援事業（就農奨励金）
就農から1年を経過する毎に10万円を交付（3年間）。条件：①市内に住所を有し、市内で継続して就農する者②県
の就農認定を受けた45歳以下の者。

農林課　農業
振興係

0172-44-1111(内線
2176)

青森県 平川市
新規就農支援事業（農地賃借料補
助）

農地賃借料を補助。補助単価は、田：13,000円/10a、畑：5,000円/10a50aまで。条件：①市内に住所を有し市内で
継続就農する者②)県の就農認定を受けた45歳以下の者(3)就農2年以内の者

農林課　農業
振興係

0172-44-1111(内線
2176)

青森県 板柳町 新規就農者住宅賃貸借料補助
新規就農者に対する12ヶ月分の家賃補助※要件有り
○交付額:月額4万円上限×1/2

経済課
0172-73-2111(代表)

青森県 板柳町
新規就農者農業制度資金利子補給
補助

新規就農者が対象となる有利子農業制度資金の利子補助※要件有り
○補助率:借入金の1.0％相当額

経済課
0172-73-2111(代表)

青森県 板柳町 青年就農給付金
新規就農した方に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間150万円給付※要件有り
○支援期間:最長5年間○支援額:年間最大150万円、夫婦ともに就農する場合は、1.5人分（225万円）給付

経済課
0172-73-2111(代表)

青森県 田子町 農業先進技術チャレンジ支援事業
（条件）町内に住所を有し居住する農業者（農業に新規参入される方も含む）
（内容）先進技術や新規品目の栽培技術の習得に係る研修費等として、1件あたり15万円を上限に助成。

産業振興課 0179-20-7115

青森県 南部町 新規就農者支援事業
専ら農業で生計維持を目的に町内にUJIターン等をした者へ助成金を最大3年間交付①後継者対策型：15歳以上
～48歳(町内出身者は60歳)未満→3万円／月②定住促進型は15歳以上65歳未満の者→2万円／月

農林課 0178-76-2308

岩手県 宮古市 新規就農希望者研修事業
新規就農者及び農業後継者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、家賃月額の1/2以内で上限20,000円の
住宅費を助成。助成期間は2年以内。

産業振興部
農林課

0193-62-2111

岩手県 宮古市 新規就農者支援事業
農業で生計を維持することを目的に就農する新規就農者を対象に、機械整備等に要する経費の2/3以内で上限
100万円を助成。

産業振興部
農林課

0193-62-2111

岩手県 宮古市 新規就業希望者研修支援事業
林業新規就業希望者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、住宅費家賃月額の1/2以内で上限20,000円
の住宅費を助成。助成期間は2年以内。

産業振興部
農林課

0193-62-2111

岩手県 宮古市 林業技術研修受講支援事業
林業新規就業希望者で、国、県等の研修機関で生産技術及び経営管理等の研修を行う方を対象に、研修受講料
及び交通費上限年間50万円助成。

産業振興部
農林課

0193-62-2111

岩手県 一戸町 (株)一戸夢ファーム
新規就農希望者や農業後継者のための研修機関。・43歳以下で、一戸町内に就農する方・指定した研修内容に
従っていただける方・青年就農給付金（準備型）年150万円や一戸町の支援を受けることができる

産業課 0195-33-2111

宮城県 栗原市 くりはらの担い手育成事業
新規に農業経営及び技術を習得するために、認定農業者、農業法人等の経営体や、農業試験研究機関等が実施
する研修を受ける方で、研修終了後に栗原市内で就農する方に、研修に係る費用を助成。

農林振興課 0228-22-1135

秋田県 秋田市 就農定着支援チーム
就農希望者に対し、営農プランの作成や、営農技術の指導、農地・機械施設等の営農基盤の整備、更には住居等
の生活面までを総合的に支援する。

農林部農業
農村振興課

018-866-2116

秋田県 秋田市 新規就農研修（平成２７年４月から）
対象を野菜・花きに特定し、生産から販売までの実践的な研修を２年間実施。就農予定時の年齢が原則４５歳未満
で園芸（野菜、花き）の経営を志し、研修終了後１年以内に本市での独立・自営就農、雇用就農が確実な者。

園芸振興セン
ター

018-866-2518
(6月以降018-838-0278)

秋田県 上小阿仁村 農業後継者育成技術習得研修事業
新規就農者及び既就農者が畑作営農に必要な知識や生産技術を習得する為、村野外生産試作センターで研修を
行う。（上小阿仁村に居住する５０歳未満の者）・月額１２０，０００円を支給・研修期間は３年以内。

産業課 0186-77-2223

山形県 飯豊町 新規就農定着促進事業
月家賃１／２又は２万円のいずれか低い額を上限に助成（３年）。施設取得費の１％内で助成（３年）。年間１０ａあ
たりの契約賃借料と町参考賃借料の差額の１／２又は１万円のいずれか低い額で当該借入面積の額を助成

農林振興課
農地管理室

0238-87-0524

山形県 庄内町 園芸農業実践研修支援事業補助金
研修後も町で施設園芸農業に取り組む方を対象に、町の施設園芸農家で1年間週20～40時間の作業を手伝いな
がら、知識や技術を習得。研修期間中は、月額5万円の補助の他、扶養加算や家賃加算の措置あり。

 農林課
 農産係

0234-42-0169

山形県 遊佐町 青年就農給付金事業
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に、経営開始型の給付金を給付。一人当たり年間150万円（最長5年
間）

産業課 0234-72-5882

福島県 会津若松市 就農希望者の研修受入
今後、市内での就農を検討している方が、農業研修を希望する際に、その受入先として市認定農業者や先進的取
り組みを行っている農業者を紹介する。

市農政課 0242-39-1253

茨城県 茨城町
新規就農者対策事業（新規就農者
給付金）

独立して農業を開始する方に対して，経営が安定するまでの間，生活費相当額の青年就農給付金（経営開始型）
を給付する。給付額：150万円/年（最長5年間）

農業政策課 029-240-7118

群馬県 桐生市
貸し農園の設置（新里町ふれあい農
園）

市内に居住し、農業に従事していない方を対象に年額５，０００円、最長３年間農地を貸し出す。ただし、区画に空き
がない場合には募集なし

新里支所地
域振興整備
課 　産業振
興係

0277-74-2217

群馬県 桐生市 ワーキングホリデー 農家生活を体験したい方を対象にぶどう、そば、シクラメンなどの農作業および栽培体験ができる
観光交流課
交流促進係

0277-46-1111(内線367)

群馬県 桐生市 新規就農者支援
独立・自営就農時の年齢が45歳未満の農業経営に強い意志を持っている新規就農者に最長5年間、年間150万円
の給付金が支給される制度の相談受付など

農業振興課
農業振興係

0277-46-1111(内線567)
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千葉県 大多喜町 青年就農給付金
４５歳未満の新規就農者を対象に、１人あたり年間１５０万円を最長５年間給付。夫婦で共同経営の場合は２２５万
円給付

産業振興課 0470-82-2176

新潟県 上越市
上越市農業法人新規就業者農業実
践研修支援事業

全国農業会議所が実施する「農の雇用事業」により農業法人等で実践的な研修を受ける新規就業者を対象に、月
額上限3万円×最長12カ月の助成金を交付します。

農林水産部
農業振興課

025-526-5111

富山県 高岡市 青年就農給付金事業 新規就農者の経営が安定するまでの最長5年間、年間150万円の給付を受けることができます。
産業振興部
農業水産課

0766-20-1308

富山県 南砺市 就農研修支援
研修資金を借り受けて長期研修を実施し、研修終了後南砺市で就農する人を対象に、借り受けた研修資
金の償還助成をおこなう。

産業経済部
農政課

0763-23-2016

富山県 射水市 就業研修者支援事業
市内に住所を有し、富山県農林水産公社または富山県西部森林組合が行う農業、林業、漁業の体験研修の参加
費用について助成。

産業経済部
農林水産課

0766-82-1959

富山県 射水市
就業者居住支援事業 就業研修者支援を受けた方で、農林漁業で生計を維持することを目的に新たに市内の事業等に就職した方を対象

に、一月一万円（最大12ケ月）支給。
産業経済部
農林水産課

0766-82-1959

石川県 七尾市 新規就農者確保対策事業 新規就農者で市内の定住促進住宅への入居者に対し、最高月1万5千円を助成。
産業部
農林課

0767-53-8422

石川県 珠洲市
珠洲市里山里海応援基金事業費補
助金

市民又は市内の法人に以下の事業費を助成（上限50万円／年で最長2年間）
(1)世界農業遺産の利活用（経費の2/3以内）
(2)里山里海環境等の保全継承のための活動（経費の10/10以内）

自然共生室 0768-82-7720

山梨県 山梨市 新規就農相談 農業委員会が窓口となり農地などの相談に対応。
農林商工課
農地担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 農業担い手支援資金
農機具などの整備に必要な資金の貸付や利子補給（新たに農業経営を始める年齢２０歳から６５歳までの者で、農
業をもって生計を営む者の場合、償還利子のうち年利率０．２１％）。

農林商工課
農地担当

0553-22-1111

山梨県 韮崎市 新規就農者住居助成事業
新たに農業をはじめる方に対して、住居助成として最大２年間、１世帯あたり月額30,000円以内の助成金を交付す
る。

農林課
農林振興担
当

0551-22-1111
(内線223,224)

山梨県 韮崎市 遊休農地等利用促進補助金制度
遊休農地等を有効活用するため、荒廃した農地を再利用し、農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援
※賃借権を新規に設定した遊休農地10ａ当たり2万円、賃借権を新規に設定した荒廃農地10ａ当たり5万円等

農林課
農林振興担
当

0551-22-1111
(内線223,224)

山梨県 韮崎市 新規就農者に対する助成金
市内で新規就農する山梨県認定就農者に対して、2年間を限度とし助成金を支給します。生活支援…月額5万円、
住居助成…月額3万円。

農林課 0551-22-1111

山梨県 甲州市 甲州市就農定着支援制度推進事業
就農を希望する方への農業技術の習得等を支援するため、優れた技術を持つ農業者の指導の下で実践的な技術
習得を支援

産業振興課 0553-32-5092

長野県 松本市 新規就農者育成対策事業
新規就農者に対して３年間の実践研修と就農支援を実施。JA等による営農指導、研修用農地の提供、農業機械の
無償貸与、研修期間中毎月7万円支給。研修先は有限会社アグリランド松本（JA松本ハイランド子会社）

農政課 0263-34-3222

長野県 小諸市 新規就農者就農準備支援事業
新規就農者が必要な経費の一部について支援。農業大学校や長野県農業里親制度などで２年以上の研修の修了
者で、専ら市内で農業を営んで生計を維持することを目的とした概ね４５歳までの方。一世帯あたり百万円以内

農林課 0267-22-1700

長野県 富士見町 新規就農支援パッケージ制度
農業技術を教える「指導者」、生活の拠点「住居」、生産の拠点「農地・機械」を１つのパッケージにして新規就農者
へ提供

産業課営農
推進係

0266-62-9234

長野県 小布施町 新規就農者の支援
若く意欲のある新規就農者を育成。金銭面だけでなく、農業体験から自営独立までのすべてのプロセスにおいて長
期的視点に立った支援を実施

産業振興グ
ループ

026-214-9104

岐阜県 - 就農・就業相談会
岐阜県内で就農を考えている人を対象として、県内各地の農業情報を提供したり、技術・知識レベルに応じた就農
研修メニューの紹介を実施。年数回開催。

農業経営課
担い手対策
室

058-272-8421

岐阜県 - 農業やる気発掘夜間ゼミ
働きながら、夜間に農業の基礎を学ぶ講座。座学９回。
（※オプションメニューとして、①就農研修施設見学（バスツアー）、②農作業体験（３回程度）を実施）

農業経営課
担い手対策
室

058-272-8421

岐阜県 - 短期農業体験研修
県内農家で２～４週間程度、農業を体験。
対象は、本格的に就農を考えている方。

（一社）岐阜
県農畜産公
社

058-276-4601

岐阜県 - 農業で夢再発見研修 約４か月間、講義と実習で、就農に必要な知識・技術を県農業大学校で学ぶ研修。
岐阜県農業
大学校

0574-62-1226

岐阜県 - あすなろ農業塾 約１年間、農業者のもとで指導を受けながら、就農に必要な技術を習得する研修。
農業経営課
担い手対策
室

058-272-8421

岐阜県 - 冬春トマト新規就農者研修
「トマト独立ポット耕栽培システム（開発：岐阜県）」を活用した栽培技術等を習得し、冬春トマト農家として自立する
ための研修。研修場所：岐阜県就農支援センター（海津市）

岐阜県就農
支援センター

0584-53-0175

岐阜県 - いちご新規就農者研修
「高設ベンチ栽培（岐阜県方式）」による栽培技術を習得し、いちご農家として自立するための研修。
研修場所：ＪＡ全農岐阜いちご新規就農者研修所（岐阜市）

全農岐阜県
本部営農対
策課

058-276-5301

岐阜県 - 林業への就業を目指す方の研修 新たに林業への就業を希望する方を対象に、林業に関する基礎的な学習と作業体験を行う研修。年３回

（公社）岐阜
県森林公社
担い手対策
課（岐阜県林
業労働力確
保支援セン
ター）

0575-33-4011

岐阜県 中津川市 農地担い手対策事業
持続可能な農業の実現に向けた農業の担い手を確保するために、新規就農者に対して給付金交付（就農後５年
間）、家賃補助などを行います。就農セミナーも実施。

農業振興課 0573-66-1111

岐阜県 下呂市 農業研修生住宅費助成金
下呂市に初めて住所を移し、下呂市での就農を前提として研修する者の居住にかかる経費（ただし、対象は40歳
未満とし、3年間を限度とする。）家賃の月額（上限35,000円）

農林部
農務課

0576-52-1965

岐阜県 下呂市
下呂地域担い手育成総合支援協議
会
「ワンストップ支援窓口」

農業を始めるために必要な買ったり借りたりする農地、農業施設などの情報について、市役所農務課で相談を受
付。Uターン、脱サラ、これまで農業をやったことがない人でも農地を取得して農業を始めることが可能

農林部
農務課

0576-52-1965

岐阜県 下呂市 就農支援協力金事業
野菜、果樹、花き等園芸品目において、就農希望者が円滑に農地を確保できるようにするため、農地確保に協力
する方に協力金を交付（就農支援協力金事業50,000円／反、機械等譲渡加算金事業20,000円／反）

農林部
農務課

0576-52-1965

岐阜県 下呂市 青年就農給付金事業（準備型）
就農前の研修段階において、指定する機関において研修をする青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農
給付金を給付します。（研修開始年度～最長２年度目までとし、年間150万円を給付）

農林部
農務課

0576-52-1965

岐阜県 下呂市 青年就農給付金事業（経営開始型）
農業経営の不安定な就農初期段階の青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（経
営開始年度～最長５年度目までとし、年間150万年を給付）

農林部
農務課

0576-52-1965

岐阜県 東白川村 新規就農者定住促進事業 新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。 産業建設課 0574-78-3111

静岡県 島田市 青年就農給付金
青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、農業経営を開始した直後の青年就農者に対して給付金を
給付する。

産業観光部
農林課

0547-36-7168

静岡県 松崎町 新規就農者支援事業
①町内在住者で、新規就農及び農業後継によって５年以上農業経営を行う満50満以上の方に、最大84万の奨励
金を交付
②新規就農者の農作業用機械器具購入に対して、経費の１／２、30万円を限度に助成金を交付

企画観光課 0558-42-3964

静岡県 森町
農業者人材育成委託事業（地域雇
用創造事業）

農業者人材育成事業の業務委託 産業課 0538-85-6319

愛知県 設楽町 就農支援資金助成 新規就農者に対して県農業振興基金からの貸し付けを受けた償還金の２／３を県・町で助成 産業課 0536-62-0527

愛知県 設楽町 設備整備資金貸付
農業・林業・営業のための設備投資経費の無利子貸付（上限３００万円・一人１回限り）。対象は４０歳未満の設備
整備を行う方

企画課 0536-62-0514

三重県 津市 市民農業塾
市内で新たに農業を始めたい人や農業法人などへの就職を希望する人を対象にした農業研修を開催する。（主
催：津市農林水産物利用促進協議会）

農林水産部
農林水産政
策課

059-229-3172

三重県 津市 農林業就業促進対策事業 農林業の就業希望者に対して指導研修等を行う団体に研修費、準備費等の補助を行う。
農林水産部
農林水産政
策課

059-229-3172

三重県 御浜町 新規就農者支援
【新規就農者支援】三重県紀南地域(熊野市・御浜町・紀宝町)で新規就農を希望する方を、行政(県・市町)、JA三重
南紀、生産者が一体となってサポートを行っています。

三重南紀元
気なみかんの
里創生プロ
ジェクト協議
会

05979-3-1707
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

京都府 京丹後市 丹後農業実践型学舎
生産・加工・流通・販売までの実践的研修のほか、農業経営の座学など、就農に必要な知識と技術を身に着ける研
修制度。研修期間：２年、研修費：無料、対象者：概ね４０歳まで。年間１５０万円の就農給付制度もあり。

農政課 0772-69-0410

和歌山県 - 移住者農林水産就業補助金
県外から移住推進市町村へ移住し、農林水産業に独立就業する方（60歳未満）に、最大50万円を支給。（※随時受
付、実施規模について要件有、所得制限有）

過疎対策課 073-441-2930

鳥取県 -
鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修
事業

給料をもらいながら、約１年間の研修を受けることができます。先進農家の元で経営ノウハウを習得でき、研修後の
就農まで総合的にサポートします。

（公財）鳥取
県農業農村
担い手育成
機構

0857-26-8349

鳥取県 日南町 農林業研修生制度 1～2年間、農林業技術の習得を目的とした研修で、期間中は月額12万円の研修手当が支給されます。 農林課 0859-82-1114

鳥取県 日南町 就農条件整備事業 新規就農者の就農時に必要な機械、施設を新規就農者が整備する場合、事業費の2/3、上限800万円を助成。 農林課 0859-82-1114

鳥取県 日南町 青年就農給付金事業 経営開始直後の青年就農者に年間150万円（最長5年間）を給付。 農林課 0859-82-1114

島根県 - しまね就業相談会 島根県（しまね農業振興公社）が実施する予約制の個別相談会（農業・林業・漁業が対象）
しまね農業振
興公社

0852-20-2872

島根県 - ＵＩターンしまね産業体験事業
県外在住の方が、島根県内の受入先で一定期間（３か月～１年間）農林漁業等の産業体験を行う場合に、滞在に
要する経費の一部を助成（条件等により１か月あたり6万円～12万円。親子連れ加算あり）。

ふるさと島根
定住財団

0852-28-0690

島根県 出雲市 新規就農者への支援
アグリビジネススクールの実施及び、国や県、市独自の制度により、意欲のある方を支援。・経営が安定するまで
の給付金・無利子融資・農業用施設・機械の整備に対する補助金他

産業観光部
農業振興課
農業支援セン
ター

0853-21-6122

島根県 出雲市 新規就漁者への支援
新規漁業就業者の施設整備（船舶、機械・機器の購入）に係る経費の助成や、漁業の担い手確保育成のため、規
則で定める「新規自営漁業者」に対し、資金を無利息で貸与します。

産業観光部
水産振興課

0853-21-6795

島根県 益田市 益田市農林水産業就業支援助成金
ＵＩターン者が農林水産業の産業体験を行う場合、100,000円／月×12月以内を上限に助成。（ただし、ふるさと島
根定住財団の産業体験事業の対象者の場合、助成額：30,000円／月×12月以内）

産業経済部
農業振興課

0856-31-0312

島根県 飯南町 農林業定住研修制度
町内での就農を目指す方に対して2年間の収入保障をします。期間中は町内の受け入れ先農家でOJTによる研修
を受けていただき、就農までの経験を積んでいただきます。交付額：15万円/月。

産業振興課 0854-76-2214

島根県 飯南町 半農半X事業
兼業農家を目指すUIターン希望者を対象に、研修期間と定着支援期間を１年間ずつ実施します。
研修期間中は助成金の交付をします。交付額：12万円/月。

産業振興課 0854-76-2214

岡山県 高梁市 就農奨励金
新たに農業に従事し６ヶ月を経過し、将来にわたり専業として農業経営を続けていく認定農業者で、年齢が申請年
度において５５歳以下の人に対し、１００万円の就農奨励金を支給

農林課 0866-21-0223

岡山県 新見市 地域定着手当支給事業 ピオーネの生産を目指し農業実務研修（２年）を終えた人に対して、３年目の研修費（月額７万５千円）を支給する。 農林課 0867-72-6133

岡山県 新見市 新規就農者住宅確保事業
新規就農者が、民間業者が低コストで住宅を新築し、１０年間リースした後、自己所有することができる。また、リー
ス料を５年間（合計２４０万円）補助する。なお、一括購入した場合は１５０万円を補助する。

農林課 0867-72-6133

岡山県 真庭市
新規就農者等サポート事業（空き家
借入応援事業）

新規就農者等サポート事業の一環として、空き家(公営住宅は除く)の入居に必要な賃借料の1/3を助成(賃借料の
上限年額720千円)。期間は就農・帰農後の３年間。

農林振興課 0867-42-1031

岡山県 真庭市
新規就農者等サポート事業（農地確
保応援事業）

新規就農者等サポート事業の一環として、農業経営に必要な農地の賃借料の1/2を助成（賃借料の上限20千円
/10ａ)。期間は就農・帰農後の３年間。

農林振興課 0867-42-1031

岡山県 勝央町 耕作放棄地再生利用緊急交付金
耕作放棄地で作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等に、再生作業5万円/10a（重機等を用い
た場合は率1/2以内）、営農定着2.5万円/10aを交付。

産業建設部 0868-38-3113

岡山県 勝央町 就農促進トータルサポート事業
先進農家等で一か月程度の農業体験研修後、２年以内の技術の習得や農地・住宅の確保、地域の絆作り等により
独立自営就農するための実践的な研修に年間１５０万円を最長２年間支給。

産業建設部 0868-38-3113

広島県 三次市 新規就農者機械導入支援事業
新規就農者の経営の早期安定と初期投資の軽減を図るため，新規就農者の機械導に要する経費の一部を助成。
農業用機械導入経費の2分の1以内（上限額100万円）

産業部
農政課
農林振興係

0824-62-6171

広島県 庄原市
新規就農者育成事業奨励金（準備
型）

市内で新たに農業を始めたいという強い意志と意欲のある人を認定し，市内指定農家等で1年以上研修を受ける
際，月70,000円を最長2年間給付。対象者は原則45歳未満。

農業振興課 0824-73-1131

広島県 庄原市
新規就農者育成事業奨励金（経営
開始型）

就農初期の経営経費の軽減を図るため，就農後，月額7万円を最長3年間給付
対象者は原則45歳未満とし，自営就農若しくは親元就農される認定新規就農者とする

農業振興課 0824-73-1131

広島県 庄原市 新規就農施設等整備補助金
認定新規就農者が農業経営を開始するのに必要となる施設・機械等の購入に必要な経費の一部を補助
対象経費を1,000万円以内とし，補助率は2分の1

農業振興課 0824-73-1131

広島県 庄原市 新規就農定着支援補助金
新規に農業専業経営を開始後5年以内の方の，専門技術の習得や先進農業研修に要する経費を補助
対象者は原則45歳未満の認定農業者とし，対象経費の2分の1を補助（上限は5年間通算で50万円以内）

農業振興課 0824-73-1131

広島県 廿日市市 新規農業経営者育成事業
新たに農業経営を希望する者に対し、軟弱野菜の栽培についての研修事業を実施し、研修から経営開始までを総
合的に支援（年齢制限あり）。

環境産業部
農林水産課

0829-30-9143

広島県 安芸太田町 営農用施設機械器具整備事業
ビニールハウスの整備に要する経費を補助（事業費上限額300万円，事業費の1/2以内）
※規模100㎡以上の耐雪型ビニールハウスで新規就農者，農業生産法人，認定農業者等が新設する場合

産業振興課 0826-28-1973

広島県 大崎上島町 新規就農者育成交付金事業
自ら独立して農業を開始する者に対し、生活支援（補助）を行う。【条件】新規就農者は営農を開始して5年以内のも
ので、3年後に認定農業者に認定申請する営農計画を立てることが可能な者。

産業観光課 0846-65-3120

広島県 世羅町 世羅町農業後継者育成確保事業
認定農業者及び認定就農者が、農業経営もしくは６次産業事業を開始した場合に、経営定着のための助成金を月
額15万円支給する。

産業振興課 0847‐22‐5304

広島県 神石高原町 新規就農者支援事業 新規就農者へ月額10万円までを支援し，さらに農地購入費の一部を補助します。 産業課 (0847)89-3337

山口県 岩国市 新規就農者経営安定対策事業 新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械や施設等の初期投資の一部を助成します。 農林振興課 0827-29-5113

山口県 岩国市 新規漁業就業者確保育成推進事業 新規漁業就業希望者に対する研修に必要な経費の一部を、1年間支給します。 水産振興課 0827-29-5118

山口県 長門市 就農円滑化対策事業(農業）
農業経験がなく、経営基盤の弱い新規就農希望者(認定就農者）が、農業経営を開始する際に必要な栽培技術、
知識等の習得のため研修を受ける場合、研修支援費を支給します。

経済観光部
農林課

0837-23-1237

山口県 長門市 青年就農給付金事業(農業）
独立・自営就農する方（就農時の年齢が45歳未満の新規就農者）に対し、就農後5年間の所得を確保するため給
付金を給付します。

経済観光部
農林課

0837-23-1237

山口県 長門市
小規模ビニールハウス設置補助事
業(農業）

小規模ビニールハウスを設置し、地域にあった品種の栽培を行う場合、設置費用の一部を補助します。補助率：
1/3以内(上限額：15万円）

経済観光部
農林課

0837-23-1237

山口県 長門市
ニューフィッシャー確保育成事業(漁
業）

漁業経験がなく、経営基盤の弱い新規漁業就業希望者(18歳以上50歳未満）が、漁業者の下で漁業技術、知識等
の習得に係る研修を受ける場合、研修支援費を支給します。

経済観光部
商工水産課

0837-23-1145

山口県 長門市
ニューフィッシャー確保育成事業(漁
業）

新規漁業就業者（50歳未満で着業後3年以内）に対して経営開始に必要な漁船、漁具等をリースします。
経済観光部
商工水産課

0837-23-1145

山口県 長門市 移住者支援事業
移住後、農地を購入又は借りて、耕作を行なう方又は、農林漁家民宿や地元食材を使用する飲食店など農林水産
業を活用し起業する方に補助金を交付します。

企画総務部
企画政策課

0837-23-1229

山口県 周防大島町 新規就農者確保事業 農業の担い手を確保するための新規就農支援として、新規就農者育成補助金を交付
産業建設部
農林課

0820-79-1002

山口県 周防大島町
ニューフィッシャー確保育成推進事
業

漁業の担い手の育成支援
産業建設部
水産課

0820-79-1004

愛媛県 鬼北町
新規就農促進事業（農業研修生制
度）

①青年研修コース（40歳未満・期間2年・月額12～15万円）②中年研修コース（40～50歳未満・期間1年・月額12～
15万円）③熟年研修コース（50～55歳未満・期間1年・月額5万円）

鬼北地域農
業支援セン
ター

0895-45-2911
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

高知県 高知市 新規就農研修支援事業
おおむね１年から２年の農業生産に必要な能力を身につけるための研修を受講。研修期間内は月額１５万円以内
の研修費を支給。

春野地域振
興課
（春野地域）
土佐山地域
振興課
（土佐山地
域）

088-894-4387
088-895-2312

高知県 高知市 新規漁業就業者支援事業
○短期研修３日以上７日以内の短期研修受講費用を全額負担。○長期研修原則６５歳未満、研修開始後２年以内
の自立を目指す方、審査会で認められた方に、研修期間中、月額１５万円を限度に生活支援費支給。

農林水産課 088-823-9458

高知県 室戸市 室戸市漁業就労者支援事業 ※詳細に関しましてはお問い合わせください 農林水産課 0887-22-1111室戸市(代)

高知県 室戸市 青年就農給付金 ※詳細に関しましてはお問い合わせください 農林水産課 0887-22-1111室戸市(代)

高知県 室戸市
室戸市特用林産業（製炭業）新規就
業者
研修支援事業

※詳細に関しましてはお問い合わせください
土佐備長炭生産者の育成

農林水産課 0887-22-1111室戸市(代)

高知県 土佐清水市 漁業就労支援制度
①新規漁業就業者支援事業：長期研修2年以内、月額15万円以内を限度に補助②新規漁業就業者漁船リース事
業：中古船リースに対する補助を実施③漁業体験研修支援事業(3日以上7日以内の漁業研修)

産業振興課 0880-82-1115

高知県 土佐清水市 農業就労支援制度
市内で新たに自営の「農業」を始めたいと希望される方を支援（新規就農研修支援制度）
・受入対象：15～65歳未満・支援期間：６ヶ月～2年以内(月20日以上）

産業振興課 0880-82-1114

高知県 越知町 新規就農研修支援事業
県が指定する先進農家、先進農業法人等で研修を受け、基準の要件を全て満たす方に、年額180万円以内を最長
2年間給付

産業建設課 0889-26-1105

高知県 越知町 青年就農給付金 農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額150万円を最長5年間給付 産業建設課 0889-26-1105

高知県 越知町 壮年就農給付金 農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額75万円を最長2年間給付 産業建設課 0889-26-1105

高知県 黒潮町 新規就農研修支援事業
対象者は町内居住者又は研修期間中に住民登録して町内に自立農家として定住しようとする者（15歳以上55歳未
満）で研修期間は1年以上2年以内。対象経費は研修経費及び研修期間中の生活費等（月額上限15万円）

農業振興課
農業振興係

0880-43-1888

福岡県 筑後市 青年就農給付金
新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の所得確保のため、国および市より
給付金を給付します。

農政課
農政係

0942-65-7025

福岡県 うきは市 新規就農促進事業
国の青年就農給付金に上乗せして、作付面積１０aあたり定住型10,000円、通勤型5,000円を助成するほか、営農指
導等

農林商工観
光課農政係

0943-75-4975

福岡県 吉富町 農業補助金制度
野菜果樹等園芸品目へ栽培の転換を促進と、新規就農者誘致のため、種苗、苗及び資材購入費（例イチゴ１０ａ耕
作経費９６万円中６４万円助成）や、パイプハウス設置費（最大１／２）の高補助率で助成している。

産業建設課 0979-24-4073

長崎県 五島市 農業研修生支援制度
将来の農業経営に必要なスキルや栽培技術等の実践的な研修を行う。
研修期間は２年間（月額１０万円支給）で、１６歳～概ね４５歳の者。

農業振興課 0959-72-7816

長崎県 五島市 漁業研修生支援制度 漁業者の直接指導（弟子入り）。研修期間は１年間（月額１２万円支給）で満６０歳未満の者。 水産課 0959-72-7869

熊本県 - 林業体験学習会
林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、
林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日）

公益財団法
人熊本県林
業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 - くまもと緑の新規就業促進対策事業
林業従事希望者を対象に、森林組合や林業会社等の現場作業員として就業するための知識や技術を修得する研
修を実施するものです。（177日間程度）※受講期間中は、月額１２万５千円の就業準備給付金を受給できます。

公益財団法
人熊本県林
業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 - 就農無料職業紹介事業 農業関連の求人・求職者への無料職業紹介事業
新規就農支
援センター

096-385-2679

熊本県 - 新規就農・就業相談業務
・新規就農相談業務（無料）・・・平日のみ・県内で年２回「新規就農・就業相談会、体験発表会」を開催（入場無
料）・県外（東京・大阪等）において就農相談業務（新・農業人フェアに出展）（入場無料）

新規就農支
援センター

096-385-2679

大分県 豊後高田市 農地バンク制度 新しく農業を始めたい方や、農地を借りたい・買いたい方に農地情報を提供し、農地所有者との橋渡しを行います。 農業委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 アグリチャレンジスクール
小規模（家庭菜園等）での野菜､果樹､花き栽培の基本的な知識や技術を講義と実習で学びます｡受講料は年間２
千円です｡年１回の募集です。

農林振興課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 新規就農相談 豊後高田市で新規就農を目指す方に対し、研修・資金・補助金等様々な支援を行っています。 農林振興課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 農業研修制度（就農実践研修）
市が認定した研修受入農家（新規就農サポーター）のもとで１～２年間研修を行い、実践的な栽培・経営管理技術
を習得します。

農林振興課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 新規就農者促進事業
新規就農サポーターのもとで研修する場合の生活を、就農実践期間中最大１年間支援します。（上限２万５千円/
月）

農林振興課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 農業研修期間中の家賃助成
農業を主業とすることを目的に先進農家で研修する方に､研修期間（半年～2年）中の家賃の1/2（上限2万5千円/
月）を助成します｡

農林振興課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 新規就農者自立支援助成
独立就農する場合に必要な種苗、肥料、農薬等にかかる費用の一部を助成します。
（上限20万円・１回のみ）

農林振興課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 椎茸種駒購入費助成
宇佐市椎茸栽培推進協議会の会員で、種駒業者から2万駒以上購入し、すべて植菌した場合、2万駒を超えた分に
対して、1駒あたり1円補助します。（県事業との併用可）

林業水産課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 しいたけ生産新規参入者サポート 椎茸栽培に新規参入する65歳未満の方に、機械等の整備費用の1/2を補助します。（県1/3、市1/6負担） 林業水産課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 新規就農者支援（ぶどうの学校）
ぶどう生産の担い手を養成するため、実践的な栽培技術や経営手法を習得するための研修を無料で行っていま
す。研修期間は短期5日間、長期2年間。

農政課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 地域資源２００％活用支援補助金
宇佐市産の農林水産物を活用した新商品の開発や地場産品の販路開拓などを行っている民間事業者に補助金を
交付します。上限50万円

農政課 0978-32-1111

宮崎県 えびの市 新規就農総合支援事業
農業体験プログラムの推進や、新規就農者に対する初期投資の緩和対策、市内の先進農家等での農業技術や経
営手法の研修活動に必要な経費の助成などを行っています。

畜産農政課
担い手対策
係

0984-35-1111(内線233)

鹿児島県 - ふるさと人材相談室
ふるさと人材相談室（東京・大阪・鹿児島）では，鹿児島県内の求人情報の提供や，相談員による無料職業相談を
行っています。

雇用労政課
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-445106
099-286-3026

鹿児島県 - 鹿児島県新規就農相談所 就農アドバイザー等による新規就農希望者に対する，県内外での就農相談や各種情報提供に応じています。
（公社）鹿児
島県農業・農
村振興協会

099-213-7223

鹿児島県 枕崎市
農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）

新たに農業に従事する者に対し，研修，就農に区分し，24月を限度にサラリーを交付する。
○研修：単身者・夫婦150千円/月○就農：単身者150千円/月，夫婦200千円/月

農政課 0993-72-1111

鹿児島県 枕崎市 産業後継者育成奨励金
当市内において漁業及び水産加工業に新たに従事し，１年を通して従事した漁業従業者及び節加工従事者で，就
業時年齢35歳未満の者に交付する。○奨励金の額は，５万円とする。

水産商工課 0993-72-1111

鹿児島県 南さつま市 農村農業人材育成確保事業
新規参入者にはファームサラリーの支給を1年間(研修が必要な場合は2年間)行い、農業後継者には就農一時金
を支給する。

農水振興課
農政係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 農業担い手育成研修事業 新規参入者(研修2年間)及び新規就農者(研修1年間)に、研修手当を支給する。
公益社団法
人南さつま市
農業公社

0993-77-3811

鹿児島県 志布志市 新規就農支援事業
将来、農業を担う意欲ある人材の育成及びその確保を図るため、新たに専業的に就農する方に対して、補助金を
交付する。

農政課 099-474-1111

鹿児島県 志布志市 志布志市農業公社研修事業
将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法についての研修を実
施する。

農政課 099-474-1111
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

鹿児島県 南九州市

農業を始めたい方への支援（就農支
援）
※南九州市頴娃農業開発研修セン
ター

農業後継者，新規就農者（４０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。長期研は２年間、短
期研修は１年間。１０月～翌年９月まで（１年間）・研修生には，奨励金を支給

総合営農課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 南九州市

農業を始めたい方への支援（就農支
援）
※公益社団法人　南九州市農業公
社

農業後継者，新規就農者（５０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。
研修期間は原則２年間（受入時期は原則４月１日）、募集人員は毎年２名程度

農林水産課
0993-83-2511
(代)

鹿児島県 大崎町 就農奨励金補助金
大崎町に居住し，就農計画に基づき一定規模の農地，又は，施設等の保有者で中核的農業経営専従者になりうる
者、支援終了後5年以上就農できる者に対し就農研修資金補助金を助成。

農林振興課 099-476-1111

沖縄県 南風原町 さとうきび振興対策事業
さとうきびの生産の増量・規模拡大をめざし、さとうきび収穫機械（ハーベスター）を利用した農家に対して、１ｔあたり
５００円の補助をします。

産業振興課 098-889-4430

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

北海道 旭川市 旭川市移住生活体験住宅
１週間～１年程度の短期滞在型住宅１棟，１年～最長３年の長期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度（一泊一名
4,900円～）。

総合政策部
政策推進課

0166-25-5316

北海道 登別市 移住体験事業
北海道移住促進協議会が推進する北海道生活体験「ちょっと暮らし」に対応し、登別温泉町に移住体験用宿泊施
設を整備（施設利用は有料）

総務部　企画
調整グループ
移住相談ワン
ストップ窓口

0143-85-1122

北海道 伊達市 移住体験事業
移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた物件
を2物件3部屋用意（物件利用は有料）

企画財政部
企画課企画
調整係

0142-23-3331

北海道 北広島市 おためし移住事業
体験住宅で、北広島市の生活を体感してもらい、不安や疑問を解消することで、移住を支援します。（施設利用は
有料）

政策調整課 011-372-3311

北海道 八雲町 短期生活体験事業 八雲町への移住に関心のある町外在住者に短期生活を体験できる施設を整備（施設利用は有料） 企画振興課 0137-62-2111

北海道 置戸町 地遊人制度
１００日程度の農業体験や町内の各種行事等に参加した２０～４０歳の独身者で滞在期間１年間。
1ヶ月７万円の生活費、中古住宅の無償提供、引越し旅費の一部、社会保険料一部、暖房費５万円を補助。

社会教育課 0157-52-3075

青森県 田子町 田舎暮らし体験事業
（条件）田舎暮らしを希望する方。（内容）「移住体験住宅」の貸出。（利用料）2週間以内／2万円（定額、光熱水費
含む）1ヶ月以上6ヶ月未満／2.5万円（月額、光熱水費別途）

住民課 0179-20-7113

秋田県 鹿角市
かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支
援事業

市で認定している体験物件を利用して、２泊以上７泊以内で、市内での暮らしを体験する場合、体験物件所有者に
支払う利用料の一部を市が負担する。

産業部観光
振興課

0186-30-0248

福島県 会津若松市 ワーキングホリデー事業
農業や農村に関心を持ち、農作業や農村への滞在を希望されている方が農作業を手伝い、受入農家が作業料金
の代わりに食事と宿泊を提供。

市農政課 0242-39-1253

福島県 会津若松市
交流体験事業（移住体験住宅の提
供）

「ほたるの森移住体験住宅」を移住希望者に貸し出し本市での実際の生活体験の機会を提供する。（1ケ月～3ケ
月、入居協力金：月額20,000円）

市定住・二地
域居住推進
協議会（市地
域づくり課内）

0242-39-1202

栃木県 鹿沼市
田舎暮らし体験の家「古民家 久我の
庄」

農山村地域の昔ながらの生活を体験し、地元住民との交流や農業体験を通して、定住の促進と地域の活性化を図
る。

市民部　市民
活動支援課

0289-62-3569

栃木県 矢板市 就農・定住者促進事業
田舎暮らしをしてみたい。そんな方のために、古民家での「お試し」田舎暮らしを提供しています。
田舎暮らしを１ヶ月から最長３年お試し体験することができます。

財）矢板市農
業公社

0287-43-2650

群馬県 桐生市 お試し暮らし事業
桐生市での暮らしを体験したい方を対象にお一人様1,500円/1泊～利用できる。ただし、布団はないので用意して
もらう必要あり

観光交流課
交流促進係

0277-46-1111(内線367)

群馬県 みどり市 貸し農園の設置
体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000円
～）、そば打ち体験（1名1,050円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。

農林課　基盤
整備係

0277-76-1937

新潟県 -
にいがたで「暮らす・働く」応援プロ
ジェクト事業

県外の若者等に1か月～6か月程度滞在型のインターンシップ（「匠の業」、「農業」などのメニュー）に参加してもら
い、就業や地域での暮らしを個別支援するもの。

県民生活・環
境部県民生
活課

025-280-5112

新潟県 長岡市 農業体験教育旅行の受け入れ
ありのままの農山漁村の暮らしを体験していただくため、参加者の安全を第一に考えた体制を整えている。主な体
験と宿泊は、山間部の山古志、栃尾、小国、川口、海岸部の寺泊で行っている。

農政課 0258-39-2223

富山県 南砺市 南砺市体験ハウス
「南砺市」へ移住又は定住を希望される方々のために、「なんと」の生活を経験していただくことを目
的とした、南砺市「なんとに住んでみられ」住宅。1人1泊1,000円で、最長30泊31日まで利用可能。

市長政策室
南砺で暮ら
しません課

0763-23-2037

富山県 立山町 立山の暮らし体験住宅 使用料：1週間21,000円～（6名まで利用可）、期間：1週間～6ヶ月、4LDK・オール電化・駐車場2台完備 建設課 076-462-9975

富山県 立山町 立山町里山暮らし体験施設 体験料：1人2,980円（体験料1泊1,080円、布団レンタル料400円、陶芸体験料1,500円）、期間：1泊～
越中陶の里
陶農館

076-462-3929

石川県 珠洲市 空き家短期滞在（ちょい住み）制度
本市への移住・定住を希望する方に対し、市内での生活を体験できる空き家を短期間貸出（定員5名程度、駐車場
有）
11日間まで：15,000円、12～21日間：30,000円、22～31日間：45,000円

自然共生室 0768-82-7720

山梨県 甲州市 おためし居住・農業体験事業 週末を利用し農業体験・農家民泊を実施 産業振興課 0553-32-5092

長野県 飯島町 飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度
田舎暮らしに興味がある方等を対象としたお試し暮らしの制度。１か月単位で最長６ヶ月、各種体験やご近所さんと
の交流、四季の体感や物件探しなどを目的に町所有の施設を格安（家賃＠6,400円／月～）で貸出し

産業振興課
定住促進室

0265-86-3111

岐阜県 大垣市
田舎暮らし体験「もんでこの里かみ
いしづ」

地方への移住をお考えの方や田舎暮らしを希望される方へ、田舎暮らしの体験プログラムを開催します。自然豊か
な本市上石津地域において、地域イベントへの参加など、地域との交流を予定しています。（年３回程度）

上石津地域
事務所地域
政策課

0584-45-3111(内線)213

岐阜県 中津川市 里山暮らし体験事業
里山暮らしの体験を快適に過ごしていただくため、「里山暮らしの館」の貸出。（利用協力金）６日以内／１泊２日
2500円（大人１人様）寝具の有料リースあり

 定住推進課 0573-66-1111

静岡県 島田市 農家民宿等モデル事業
農林業に対する理解及び関心を高めるとともに、多様な交流の機会の創出による地域の活性化を図る。
川根地域：２箇所

企画部政策
推進課

0547-36-7197

和歌山県 - わかやま田舎暮らし現地体験会
県外からの移住を推進するため、平成26年度は８回程度県内各地で現地体験会を実施（開催情報等はリンク先参
照）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 高野町
体験交流施設「おおたき山の学校」 廃校になった小学校跡を改修した施設を、短期貸出（最大2ヶ月）している。

実際に暮らしを体験し、地域住民の人柄や風土にふれることができる。
まち未来課 0736-56-3000

島根県 - しまね暮らしお試し体験施設
まずは島根県の市街地で生活体験したい方のために、松江市・出雲市・大田市にお試し体験施設を用意し、県外
在住のＵＩターン希望者に貸し出す。（貸出期間１週間～３か月。施設利用料はＨＰを参照）。

ふるさと島根
定住財団

0852-28-0690

島根県 益田市 益田市立田舎暮らし体験施設
田舎暮らし体験や農林業体験を希望する人が、1月以上3年以内の期限で益田市匹見町に所在する期限付きのお
試し施設をご利用いただけます。使用料は単身用8,100円、世帯用16,000円です。

匹見総合支
所地域づくり
推進課

0856-56-0305

島根県 大田市 田舎体験施設利用促進事業
ＵＩターン希望者が市内１２の「ツーリズムの宿」を利用しお試し体験をする場合、安価に施設を利用することができ
ます（事前に施設の利用申請が必要）。

定住推進室 0854-83-8029

島根県 美郷町 移住体験住宅
美郷町に移住を考えている人のための体験住宅（家賃7,500円/週～30,000円/月程度）で、最長2年間利用するこ
とができる。

定住推進課
産業雇用定
住支援係

0855-75-1212

島根県 隠岐の島町 定住促進施設
隠岐の島町への移住に向けた生活体験及び生活への準備を行うことが出来る施設です。
入居期間は最大６月で、電化製品を完備してあります。利用料は月21,000円～30,000円です。

定住対策課 08512-2-8570

岡山県 美作市 お試し住宅貸付事業
移住希望者が気軽に田舎を体験でき、地域のサポートも受けられる「お試し住宅」を整備している。家
賃は2～3万円で、上下水道、光ケーブル、家電製品も完備しており、田舎暮らしのプレ体験が可能。

協働企画課 0868-72-6631

広島県 安芸太田町 田舎暮らしお試し体験住宅制度
2棟（１棟あたり農園1区画（50㎡）付き）
移住希望者を対象に，1週間単位として最短１週間から最長1か月まで，町での生活体験できる機会を提供。

地域づくり課
商工観光課

0826-28-2112
0826-28-1961

広島県 大崎上島町
定住促進用住宅　トライアルハウス
大串

移住希望者の方に島の暮らしを体験してもらうために、中長期で滞在できる住宅を準備しました。3日間7,000円～3
カ月（90日）93,000円家電製品や簡単な台所用品を整備しています。

企画振興課 0846-65-3112

福岡県 柳川市 柳川暮らし体験事業
地方への移住検討者に対して、市が所有する空き家に10日～1か月単位で住んでもらい、地方での生活を実体験
いただく事業。賃料・光熱費は無料。入居者へは取材やアンケート調査等について協力をお願いする予定。

柳川市定住
サポートセン
ター（企画課
内）

0944-77-8423

福岡県 筑後市 ちくご暮らし体験事業 移住希望者にちくご暮らし体験施設「筑恋邸」へ一定期間居住してもらう体験事業を実施します。
企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 ふるさと体験農園事業 1人に1区画（30平方メートル）を1年間1区画3000円で貸出します。
農政課
農政係

0942-65-7025

長崎県 五島市
ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅へ
の入居）

五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための仮の住まいのこと。（家賃無料、光熱
水費等は自己負担。最長３か月利用可能）

市長公室 0959-72-6782

移住・体験

01.移住体験
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長崎県 西海市 田舎暮らし体験施設 市外居住者が当市への移住を検討、希望する場合に１ヶ月間無料で入居することが可能な施設。（２戸）
まちづくり推
進課

0959-37-0064

熊本県 玉名市 おためし暮らし事業
市が所有する“おためし暮らし住宅”に一定期間滞在し、実際の生活を体験する事業。光熱水費込みで家賃月
15,000円。１週間以上６か月以内で利用可能。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 山都町 短期滞在施設
町外から本町への移住を希望、検討する方（移住希望者等）が、本町への移住に向けて必要な調査や準備を行っ
たり、滞在することができる施設として、最大1年間を限定として貸し出します。

企画振興課 0967-73-0410

大分県 豊後高田市 ”お試し”居住制度
市内の空き家物件で一定期間”お試し”居住し、豊後高田市での田舎暮らしを体験しながら、移住の準備を行って
いただく制度です。

地域活力創
造課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 「半住半旅」田舎暮らし体験事業 ２週間以内でコテージに滞在しながら空き家探しなど、移住の準備を行っていただく事業です。
地域活力創
造課

0978-22-3100

宮崎県 小林市 お試し滞在施設
市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設です。３ＬＤＫで、寝具や
電化製品などを備え付けており、１日１，０００円（施設運営協力金）で最長１４日間使用いただけます。

市民協働課 0984-23-1148

宮崎県 えびの市 お試し滞在助成金交付事業
えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行うため、えびの市国際交流センターに宿泊した場
合に、滞在費の一部（使用料の2分の1以内・上限５泊分・同一年度内１回限り）を助成します。

企画課政策
係

0984-35-1111(内線321)

鹿児島県 霧島市 霧島市移住体験研修事業
霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、本市のすばらしい自然や温泉といった魅力に触れながら、農
業体験、移住者宅訪問、分譲地・空き家見学など多くのメニューを盛り込んだ2泊3日の体験研修です。

共生協働推
進課

0995-45-5111(内線
1542)
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北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」

Ｕターン者等で、定住する世帯の人員が２人以上の方へ１世帯当たり精米６０㎏

総務課企画
防災対策室
まちづくり推
進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 地産地消・販売促進事業
1歳を迎える子どもの世帯、婚姻届を提出した世帯、転入世帯（単身者は除く）に対し、ニセコ町産米５キログラムの
引き換え券を進呈

農政課農政
係

0136-44-2121

北海道 秩父別町 ふるさと回帰同窓会開催事業
町内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助し、ふるさと回帰のきっかけをつくり、定住を促進し、本町人口
の増加と地域経済の活性化を応援します。1人1,000円で上限30,000円まで

企画課企画
グループ

0164-33-2111

北海道 置戸町 親子山村留学制度
小学生と保護者対象（留学期間、最長３年間）。１戸建て住宅を無償提供（一部負担あり）、受け入れ時の旅費支
給。引越し費用補助（１０万円上限）

学校教育課 0157-52-3316

北海道 新冠町 引越助成金
町内に住宅を取得し居住する場合、引越すために係る費用を助成。町内移動（５万円）、管内移住（１０万円）、道内
移住（１５万円）、道外移住（３０万円）

企画課まちづ
くりグループ

0146-47-2498

青森県 弘前市 ひろさき農家住宅情報バンク制度
就農目的で移住を希望する方に対し、円滑な就農を支援することを目的に、利用希望者に情報提供と連絡調整を
行う。

農業政策課 0172-40-7102

青森県 八戸市 アーティスト・イン・レジデンス事業
八戸ポータルミュージアムの自主事業において、国内・海外から選定及び公募により決定したアーティストが、館内
レジデンス施設に一定期間滞在し、地域住民と交流しながら創作活動を行う。

八戸ポータル
ミュージアム

0178-22-8200

青森県 八戸市 八戸ウェルカムチケット事業 八戸市への転入者を対象に、博物館等の市内公共施設12施設を１回無料で利用できるチケットを配付する。 政策推進課 0178-43-9233

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町定住促進住宅設置事業
○対象・条件:町に住所を有しようとする者等○内容:平成26年4月現在全棟入居、外ヶ浜町定住促進団地○家賃：
平屋3LDK(1棟)46,700円/月、2階建て3LDK(2棟)48,300円/月

建設課 0174-31-1226

青森県 田子町 定住化雇用促進事業
（条件）町内に事業所を有する事業者で、新規卒業者等を一年以上正規雇用すること
（内容）年額20万円を3年間支給。

住民課 0179-20-7113

青森県 田子町 定住移住促進事業（通勤助成金）
（条件）町内在住の新規学卒者又は50歳未満の転入者で、町外に1年以上勤務している方。※26歳～50歳未満の
方は、町内の学校に通う子どもを扶養する場合に限る。（内容）通勤費用の一部助成

住民課 0179-20-7113

秋田県 大潟村 定住化促進事業（商品券交付）
①勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住宅の入居世帯主に商品券を交付（６ヶ月３万円）
②分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限１０万円）を商品券で補助。

総務企画課 0185-45-2111

秋田県 大潟村 情報発信者入村事業
芸術、スポーツ、研究等の活動を行う入村者を奨励。・宅地無償貸付（700㎡）、住宅建築・居住から７年経過後に
無償譲渡。・活動支援として年間１０万円を上限に補助。

総務企画課 0185-45-2111

山形県 飯豊町 定住促進・子育て促進事業
飯豊町では、住みよい環境づくりと、にぎわいのあるまちづくりを推進するために、定住対策や子育て支援をはじめ
とする各種施策に積極的に取り組んでいます。

総務企画課
総合政策室

0238-87-0521

新潟県 - にいがた暮らし相談窓口
「表参道・新潟館ネスパス」において、市町村や県の定住支援施策の紹介やにいがた暮らしや体験に関する相談、
空き家情報、医療や教育に関する情報も紹介しています。

にいがた暮ら
し相談窓口

03-3479-1415

新潟県 上越市 上越市ふるさと暮らし支援センター
「上越市はどんなところか」「雪はどのくらい多いのか」「移住する前に上越市の暮らしを体験してみたい」など、上越
市への移住に関するご相談を電話やメールで受け付けています。

自治・市民環
境部 自治・地
域振興課

025-526-5111

新潟県 阿賀町 阿賀町定住奨励制度
●定住奨励【単身転入】２万円、【家族（複数）転入】５万円、【義務教育以下の子（１人あたり）】３万円加算●結婚
祝3万円●就職祝3万円●遠距離通勤支援

総務課 0254-92-3113

石川県 珠洲市 若者定住促進支援事業
新規学卒者及び満40歳以下のＵ・Ｉターン者を対象に市内共通商品券（3万円相当）を交付。また、対象者の意見を
まちづくり施策に反映するため市長を囲んで意見交換を実施。

産業振興課 0768-82-7775

山梨県 南アルプス市 クラインガルテン（二地域居住）
地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図るため、南アルプスク
ラインガルテンを設置する。

農林振興課
交流定住化
担当

055-282-6207

長野県 伊那市
過疎地域定住促進補助金／定住助
成金

Ｉ・Ｕターン後、１年が経過し、定住意思や自治会に加入し地域活動への参加意思が認められる者に、世帯につき十
五万円（Ｕターンは十万円）、単身世帯等は七万円（Ｕターンは五万円）、※年齢要件及び地域要件有

伊那市役所
高遠町総合
支所
長谷総合支
所

0265-94-2551
0265-98-2211

長野県 大町市 定住促進奨励事業
満５０歳未満のＩターン者又はＵターン者が、定住を目的として、市内に住民登録をした場合に、市内店舗で利用で
きる３万円分の商品券を贈ります。

企画財政課
定住促進係

0261-22-0420

長野県 下諏訪町 移住コンシェルジュ
移住コンシェルジュが空き家情報バンク登録物件とともに地域の紹介を行い、下諏訪町へ移住を希望する方の
様々な不安を解消します。

総務課企画
係

0266-27-1111(内線258)

長野県 天龍村 U・Iターン助成金 村外からの転入者に対し助成。①夫婦１０万円②単身５万円③子供１８歳以下１人につき２万円 総務課 0260-32-2001

岐阜県 大垣市 三世代同居促進事業
６５歳以上の高齢者のみの世帯に、６４歳以下の二世代以上の子や孫などが市外から転入し、三世代以上で同居
する場合、転居費用（引越し代）を補助します。（補助率４／５、限度額８万円）

福祉部
高齢介護課

0584-47-7409

岐阜県 瑞浪市 新規定住者健康管理事業
20歳以上の新規定住者に対し、転入から１年以内に受けた人間ドックなどの健康診断費用の助成を１万円を上限
に行います。（対象人数：90人）

健康づくり課 0572-67-2700

岐阜県 恵那市
移住定住支援「恵那暮らしサポート
センター」

移住定住に関するご相談の総合窓口です。空き家バンクの運営管理、定住セミナなどを開催し、移住定住のお世
話をさせて頂きます。

総合政策課
ふるさと活力
推進室

0573-26-2111(内382)

岐阜県 飛騨市 米10俵プロジェクト
個人世帯、家族世帯を問わず、飛騨市外から飛騨市に転入し、3年以内に生活の本拠とする住宅を新築または購
入した方にお米を１０年間（1年あたり米1俵）支援します。

企画課 0577-73-6558

静岡県 島田市 移住相談会への出展
首都圏の移住希望者を対象に、神奈川県横浜市で開催されるイベントに参加する(11月予定)。①市の定住施策の
紹介②相談会

企画部政策
推進課

0547-36-7197

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさい
プロジェクト』転入世帯定住促進補助
金

洲本市に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯に、最長３年間補助金（月額１万円）を
交付します。また、Ｕターン世帯には、１年間、月額１万円を加算して交付します。

企画情報部
企業立地対
策課定住促
進係

0799-24-7641

和歌山県 - わかやま田舎暮らしセミナー・フェア
県外からの移住を推進するため、平成２６年度は東京、大阪、名古屋で計１５回程度セミナーもしくはフェアを開催
（開催情報等はリンク先参照）

過疎対策課 073-441-2930

鳥取県 -
鳥取県内国内発着国内便エアサ
ポート支援事業

鳥取県での移住（就職を含む）を検討中の県外在住の方が事前申請を行い、鳥取空港、米子鬼太郎空港を利用し
て鳥取県に訪れた場合、運賃の半額を助成します。（ただし予算に達し次第、募集を終了します。）

交通政策課 0857-26-7099

鳥取県 日南町
定住奨励金（いきいき定住促進条
例）

定住の意志のある町内に居住する新規学卒者、又は本町に転入した５０歳未満の者が、町内又は通勤可能な町
外の事業所等に就職して３年を経過したとき、10万円を交付。

企画課 0859-82-1115

島根県 -
ふるさと島根定住・雇用情報コー
ナー

東京・大阪・広島にＵＩターンの相談窓口を開設。職業紹介事業の求職登録やＵＩターンに関する相談が可能。島根
県内市町村情報の提供。

地域振興部し
まね暮らし推
進課

0852-22-5687

島根県 美郷町 定住ポイント制度
40歳以下を対象に、5年間以上の定住を条件として、定住ポイントを付与する。付与されたポイントは、1ポイント
10,000円として地域商品券等に交換できる。（UIターン5ポイント、就職20ポイントほか）

定住推進課
定住推進係

0855-75-1212

島根県 知夫村 引越費用助成金
定住する際の引越費用として、１〜２人世帯には２０万円、３人以上世帯には２５万円を支給します。（ただし、５年
以上定住することを確約した新規定住者）

観光振興課 08514-8-2211

岡山県 新庄村 転入奨励金
家族並びに若者の転入を促進するため、義務教育以下の子供を含む家族又は50歳未満の家族及び35歳未満の
若者が定住の意志をもつて転入した場合、1世帯につき10万円の転入奨励金を贈る。

総務企画課 0867-56-2627

広島県 庄原市 定住相談
定住を希望・検討されて来市された方の最初の相談窓口として，お話を伺う
住民自治組織と連携して，地域情報の提供や地域への溶け込みをサポート

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 「帰ろうや倶楽部」
会員(登録無料)に「定住情報」や「ふるさと情報」を定期的に発信
企業や市民団体と協力し、移住に役立つ情報を提供する

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市
高速バス活用による定住対策補助
金

高速バスで広島市へ通勤・通学する場合，定期乗車券購入費用から通勤手当等を差し引いた額が15,000円以上
の場合15,000円を，または，通勤手当等を差し引いた額が15,000円未満の場合，その額を助成

自治定住課 0824-73-1257

広島県 安芸太田町 高速道路通勤費補助金制度
◆65歳以下新規転入者で，引き続き5年以上町内に居住される方が片道100km以内の高速道路ETC通勤をされる
場合，ETC料金の1/2を助成

地域づくり課 0826-28-2112

移住・体験

02.移住・転入
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http://www.city.ina.nagano.jp/view.rbz?nd=1256&of=1&ik=1&pnp=16&pnp=44&pnp=1222&pnp=1256&cd=9238
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http://www.vill-tenryu.jp/j-wakamonoteijyuu.pdf
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http://www.akiota.jp/chiki/spage_041.html


都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
お問合わせ
先

広島県 神石高原町 神石高原町に関する広報活動 定住促進PRパンフレット作成事業，広告掲載事業，観光大使設置事業
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

広島県 神石高原町 田舎暮らしアドバイザー 定住又は二地域居住を希望する者に対し，町で生活する上で必要となる情報の提供等の支援を行っている。
まちづくり推
進課

(0847)89-3332

山口県 萩市 移住支援員
萩市への移住経験者2名を移住支援員として配置し、移住希望者からの相談対応や空き家案内を行い、萩市への
円滑な移住と定着を支援します。

企画政策課 0838-25-3819

徳島県 阿波市 阿波市移住ナビ 移住希望者及び市への転入者に対し、市の概要及び支援事業内容等をまとめたガイドブックを配布。
企画総務部
企画総務課

0883-35-4111

愛媛県 - e移住ネット
住居、就労、生活関連情報や移住経験者の体験談など、移住交流希望者が移住先選定にあたって必要とする各
種情報を一元的に提供するポータルサイト。

愛媛ふるさと
暮らし応援セ
ンター（（公
財）えひめ地
域政策研究
センター内）

089-922-4110

高知県 高知市 移住・定住相談 高知市の移住・定住促進に関する相談窓口
移住・定住促
進室

088-823-8813

高知県 土佐清水市 移住総合案内業務
移住相談員を配置し、移住希望者の方へ空き家の紹介などを行っております。物件の紹介等、移住を総合的にサ
ポートしています。

企画財政課 0880-82-1217

福岡県 筑後市 転入者新幹線定期券購入補助事業
筑後市に転入された人で、九州新幹線筑後船小屋駅からの新幹線定期券を購入し、通勤や通学をする場合、その
定期券の購入費の一部に対し1カ月あたり1万円の補助金を支給します。

商工観光課
商工観光係

0942-65-7024

福岡県 筑後市 定住促進PR事業
ホームページや市外住民への定住促進ガイドブックの配布、駅貼りポスターなど様々な媒体を活用しながら、筑後
市の魅力や空き家バンクの情報などの定住促進メニューを発信します。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 ふるさと案内人事業
「地域おこし協力隊」をふるさと案内人として委嘱し、市外住民に対して筑後市の魅力や住みやすさをPRする活動
を行います。

企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 筑後市 Uターン・Iターン推進 郷土との関係を持ち続けてもらうため、都市圏に住む地元出身者などに筑後市の情報を提供します。
企画財政課
定住促進係

0942-53-4245

福岡県 岡垣町 ウエルカムキャンペーン事業
中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が町外から転入した場合に、町の特産物を
１年に限りプレゼントするもの。※特産物は合計２万円以内とし、年複数回に分けて贈る。

住民環境課
093-282-1211
内線111

福岡県 添田町 添田町定住促進支援事業 町外に住む方々が添田町への定住を希望し、活力ある元気なまちづくりを推進するために支援金を交付する事業 まちづくり課 0947-82-5965

佐賀県 小城市 三世代同居奨励金
３年以上一世代又は二世代で市内に居住されている方と、小城市内で新たに三世代同居を始められた場合に１０
万円を交付。

企画課 0952-37-6115

熊本県 玉名市 定住希望者登録制度
登録者に、不動産情報、日常生活、イベント等の情報の提供を行うことで、市への関心を維持しながら移住への具
体的な動きを支援します。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 天草市 天草市定住促進奨励金
交付対象となる世帯に奨励金（２人以上の世帯２０万円、１人世帯１０万円）を交付。過去に天草市へ居住したこと
がない方、３年以上天草市へ居住する意志のある方、世帯の構成員の１人以上が６５歳未満であること。

地域政策課
0969-23-1111
内線1374

大分県 姫島村 Uターン奨励金
・Uターンして村内に定住する者で、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業した後、６ヶ月を経過している者・
転入時の年齢が５０歳未満の者・独身者３万円、夫婦６万円、子供を扶養している者９万円支給する

企画振興課 0978-87-2111

大分県 姫島村 姫島丸定期乗船券購入補助金 村内に定住し、村外の公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、通勤する者に５千円助成する 企画振興課 0978-87-2111

大分県 日出町 定住促進雑誌 町内外の人に日出町の「良いところ」を紹介する雑誌を作成 政策推進課 0977-73-3116

宮崎県 西都市 西都市お試し滞在助成金制度
市外に住所がある方で、西都市への移住・定住を目的として、住居探しや仕事探し等をされる方を対象に、1泊1人
当たり6,500円の宿泊代に対し、5,000円を2泊分まで助成。

総合政策課 0983-32-1011

宮崎県 西都市 西都市移住相談会
都市部から本市への移住・定住を推進するため「西都市移住相談会」を開催。相談会では空き家情報や就職情
報、お試し滞在助成事業等の紹介を行う。

総合政策課 0983-32-1011

宮崎県 木城町 転入奨励金
・奨励金額３０万円・転入して１年後に申請・３回に分け年１０万円交付・１回目の申請期間は転入して１年経過した
日から１年以内（２回目以降は文書により通知）

企画課 0983-32-4727

鹿児島県 志布志市 移住定住促進事業補助金
中山間地域の活性化と均衡ある発展、さらに小学校の複式学級解消を目的に転入定住者及び再転入者の世帯責
任者に対して補助金を交付する。さらに、小学生以下の子どもがいる世帯に対し、補助金を追加で交付する。

企画政策課 099-474-1111

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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支援制度一覧（項目別に見る)

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ				リンク先 URL		特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		若年の定住人口の増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に住む若者転入世帯および新婚世帯に対し、家賃の一部を市内で使用できる「まごころ商品券」を上限3万円として最長5年間支給し、助成する。 シヨウ		企画財政課企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ ガカリ		0125-32-1834		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ								民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を借りる		滝川市住み替え支援補助制度		基準を満たす対象世帯に対して、入居から３年間に限り、家賃の一部を補助。上限２万５千円。		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040		滝川市住み替え支援補助制度						1		滝川市住み替え支援補助制度		滝川市住み替え支援補助制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド		民間賃貸住宅入居者を対象とした家賃助成制度
（所得制限、入居期間等条件あり上限月額5,000円）		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド								民間賃貸住宅家賃助成制度		民間賃貸住宅家賃助成制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を借りる		若者定住促進賃貸住宅		45才未満の方を対象とした市営住宅（１棟８戸） サイ ミマン カタ タイショウ シエイジュウタク ムネ コ		建築住宅課		0178-43-9109		若者定住促進賃貸住宅								若者定住促進賃貸住宅		若者定住促進賃貸住宅

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を借りる		六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町に借家を借りる若者夫婦（いずれも40歳未満）に対し、家賃を2年間補助する。		企画財政課		0176-55-3111		六戸町若者定住支援事業補助金								六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町若者定住支援事業補助金

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を借りる		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、戸建住宅を賃借する世帯で、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。１２ヶ月経過後１２万円で最大３年間 シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ コダテ ジュウタク チンシャク セタイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ゲツ ケイカ ゴ マンエン サイダイ ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		中 チュウ		転入後12か月経過した世帯に家賃補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12万円を最大3年間 テンニュウ ゴ ゲツ ケイカ セタイ ヤチン ホジョ マンエン サイダイ ネンカン				地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅等入居支援事業		（条件）世帯主が18歳～39歳の単身又は夫婦世帯及びU・Iターン世帯で、3年以上継続して定住すること。
（内容）月額2万円を3年間支給。ただし、家賃が2万円を下回る場合はその額。 ジョウケン セタイヌシ マタ ナイヨウ シキュウ バアイ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113		若者定住促進住宅等入居支援事業								若者定住促進住宅等入居支援事業		若者定住促進住宅等入居支援事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		住まい		家を借りる		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、中学3年生までの子どもと同居する世帯が、市が管理する定住促進住宅「東山団地」に入居した場合に、最大で2割の月額家賃の軽減を行う。 コソダ セタイ ケイザイテキフタンケイゲン ハカ チュウガク ネンセイ コ ドウキョ セタイ シ カンリ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヒガシヤマ ダンチ ニュウキョ バアイ サイダイ ワリ ゲツガク ヤチン ケイゲン オコナ		都市整備課
建築住宅室 トシ セイビ カ ケンチク ジュウタク シツ		0233-22-2111
(内線522)		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ								新庄市定住促進住宅家賃軽減事業		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金交付制度		市内の民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結(H25.4.1以降)し、居住している新婚夫婦を対象に家賃を助成（月額1万円を最長36月）。（年齢40歳未満等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090		新婚世帯家賃助成金交付制度								新婚世帯家賃助成金交付制度		新婚世帯家賃助成金交付制度

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン		結婚届け出後１年以内の新婚世帯（就業世帯）が、民間借家に入居したとき、月額１万円の家賃補助を３年間、助成します。※世帯主満年齢５０歳以下 ケッコン トド デ ゴ ネン イナイ シンコン セタイ シュウギョウ セタイ ミンカン シャクヤ ニュウキョ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン ジョセイ セタイヌシ マンネンレイ サイイカ		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン								新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン		定住後３か月以内のUIターン世帯（就業世帯）に対し、月額１万円の家賃補助を３年間。※世帯主満年齢５０歳以下 テイジュウ ゴ ゲツ イナイ セタイ シュウギョウ セタイ タイ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン								UIターン者定住奨励金		UIターン者定住奨励金

		075213		福島県		三春町		住まい		家を借りる		三春町賃貸住宅家賃助成事業		町内へ転入し賃貸住宅に入居した４０歳未満の単身・夫婦世帯、子育て世帯に賃貸住宅の家賃の一部（最大月額2万円×24か月）を助成。 サイダイ ゲツガク マンエン ゲツ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
		三春町賃貸住宅家賃助成事業								三春町賃貸住宅家賃助成事業		三春町賃貸住宅家賃助成事業

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		新婚家庭への家賃助成		Ｈ22.4.1以降に新たに当市内の民間賃貸住宅を契約し入居した新婚世帯（結婚3年以内、夫婦ともに50歳以下）に対し、月額2万円を最大36月間助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111		新婚家庭への家賃助成								新婚家庭への家賃助成		新婚家庭への家賃助成

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		市営住宅の整備（住居条件緩和）		これまで当市内居住者又は当市内勤務者が対象であったが、子育て世帯又は新婚世帯、当市内の旧町村地区の市営住宅希望のいずれかであれば市外の方も申し込み可とした。		都市計画課		0294-72-3111		市営住宅の整備（住居条件緩和）								市営住宅の整備（住居条件緩和）		市営住宅の整備（住居条件緩和）

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		住まい		家を借りる		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ		助成金申請日前3年以内に婚姻届を提出している夫婦で、平成26年度以降新たに民間賃貸住宅の契約をした世帯に、家賃月額1万円の助成を行います。（他該当要件あり） ジョセイキン シンセイ ヒ マエ ネン イナイ コンイン トドケ テイシュツ フウフ ヘイセイ ネンド イコウ アラ ミンカン チンタイ ジュウタク ケイヤク セタイ ヤチン ツキ ガク マンエン ジョセイ オコナ タ ガイトウ ヨウケン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ								新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい ス		家を借りる		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド		申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以上、年間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助成。 シンセイ ヒ ネン イナイ コンイントドケ テイシュツ カテイ フウフ トモ サイ ミマン ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン マンエン イジョウ ネンカン ソウ シュウニュウ キンガク マンエン イカ マタ ソウ キンガク マンエン イカ セタイ ゲツガク エン ヤチン ジョセイ		都市建設課 トシ ケンセツカ		0295-52-1111		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド								新婚家庭家賃助成金交付制度		新婚家庭家賃助成金交付制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		町営住宅において，１８歳未満の児童がいる世帯は，家賃の減額が受けられます。		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減								子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を借りる		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ		中心市街地にある民間賃貸住宅へ転居した，夫婦いずれもが４０歳未満の若年夫婦世帯，または義務教育終了前の子どもとその親がいる世帯に対して，家賃の一部を補助します。 フウフ サイ ミマン ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ オヤ セタイ イチブ		建設部住宅課		028-632-2735		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ								宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に転入される世帯又は新婚世帯に対する家賃助成（月あたり家族：15,000円、単身7,000円（補助金1/2、商品券1/2）最大３年間） チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク テンニュウ セタイ マタ シンコン セタイ タイ ヤチン ジョセイ ツキ カゾク エン タンシン エン ホジョキン ショウヒンケン サイダイ ネン カン		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ								民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を借りる		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ		桐生市の市営住宅について相談・申込みを受付ける キリュウシ シエイ ジュウタク ソウダン モウシコ ウケツ		群馬県住宅供給公社　桐生支所 グンマケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ キリュウ シショ		0277-46-1111(内線625)		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ								市営住宅の紹介（HP）		市営住宅の紹介（HP）

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を借りる		定住促進住宅事業		みどり市東町地域に定住する意志を有する方に、市有沢入住宅を賃貸します。平成5年建築2階建て、家賃1K7,000円（6部屋）、2DK10,000円（5部屋）。空状況はホームページに掲載。 カタ シ ユウ ヘイセイ ネン ケンチク カイダ ヤチン エン ヘヤ エン ヘヤ ソラ ジョウキョウ ケイサイ		建設課　住宅係		0277-76-1904		定住促進住宅事業								定住促進住宅事業		定住促進住宅事業

		104434		群馬県		片品村		住まい		家を借りる		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド		村に定住する意思を有する者に家賃の補助を行う。１ヶ月１最大１万円（最長３年間）の補助を行う。 ムラ テイジュウ イシ ユウ モノ ヤチン ホジョ オコナ ゲツ サイダイ マンエン サイチョウ ネンカン ホジョ オコナ		むらづくり観光課 カンコウ カ		0278-58-2112		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド								片品村定住促進家賃補助金制度		片品村定住促進家賃補助金制度

		113611		埼玉県		横瀬町		住まい ス		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		若年層の居住促進と少子化の緩和を図るために、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に家賃の一部を補助。（補助額は実質家賃額の１／２の額とし、月１万円が上限） ホジョ ガク ツキ		総務課 ソウムカ		0494-25-0111		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ								新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を借りる		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン		新婚世帯及び市外から転入した中学生以下の子どもが同居する子育て世帯の家賃の一部を補助します。補助額は家賃月額から勤務先の住宅手当を引いた額で、月額１万円を上限とし、最長で36か月分の補助金を交付。 シンコン セタイ オヨ シガイ テンニュウ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク ヤチン ゲツガク キンムサキ ジュウタク テアテ ヒ ガク ゲツガク マンエン ジョウゲン サイチョウ ゲツ ブン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン								ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯へ補助金を交付。夫婦の満年齢の合計が100歳未満で、家賃月額に対し10,000円を交付。補助金交付期間は3年を限度。 コウフ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ								新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を借りる		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		転入世帯及び新婚世帯の市内定着を促進し、定住人口の増加を図るため、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）								定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を借りる		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン		民間賃貸住宅への家賃補助。市外からの転入世帯月額1万円1年間、新婚世帯月額1万円2年間、転入かつ新婚世帯月額2万円2年間（2年目1万円）、転入でかつ学生世帯月額2万円2年間。過疎地域は金額1.5～2倍 ヤチン シガイ カソ チイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン								南砺市民間賃貸住宅居住補助金		南砺市民間賃貸住宅居住補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		家を借りる		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン		県外から転入し、民間賃貸住宅（集合住宅や一戸建て住宅）に入居した人に、家賃の一部（最高：月額1万5千円、補助期間：3年間）を助成。 ケンガイ テンニュウ ミンカン チンタイ ジュウタク シュウゴウ ジュウタク イッコ ダ ジュウタク ニュウキョ ヒト ヤチン イチブ サイコウ ゲツガク マン セン エン ホジョ キカン ネンカン ジョセイ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン								移住定住促進補助（住宅家賃）		移住定住促進補助（住宅家賃）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を借りる		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		市長が指定する人材育成事業等を受講し、市内の賃貸住宅等に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2以内を補助。上限3万円/月、最大5年、年を経るごとに上限額漸減。		自然共生室		0768-82-7720		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金								珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を借りる		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		４０未満の新婚世帯が市内の民間賃貸住宅等に入居し生活する場合に月１万円を最大２年間補助します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金								かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を借りる		井倉団地に係る入居者負担額の特例		「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が受けられます。		基盤整備課
建築住宅担当 ケンチク ジュウタク タントウ		0554-43-1111
(内線137)		井倉団地に係る入居者負担額の特例								井倉団地に係る入居者負担額の特例		井倉団地に係る入居者負担額の特例

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン		市外より定住促進住宅へ入居する方を対象に、転入日から2年間、月額5,000円～10,000円家賃を助成する。 シガイ テイジュウ ソクシン ジュウタク ニュウキョ カタ タイショウ テンニュウ ビ ネンカン ツキ ガク エン エン ヤチン ジョセイ		建設課
管理担当 ケンセツ カ カンリ タントウ		0551-22-1111
(内線246,247)		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン								定住促進住宅の家賃助成金		定住促進住宅の家賃助成金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		家を借りる		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅（社宅等は除く）若しくは空き家に新たにお住まいになる、50歳以下の世帯に対して家賃の一部を補助 チョウナイ モ ア ヤ サイ イカ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン								山ノ内町移住促進家賃補助金		山ノ内町移住促進家賃補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅		少子高齢化により地域活力の低下を防ぐため、市内６団地３８戸の定住（ＵＩターン者用住宅を含む）を整備し安価に提供しています。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0573-66-1111		若者定住促進住宅								若者定住促進住宅		若者定住促進住宅		0

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		住まい		家を借りる		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市への若年層の定住を促進するため、美濃市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助
月1万円（補助期間は24か月まで）		建設部
都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-1122		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度								美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		Ｕ・Ｉ・Ｊターンで下呂市内に就職をした若者を対象に、家賃の一部を補助します。（35歳未満の方対象。民間の借家・アパート等（社宅・社員寮等及び公共的な住宅を除く））		観光商工部
商工課 カンコウ ショウコウ ブ ショウコウカ		0576-24-2222		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ								若者定住促進事業		若者定住促進事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		町内の民間賃貸住宅に3年以上移住することを前提に入居する者に対し、家賃の一部を助成します。12ヶ月間。基本奨励金：（実質家賃－４万円）×１／２以内。上限月額１万円。加算要件該当で別途加算あり		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		賃貸住宅家賃助成奨励金制度								賃貸住宅家賃助成奨励金制度		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		244431		三重県		大台町		住まい		家を借りる		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン		大台町が定める高齢化率を50％を超える地域へ、移住された方に3,000円／人を２カ年助成。 オオダイ チョウ サダ コウレイカ リツ コ チイキ イジュウ カタ エン ニン ネン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン								大台町移住支援助成金		大台町移住支援助成金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を借りる		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、民間の賃貸住宅で生活されている場合に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 								洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助金交付事業		婚姻届出3年以内の新婚世帯の方で、平成26年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の契約をされた方に、月額1万円を上限に、３年間の家賃補助を行います。		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125		新婚世帯家賃補助金交付事業								新婚世帯家賃補助金交付事業		新婚世帯家賃補助金交付事業

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		家を借りる		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ		定住支援用の住宅に居住し、豊岡市での生活を体験しながら定住の準備を行う。○支援用住宅間取り３DK、使用料（月額）23,000円、入居期間最大２年間※他、３LDK、２DKの支援用住宅も有 テイジュウ シエンヨウ ジュウタク キョジュウ トヨオカ シ セイカツ タイケン テイジュウ ジュンビ オコナ シエンヨウ ジュウタク マド シヨウリョウ ゲツガク エン ニュウキョ キカン サイダイ ネンカン ホカ シエンヨウ ジュウタク アリ		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ								豊岡市定住促進（お試し居住）事業		豊岡市定住促進（お試し居住）事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成事業		平成25年4月1日以後婚姻し、市内の賃貸住宅に居住する新婚世帯に対し、家賃の一部を赤穂商工会議所商品券で最大3年間助成。市外からの転入者には加算有り。		企画広報課		0791-43-6867		新婚世帯家賃助成事業								新婚世帯家賃助成事業		新婚世帯家賃助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助。（家賃が５万円未満の場合は月額５千円、家賃が５万円以上の場合は月額１万円。）最長36ヶ月。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ								新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に居住する者に対して月額1万円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン								民間賃貸住宅補助金		民間賃貸住宅補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		町内の定住促進住宅に居住する者に対して1号館は月額1万円、2号館は5千円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン								定住促進住宅補助金		定住促進住宅補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ		新婚・子育て世帯向けに建設した町営住宅に入居するについて、一定の条件を満たす場合、家賃負担額の半額補助を行う制度です。 シンコン コソダ セタイ ム ケンセツ チョウエイ ジュウタク ニュウキョ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ オコナ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ								地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に入居している新婚・子育て世帯について、一定の条件を満たす場合、実質家賃負担額の半額を補助する制度です。 チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ シンコン コソダ セタイ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ジッシツ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン								民間賃貸住宅入居者家賃補助金		民間賃貸住宅入居者家賃補助金

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ		村内で住宅を借りて居住する者に対して、家賃から１万円を除いた２分の１を村が補助する制度。 ソンナイ ジュウタク カ キョジュウ モノ タイ ヤチン マンエン ノゾ ブン ムラ ホジョ セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ								若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を借りる		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ		町内でお仕事をされる単身の方で、移住までの当分の期間入居できます。
賃料：1.1万～1.2万円、間取り：1K、入居期限：2年間 チョウナイ シゴト タンシン カタ イジュウ トウブン キカン ニュウキョ チンリョウ マン マンエン マド ニュウキョ キゲン ネンカン		建設課 ケンセツカ		0859-82-1113		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ								定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		新婚さん住まい応援事業		夫婦いずれも４０歳未満の新婚世帯の民間住宅賃貸費用の一部を助成します。結婚１年以内の夫婦でいずれも４０歳未満の新婚世帯に月額１万円（２４カ月間）、ＵＩターン者の場合は、月額５千円を加算（１２カ月間） ケッコン フウフ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		新婚さん住まい応援事業								新婚さん住まい応援事業		新婚さん住まい応援事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク		住宅を賃貸する移住者に対し家賃の３か月分か１０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で家賃１カ月分か３万円の低い額を加算。合計１８万円上限 ジュウタク チンタイ イジュウ シャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン ゴウケイ マンエン ジョウゲン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク								第二次定住奨励事業（賃貸住宅）		第二次定住奨励事業（賃貸住宅）

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		全４パターンの住宅から好きなものを選び、町有地に住宅を建築。入居時に12万円と、4万円/月の家賃を支払って25年住み続ければ所有権の譲渡をします。 ゼン ジュウタク ス エラ マチ ア チ ジュウタク ケンチク ニュウキョ ジ マンエン マンエン ツキ ヤチン シハラ ネン ス ツヅ ショユウケン ジョウト		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		大 ダイ		新築住宅がなんと家賃4万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかも、25年後には自分のものに！ シンチク ジュウタク ヤチン マンエン ネンゴ ジブン				定住促進賃貸住宅		定住促進賃貸住宅

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を借りる		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		40歳以下で、小学生までの子ども（妊娠中も可）を持つ子育て世帯のための住宅（家賃3万円）。20年以上の定住が条件で、20年住めば住宅を無償譲渡、25年住めば宅地を無償譲渡。 サイイカ ショウガクセイ コ ニンシンチュウ カ モ コソダ セタイ ジュウタク ヤチン マンエン ネン イジョウ テイジュウ ジョウケン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト ネン ス タクチ ムショウ ジョウト		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		中 チュウ		若者定住住宅　家賃3万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年住めば住宅を無償譲渡 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ヤチン マンエン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト				若者定住住宅		若者定住住宅

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金		市内の民間賃貸住宅（家賃３万円以上）に入居する新婚世帯（婚姻日から１年以内）を対象に、月額１万円の家賃助成金を２年間交付 タイショウ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282		新婚世帯家賃助成金						1		新婚世帯家賃助成金		新婚世帯家賃助成金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		賃貸物件を借り、夫婦どちらかが40歳未満又は義務教育終了までのお子さんがいれば、家賃の4割を助成。【月額上限1万5千円、対象期間60ヶ月】 チンタイ ブッケン カ フウフ サイ ミマン マタ ギム キョウイク シュウリョウ コ ヤチン ワリ ジョセイ ゲツガク ジョウゲン マン センエン タイショウ キカン ゲツ		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ								民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		庄原市新婚世帯定住促進補助金		夫婦とも40歳未満の新婚世帯が民間の賃貸住宅に住む場合，月額家賃から3万円を引いた金額を補助（上限2万円，補助期間12ヶ月）。夫婦どちらかが市外に通勤する場合は月額3,000円を加算		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		庄原市新婚世帯定住促進補助金								庄原市新婚世帯定住促進補助金		庄原市新婚世帯定住促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		定住促進住宅		市外からの転入者および中堅所得者等に賃貸する住宅で，入居要件は次のどちらかを満たすこと。①世帯の収入(月収額)が158,000円以上であること②市外からの転入者または企業等の市外からの転勤者であること ツギ		都市整備課		0824-73-1172		定住促進住宅								定住促進住宅		定住促進住宅

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅		45歳未満の方や義務教育終了前の子どもがいる方等を対象とした住宅。		都市・建築局住宅営繕課		0829-30-9177		定住促進住宅								定住促進住宅		定住促進住宅

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を借りる		子育て住宅 コソダ ジュウタク		子育て世帯の負担軽減のための住宅提供。建物：４階建て３DK、家賃等35,000円、共益費2,000円、駐車場1,000円、その他：高校3年生以下1名扶養につき5,000円の控除（上限20,000円） コソダ セタイ フタン ケイゲン ジュウタク テイキョウ タテモノ カイダ ヤチン トウ ０００エン キョウエキヒ ０００エン チュウシャジョウ ０００エン タ コウコウ ネンセイイカ メイ フヨウ 000エン コウジョ ジョウゲン 000エン		建設課 ケンセツ カ		0846-65-3124		子育て住宅 コソダ ジュウタク								子育て住宅		子育て住宅

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		子育て家庭家賃補助事業		民間賃貸住宅に居住し、小学６年生までの児童を養育している世帯に対し、家賃から４万円を差し引き、月額１万円を上限に60カ月補助。諸要件有 アリ		子育て支援課		0847‐25‐0295		子育て家庭家賃補助事業								子育て家庭家賃補助事業		子育て家庭家賃補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅（甲山宿舎）に入居された方へ補助金を交付		建設課		0847‐22‐5309		雇用促進住宅家賃補助金								雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅家賃補助金

		352012		山口県		下関市		住まい		家を借りる		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク		過疎地域への人口定住促進。（地域限定）
本市へのUJIターン希望者に対して、一定期間（最長5年間）低家賃で賃貸するもの。		企画課 キカクカ		083-231-1911		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク								　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		家を借りる		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク		UJIターン希望者を対象とした賃貸住宅を提供しています。入居者の募集は、ホームページ等で行います。（入居期間原則3年間） キボウシャ タイショウ チンタイ ジュウタク テイキョウ ニュウキョ シャ ボシュウ トウ オコナ ニュウキョ キカン ゲンソク ネンカン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク								UJIターン促進住宅		UJIターン促進住宅

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		結婚を機に柳川市内の民間賃貸住宅に新居を構える結婚後１年以内の新婚世帯に対して家賃の２分の１（月額上限１万円）を限度に申請月から最長２年間奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423		新婚世帯家賃支援事業								新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを生み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を最大36万円（月額上限1万円・最長36カ月）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		新婚世帯家賃支援事業								新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		市営住宅整備事業 		市内9つの市営住宅を整備します。		都市対策課
都市対策係 トシ タイサク カ トシ タイサク ガカリ		0942-65-7029		市営住宅整備事業 								市営住宅整備事業 		市営住宅整備事業 

		402125		福岡県		大川市 オオカワ		住まい		家を借りる		大川市新婚世帯家賃補助金		市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯を対象に、家賃の一部を補助します。		企画課		0944-85-5573		大川市新婚世帯家賃補助金								大川市新婚世帯家賃補助金		大川市新婚世帯家賃補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を借りる		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、市外からの転入者に対し、1年間2万円/月の家賃を補助 クニ ウワノ シガイ テンニュウシャ タイ ネンカン ツキ ヤチン ホジョ		農林商工観光課農政係 ノウリン ショウコウ カンコウカ ノウセイ ガカリ		0943-75-4975		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ								新規就農促進事業		新規就農促進事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を借りる		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ		小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間アパートに転入または校区外から転居した場合、３年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額２万円 ショウ シンコン ウチウラ ト キリ コウク ミンカン テンニュウ コウク ガイ テンキョ ネンカン ヤチン ホジョ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ								内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を借りる		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ		過去1年間に婚姻届出をしている夫婦のいずれも40歳未満の新婚世帯が、民間賃貸住宅に入居した場合、家賃補助金を交付します。また、居住するために住宅のリフォームを行った場合、増改築等補助金を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ								多久市新婚世帯家賃等補助事業		多久市新婚世帯家賃等補助事業

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		賃貸住宅入居費補助金		新規転入者が賃貸住宅を借上げて市内に転入する場合、転居費用の一部補助として10万円を交付※3人以上の家庭の場合、世帯員加算あり セタイイン		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)		賃貸住宅入居費補助金								賃貸住宅入居費補助金		賃貸住宅入居費補助金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		定住促進住宅　家賃減額制度		子育て支援や市外からの転入促進を目的として、中学生以下の子どもがいる世帯は子どもの人数に応じて2,000～5,000円、新規転入世帯は入居階数に応じて2,000～3,000円、定住促進住宅の家賃を減額 コ ニンズウ オウ ニュウキョ カイスウ オウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0956-72-1111(内線214)		定住促進住宅　家賃減額制度								定住促進住宅　家賃減額制度		定住促進住宅　家賃減額制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚1年以内のご夫婦で、町内民間住宅にこれからお住まいの方へ家賃の一部を補助します。
補助額：２万円（限度額）、期間２年間 シンコン ネン イナイ フウフ チョウナイ ミンカン ジュウタク ス カタ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク マンエン ゲンド ガク キカン ネンカン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ								新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を借りる		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン		転入し3年以上借家等に居住する人（1世帯1回限り5万円） テンニュウ ネン イジョウ シャクヤ トウ キョジュウ ヒト セタイ カイ カギ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン								転入者引越し奨励金		転入者引越し奨励金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド		町が指定する区域内の賃貸住宅に入居している方で、小学生・中学生と同居している扶養親族に対して、
小学生1人当たり月額2万円、中学生1人当たり月額1万円助成金を支給 ジョセイキン シキュウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド								賃貸住宅家賃助成金制度		賃貸住宅家賃助成金制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		市中心部にほど近いアパートを新婚さん専用の市営住宅として改修しました。内装水回りの整備や間取り変更など若いカップルのニーズに合うようリニューアル。広々３ＤＫ、駐車場代込みで家賃はなんと４万円です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ								～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅として改修した物件に新婚・子育て世帯が１年以上居住した場合に助成します｡（3万6千円） セイカツ オウエン ジュウタク		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		中 チュウ		新婚・子育て世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年以上の住居で3.6万円の補助 シンコン コソダ セタイ ネンイジョウ ジュウキョ マンエン ホジョ				生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク		市外にお住まいの子育て世帯の方が、「若者定住促進住宅」に入居した場合、子どもの人数に応じて家賃を減額します。（最少家賃1万円/月）		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1112		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク								若者定住促進住宅		若者定住促進住宅

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン		「子育て世帯」が町内の賃貸住宅に移住した際に「移住報奨金」を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン								子育て世帯移住報奨金		子育て世帯移住報奨金

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ		転入・新婚世帯の町内定住を促進するため、月額３万円(実際負担している金額)を超える民間賃貸住宅の家賃を支払っている者に対し家賃の一部を最大24月間補助。 テンニュウ シンコン セタイ チョウナイ テイジュウ ソクシン ゲツガク マンエン ジッサイ フタン キンガク コ ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン シハラ モノ タイ ヤチン イチブ サイダイ ツキカン ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ								定住促進賃貸住宅家賃補助事業		定住促進賃貸住宅家賃補助事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		家を借りる		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク		定住促進及び地域の活性化を推進する目的で、U・Iターン者を対象として、貸し出す住宅です。 シャ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク								定住促進住宅		定住促進住宅

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォームに要する費用の一部を助成。【対象工事】市内建設業者が行う５０万円以上のリフォーム
【助成金額】リフォームに要する費用の１／１０（上限２０万円） ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ コウジ シナイ ケンセツ ギョウシャ オコナ マンエン イジョウ ジョセイ キンガク ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン		建設部
建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		(0134)32-4111
内線354		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ								住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		012041		北海道		旭川市		住まい		家を購入する・改修する		旭川市山村定住促進補助金		江丹別地域に土地や住宅を購入し移住した方に対し，購入費の15％(上限150万円)を補助。市内業者を通して家を購入・新築した場合は更に住宅購入費の10％(上限100万円)を補助。		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316		旭川市山村定住促進補助金								旭川市山村定住促進補助金		旭川市山村定住促進補助金

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン		市内で持家を新築または購入し居住する子育て世帯に対し、住宅等の固定資産税及び都市計画税の合計額の2分の1相当額を助成。持ち家取得による子育て世代の市内定住を促進する。		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン								子育て世代持家住宅促進		子育て世代持家住宅促進

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ		市内計8区画(海岸町、字天都山、北12西2、字潮見)
230.00㎡～667.57㎡、1,633,000円～5,922,000円 シナイ ケイ クカク エン エン		財政課管財係 ザイセイ カ カンザイ カカリ		0152-44-6111(内線242)		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ								宅地の販売・分譲		宅地の販売・分譲		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ		市内で住宅を取得し、自ら居住する場合、市のリフォーム融資資金（50万円以上、限度額500万円）を利用可能。 シナイ ジュウタク シュトク ミズカ キョジュウ バアイ シ ユウシ シキン マンエン イジョウ ゲンド ガク マンエン リヨウ カノウ		建築課建築係 ケンチク カ ケンチク カカリ		0152-44-6111(内線254)		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ								住宅改修に対する助成等		住宅改修に対する助成等		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内に住所を有する60歳以上の方等がバリアフリー化工事及び断熱・防寒工事を実施する場合、経費の一部を助成（上限20万円）。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン								住宅バリアフリー改修促進助成金		住宅バリアフリー改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内にある木造住宅の耐震診断、耐震改修をする場合に、耐震診断は上限3万円、耐震改修は上限30万円以内の助成を行う。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン								木造住宅耐震改修促進助成金		木造住宅耐震改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住促進助成制度		土地付き新築住宅の建築、土地付き分譲住宅・中古住宅を購入した市外からの転入者に対し、最大150万円の助成金を交付。		総務部企画課
政策調整グループ ソウム ブ キカク カ セイサク チョウセイ		0126-62-3137		移住・定住促進助成制度								移住・定住促進助成制度		移住・定住促進助成制度

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		持ち家取得奨励事業		芦別市に定住するために住宅を新築または中古物件を購入した方などに奨励金を交付。（新築…市内業者建設のみ100万円、中古…購入価格の1/10上限50万円）		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111		持ち家取得奨励事業								持ち家取得奨励事業		持ち家取得奨励事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		快適な住環境の整備のために、住宅リフォーム工事等に要した経費の一部を助成。（改修工事費の1/5上限20万円）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111		住宅リフォーム助成事業												○		事業概要以下が他市の内容 ジギョウ ガイヨウ イカ タ シ ナイヨウ

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ		市内建設業において住宅を新築した場合、居住部分１㎡につき１万円（上限１００万円）を助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク シンチク バアイ キョジュウ ブブン マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ								住宅建築に対する助成		住宅建築に対する助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ		市内建設業において住宅の増築、改築、修繕、設備に対する改修を行い、その費用が１００万円以上の工事の場合、２０万円（定額）助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク ゾウチク カイチク シュウゼン セツビ タイ カイシュウ オコナ ヒヨウ エンイジョウ コウジ バアイ マンエン テイガク ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ								住宅改修に対する助成		住宅改修に対する助成

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ		・文京ﾆｭｰﾀｳﾝ101区画、264.48～453.15㎡、396.7～648.2万円・福住住宅地37区画、306.24～992.25㎡、457.9～1,915.1万円 ブンキョウ クカク マン エン フクズミ ジュウタクチ クカク マンエン		開発振興課 カイハツ シンコウ カ		0123-42-5501		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ								土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい ス		家を購入する・改修する		ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲中 ブンジョウ チュウ		総務部財政課 ソウム ブ ザイセイカ		0125-28-8008		ニュータウンせせらぎ分譲								ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を購入する・改修する		滝川市住宅改修補助制度		所有する住宅の改修に係る経費、所得合計５８０万円以下の世帯。補助対象経費×１０パーセント、上限５０万円。 ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ケイヒ ショトク ゴウケイ マン エン イカ セタイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040		滝川市住宅改修補助制度								滝川市住宅改修補助制度		滝川市住宅改修補助制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		家を購入する・改修する		ハートフル住まいる助成事業		①新築、建売、中古住宅購入助成：最大4％（上限90万円）
②住宅改修助成：工事費の15％（上限30万円）地元企業利用が条件 シンチク ジモト キギョウ リヨウ ジョウケン		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121		ハートフル住まいる助成事業								ハートフル住まいる助成事業		ハートフル住まいる助成事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン		介護保険住宅改修の上乗せ分として、介護保険認定者のみ利用可能。介護保険住宅改修制度で認められた工事。15万円を上限額として、9割を助成 ガク		保健福祉部　介護福祉課 ホケン フクシ ブ カイゴ フクシカ		0123-33-3131
内線1224		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン								恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		身体障害者等の住宅にかかる手すりの取付、段差の解消など。補助率：9/10(低所得者は1/10の自己負担額の軽減有り)。上限額15万円。 トウ ジュウタク ホジョリツ マン		保健福祉部　障がい福祉課 ホケン フクシ ブ ショウ フクシカ		0123-33-3131内線1215		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金								恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		市内にある木造住宅の耐震診断及び改修工事に掛かる費用を補助する。耐震診断に要する経費の額（１の住宅につき上限額5万円）、耐震改修工事に要する費用（上限額30万円） シナイ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ カイシュウ コウジ カ ヒヨウ ホジョ タイシン シンダン ヨウ ケイヒ ガク ジュウタク ジョウゲン ガク マンエン タイシン カイシュウ コウジ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		建設部 建築課 		0123-33-3131
内線2531		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業						1		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド		北広島市に初めて住宅を取得される方に50万円助成します。
50歳未満で同じ世帯に18歳以下の子どもがいる方が対象です。 キタヒロシマシ ハジ ジュウタク シュトク カタ マンエン ジョセイ サイ ミマン オナ セタイ サイ イカ コ カタ タイショウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド								ファーストマイホーム支援制度		ファーストマイホーム支援制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		北広島市内に居住、所有の住宅の改修に係る補助対象経費の1/10（上限10万円）を助成します。 キタヒロシマシ ナイ キョジュウ ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ		木造住宅の耐震化促進のため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に所有者が耐震診断・改修工事を行う際に要する経費の一部を助成します。		建築課 ケンチクカ		011-372-3311		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ								木造住宅耐震診断・改修支援事業		木造住宅耐震診断・改修支援事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		住まい		家を購入する・改修する		みのり支援金 シエンキン		みのり団地に住宅を新築し、居住された方に①子育て支援金年間１０万円②温泉入浴支援年間８万円③定住支援金として年間６万円を３年間のいずれか。 ダンチ ジュウタク シンチク キョジュウ カタ コソダ シエンキン ネンカン マン エン オンセン ニュウヨク シエン ネンカン マンエン テイジュウ シエンキン ネンカン マンエン ネンカン		総務課 ソウムカ		0126-57-2111		みのり支援金 シエンキン						1		みのり支援金		みのり支援金

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		住まい		家を購入する・改修する		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト		一定の要件を備えた住宅の新築を条件に移住者へ土地を無償譲渡する。 イッテイ ヨウケン ソナ ジュウタク シンチク ジョウケン イジュウシャ トチ ムショウ ジョウト		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト								土地無償譲渡		土地無償譲渡

		013641		北海道		乙部町 オトベチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		緑町・滝瀬・花磯地区で宅地を分譲 ミドリマチ タキセ ハナ イソ チク タクチ ブンジョウ		建設課管理係 ケンセツカ カンリ カカ		0139-62-2311		宅地分譲 タクチ ブンジョウ								宅地分譲		宅地分譲

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		今金町地場材活用促進補助金		地元地場材（カラ松・トド松）を使用し、町内業者施工により自ら居住する住宅等を建築される方に費用の一部を補助します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111		今金町地場材活用促進補助金								今金町地場材活用促進補助金		今金町地場材活用促進補助金

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		町民の居住環境の向上と地域経済の活性化対策の一環として、住宅を持つ町民の方が
町内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111		住宅リフォーム助成事業								住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン		新築、建替え、又は購入住宅の固定資産税相当額の５年間分を商品券で交付		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン								蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ		本町に定住を確約できるＵターン者等で、契約締結後２年以内で、自家住宅を建築する場合、２０年間無料で貸付し、２０年後に安い価格にて譲渡		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ								蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド		土地を購入し、3年度以内に新築または建売住宅を購入した方を対象として、土地購入価格の1/10【指定区域（用途地域内）上限20万円、まほろば地区上限50万円】を助成。		まちづくり計画課		0135-21-2124		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド								住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド		町内業者施工で50万円（税抜）以上の工事をした場合、補助対象工事費の1/5を助成（上限20万円）。※リフォーム工事での設備設置を含む		まちづくり計画課		0135-21-2124		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド								住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		南幌町の住宅団地「ニュータウンみどり野」の宅地を300万円台から分譲中。また、地元割引・子育て・高齢者支援として対象者のいる世帯はさらに30％OFF		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ								宅地分譲キャンペーン事業		宅地分譲キャンペーン事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		家を購入する・改修する		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク		町内に住宅を新築（新築住宅の購入を含む）した場合、住宅の固定資産税相当額を５年間交付
※但し、子どもがいる世帯は最長18年（子どもが高校を卒業するまで）助成 チョウナイ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ フク バアイ ジュウタク タダ コ セタイ コ コウコウ ソツギョウ ジョセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク								やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ		妹背牛町以外に居住されている方で、分譲決定後2年以内に自己住宅を完成できる方に町有地を１坪5,000円で販売。（対象者拡大予定) モセウシチョウ イガイ キョジュウ カタ ブンジョウ ケッテイ ゴ ネン イナイ ジコ ジュウタク カンセイ カタ チョウユウチ ツボ エン ハンバイ タイショウシャ カクダイ ヨテイ		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ								定住促進対策事業　宅地分譲		定住促進対策事業　宅地分譲

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ		宅地を1㎡＝1円で販売。宅地が低価格の上に、暮らしやすさが魅力のため、道内外からの移住実績も多く、第１期（１３区画）、第２期（１０区画）は完売しました。好評につき第３期募集を間もなく開始予定です。 タクチ エン ハンバイ タクチ テイカカク ウエ ク ミリョク ドウナイ ガイ イジュウ ジッセキ オオ ダイ キ クカク ダイ キ クカク カンバイ コウヒョウ ダイ キ ボシュウ マ カイシ ヨテイ		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ								定住促進団地分譲販売		定住促進団地分譲販売

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ		永住することを目的として、土地を購入し住宅を新築した方に住宅取得奨励金を支給します。奨励金の額は住宅用地取得代金の1/2（上限100万円）。ただし、39歳以下の方が申請された場合、20％増額 エイジュウ モクテキ トチ コウニュウ ジュウタク シンチク カタ ジュウタク シュトク ショウレイキン シキュウ ショウレイキン ガク ジュウタク ヨウチ シュトク ダイキン ジョウゲン マンエン サイ イカ カタ シンセイ バアイ ゾウガク		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ								土地取得費用の一部助成事業		土地取得費用の一部助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		住宅を取得した人に対して最大450万円を助成 ジュウタク シュトク ヒト タイ サイダイ マンエン ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		大 ダイ		住宅を購入したら最大450万円補助！ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ				移住定住応援奨励金制度		移住定住応援奨励金制度

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		家を購入する・改修する		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド		住宅の新築・増改築を行う方に対し、補助対象経費1/2、50万円以内を補助（基本額）。子ども加算、転入加算、町内事業者加算、二世代同居加算があり、合計で最大130万円の補助金となります。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ホジョ キホン ガク コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン ニ セダイ ドウキョ カサン ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド								鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ		新築購入費等の10％助成（100万円以内）、中古住宅購入費等の10％助成（30万円以内）
移住者20～40万円加算、中古住宅購入リフォーム経費50％助成（50万円以内）※一部は地域通貨で交付 シンチク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ チュウコ ジュウタク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ イジュウシャ マンエン カサン チュウコ イナイ イチブ チイキ ツウカ コウフ		企画課企画振興係 キカクカ キカク シンコウ カカリ		0167-52-2115		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ								マイホーム建設促進事業		マイホーム建設促進事業

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		建設業者が自ら行う、１００万円以上の住宅新築・改築工事で、町内業者で新築施工の場合定額60万（町外業者は１/２）。町内改修は定額30万（町外業者は１/２）。助成金の１/３を地域通貨で交付。 ジュウタク シンチク カイチク コウジ チョウナイ ギョウシャ シンチク セコウ バアイ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ チョウナイ カイシュウ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ ジョセイキン チイキ ツウカ コウフ		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業								剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ		土地を購入し、１０年居住すると土地代全額返却 トチ コウニュウ ネン キョジュウ トチダイ ゼンガク ヘンキャク		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ								北星団地宅地分譲募集要綱		北星団地宅地分譲募集要綱

		014702		北海道		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ		住宅増改築に対し、最大５０万円の補助 ジュウタク ゾウカイチク タイ サイダイ マンエン ホジョ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ								音威子府村増改築経費補助事業		音威子府村増改築経費補助事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい		家を購入する・改修する		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ		新築に対し、最大１３０万円の補助。基礎工事が必要な場合、１８万円上乗せ。 シンチク タイ サイダイ マンエン ホジョ キソ コウジ ヒツヨウ バアイ マンエン ウワノ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ								音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中川町新築・リフォーム促進事業		新築住宅の建設に対して200万円を、住宅リフォーム工事に対して60万円を限度に対象工事費用の20％を交付します。ただし、平成27年3月31日までに完了する工事が対象となります。 シンチク ジュウタク ケンセツ タイ マンエン ジュウタク コウジ タイ マンエン ゲンド タイショウ コウジ ヒヨウ コウフ ヘイセイ ネン ガツ ニチ カンリョウ コウジ タイショウ		総務課
企画財政室 ソウムカ キカク ザイセイシツ		01656-7-2819		中川町新築・リフォーム促進事業								中川町新築・リフォーム促進事業		中川町新築・リフォーム促進事業

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		幌加内町定住促進条例制度		住宅建設に係る課税標準額の１００分の１５以内、１００万円を上限として支給、特別住宅については１５０万円が限度。		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123		幌加内町定住促進条例制度								幌加内町定住促進条例制度		幌加内町定住促進条例制度

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ		町民が町内業者により住宅のリフォームをした場合工事費の2/5（上限３０万円）を助成。（町外業者の場合上限２０万円を助成） チョウミン チョウナイ ギョウシャ ジュウタク バアイ コウジヒ ジョウゲン マン エン ジョセイ チョウガイ ギョウシャ バアイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ								住宅リフォーム交付事業		住宅リフォーム交付事業

		014818		北海道		増毛町		住まい		家を購入する・改修する		増毛町住宅リフォーム等補助事業		1．100万円以上の住宅改修費の補助。（定額30万円）
2．住宅解体工事費の補助。（上限30万円）
3．空き家の購入費用補助。（上限30万円＋※10万円（敷地））		建設水道課
建築係		0164-53-1115		増毛町住宅リフォーム等補助事業								増毛町住宅リフォーム等補助事業		増毛町住宅リフォーム等補助事業

		014834		北海道 ホッカイドウ		苫前町 トママエチョウ		住まい		家を購入する・改修する		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		町内建設業者で住宅整備行う場合、工事費の一部を助成。U・Ｉターン者、これから苫前町に居住しようとする方も対象となります。例：新築工事※対象床面積1㎡当たり15,000円（200万円以内） シャ レイ イナイ		建設課 ケンセツカ		0164-64-2315		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について								苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン		町内に移住し、住宅の新築または住宅を購入された６５歳未満の方に対し最大２００万円を交付。（５年間の分割交付、交付金の一部は町内商品券で交付） チョウナイ イジュウ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ サイ ミマン カタ タイ サイダイ マンエン コウフ ネンカン ブンカツ コウフ コウフキン イチブ チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン								移住促進交付金		移住促進交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン		町内で住宅の新築または住宅を購入で取得された６５歳未満の方に対し、５年間、住宅にかかる固定資産税分を町内商品券で交付。 チョウナイ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ シュトク サイ ミマン カタ タイ ネンカン ジュウタク コテイ シサンゼイ ブン チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン								定住支援交付金		定住支援交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ		町内に住所を有し、町内に存する自分の持家を町内の業者で５０万円以上のリフォーム工事を行った場合、要した費用の３分の１（上限３０万円）を補助する。 チョウナイ ジュウショ ユウ チョウナイ ゾン ジブン モチイエ チョウナイ ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ ヨウ ヒヨウ ブン ジョウゲン マンエン ホジョ		産業課商工観光・林政グループ サンギョウ カ ショウコウ カンコウ リンセイ		0152-25-3601		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ								清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン		７０㎡以上の新築、１０年以上居住者に補助。補助基本額５０万円、町内の森林認証材使用５０万円、同居する１８歳未満の子ども１人につき２５万円、町内プレカットセンター加工材使用５０万円 イジョウ シンチク ネン イジョウ キョジュウ シャ ホジョ ホジョ キホン ガク マン エン チョウナイ シン リン ニンショウ ザイ シ ヨウ マンエン ドウキョ サイ ミマン コ ヒトリ マンエン チョウナイ カコウ ザイ シ ヨウ マンエン		施設整備課　建築係
町づくり企画課　企画係 シセツ セイビ カ ケンチク カカ マチ キカク カ キカク カカ		0157-52-3314
0157-52-3312		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン								置戸町森と住まいの支援補助金		置戸町森と住まいの支援補助金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン		町内に住宅を所有又は借用し、町内に住所を有する個人又は法人に助成。
改修工事費の２０％以内で５０万円を限度に町商工会発行の商品券を支給。町外業者の場合は１／２ チョウナイ ジュウタク ショユウ マタ シャクヨウ チョウナイ ジュウショ ユウ コジン マタ ホウジン ジョセイ カイシュウ コウジ ヒ イナイ マンエン ゲンド マチ ショウコウ カイ ハッコウ ショウヒン ケン シキュウ チョウガイ ギョウシャ バアイ		町づくり企画課
企画係 キカク カカ		0157-52-3312		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン								住宅改修奨励金		住宅改修奨励金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		境野親交新団地６区画（１区画約１４０坪499,800円） サカイノ シンコウ シン ダンチ クカク クカク ヤク ツボ エン		総務課管財係 ソウム カ カンザイ カカ		0157-52-3311		宅地分譲 タクチ ブンジョウ								宅地分譲		宅地分譲

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ		町内建設業者により、町内に個人の住宅を新築・増築・改修する場合、費用の一部を助成します。 チョウナイ ケンセツギョウ シャ チョウナイ コジン ジュウタク シンチク ゾウチク カイシュウ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		経済課
商工観光係 ケイザイ カ ショウコウ カンコウ ガカリ		01587-2-1200		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ								住宅建設促進事業		住宅建設促進事業

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン		村の景観指針に基づき、美しい景観づくりのために村民等が行った事業（住宅等の色彩統一や廃屋解体事業など）の経費の一部を助成する。 ムラ ケイカン シシン モト ウツク ケイカン ソンミン ナド オコナ ジギョウ ジュウタク ナド シキサイ トウイツ ハイオク カイタイ ジギョウ ケイヒ イチブ ジョセイ		企画総務課 キカク ソウムカ		0158-87-2111		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン								美しい村づくり事業推進補助金		美しい村づくり事業推進補助金

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		持ち家建設奨励補助金		村に住所を有し村内に一戸建て専用住宅を建設する者に対し、1棟定額100万円の補助金を交付する。また、指定宅地に建設の場合は建設後10年間の宅地使用料を無料とする。		住民課		0158-87-2111		持ち家建設奨励補助金								持ち家建設奨励補助金		持ち家建設奨励補助金

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地において住宅建築予定者に無償で貸付を行い、一定期間に住宅を建築した際に無償譲渡する。 イジュウ タクチ ジュウタク ケンチク ヨテイシャ ムショウ カシツケ オコナ イッテイ キカン ジュウタク ケンチク サイ ムショウ ジョウト		財務企画課 ザイム キカク カ		0158-84-2121		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡								移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン		大空町内の一戸建て住宅に売買により住み替えした方を対象に売買金額の50%、限度額２０万円を助成。１年以内に改修工事実施の際は改修工事費の３分の１以内、限度額３０万円を助成。賃貸借住み替え時の助成も有。 オオゾラ マチ ナイ イッコ タ ジュウタク バイバイ ス カ カタ タイショウ バイバイ キンガク ゲンド ガク マンエン ジョセイ ネン イナイ カイシュウ コウジ ジッシ サイ カイシュウ コウジ ヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ジョセイ チンタイシャク ジ ジョセイ アリ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン								大空町住み替え促進助成金		大空町住み替え促進助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン		大空町内の農村地区から市街地区に住み替えされる高齢者世帯（６５歳以上の者又は６５歳以上の者と１８歳未満の未婚の者で構成される世帯）に属する方に７万円の助成。 オオゾラ マチ ナイ ノウソン チク シガイ チク ス カ コウレイシャ セタイ サイ イジョウ モノ マタ サイ イジョウ モノ サイ ミマン ミコン モノ コウセイ セタイ ゾク カタ マンエン ジョセイ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン								大空町住み替え移転費用助成金		大空町住み替え移転費用助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン		大空町内の建設業者によって施工される、持家住宅のリフォーム工事に係る費用の３分の１以内、限度額３０万円を補助。 オオゾラ マチ ナイ ケンセツギョウ シャ セコウ モチイエ ジュウタク コウジ カカ ヒヨウ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョ		産業課商工G サンギョウカ ショウコウ		0152-74-2111		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン								大空町住宅リフォーム補助金		大空町住宅リフォーム補助金

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド		新築・中古住宅を購入される方に対して取得費の一部を助成。○新築住宅１軒につき上限70万円（町内事業者施工の場合は30万円分の商品券追加助成）○中古住宅１軒につき上限50万円（取得費の1/10以内）		企画調整課 キカク チョウセイカ		0142-66-2121		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド								持ち家住宅取得奨励制度		持ち家住宅取得奨励制度

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ		５０万円以上の洞爺湖町内の住宅等リフォーム工事を対象に１０万円の商品券を助成する。申込件数に上限あり、また、詳細についてはお問合せ下さい。 マンエンイジョウ トウヤコ チョウナイ ジュウタク ナド コウジ タイショウ マンエン ショウヒンケン ジョセイ モウシコミ ケンスウ ジョウゲン ショウサイ トイアワ クダ		産業振興課水産・商工グループ サンギョウ シンコウ カ スイサン ショウコウ		0142-74-3005		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ								洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、奨励金を交付。町内業者で建設（４０万円）、町内業者以外で建設（１０万円）、中古住宅取得（２５万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ショウレイキン コウフ チョウナイ ギョウシャ ケンセツ マンエン チョウナイ ギョウシャ イガイ ケンセツ マンエン チュウコ ジュウタク シュトク マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン								住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン		町内に住宅を取得し居住する方で、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、固定資産税納付額を子の人数に応じて交付する。 チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ カタ ドウキョ カゾク チュウガクセイ イカ コ バアイ コテイ シサンゼイ ノウフガク コ ニンズウ オウ コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン								子育て世代住宅取得支援金		子育て世代住宅取得支援金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ		町内に居住する住宅を取得するために、資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給する。（元金1,500万円限度とし、支払利子額の3分の1を助成） チョウナイ キョジュウ シュトク シキン ユウズウ ウ バアイ カリイレ シキン カカ リシ ホキュウ ガンキン マンエン ゲンド シハラ リシ ガク ブン ジョセイ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ								住宅取得資金利子補給		住宅取得資金利子補給

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事などのリフォーム工事を町内業者で行う場合、工事費の２分の１（最高１００万円）の補助を行う ショウ カイシュウ コウジ カイシュウ コウジ タイシン カイシュウ コウジ コウジ チョウナイ ギョウシャ オコナ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		建設水道課建設グループ ケンセツ スイドウ カ ケンセツ		0146-47-2518		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン								住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン		中古住宅を取得し、取得後１年以内にリフォーム工事を完了した場合、工事費の２分の１（最高５０万円）の補助を行う チュウコ ジュウタク シュトク シュトクゴ ネン イナイ コウジ カンリョウ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン								中古住宅取得物件リフォーム補助金		中古住宅取得物件リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン		町が認定する「まちの不動産屋さん」を介して売買が成立した場合は、不動産仲介手数料と同額を売主へ補助する。 チョウ ニンテイ フドウサン ヤ カイ バイバイ セイリツ バアイ フドウサン チュウカイ テスウリョウ ドウガク ウ ヌシ ホジョ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン										耐震補強工事補助事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ		町内業者で費用100万円以上の新築・増改築・リフォームを行った者に対し、10～30万円の補助 チョウナイ ギョウシャ ヒヨウ マンエン イジョウ シンチク ゾウカイチク オコナ モノ タイ マンエン ホジョ		建設課 ケンセツカ		0146-26-9010		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ								住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業

		016101		北海道		新ひだか町		住まい		家を購入する・改修する		新築・リフォーム等促進事業		新築／工事請負金額の５％（上限１００万円）、リフォーム・増改築／工事請負金額２００万円以上で、請負金額の１０％（上限５０万円）の補助※工事施工町内業者限定。（Ｈ２６年７月より予定） ネン ガツ ヨテイ		経済部建設課		0146-43-2111		新築・リフォーム等促進事業								新築・リフォーム等促進事業		新築・リフォーム等促進事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲		みなみ野団地９区画、407.5～499.98㎡、１㎡あたり5,300円		総務課 ソウムカ		01564-2-2111(内237)		土地の販売・分譲								土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内に住宅を新築した場合、延べ床面積に応じ最高50万円分の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)		定住住宅建設等促進奨励事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内の居住住宅をリフォームした場合、対象経費の10%分(上限20万円)の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)		定住住宅建設等促進奨励事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、住宅の法改修を行った場合、20万円を超える経費に対し、10万円を限度に町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)		定住住宅建設等促進奨励事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、新築の場合、子供一人あたり100万円を交付。町内建設業者による施工販売は、50万円を加算する。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。 コウフ		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)		子育て住宅建設費等助成事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、土地付き中古住宅購入の場合、子供一人あたり50万円(但し、購入額の1/3以内)。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)		子育て住宅建設費等助成事業

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド		延べ床面積が50㎡以上でかつ500万円以上であり新たな住宅を建設する者に、住宅建設面積1㎡当たり1万円を商品券で助成。業者が町内の場合上限100万円、町外の場合上限50万円。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド								定住促進住宅建設奨励制度		定住促進住宅建設奨励制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ		23区画142坪から186坪坪あたり13,000円で分譲。 ブンジョウ		総務課 ソウムカ		0156-66-2311		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ								いずみ野団地分譲		いずみ野団地分譲

		016357		北海道		新得町		住まい		家を購入する・改修する		持家等住宅建築促進制度		町内に住宅を新築された方に、町内で使用できるスマイルチケットをお祝い金として進呈。施工業者が町内業者の場合、５０万円、町外業者の場合は３０万円。また、固定資産税３年間分を助成します。		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521		持家等住宅建築促進制度								持家等住宅建築促進制度		持家等住宅建築促進制度

		016390		北海道		更別村		住まい		家を購入する・改修する		更別村住宅建設等助成金		住宅を新築又は購入し、その住宅に住所を有し、５年以上居住する者に対し、助成金を交付(限度額：新規100万円、中古住宅購入50万円、用地購入100万円）。 ゲンド ガク シンキ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ マンエン ヨウチ コウニュウ マンエン		建設水道課		0155-52-5200		更別村住宅建設等助成金								更別村住宅建設等助成金		更別村住宅建設等助成金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン		町内の建設業者により施工される住宅の新築、増改築に上限１００万円を交付 チョウナイ ケンセツ ギョウシャ セコウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク ジョウゲン マンエン コウフ		建設課建設室建築担当 ケンセツ カ ケンセツ シツ ケンチク タントウ		0156-25-2141内線382		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン								住環境整備補助金		住環境整備補助金

		016497		北海道		浦幌町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助金制度 キン セイド		住宅を新築・中古購入した場合、条件に応じて50～250万円（現金・商品券）を交付。 ジュウタク シンチク チュウコ コウニュウ バアイ ジョウケン オウ マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		まちづくり政策課 セイサクカ		015-576-2112		定住住宅取得補助金制度 キン セイド								定住住宅取得補助金制度		定住住宅取得補助金制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		家を購入する・改修する		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ		下幌呂夢の杜団地残3区画175.33坪～229.64坪坪平均単価17,800円
中幌呂分譲地残2区画171.13坪～197.22坪坪平均単価11,500円 シモホロロ ユメ モリ ダンチ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン ナカホロロ ブンジョウ チ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ								分譲地の販売		分譲地の販売

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン		新築・中古住宅取得に対する支援（工事契約額の1割）①新築上限額300万円②中古上限額100万円 シンチク チュウコ ジュウタク シュトク タイ シエン シンチク ジョウゲン ガク マンエン チュウコ ジョウゲンガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン								住宅取得支援		住宅取得支援

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン		住宅リフォームへの支援（工事契約額の2割）
助成上限額50万円 ジュウタク シエン コウジ ケイヤク ガク ワリ ジョセイ ジョウゲン ガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン								住宅リフォーム支援		住宅リフォーム支援

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		住まい		家を購入する・改修する		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ		対象者の条件を満たし、対象となる住宅の新築・購入、またはリフォーム工事を行う子育て家庭に対し、補助金を交付。 タイショウシャ ジョウケン ミ タイショウ ジュウタク シンチク コウニュウ コウジ オコナ コソダ カテイ タイ ホジョキン コウフ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ								弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を購入する・改修する		中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地内における定住を促進するため、住宅の取得等をする方に対して補助金を交付する。申請者を含む2名以上の居住が必要。 カタ		まちづくり文化推進室		0178-43-9426		中心市街地まちなか住宅取得支援事業								中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地まちなか住宅取得支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		家を購入する・改修する		五所川原市住宅リフォーム助成事業		市民が市内の施工業者を利用して自己の居住する住宅の修繕や増改築の工事を行う場合に、対象工事費の20％で20万円を上限とし補助。 ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0173-35-2111(内線2661･2664)		五所川原市住宅リフォーム助成事業								五所川原市住宅リフォーム助成事業		五所川原市住宅リフォーム助成事業

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で、地上階数が2階建て以下のもの、及び昭和56年5月31日以前に建築された建築基準法に違反していない住宅：診断費総額のうち134,000円を助成 オヨ ジュウタク ジョセイ		建築住宅課 ケンチク ジュウタクカ		0175-22-1111		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ								木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		平川市木造住宅耐震診断支援事業		対象：①所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で地上階数が2階建て以下②昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、建築基準法に違反していないもの。診断費総額のうち134,000円を市が負担 タイショウ		都市計画課　建築係		0172-44-1111(内線2235)		平川市木造住宅耐震診断支援事業								平川市木造住宅耐震診断支援事業		平川市木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て住宅支援補助金		市内に住所のある世帯、転入を予定している世帯で、中学生以下の子どもがいるか妊婦のいる世帯が住宅を新築・購入する場合、補助対象経費の５％に相当する額(上限40万円）を助成。市内業者施工の場合20万円加算 ジョウゲン マンエン ジョセイ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)		子育て住宅支援補助金								子育て住宅支援補助金		子育て住宅支援補助金

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ		町内施工業者を利用して自己の所有する住宅の修繕、増改修の工事を実施する者に補助金を交付する。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジコ ショユウ ジュウタク シュウゼン ゾウ カイシュウ コウジ ジッシ シャ ホジョキン コウフ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		017-755-2118		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ								平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を行う者に対して補助金を交付する。 セイカツ ハイスイ コウキョウヨウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ オコナ シャ タイ ホジョキン コウフ		地域整備課 チイキ セイビ カ		017-755-2116		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ								平内町浄化槽設置整備事業		平内町浄化槽設置整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		内容については、今年度の要綱策定中のため公表できません。
※診断費用等の改正（案）有り（H26.5月予定）※耐震診断の対象となる条件有り ナイヨウ コンネンド ヨウコウ サクテイ チュウ コウヒョウ シンダン ヒヨウ トウ カイセイ アン ア ガツ ヨテイ ア		建設課
		0172-73-2111(343)		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ								木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を購入する・改修する		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		1住民及び移住者が省エネルギー等級4相当の住宅を新築、購入した場合に建物本体の建設費を補助する。
2若者夫婦（いずれも40歳未満）の場合は補助金を加算。		企画財政課		0176-55-3111		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業								六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者に対し、１㎡あたり3,800円を助成する（購入後５年以内に住宅を建築、完工できる方が対象） ブンジョウチ タイ ジョセイ コウニュウゴ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ								尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者が、村内の建設業者により自宅を新築した場合、１㎡あたり7,500円（上限150万円）を助成する（５年以内に住宅を建築、完工した方が対象） ブンジョウチ ソンナイ ケンセツ ギョウシャ ジタク シンチク バアイ ジョセイ カタ タイショウ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）								尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ		尾駮レイクタウン北地区内に自宅を新築し、定住する世帯の世帯主に対し助成金を交付する。（子育て世代：子ども一人当たり20万円、高齢者世帯：高齢者一人当たり10万円、転入世帯：30万円） ジタク シンチク テイジュウ セタイ セタイヌシ タイ ジョセイ キン コウフ コソダ セダイ コ ヒトリ ア マンエン コウレイシャ セタイ コウレイシャ ヒトリ ア マンエン テンニュウ セタイ マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ								尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ		村内建設業者により新築・リフォームした場合、対象工事費の一部を助成。新築は対象工事費の3%（上限100万円、40歳未満は20万円加算）、リフォームは20万円以上の対象工事費の10%（上限20万円） タイショウ コウジ ヒ イチブ ジョセイ シンチク タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン サイ ミマン マンエン カサン マンエンイジョウ タイショウコウジヒ ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ								住宅新築・リフォーム支援事業		住宅新築・リフォーム支援事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ		快適な住環境を整備したおいらせパークタウン洋光台団地の宅地を分譲しています。土地購入から１０年以内に住宅を新築した方に土地代金の一部を助成します。通常：坪あたり約４万円／被災者：坪あたり約６万円 カイテキ ジュウカンキョウ セイビ ヨウコウダイ ダンチ タクチ ブンジョウ トチ コウニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク ホウ トチ ダイキン イチブ ジョセイ ツウジョウ ツボ ヤク マンエン ヒサイシャ ツボ ヤク マン エン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ								洋光台団地定住促進事業		洋光台団地定住促進事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド		洋光台団地分譲地の購入者を紹介した方（個人）に奨励金を交付します。１区画につき１０万円。 ヨウコウダイ ダンチ ブンジョウチ コウニュウシャ ショウカイ カタ コジン ショウレイキン コウフ クカク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド								洋光台団地購入者紹介報奨金制度		洋光台団地購入者紹介報奨金制度

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、住宅を新築又は取得する場合、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。経費総額の１０％（新築上限１５０万円／中古住宅上限１００万円） シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ ジュウタク シンチク マタ シュトク バアイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ケイヒ ソウガク シンチク ジョウゲン マンエン チュウコ ジュウタク ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ								地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		安全安心住宅リフォーム促進事業		（条件）町内に住所及び住居を有し、居住している方。（移住を希望し、町内の空き家等を購入し居住する方も含む）（内容）住居改修工事費用の一部助成。 ジョウケン イジュウ キボウ チョウナイ ア ヤ トウ コウニュウ キョジュウ カタ フク ナイヨウ		建設課 ケンセツカ		0179-20-7117		安全安心住宅リフォーム促進事業								安全安心住宅リフォーム促進事業		安全安心住宅リフォーム促進事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ		自己居住用住宅の新築工事又はリフォーム工事を行う者へ助成金支給。・新築工事：対象工事費の1.5％を補助。上限額35万円・リフォーム工事：対象工事費の10％を補助。上限額20万円※工事は町内業者限定 モノ ジョセイ キン シキュウ コウジ チョウナイ ギョウシャ ゲンテイ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ								新築リフォーム支援事業		新築リフォーム支援事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ		転入者が住宅を取得した場合に、最大220万円を交付します。中学生以下の子を扶養する場合は子一人あたり5万円を加算します。さらに、地元業者の施工の場合は20万円を加算します。 テンニュウシャ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン コウフ チュウガクセイ イカ コ フヨウ バアイ コ ヒトリ マンエン カサン ジモト ギョウシャ セコウ バアイ マンエン カサン		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ												0

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ		UIターン者で市内に持家を取得した方に対し、５０万円の補助金を交付 シャ シナイ モチイエ シュトク カタ タイ マンエン ホジョキン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ								奥州市定住促進持家取得補助金交付事業		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ		平成24年４月１日以降に市が分譲した土地について自ら土地分譲契約を締結し、平成26年12月31日までに住宅の所有権登記をしている方に50万円の補助金を交付 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ シ ブンジョウ トチ ミズカ トチブンジョウケイヤク テイケツ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ジュウタク ショユウケン トウキ カタ マンエン ホジョ キン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ								奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町住宅リフォーム支援事業		町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、対象工事に要した経費の１００分の１５に相当する額以内の額（千円未満切捨て、上限２０万円）に相当する商品券を交付します。 ジョウゲン		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111		一戸町住宅リフォーム支援事業								一戸町住宅リフォーム支援事業		一戸町住宅リフォーム支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		木造住宅の耐震診断を希望される方に耐震診断士を派遣する事業を行っています。昭和56年５月以前に建築された木造住宅で以後改築等を行っていないもの。個人負担は3,000円。		地域整備課		0195-33-2111		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業								一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると診断された住宅に対し、耐震化工事費の一部を助成。
判定値が1.0未満と診断され、判定値を1.0以上とする耐震改修工事に対し経費の２分の１以内かつ60万円限度 タイ		地域整備課		0195-33-2111		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業								一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		４０歳以下の方が市内に転入し、１年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の５％相当額、上限２０万円を５年間助成。 サイイカ カタ シナイ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ カリイレ キン ジョセイ マイ ネンマツ カリイレ キン ザンダカ ソウトウ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ								若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ		住宅のバリアフリー化や省エネ化などを含む個人住宅のリフォームをする場合、工事費を助成する。対象経費の１０％、上限２０万円。 ジュウタク コジン ジュウタク タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ								住環境リフォーム助成事業		住環境リフォーム助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、市が耐震診断を行い、診断費用の7割以上を助成する。助成額は、住宅の延べ面積により異なる。 ジョセイ ガク ジュウタク ノ メンセキ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ								木造住宅耐震診断助成事業		木造住宅耐震診断助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ		市の耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅を耐震改修する場合、工事費を助成する。助成額は耐震改修工事の費用によって異なる。 ジョセイガク タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ								木造住宅耐震改修工事助成事業		木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ		地震によるブロック塀などの倒壊の被害を防止し、安全な住環境にするため、道路に近接したブロック塀などの除却と、生け垣の植栽費用の一部を助成する。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ								ブロック塀等除去及び生垣化事業		ブロック塀等除去及び生垣化事業

		050008		秋田県		-		住まい ス		家を購入する・改修する		分譲宅地減額譲渡制度		県外からの移住世帯（予定～移住３年以内）、新婚世帯（婚約中～婚姻５年以内）、子育て世帯（妊娠中～１８歳未満）、障害者世帯、高齢者世帯（６５歳以上）の方への県有分譲地販売価格を２５％減額する。		建築住宅課		018-860-2436		分譲宅地減額譲渡制度								分譲宅地減額譲渡制度		分譲宅地減額譲渡制度

		050008		秋田県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム推進事業		住宅リフォームに対し、工事費の１０％（条件を満たせば最大１５万円）補助する。工事完了後に秋田県内に転居する方も対象。		建築住宅課		018-860-2561		住宅リフォーム推進事業								住宅リフォーム推進事業		住宅リフォーム推進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		住まい		家を購入する・改修する		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ		秋田市内に住所を有し、市税の滞納がなく、自らが居住し所有する住宅、親または子が所有し自らが居住する住宅などの市内業者が施工する５０万円以上の増改築やリフォーム工事を行う方に対し、５万円を補助する。 アキタ シナイ ジュウショ ユウ シゼイ タイノウ ミズカ キョジュウ ショユウ ジュウタク オヤ コ ショユウ ミズカ キョジュウ ジュウタク シナイ ギョウシャ セコウ マン エンイジョウ ゾウカイチク コウジ オコナ カタ タイ マンエン ホジョ		住宅整備課 ジュウタク セイビカ		018-866-2134		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ								平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		住まい		家を購入する・改修する		男鹿市住宅リフォーム助成事業		平成27年3月31日までに転入する方で、自ら居住する持家住宅等の市内業者を活用した30万円以上の増改築・リフォームに対し、工事費の10％（上限15万円）を補助（子育て世帯等は20％、上限30万円） カタ マンエン イジョウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン コソダ セタイ トウ ジョウゲン マンエン		建設課		0185-24-9146		男鹿市住宅リフォーム助成事業								男鹿市住宅リフォーム助成事業		男鹿市住宅リフォーム助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		住まい		家を購入する・改修する		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		市民生活の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅等のリフォームを行うかたに対して資金助成(5万円)を行います。		産業振興部　まるごと売る課　商工労政班		0183-55-8186		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業								湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅の増改築・リフォーム費用の２０％を補助する。（上限１０万円）
※条件がありますので制度利用の際は要問合せ。 ジュウタク ゾウカイチク ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン ジョウケン セイド リヨウ サイ ヨウ トイアワ		建設部都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0186-30-0266		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		053279		秋田県		上小阿仁村		住まい		家を購入する・改修する		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		リフォーム等工事に要する費用が５０万円以上で、村内に本店を有する建設業者等が施工するものに最大２０万円を支給。補助額は、リフォーム等工事に要する費用の1／10相当（1,000円未満切捨）が限度。		建設課		0186-77-2224		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業								上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ		町内の認定業者を利用して住宅をリフォームする方に対象工事費の10％を補助。（上限15万円）
別紙参照 チョウナイ ニンテイ ギョウシャ リヨウ ジュウタク カタ タイショウ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン ベッシ サンショウ		生活環境課
生活環境係 セイカツ カンキョウ カ セイカツ カンキョウ カカ		0185-79-2115		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ								住宅リフォーム緊急支援事業		住宅リフォーム緊急支援事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン		多世代同居を目的として住宅を増改築した工事費の１０％（上限５０万円）を補助する。 タ セダイ ドウキョ モクテキ ジュウタク ゾウカイチク コウジヒ ジョウゲン エン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン								定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		0

		062022		山形県		米沢市 ヨネザワシ		住まい		家を購入する・改修する		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン		４０歳未満の移住者が住宅を取得又はリフォーム等を行う場合に最大１００万円の奨励金を支給 サイ ミマン イジュウシャ ジュウタク シュトク マタ トウ オコナ バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン シキュウ		企画調整部総合政策課 キカク チョウセイ ブ ソウゴウ セイサクカ		0238-22-5111		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン								若者移住促進事業奨励金		若者移住促進事業奨励金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ		既存の木造住宅等のリフォーム助成制度に、平成26年度から新たに本人又は同居家族が婚姻や出産を行った場合の上乗せ助成を追加。（※住宅リフォーム支援事業補助金のメニューのひとつ） キゾン モクゾウ ジュウタクトウ ジョセイ セイド ヘイセイ ネンド アラ ホンニン マタ ドウキョ カゾク コンイン シュッサン オコナ バアイ ウワノ ジョセイ ツイカ ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ								住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		市内にある自己居住用住宅のリフォーム工事又は耐震改修等の工事を市内業者を利用して行う場合、その経費の一部を助成。 シナイ ジコ キョジュウヨウ ジュウタク コウジ マタ タイシン カイシュウ トウ コウジ シナイ ギョウシャ リヨウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン								住宅リフォーム支援事業補助金		住宅リフォーム支援事業補助金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ		村内業者利用したリフォームの２０％「最高５０万円」助成。県内業者は２０万円助成。 ソンナイ ギョウシャ リヨウ サイコウ マンエン ジョセイ ケン ナイ ギョウシャ マンエン ジョセイ		地域整備課 チイキ セイビ カ		0233-75-2102		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ								住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ		定住する意思を有して住宅を新築または購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金を交付します。（Iターン者１００万円、Uターン者５０万円、新規就農者１００万円、町内在住者１０万円） テイジュウ イシ ユウ ジュウタク シンチク コウニュウ イッテイ ヨウケン ガイトウ バアイ ショウレイキン コウフ シャ マンエン シャ マンエン シンキ シュウノウ シャ マンエン チョウナイ ザイジュウシャ マンエン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ								飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ		住宅に使用する構造材の80％以上に研鑽木材を使用し、一定の省エネルギー基準を満たした住宅を町内に新築される方に、15万円を限度に助成金を交付。 ジュウタク シヨウ コウゾウザイ イジョウ ケンサン モクザイ シヨウ イッテイ ショウ キジュン ミ ジュウタク チョウナイ シンチク カタ マンエン ゲンド ジョセイキン コウフ		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ								県産認証材利用助成金交付事業		県産認証材利用助成金交付事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		町内の建築業者により町内に新築される住宅で、町県内産木材を全部又は一部使用し助成金対象経費が３０万円を超えるものであること等の要件を満たすものに、助成金対象経費の１／２の額、５０万円を限度として交付。 マン		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ								木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業

		064289		山形県		庄内町		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業		若者夫婦世帯（満41歳未満）が町内に住宅を取得し定住する場合に、取得費用の一部（最大150万円）を助成。 マン サイ ミマン サイダイ マンエン		 建設課
 都市計画係 ケンセツ カ トシ ケイカク カカリ		0234-42-0860		若者定住促進助成事業								若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド		遊佐町にある青葉台住宅団地分譲地を購入し、住居を建設し居住した場合、分譲地購入の２分の１相当額を助成 ユザマチ アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ジュウキョ ケンセツ キョジュウ バアイ ブンジョウチ コウニュウ ブン ソウトウ ガク ジョセイ		総務課 ソウムカ		0234-72-3311		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド								ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に専用・併用住宅を取得する場合、対象工事費の7％（上限70万円）を助成。但し、40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ センヨウ ヘイヨウ ジュウタク シュトク バアイ タイショウ コウジヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン								若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン		遊佐町の建売、中古住宅を取得し定住する場合、対象取得費の7％（上限70万円）を助成する。但し.40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ タテウリ チュウコ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ タイショウ シュトク ヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン								若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に賃貸住宅（アパート、貸家等）を建設する場合、1戸当たり120万円を助成する。 ユザマチ チンタイ ジュウタク カシヤ トウ ケンセツ バアイ コ ア マンエン ジョセイ		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン								若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		家を購入する・改修する		循環型地域経済活性化奨励金制度		市産材その他福島県産材を概ね30％以上使用した木造住宅を地元登録業者より新築、購入した個人に地元登録小売店での購買額を基礎として建物分に賦課された固定資産税相当額を３ケ年支給。（支給総額50万円上限） オオム ギョウシャ マンエン		市商工課		0242-39-1252		循環型地域経済活性化奨励金制度								循環型地域経済活性化奨励金制度		循環型地域経済活性化奨励金制度

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		市内に定住する意思をもち、新築住宅を取得した方を対象に奨励金（月額2万円を最長36月）を支給。（年齢40歳未満、配偶者又は18歳未満の子を有している等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090		定住促進奨励金								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		定住を目的に移住しようとする方（移住して5年未満の方）が町住宅団地を購入する場合、1区画につき50万円の補助金を交付。 テイジュウ モクテキ イジュウ カタ イジュウ ネン ミマン カタ マチ ジュウタク ダンチ コウニュウ バアイ クカク マンエン ホジョキン コウフ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ								西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		町内の45歳以下の若者又は移住者向け住宅整備費の1割を補助。新築・新築住宅購入は5百万円以上の事業で上限百万円。中古住宅購入は3百万円以上の事業で上限50万円。増改築は2百万円以上の事業で上限30万円 チョウナイ サイ イカ ワカモノ マタ イジュウシャ ム ジュウタク セイビ ワリ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ ヒャク マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン １００ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ ００ マンエン イジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン ゾウ カイチク ００ マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ								西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ		磐梯町在住の方又は磐梯町に居住しようとする世帯主が45歳以下で、同居する配偶者又は子を有する方で契約後１年以内に自己住宅建築に着手し定住できる者に対し、七ツ森地区の住宅地を１区画120万円で分譲する。 ザイジュウ マタ マタ モノ タイ ブンジョウ		政策課 セイサクカ		0242-74-1211		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ								七ツ森定住促進事業		七ツ森定住促進事業

		074659		福島県		中島村		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築（50ｍ2以上）し、居住を開始した方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484		定住化奨励金								定住化奨励金		定住化奨励金

		082112		茨城県		常総市		住まい		家を購入する・改修する		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド		45歳以下で，市が分譲する宅地を購入して3年以内に住宅を建築し，配偶者と同居または小学生以下の子どもと同居し養育する者に建築費等の補助をする。		保健福祉部子どもすくすく課		0297-23-2914		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド								常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金		Ｈ25.1.2～Ｈ28.1.1に当市内に新築又は中古住宅を取得した子育て世帯又は子育て世帯との同居者に対し、新築であれば20万円、中古であれば15万円又は10万円を助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111		住宅取得促進助成金								住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築助成金 ゾウカイチク		Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31に当市内で子育と世帯と親族が同居するために行った増改築で、その費用が100万円以上であれば20万円、100万円未満であれば10万円を助成する。 シンゾク オコナ ゾウカイチク ヒヨウ マンエン イジョウ マンエン ミマン		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111		住宅増改築助成金 ゾウカイチク								住宅増改築助成金		住宅増改築助成金

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅の改修工事を行った市民に対する補助（市内施工業者。上限100千円）事業開始時期についてはお問い合わせください。 ジュウタク カイシュウ コウジ オコナ シミン タイ ホジョ シナイ セコウ ギョウシャ ジョウゲン センエン		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン								住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住を目的にH26.4.1～H28.3.31までに住宅を取得した45歳未満の方に対し，義務教育終了前の子がいる世帯には30万円，それ以外の世帯には20万円を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク サイ ミマン カタ タイ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ セタイ マンエン イガイ セタイ マンエン コウフ		まちづくり推進課 スイシン カ		029-267-5111		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド								大洗町定住促進奨励金制度		大洗町定住促進奨励金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		H26.4.1以降に着工し，H27..3.31までに完成するリフォーム工事（10万円以上）で，町内の施工業者を利用する場合，工事費の10%（上限10万円）を補助します。 イコウ チャッコウ カンセイ コウジ マンエン イジョウ チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ バアイ コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		029-267-5111		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド								住宅リフォーム補助金制度		住宅リフォーム補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯住宅建設助成金		１８歳未満の児童がいる世帯で，町内に自ら居住するための住宅を新築，増築又はリフォームをする方に対し，その経費の一部を助成。○新築限度額１００万円○増築，リフォーム限度額５０万円 カタ タイ ケイヒ イチブ ジョセイ マン マン		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611		子育て世帯住宅建設助成金								子育て世帯住宅建設助成金		子育て世帯住宅建設助成金

		085421		茨城県 イバラギケン		五霞町 ゴカ マチ		住まい		家を購入する・改修する		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ		自己用住宅を取得した転入者に奨励金を交付。※固定資産税の家屋（居住の部分）に係る課税標準額に税率（1.4%）を乗じて得た額の1/2の額（上限5万円）を、固定資産税が最初に賦課される年度から3年間交付 シャ ガク ジョウゲン コウフ		政策財務課 セイサク ザイム カ		0280-84-1111		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ								五霞町定住化促進事業		五霞町定住化促進事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド		転入者が住宅を新築または購入した場合に、固定資産税の家屋相当額を奨励金として、3年間支給する。 テンニュウシャ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ コテイ シサンゼイ カオク ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン シキュウ		まちおこし推進室 スイシン シツ		0280-81-1304		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド								定住化促進制度		定住化促進制度

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を購入する・改修する		宇都宮市住宅取得補助事業		中心市街地区域内において新たに住宅を取得し，転居する世帯に対し，住宅取得費用の一部を補助します。		建設部住宅課		028-632-2735		宇都宮市住宅取得補助事業								宇都宮市住宅取得補助事業		宇都宮市住宅取得補助事業

		092037		栃木県		栃木市		住まい		家を購入する・改修する		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		市外にお住まいの方や、市内の賃貸住宅または親族と同居されている方が、市内に新たに住宅を新築または購入した場合に当該住宅にかかる部分の固定資産税及び都市計画税を２年間補助（平成25年12月新築まで）		都市整備部
建築課		0282-21-2622		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度								栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度

		092053		栃木県		鹿沼市		住まい		家を購入する・改修する		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン		住宅１棟につき、１回限り工事費の５％以内（上限１０万円）を補助する。20万円以上の住宅のリフォーム工事を実施する方（鹿沼市民に限る）が対象。 ジュウタク トウ カイ カギ コウジヒ イナイ ジョウゲン マン エン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン								鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金

		092118		栃木県		矢板市		住まい ス		家を購入する・改修する		「暮らし」のびのび定住促進補助金		子育て環境を充実させる施策と並行して、矢板市内にマイホームを取得する方へ支援を行っています。住宅を取得し５年以上住むことなどの一定の要件を満たせば、最大６０万円の補助が受けられます。 ジュウタク シュトク ネン イジョウ ス		総合政策課
企画調整担当 ソウゴウ セイサクカ キカク チョウセイ タントウ		0287-43-1112		「暮らし」のびのび定住促進補助金								「暮らし」のびのび定住促進補助金		「暮らし」のびのび定住促進補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ		町内に新築された住宅に対し、固定資産税分（上限10万円）を最大３年間助成 チョウナイ シンチク ジュウタク タイ コテイ シサンゼイ ブン ジョウゲン マンエン サイダイ ネン カン ジョセイ		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ								定住住宅固定資産税助成事業		定住住宅固定資産税助成事業

		094111		栃木県		那珂川町		住まい		家を購入する・改修する		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		町有地を住宅用地(10区画)に整備し、那珂川町に移住される方に20年間無償で貸与します。1区画150坪以上で、家庭菜園など自由に使用することができます。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0287-92-1113		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」								那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン		黒保根町に１０年以上定住することを宣誓した方が新築もしくは増改築を行った場合に奨励金を交付 クロホネ マチ ネンイジョウ テイジュウ センセイ カタ シンチク ゾウカイチク オコナ バアイ ショウレイキン コウフ		黒保根支所地域振興整備課  産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン								過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン		桐生市に住宅を所有、居住しており、市税を滞納していない方を対象にリフォーム工事費用の一部を補助 キリュウシ ジュウタク ショユウ キョジュウ シゼイ タイノウ カタ タイショウ コウジ ヒヨウ イチブ ホジョ		建築住宅課　　　住宅係 ケンチク ジュウタク カ ジュウタク カカリ		0277-46-1111(内線632)		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン								桐生市住環境改善助成事業補助金		桐生市住環境改善助成事業補助金

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン		同一事業所に１年以上継続して勤務している方に対し、住宅の新築、増改築または建売、中古住宅の購入をする場合に融資を行う ドウイツ ジギョウショ ネンイジョウ ケイゾク キンム カタ タイ ジュウタク シンチク ゾウカイチク タテウリ チュウコ ジュウタク コウニュウ バアイ ユウシ オコナ		産業政策課　　　商業・金融係 サンギョウ セイサクカ ショウギョウ キンユウ カカリ		0277-46-1111(内線583)		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン								勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ		３年以内に60㎡以上の専用住宅を建築し、生活の拠点とすることなどを条件に団地の分譲をする ネン イナイ イジョウ センヨウ ジュウタク ケンチク セイカツ キョテン ジョウケン ダンチ ブンジョウ		黒保根支所地域振興整備課　　建設係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ ケンセツ カカリ		0277-96-2110		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ								ひまわり団地分譲事業		ひまわり団地分譲事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ		各種条件を満たす方を対象に境野町６丁目住宅用地を分譲する カクシュ ジョウケン ミ カタ タイショウ サカイノチョウ チョウメ ジュウタク ヨウチ ブンジョウ		桐生市土地開発公社（都市計画課庶務係） キリュウシ トチ カイハツ コウシャ トシ ケイカクカ ショム ガカリ		0277-46-1111(内線784)		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ								境野町六丁目住宅用地販売事業		境野町六丁目住宅用地販売事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業		3年以内に住宅を建築し、家族とともに生活の本拠とする方に、浅原分譲地（面積253.88㎡／価格3,351,000円）、東町並分譲地（面積253.36㎡～／価格3,040,000円～）を提供します。 セイカツ ホンキョ カタ エン エン テイキョウ		都市計画課　都市計画係		0277-76-1903		定住促進住宅用地分譲事業								定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		勤労者資金貸付事業		市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅の建築・増改築、または既設住宅を購入するための費用及びそれに必要な宅地を購入するための資金を利率（固定）年2.5％で融資します（諸条件あり）。 タイ オヨ ユウシ		商工課　商工労政係		0277-76-1938		勤労者資金貸付事業								勤労者資金貸付事業		勤労者資金貸付事業

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		町内に定住を目的として新築した住宅を取得した方を対象に、固定資産税が課税される当初の年度に25万円を一括交付。 チョウナイ テイジュウ モクテキ シンチク ジュウタク シュトク カタ タイショウ コテイ シサンゼイ カゼイ トウショ ネンド マンエン イッカツ コウフ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド								定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド		町内に在住する勤労者で、金融機関から建設資金の融資を受け、町内に140㎡以下の専用住宅を新築した方に対し、年率2.0％を超える利率のうち1.5％を限度として補給を行う。（400万円以下） チョウナイ ザイジュウ キンロウシャ キンユウ キカン ケンセツ シキン ユウシ ウ チョウナイ イカ センヨウ ジュウタク シンチク カタ タイ ネンリツ コ リリツ ゲンド ホキュウ オコナ マンエン イカ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0274-64-8805		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド								下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ		町内に居住用の住宅を新築・購入・改築した方で、群馬県で実施する「ぐんまの木で家づくり支援事業」で構造材補助に該当する方を対象に、群馬県から交付される補助金と同額を交付。 チョウナイ キョジュウヨウ ジュウタク シンチク コウニュウ カイチク カタ グンマケン ジッシ キ イエ シエン ジギョウ コウゾウザイ ホジョ ガイトウ カタ タイショウ グンマケン コウフ ホジョキン ドウガク コウフ		産業振興課
農林係 サンギョウ シンコウカ ノウリン カカリ		0274-64-8806		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ								下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業

		104213		群馬県		中之条町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		自宅の修繕や補修工事を行う場合に、経費の一部を補助する。
対象工事：工事金額が２０万円以上。住宅の修繕・改築・増築等。補助金額：工事費の１０％。上限３０万円。 ジタク シュウゼン ホシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ タイショウ コウジ コウジ キンガク マンエン イジョウ ジュウタク シュウゼン カイチク ゾウチク トウ ホジョ キンガク コウジヒ ジョウゲン マンエン		観光商工課 カンコウ ショウコウ カ		0279-26-7727		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン								住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住民、又は建築完了後から6か月以内に住民となる方で、特定の条件に満たす場合に、子育て家庭の住環境の整備に係る費用を補助。1件あたり100万円または補助対象経費の10％のいずれか低い額を助成。 ジュウミン トクテイ ジョウケン ミ バアイ カカ ヒヨウ ホジョ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）								住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		家を購入する・改修する		住宅の建築等に西川材を使用するとき		市内において飯能市産の西川材を使用して住宅等の建築やリフォーム、木塀を設置する方に補助金を交付します。
・新築1戸上限50万円・リフォーム・木塀上限20万円		農林課		042-973-2122		住宅の建築等に西川材を使用するとき								住宅の建築等に西川材を使用するとき		住宅の建築等に西川材を使用するとき

		113654		埼玉県		小鹿野町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		５年以上町外で居住し、転入に当たり自ら居住する専用住宅・店舗併用住宅を、２年以内に新築又は購入（中古住宅を除く）した場合に、当該家屋に係る固定資産税相当額を奨励金として２年間交付する。 ネン イジョウ チョウガイ キョジュウ テンニュウ ア ミズカ キョジュウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ ジュウタク ネン イナイ シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク ノゾ バアイ トウガイ カオク カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン コウフ		総合政策課 ソウ		0494-75-1238		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		住まい		家を購入する・改修する		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外に引き続き３年以上居住していた方が、新たに定住を目的として市内に住居を取得し転入した場合（転入の日と住宅取得の日に１年以上の期間が開かない場合に限る。）、一律５０万円の定住促進奨励金を交付。 シガイ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ カタ アラ テイジュウ モクテキ シ ナイ ジュウキョ シュトク テンニュウ バアイ テンニュウ ヒ ジュウタク シュトク ヒ ネンイジョウ キカン ア バアイ カギ イチリツ マンエン テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0479-62-5307		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン						1		旭市定住促進奨励金		旭市定住促進奨励金

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ		新築住宅を取得した転入者へ建設費の一部を補助。
市内建設業者により建設した場合は100万円、それ以外は20～50万円。
※平成26年度限り。住宅取得後６ヵ月以内に申請が必要。補助金がなくなり次第終了。 シンチク ジュウタク シュトク テンニュウシャ ケンセツヒ イチブ ホジョ バアイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ								鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ		個人住宅のリフォーム費を一部助成。20万円以上の改修・修繕・増築・模様替え等の工事などの条件を満たす方に対して、対象経費の10％に相当する額（上限30万円）を助成。平成26年度限り。 ジョウケン ミ カタ タイ ジョセイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ								鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）

		122262		千葉県		富津市		住まい		家を購入する・改修する		富津市定住奨励制度		平成27年1月1日までに相続や贈与を除いて市内に初めて住宅（新築または中古）を取得した方を対象に、固定資産税相当額を奨励金として7年間で最高126万円交付する。		企画財政部
企画政策課		0439-80-1223		富津市定住奨励制度								富津市定住奨励制度		富津市定住奨励制度

		122343		千葉県		南房総市 ミナミ ボウソウ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金交付制度		市内で新築住宅を建設または購入した子育て世帯（満１５歳未満の子を持つ世帯）の世帯員または若年者（満３９歳以下の者）で、交付申請時に対象住宅に定住している者に対し、奨励金を交付（最高７０万円）。 マン サイ ミマン コ モ セタイ セタイイン マン サイ イカ モノ コウフ シンセイ ジ タイショウ ジュウタク テイジュウ モノ サイコウ マンエン		建設環境部管理課 ケンセツ カンキョウ ブ カンリカ		0470-33-1102 		住宅取得奨励金交付制度								住宅取得奨励金交付制度		住宅取得奨励金交付制度

		122351		千葉県		匝瑳市		住まい		家を購入する・改修する		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ		匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築又は中古住宅を取得した人に奨励金を交付（新築最大70万円、中古20万円）。		企画課まちづくり戦略室		0479-73-0081		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ								転入者マイホーム取得奨励金交付事業		転入者マイホーム取得奨励金交付事業

		122394		千葉県		大網白里市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド		市民が、市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う場合、一定の要件を満たせば、工事費の一部を、予算の範囲内で助成する。 シミン シ ナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジュウタク オコナ バアイ イッテイ ヨウケン ミ コウジヒ イチブ ヨサン ハンイナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0475-70-0355		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド								住宅リフォーム助成制度		住宅リフォーム助成制度

		124109		千葉県		横芝光町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		町民のみなさんが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助。
補助金限度額20万円
補助実施期間平成25年4月1日から平成28年3月31日 チョウミン キョジュウ ジュウタク コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キン ゲンド ガク マンエン ホジョ ジッシ キカン ヘイセイ ネン ガツ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0479-84-1217		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド								住宅リフォームの補助金制度		住宅リフォームの補助金制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町住宅取得奨励金		50㎡以上の住宅を取得した方を対象に基本額50万円に加え、町内業者が建築した場合30万円、入居者全員が転入者の場合20万円、主体構造部を町内の製材・材木業者で加工された場合は20万円をそれぞれ加算		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115		大多喜町住宅取得奨励金								大多喜町住宅取得奨励金		大多喜町住宅取得奨励金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		町が分譲する船子城見ヶ丘団地の個人用宅地を購入した方を対象に1区画につき５００万円の定額補助を実施		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金								大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン		居住の用に供する住宅に住む者が町内の建築業者で２０万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/１０か２０万円のいずれか低い額を補助 キョジュウ ヨウ キョウ ジュウタク ス モノ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン								住宅リフォーム奨励金		住宅リフォーム奨励金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助交付金制度		町民の生活環境の向上及び定住促進に資することから、町内の事業者により自己の居住する住宅のリフォーム工事を行った町民に対し予算の範囲内において補助する。(補助対象額の１０％１０万円を上限とする） ホジョ タイショウ ガク マンエン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694		住宅リフォーム補助交付金制度								住宅リフォーム補助交付金制度		住宅リフォーム補助交付金制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり、判定値が1.0未満のものの耐震改修工事費の助成
（補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする）
 キカン ヒ ジョセイ ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694		木造住宅耐震改修費補助金制度								木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅耐震改修費補助金制度

		124630		千葉県		鋸南町 キョナン マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金		平成２４年４月から町では定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町内において新築住宅を建築又は購入し、一定の条件を満たす方を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を創設しています。		地域振興課
地域整備室 チイキ シンコウカ		0470-55-4805		住宅取得奨励金								住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		150002		新潟県		-		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと越後の家づくり事業		「越後杉ブランド認証材」を使用した住宅の建設を支援。木材使用量により補助額が変動。また、若者・UIJターン者及び農林水産業新規就業者には補助額の加算もあります。		農林水産部林政課		025-280-5324		ふるさと越後の家づくり事業								ふるさと越後の家づくり事業		ふるさと越後の家づくり事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		住まい		家を購入する・改修する		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン		市内金融機関の住宅ローンを利用して、転入３年以内に住宅を新築・購入・リフォームする転入者を対象に、取得方法に応じてローン返済の利子相当額（最大36回分）を助成。 シナイ キンユウ キカン ジュウタク リヨウ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ テンニュウシャ タイショウ シュトク ホウホウ オウ ヘンサイ リシ ソウトウ ガク サイダイ カイブン ジョセイ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0257-21-2311		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン								U・Iターン住宅資金助成金		U・Iターン住宅資金助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152129		新潟県		村上市		住まい		家を購入する・改修する		市産材利用住宅等建築奨励事業		市内に木造構築物を建築される方に、５０万円以上の市産材（スギ・ヒノキ）購入経費に対し、２０％以内で１棟最大４０万円を補助します。		農林水産課		0254-53-2111(内線343)		市産材利用住宅等建築奨励事業								市産材利用住宅等建築奨励事業		市産材利用住宅等建築奨励事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅資金貸付制度		住宅を建築しようとする人で、自己資金の不足する方に対し、住宅資金を貸し付けます。（貸付額500万円以内、年利1.80％、期間15年以内）申込みにあたり各種条件があります。 カシツケ ガク マンエン イナイ ネンリ キカン ネン イナイ モウシコ カクシュ ジョウケン		都市整備課　建築住宅係 トシ セイビカ ケンチク ジュウタク カカ		025-552-1511		持家住宅資金貸付制度								持家住宅資金貸付制度		持家住宅資金貸付制度

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン		平成26年4月1日以降新たに取得する住宅で、平成24年4月1日以降に婚姻届を提出した新婚さん及び中学生以下の子どもが同居する子育て世帯へ市内在住者に最大100万円、転入者に150万円の補助金を交付。 ヘイセイ ネン ガツ ニチイコウ コンイン トドケ テイシュツ シンコン オヨ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ シナイ ザイジュウ シャ サイダイ マンエン テンニュウ シャ マンエン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン								ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム等建設支援事業		市内建築業者で新・増・改築し、マイホームを取得する方に対して支援金を交付。支援金＝建設費100万円に対し10万円＋100万円を超える建設費×1％（限度新築・改築20万円、増築15万円） シナイ ケンチク ギョウシャ シン ゾウ カイチク シュトク ホウ タイ シエン キン コウフ マンエン タイ マンエン マンエン コ ケンセツヒ シンチク マンエン ゾウチク		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911		マイホーム等建設支援事業								マイホーム等建設支援事業		マイホーム等建設支援事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム事業		市内施行業者に発注した20万円以上のリフォーム工事に要する費用の20％、10万円を限度に補助金を交付。 ハッチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911		住宅リフォーム事業								住宅リフォーム事業		住宅リフォーム事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		五泉の木づかい家づくり事業		五泉産の木材を使って、市内に住宅を新築または増・改築する方を対象に、五泉市産材の購入額が1棟につき30万円以上で補助率3分の1以内、30万円を限度に補助金を交付。		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911		五泉の木づかい家づくり事業								五泉の木づかい家づくり事業		五泉の木づかい家づくり事業

		152226		新潟県		上越市		住まい		家を購入する・改修する		上越市克雪すまいづくり支援事業		市内の特別豪雪地帯で克雪住宅を整備する人に、補助金を交付します。		都市整備部 建築住宅課 トシ セイビ ブ		025-526-5111		上越市克雪すまいづくり支援事業								上越市克雪すまいづくり支援事業		上越市克雪すまいづくり支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		虹の架け橋住宅取得支援事業		市内に住宅を取得する人に対して補助金を交付する。
○転入者の人：対象要件の全て該当で最高50万円）○市内在住の方：対象要件の全て該当で最高30万円）		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480		虹の架け橋住宅取得支援事業								虹の架け橋住宅取得支援事業		虹の架け橋住宅取得支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		市民が自己の居住する住宅および定住を目的として空き家住宅をリフォームする人（市外の人も対象）で市内施工業者を活用しリフォームを行う場合、その経費の一部を補助（最高３０万円） サイコウ マン		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480		住宅リフォーム支援事業								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		地場産瓦普及助成事業補助金制度		新築住宅、住宅リフォーム工事において地場産瓦を使った人に対して、瓦代金の補助（最高１０万円） サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479		地場産瓦普及助成事業補助金制度								地場産瓦普及助成事業補助金制度		地場産瓦普及助成事業補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ		①県外に住民登録を有して3年以上経過②宅地購入時の年齢50歳以下③宅地購入契約日から5年以内に住宅建築、6年以内に住民登録可能以上を満たすU・Iターン者に購入宅地面積１㎡あたり3,000円を助成 カノウ		財政課 用地管財班 ザイセイ カ ヨウチ カンザイ ハン		025-773-6671		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ								ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ		市内事業者と建築主が連携し、南魚沼市産の杉を使用して住宅を建築する場合に購入額の一部を補助する。
対象経費：住宅建築に必要な南魚沼市産スギ材を製材・加工した木材の購入費補助率：1/3（上限50万円） シャ ミ タイショウ ケイヒ シ ホジョ リツ		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ								南魚沼の木で家づくり事業補助		南魚沼の木で家づくり事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ		市内施工業者による住宅のリフォーム工事に対する補助金。補助率：補助基礎額の20％（補助金上限10万円）
※過去にこの補助金を受けた人や住宅は、10万円から既に受けた補助金の額を控除した額が上限。 シナイ セコウ ギョウシャ ジュウタク コウジ タイ ホジョキン ホジョ リツ ホジョ キソ ガク ホジョキン ジョウゲン マンエン カコ ホジョキン ウ ヒト ジュウタク マンエン スデ ウ ホジョキン ガク コウジョ ガク ジョウゲン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ								個人住宅リフォーム事業補助		個人住宅リフォーム事業補助

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド		田上町では定住人口の増加を図り、若年層の町内定住を促進し活力あるまちづくりを目的とし、一定の要件に該当する新築住宅に対し町独自の『新築住宅固定資産税減免制度』を行っています。 オコナ		町民課税務係 チョウミンカ ゼイム カカリ		0256-57-6115		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド								新築住宅固定固定資産減免制度		新築住宅固定固定資産減免制度

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン		新婚5年以内および子育て世帯（中学生以下の子どもがいる世帯）に対し、町内で住宅を取得し、500万円以上を借り入れた場合、年末貸付残高（上限1,000万円）の1％を5年間交付する制度を新設しました。 シンコン ネン イナイ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ コ セタイ タイ チョウナイ ジュウタク シュトク マン エンイジョウ カ イ バアイ ネンマツ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン カカリ		0256-57-6222		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン								新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン		U・Iターン者で転入後３年以内に住宅を整備する者
●住宅整備補助金【新築】上限50万円、【増改築】上限30万円 シャ テンニュウゴ ネン イナイ ジュウタク セイビ モノ		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン								住宅整備補助金		住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		克雪住宅整備補助金		克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。●補助金の額は、対象工事費の50％とし、50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765		克雪住宅整備補助金								克雪住宅整備補助金		克雪住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。
●補助金の額は、補助対象経費の30％以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金								郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ		生活環境の向上と地域経済の活性化を図るため、村内の施工業者によって個人住宅のリフォーム工事を行う村民を対象に、経費の１０％補助する。（最大１０万円） セイカツ カンキョウ コウジョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ハカ ソンナイ セコウ ギョウシャ コジン ジュウタク コウジ オコナ ソンミン タイショウ ケイヒ ホジョ サイダイ マンエン		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ								住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか住宅取得支援事業		まちなか区域の新築、購入の際の借入額の5%補助（上限100万円）、中古マンションの購入の際の借入額の5%補助（上限50万円）、中古戸建住宅の購入の際の購入額の5%補助（上限50万円） サイ ホジョ ジョウゲン サイ ホジョ ジョウゲン チュウコ コダテ ジュウタク コウニュウ サイ コウニュウ ガク ホジョ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		高岡市まちなか住宅取得支援事業								高岡市まちなか住宅取得支援事業		高岡市まちなか住宅取得支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		まちなかで「高岡市木造住宅耐震改修支援事業」の補助金を受けて耐震改修工事を行う住宅で、同時にリフォームを行う場合、リフォームに要する費用の10％について40万円を上限に補助します。 マンエン ジョウゲン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業								高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ		「まちなか」の空き家等に対し補助。バリアフリーリフォーム（耐震パッケージタイプ※以下A：上限15万円、まちなか定住促進タイプ※以下B：上限十万円）、エコリフォーム（A：上限35万円、B：上限三十万円） ア ヤ トウ タイ ホジョ タイシン イカ ジョウゲン マンエン テイジュウ ソクシン イカ ジョウゲン １０ マンエン ジョウゲン マンエン ジョウゲン ３０ マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ								高岡市まちなかリフォーム支援事業		高岡市まちなかリフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市木造住宅耐震改修支援事業		耐震改修工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、上限60万円とする。 ジョウゲン		都市整備部建築指導課		0766-20-1429		高岡市木造住宅耐震改修支援事業								高岡市木造住宅耐震改修支援事業		高岡市木造住宅耐震改修支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ		市外から本市への移住等の理由で本市が指定した定住促進住宅団地の土地を購入し居住された方に対して、土地取得費の一部（限度額50万円～100万円）を助成。 ゲンド ガク マンエン マンエン ジョセイ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ								定住促進住宅団地の宅地購入支援事業		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		新婚に伴う住宅の新築や購入、増改築などの借入金のうち、400万円を限度に、年率1％の利子相当額の利子の一部を助成。（最高で年間4万円以内、最長5年間で20万円以内）		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給								高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給

		162060		富山県		滑川市		住まい		家を購入する・改修する		まちなか居住推進事業		市が定める区域内において、一戸建て住宅を建設、または購入した親族２人以上の世帯に対し補助金を交付。		まちづくり課 カ		076-475-2111		まちなか居住推進事業								まちなか居住推進事業		まちなか居住推進事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（定住促進助成金）		市内において「住宅」を建築又は取得され、そこにお住まいになっている方に対し、助成金を交付します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760		定住促進対策事業
（定住促進助成金）								定住促進対策事業
（定住促進助成金）		定住促進対策事業
（定住促進助成金）

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン		住みやすい環境づくりによる定住人口の増加を図るため、三世代同居を推進し、既存住宅のリフォーム工事を行う方にその費用の一部を助成します。 ス カンキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン								定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を購入する・改修する		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン		市外からの転入の場合、新築50万円＋家族加算（1人5万円）、中古住宅30万円＋家族加算（1人5万円）を交付。市内での転居の場合、新築30万円、中古10万円を交付。過疎地域は金額1.5～2倍。 シガイ テンニュウ バアイ シンチク マンエン カゾク カサン ニン マンエン チュウコ ジュウタク マンエン カゾク カサン ニン マンエン コウフ シナイ テンキョ バアイ シンチク マンエン チュウコ マンエン コウフ カソチイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン								南砺市定住奨励金		南砺市定住奨励金

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		耐震改修費用に対して最大60万円、リフォーム費用に対して最大30万円を補助。		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-52-7395		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		中 チュウ		耐震改修60万円！リフォームでも30万円補助 タイシン カイシュウ マンエン マンエン ホジョ				射水市木造住宅耐震改修等支援事業		射水市木造住宅耐震改修等支援事業

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市指定宅地取得支援助成金
		
市が指定する住宅団地において、住宅のために宅地を購入し、購入から1年以内に住宅を新築された方又は住宅付土地を購入した方であって、当該土地に住所を有する方に対し、助成金を3か年で交付。
		都市整備部
都市計画課 トシ セイビ ブ トシ ケイカク カ		0766-52-7390		射水市指定宅地取得支援助成金
								射水市指定宅地取得支援助成金
		射水市指定宅地取得支援助成金


		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		家を購入する・改修する		立山町里山定住促進事業		里山地区の定住を促進するため、指定地域内で住宅を新築、購入、増築、リフォームする方に、その費用の一部を助成（15～30万円） サトヤマ チク テイジュウ ソクシン シテイ チイキ ナイ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウチク カタ ヒヨウ イチブ ジョセイ マンエン		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980		立山町里山定住促進事業								立山町里山定住促進事業		立山町里山定住促進事業

		170003		石川県		-		住まい		家を購入する・改修する		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ		県が認定した事業者が行う5ｍ3以上の県産木材を使用した住宅・店舗等の新築・増改築に対し、県産木材の使用量に応じて8万円又は12万円を補助 ケン ニンテイ ジギョウシャ オコナ		森林管理課 シンリン カンリカ		076-225-1643		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ								いしかわの木が見えるたてもの推進事業		いしかわの木が見えるたてもの推進事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を購入する・改修する		珠洲木材活用住宅助成事業		地元産木材を活用した新築・増改築木造住宅に補助
・対象者市民またはUIターン者
・新築地元産木材を50%使用30万円
・増改築地元産木材を5m3以上使用上限30万円		産業振興課		0768-82-7766		珠洲木材活用住宅助成事業						1		珠洲木材活用住宅助成事業		珠洲木材活用住宅助成事業

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を購入する・改修する		かほく市若者マイホーム取得奨励金		４５歳未満の方が市内に住宅を新築・購入し生活する場合に最大１００万円の奨励金を交付します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112		かほく市若者マイホーム取得奨励金								かほく市若者マイホーム取得奨励金		かほく市若者マイホーム取得奨励金

		172111		石川県		能美市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 ホジョキン		４５歳以下で市外から住宅を取得し、転入してきた夫婦世帯に２０万円。指定特区の移住ほか加算要件により最大８０万円。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212		定住促進補助金 ホジョキン								定住促進補助金		定住促進補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等奨励金		家屋にかかる住宅ローン年末残高の1%相当額を5年間継続して交付（上限100万円）。また、親等との同居や、転入者である場合など、一定要件を満たす世帯には初年交付分に上乗せして加算額を交付。 ケイゾク		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158		住宅取得等奨励金								住宅取得等奨励金		住宅取得等奨励金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		農村定住奨励金		中山間地の対象集落で住宅を取得した夫婦または親子世帯以上で、40歳以下の世帯員がいる場合に交付。
交付額20万円（世帯員全員が転入者である場合は40万円）		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158		農村定住奨励金								農村定住奨励金		農村定住奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン		新規転入者、再転入者が志賀町建築業者により新築・改築した場合に助成。新築は、取得費の2.5％（上限50万円）。改築は、工事費の1/3（上限30万円）。 シンキ テンニュウシャ サイテンニュウシャ シカマチ ケンチク ギョウシャ シンチク カイチク バアイ ジョセイ シンチク シュトク ヒ ジョウゲン マンエン カイチク コウジヒ ジョウゲン マンエン		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン								定住促進住まいづくり奨励金		定住促進住まいづくり奨励金

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		町外から転入された世帯で、町内に新築住宅や中古住宅を取得された場合、最大１００万円の奨励金の助成 チョウガイ テンニュウ セタイ チョウナイ シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3132		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと定住 住宅助成金		①転入して2年未満の新築で、契約締結後3カ月以内に認定申請する人（助成金額50万円）、②転入してから1年未満に中古住宅を購入し、その契約から1年未満に改築する人で認定後直ちに改築工事ができる人 ケイヤク マン		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532		ふるさと定住 住宅助成金								ふるさと定住 住宅助成金		ふるさと定住 住宅助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を購入する・改修する		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市に転入し、新たに住宅を取得する世帯で、中学生3年生以下のお子さんを子育てする世帯に対し、新生活を支援するため、助成金の交付を行います。		政策形成課
企画担当 セイサク ケイセイ カ キカク タントウ		0554-43-1111
(内線241)		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業								都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金		最高１０万円（耐震改修併用リフォームの場合は２０万円）として、工事金額の１０％まで補助。空き家バンク成約者も対象。 タイシン カイシュウ ヘイヨウ バアイ マンエン コウジ キンガク ホジョ		都市計画課
都市整備担当		0553-22-1111		住宅リフォーム補助金								住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		定住祝い金制度		三富若者定住促進住宅から三富地区に持ち家を取得した方を対象（若者定住住宅に入居した月から退去した月までの月数に、1万6,000円を乗じ得た金額とする）。		建設課
市営住宅担当 ケンセツ カ シエイ ジュウタク タントウ		0553-22-1111		定住祝い金制度								定住祝い金制度		定住祝い金制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		市内に所有し現在居住している個人住宅または店舗等併用住宅(築後5年経過しているもの)のリフォーム費用を、条件を満たす場合10％(上限10万円・耐震工事は上限20万円)助成する。 シナイ ショユウ ゲンザイ キョジュウ コジン ジュウタク テンポ トウ ヘイヨウ ジュウタク チク ゴ ネン ケイカ ヒヨウ ジョウケン ミ バアイ ジョウゲン マンエン タイシン コウジ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課
建築営繕担当 ケンセツ カ ケンチク エイゼン タントウ		0551-22-1111
(内線243)		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン								住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン		市外に居住されていた方が、市内に住宅を取得し、定住する場合に助成金（新築30万円、中古20万円）を支給します。 シガイ キョジュウ カタ シナイ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ ジョセイキン シンチク マンエン チュウコ マンエン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0551-22-1111		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン								持家住宅定住促進助成金		持家住宅定住促進助成金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		住まい		家を購入する・改修する		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ		市民の住環境の向上のため住宅リフォーム応援事業。対象は工事費２０万円（税抜き）以上で補助金額は工事費の２０％（上限２０万円） シミン ジュウカンキョウ コウジョウ ジュウタク オウエン ジギョウ タイショウ コウジ ヒ マンエン ゼイ ヌ イジョウ ホジョ キン ガク コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツ カ		0267-22-1700		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ								小諸市すまいのリフォーム応援事業		小諸市すまいのリフォーム応援事業

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい ス		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域のうち新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内（150万円を限度とする）		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク								過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ		対象地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の１０分の１以内を助成
（限度額１０万円）※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ハイオク ト コワ ジギョウ ヨウ ケイヒ ブン イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ								過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅の耐震補強工事経費の1/2以内（上限60万円）を補助 ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン ジュウタク タイシン ホキョウ コウジ ケイヒ イナイ ジョウゲン ００００ エン ホジョ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ								伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進マイホーム取得助成事業		市内に定住のための住宅を取得した方に、新築の場合は最大３４万円、購入の場合は最大２９万円を助成		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420		定住促進マイホーム取得助成事業								定住促進マイホーム取得助成事業		定住促進マイホーム取得助成事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業		個人所有の居住用住宅の地元業者によるリフォームに、対象工事費の２０％以内、最高限度額２０万円を補助（申請期限Ｈ２６年９月末）		建設課
建築住宅係		0261-22-0420		住宅リフォーム促進事業								住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ		市外から転入しようとする40歳未満の夫婦または20歳未満の子供と同居する夫婦に最大で150万円を補助 サイミマン フウフ サイミマン コドモ ドウキョ フウフ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ								移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ		市外から転入しようとする方へ購入費用及び改修費用の1/2、最大80万円を補助 シガイ テンニュウ カタ コウニュウ ヒヨウ オヨ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ								移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ		対象住宅を所有し、住民登録のある方を対象に住宅リフォーム費用を補助。補助対象工事が50万円以上の場合に10万円を補助 タイショウ ジュウタク ショユウ ジュウミン トウロク カタ タイショウ ジュウタク ヒヨウ ホジョ ホジョ タイショウ コウジ マンエン イジョウ バアイ マンエン ホジョ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0266-72-2101		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ								住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		203629		長野県 ナガノケン		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		地域産業の活性化、既存住宅の改修等による住環境の改善を図るため、町民が町内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う方に、費用の一部を町が補助する支援事業（平成26年度まで） ヘイセイ ネンド		建設課都市計画管理係 ケンセツカ トシ ケイカク カンリ カカリ		0266-62-9216		住宅リフォーム支援事業								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン		町に定住する目的で住宅を新築または新築住宅を購入した、申請時に４５歳未満の方を対象に５０万円を補助（条件有）。平成２２～２６年度の５年間 マチ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ シンセイジ サイ ミマン カタ タイショウ マンエン ホジョ ジョウケン アリ ヘイセイ ネンド ネンカン		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン								定住促進対策新築住宅補助金		定住促進対策新築住宅補助金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅建設資金利子補給金		住宅の新築や中古住宅等を取得する際に、指定金融機関から融資を受けた方に対し、利子総額の1/2以内、40歳未満のＩターン者には最大50or40万円、その他一般の方にも最大25～8万円の利子補給金を交付 リシ ソウガク イナイ サイミマン シャ サイダイ マンエン タ イッパン カタ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		飯島町住宅建設資金利子補給金								飯島町住宅建設資金利子補給金		飯島町住宅建設資金利子補給金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町の町営住宅（特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅含む）に入居した若者が、定住するために住宅を新築または購入（中古住宅を含む）した場合に最大25or20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		飯島町若者定住化促進住宅補助金								飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町若者定住化促進住宅補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅リフォーム支援補助金		リフォーム工事全般（塀の耐震補強・空き家の有効活用目的を含む）に係る費用の一部について、税抜き30万円以上の工事の５％相当・最大10万円を補助。 ゼンパン ヘイ タイシン ホキョウ ア ヤ ユウコウ カツヨウ モクテキ フク ゼイ ヌ マンエンイジョウ コウジ ソウトウ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		飯島町住宅リフォーム支援補助金								飯島町住宅リフォーム支援補助金		飯島町住宅リフォーム支援補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町耐震補強工事補助金		東海地震などの大規模地震に備え、住宅の耐震化を進めるため木造住宅の耐震診断事業と、必要に応じた住宅等補強事業に対し、対象工事の1/2以内・最大60万円を補助。 タイショウ コウジ イナイ サイダイ マンエン		建設水道課
調査計画係 チョウサ ケイカク カカ		0265-86-3111		飯島町耐震補強工事補助金								飯島町耐震補強工事補助金		飯島町耐震補強工事補助金

		204137		長野県 ケン ケン		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン		住宅の増改築及び空き家の取得に係る費用を、工事費（取得費）の１０％以内の額（限度額３０万円）を支給 ジュウタク ゾウカイチク オヨ ア ヤ シュトク カカ ヒヨウ コウジヒ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン								住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築工事に対し、工事費の１０％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク シンチク コウジ タイ コウジヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン								住宅新築補助金		住宅新築補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン		住宅用地取得に係る費用を、取得費の１００％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク ヨウチ シュトク カカ ヒヨウ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン								住宅用地取得補助金		住宅用地取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築、リフォーム工事に対し、経費の１００分の２５に相当する金額を補助する（限度額２０万、１，０００円未満切り捨て）。尚、他の新築事業等補助金との併用は不可。年齢制限なし ジュウタク シンチク コウジ タイ ケイヒ ブン ソウトウ キンガク ホジョ ゲンドガク マン エン ミマン キ ス ナオ ホカ シンチク ジギョウ トウ ホジョキン ヘイヨウ フカ ネンレイ セイゲン		建設課 ケンセツカ		0260-32-2001		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン								天龍村住宅新築・リフォーム補助金		天龍村住宅新築・リフォーム補助金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		住まい ス		家を購入する・改修する		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付 コウレイシャ ドウキョ コソダ チュウ ソンミン ジュウタク シンチク バアイ カリイレ キン リシ フタン ケイゲン ホジョキン コウフ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン								ふれあい住宅支援事業補助金		ふれあい住宅支援事業補助金

		204480		長野県		生坂村		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン		村内の事業者による住宅のリフォーム等に補助します。（補助金上限額２０万円） ソンナイ ジギョウ シャ ジュウタク トウ ホジョ ホジョキン ジョウゲン ガク マンエン		振興課 シンコウカ		0263-69-3111		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン								住宅リフォーム等補助金		住宅リフォーム等補助金

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		小布施町定住促進補助金		小布施町に移住定住する方で、住宅の新築や中古住宅の購入、賃貸リフォームをされるときに補助金を助成 オブセマチ イジュウ テイジュウ カタ ジュウタク シンチク チュウコ ジュウタク コウニュウ チンタイ ホジョキン ジョセイ		行政改革グループ ギョウセイ カイカク		026-214-9102		小布施町定住促進補助金								小布施町定住促進補助金		小布施町定住促進補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		家を購入する・改修する		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン		延床面積70㎡以上、地元業者施工の50万円以上の新・改築工事に補助。新築は村産木材１５％以内で１５０万円までと、指標の７割以上を充たし１０％以内で７５万円まで。増改築は村産木材１５％以内で７５万円まで ノ ユカ メンセキ イジョウ ジモト ギョウシャ セコウ マン エン イジョウ カイチク コウジ ホジョ シンチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン シヒョウ ワリ イジョウ ミ イナイ マンエン ゾウカイチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン								村産材利用・地元業者利用補助金		村産材利用・地元業者利用補助金

		205907		長野県 ナガノケン		飯綱町 イイヅナ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン		町内に自ら定住する目的で住宅を新築又は購入する者で、申請時に満40歳未満の方を対象に上限50万円を補助(対象期間有） チョウナイ ミズカ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ モノ シンセイジ マン サイミマン カタ タイショウ ジョウゲン マンエン ホジョ タイショウ キカン アリ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		026-253-2511		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン								定住促進対策新築住宅等補助金		定住促進対策新築住宅等補助金

		206024		長野県 ナガノケン		栄村 サカエムラ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン		Iターン・Uターンで定住する若者がマイホームの取得をする際に補助金を支給 テイジュウ ワカモノ シュトク サイ ホジョ キン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0269-87-3114		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン								若者定住マイホーム支援事業補助金		若者定住マイホーム支援事業補助金

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド		住宅を取得（新築・中古）するとき、もしくは住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローン返済額のうち、１．０％の利子に相当する額を当初５年間助成 ジュウタク シュトク シンチク チュウコ ジュウタク ミンカン キンユウ キカン ジュウタク リヨウ ヒト タイ ヘンサイ ガク リシ ソウトウ ガク トウショ ネンカン ジョセイ		公共建築住宅課 コウキョウ ケンチク ジュウタク カ		058-272-1111(内線3657)		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド								住宅資金助成制度		住宅資金助成制度

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		ぎふの木で家づくり支援事業		乾燥度合いや強さを表示したぎふ性能表示材を、柱や梁などの構造材に８０％以上かつ梁桁に６㎥以上使用した住宅を県内に新築した場合に２０万円助成。		県産材流通課		058-272-1111(内線3013)		ぎふの木で家づくり支援事業								ぎふの木で家づくり支援事業		ぎふの木で家づくり支援事業

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援利子補給金		中学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる世帯が、市街化区域に住宅を新築、または新築の住宅・分譲マンションを購入し、転入した場合、住宅の借り入れ利子を助成します。（限度額１０万円／年１回、３年間） カ イ		都市計画部
都市プロモーション室		0584-47-7681		子育て世代住宅取得支援利子補給金								子育て世代住宅取得支援利子補給金		子育て世代住宅取得支援利子補給金

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		家を購入する・改修する		耐震補強工事補助事業		木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。平成26年度は10件を予定しています。平成25年度から3年間限定で市単独費の上乗せを行い、個人負担をより軽減し、住宅耐震化の推進を図ります。		都市計画課 トシ ケイカク カ		0572-68-9817		耐震補強工事補助事業								耐震補強工事補助事業		耐震補強工事補助事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		市内の方が、恵那市内に新築住宅を購入又は建築した場合、地方税法の減免分と同額を3年間減免します。 シナイ カタ エナシナイ シンチク ジュウタク コウニュウ マタ ケンチク バアイ チホウ ゼイホウ ゲンメン ブン ドウガク ネンカン ゲンメン		税務課資産税係 ゼイム カ シサンゼイ カカリ		0573-26-2111(内510.513)		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン								固定資産税の減免		固定資産税の減免

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド		固定資産税の減免に該当する世帯について、25万円を交付します。また、義務教育以下の世帯員がいる場合、1人につき5万円を加算します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド								定住促進奨励金交付制度		定住促進奨励金交付制度

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ		地域材の柱を30本以上使い、市内建設業者が住宅を新築したとき、市内の方は固定資産税を最長3年間減免、市外からの転入者は最大20万円の奨励金を交付します。		農林課林政係 ノウリンカ リンセイ カカリ		0573-26-2111(内527)		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ								えなの木で家づくり支援事業		えなの木で家づくり支援事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		家を購入する・改修する		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住することを目的とした住宅を取得された方に新築３０万円、中古１５万円、中学生以下の子ども１人につき５万円の奨励金を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク カタ シンチク マンエン チュウコ マンエン チュウガクセイ イカ コ ニン マンエン ショウレイキン コウフ		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン								土岐市定住促進奨励金		土岐市定住促進奨励金

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		家を購入する・改修する		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ		市内建設業者の施工により住宅工場等を新増築した者及び市内に住宅、工場を取得して移住する者に対し、固定資産税相当額を３年間まちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ ケンセツギョウ シャ セコウ ジュウタク コウジョウトウ シンゾウチク モノ オヨ シナイ ジュウタク コウジョウ シュトク イジュウ モノ タイ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン シンコウ ケン チイキ ツウカ ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0581-22-6832		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ								山県市新築等祝金事業		山県市新築等祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		住まい		家を購入する・改修する		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		本巣市北部地域に移住・定住される方に補助金を交付します。住宅取得…限度額100万円（取得経費の1/10）中古住宅…限度額50万円（取得経費の1/10）借家…限度額1万5千円（家賃月額の1/2を3年間） モトス シ ホクブ チイキ イジュウ テイジュウ カタ ホジョキン コウフ ジュウタク シュトク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ チュウコ ジュウタク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ シャクヤ ゲンド ガク マン センエン ヤチン ゲツガク ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0581-34-5024		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン								本巣市移住定住促進補助金		本巣市移住定住促進補助金

		212199		岐阜県		郡上市		住まい		家を購入する・改修する		郡上市産材住宅建設等支援事業		市内への定住促進と市産材の利用拡大を図るため、住宅の新築または購入を行う者を対象に、市で定めた一定の要件を満たした場合に奨励金を交付。		農林水産部
林務課 ノウリン スイサン ブ リン ム カ		0575-67-2121		郡上市産材住宅建設等支援事業								郡上市産材住宅建設等支援事業		郡上市産材住宅建設等支援事業

		213039		岐阜県		笠松町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金		定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築されたり、新築購入をされたかたに、住宅に課税される固定資産税の額に相当する「定住促進助成金」を交付します。		税務課 ゼイムカ		058-388-1112		定住促進助成金								定住促進助成金		定住促進助成金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金制度		町内に新築住宅を建築、又は購入する者に対して奨励金を交付する制度。基本奨励金：10万円。加算要件該当で別途加算あり。 カサン ヨウケン ガイトウ ベット カサン		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		新築住宅建設等奨励金制度								新築住宅建設等奨励金制度		新築住宅建設等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅に対する固定資産税減免		町内に住宅を新築した場合、床面積120㎡以下について、3年間、固定資産税の1/2を減額。国制度との併用により床面積120㎡以下は、3年間、固定資産税がゼロ。		総務部税務課 ソウム ブ ゼイムカ		0585-22-2111		新築住宅に対する固定資産税減免								新築住宅に対する固定資産税減免		新築住宅に対する固定資産税減免		OK		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修等奨励金制度		町内の既存住宅の改修工事等をする者に対し、改修費用の一部を助成。ただし工事経費が50万円以上の場合に限る。基本奨励金：対象工事に要する経費の100分の5相当。上限5万円。加算要件該当で別途加算有 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		住宅改修等奨励金制度								住宅改修等奨励金制度		住宅改修等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		空き家に3年以上の居住を前提に購入又は賃貸した者が改修、ハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成。①改修費用の１／２以内。上限10万円。加算要件該当で別途加算有。②清掃費の１／２以内。上限5万円 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		田舎暮らし住宅活用奨励金制度								田舎暮らし住宅活用奨励金制度		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		川辺町内に住宅を新築もしくは購入した方に３年間、住宅に課税される固定資産税相当額を助成する。 カワベ チョウナイ ジュウタク シンチク コウニュウ カタ ネンカン ジュウタク カゼイ コテイ シサンゼイ ソウトウガク ジョセイ		企画まちづくり課 キカク カ		0574-53-7213		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		215058		岐阜県		八百津町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン		定住を目的として町内に住宅を新築する方、又は新築家屋を購入する方に対して、1戸20万円を奨励金として交付します。 テイジュウ モクテキ チョウナイ ジュウタク シンチク カタ マタ シンチク カオク コウニュウ カタ タイ イッコ マンエン ショウレイキン コウフ		産業課 サンギョウカ		0574-43-2111		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン								新築住宅建設等奨励金		新築住宅建設等奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進事業		定住を促進するため、Iターン・Uターン等により住宅新築、中古住宅購入、住宅改修する場合や、村営住宅へ入居した方の家賃への奨励金を交付する。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111		定住促進事業								定住促進事業		定住促進事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代型住宅建設事業		入居条件①配偶者又は３ヶ月以内に入籍予定の婚約者がいる②夫婦（婚約者同士）が共に18歳以上41歳未満③子の最年長者は小学校6年生以下④申込時の居住地は不問⑤配偶者（婚約者）との合計所得が2百万円以上		建設部建築住宅課		0547-36-7193		子育て世代型住宅建設事業								子育て世代型住宅建設事業		子育て世代型住宅建設事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン		木材利用を促進することにより、地域経済の活性化のため大井川流域産材を使用した木材住宅を新築する個人に対して奨励金を交付する。 モクザイ リヨウ ソクシン チイキ ケイザイ カッセイカ オオイガワ リュウイキ サン ザイ シヨウ モクザイ ジュウタク シンチク コジン タイ ショウレイキン コウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7165		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン								島田市木材需要促進対策奨励金		島田市木材需要促進対策奨励金

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ		２０万円以上の住宅又は併用住宅の増改築・修繕工事費の２０％を助成する制度。150万円以上は30万円、20万円以上150万円未満は２０％の額を助成。なお、助成額の３０％は下田クレジット商品券で交付		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-22-3914		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ								住宅リフォーム振興事業		住宅リフォーム振興事業		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222224		静岡県		伊豆市 イズシ		住まい		家を購入する・改修する		伊豆市若者定住促進住宅補助金		定住する若者に、平成27年12月31日までの間に新築又は購入で取得した住宅に100万円（住宅のみの場合は50万円）を補助。また、その住宅に居住する小学校就学に達するまでの者１人につき10万円を補助		総務部
地域づくり課 ソウム ブ チイキ カ		0558-74-3066		伊豆市若者定住促進住宅補助金								伊豆市若者定住促進住宅補助金		伊豆市若者定住促進住宅補助金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド		市外から転入して住宅を取得、または市内アパート等の居住者で住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に50万円を交付。ただし、取得価格が500万未満の場合は取得価格の10％。※建て替えの場合は対象外 シガイ テンニュウ ジュウタク シュトク シナイ トウ キョジュウシャ ジュウタク シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイショウ マンエン コウフ シュトク カカク マン ミマン バアイ シュトク カカク タ カ バアイ タイショウガイ		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド								住宅取得補助金制度		住宅取得補助金制度

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外から転入して住宅を取得、または、市内居住者でアパート等に住んでいて住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に固定資産税額の１/２相当額を５年間交付。※建て替えの場合は対象外。 コテイ シサンゼイ ガク ソウトウ ガク ネンカン		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		100万円以上の住宅改修工事において、工事費の10％（上限30万円※千円未満切り捨て）※市の耐震補強事業などで受けた補助額は対象外とする。 マンエン イジョウ ジュウタク カイシュウ コウジ コウジヒ ジョウゲン マンエン セン エン ミマン キ ス シ タイシン ホキョウ ジギョウ ウ ホジョ ガク タイショウガイ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0537-85-1122		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅の耐震補強工事費用に対し補助を交付する。（上限額50万円。高齢者のみでお住まいの方や、重度の障害がある方などの住宅の場合は、上限額が70万円） ホジョ		都市政策課 トシ セイサク カ		0537-35-0932		木造住宅耐震補強助成事業								木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅耐震補強助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		新築された住宅については新築後３年間（認定長期優良住宅は５年間）、固定資産税が減額される。 シンチク ネンカン ニンテイ チョウキ ユウリョウ ジュウタク ネンカン		税務課 ゼイムカ		0537-35-0913		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン								固定資産税の減免		固定資産税の減免

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		町派遣の専門家により、一定の基準を超えると判断された場合に助成。耐震補強計画：1戸あたり9万6千円上限（費用の2/3以内）。耐震補強工事：工費のうち50万円（高齢者のみの世帯は70万円）上限 ジョウゲン ジョウゲン		建設課 ケンセツ カ		0558-34-1952		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）								プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅建築等助成制度		木造住宅の新築または増築に補助金を交付する制度。新築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の全額（15万円／年を限度）増築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の1／2の額（10万円／年を限度）		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-34-1946		木造住宅建築等助成制度								木造住宅建築等助成制度		木造住宅建築等助成制度

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン		町内に１年以上住民登録をし、改修工事を行う住宅に現在入居している方が、住宅改修を行う際、工事費の20%以内（限度額20万円）で補助金を交付。 チョウナイ ネンイジョウ ジュウミン トウロク カイシュウ コウジ オコナ ジュウタク ゲンザイ ニュウキョ カタ ジュウタク カイシュウ オコナ サイ コウジヒ イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン								住宅改修事業補助金		住宅改修事業補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		家を購入する・改修する		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ		町内建築業者が、木造専用住宅（店舗併用含む）を地域材で新築及び増築（10㎡以上）した場合、その一部を助成する。（一件＝購入代金の1/2、上限10万円） チョウナイ ケンチク ギョウシャ モクゾウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ フク チイキ ザイ シンチク オヨ ゾウチク イジョウ バアイ イチブ ジョセイ イッケン コウニュウ ダイキン ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0538-85-6316		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ								地域材利用木造住宅推進事業		地域材利用木造住宅推進事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		住まい		家を購入する・改修する		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン		長者平団地分譲地を購入後住宅を建設し、義務教育修了前の子供を養育する家庭か、交付申請時点で夫又は妻が35歳以下の夫婦が居住し市民となる場合に交付。1夫婦又は1家族につき1,000,000円。 チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ゴ ジュウタク ケンセツ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コドモ ヨウイク オット マタ ツマ サイイカ フウフ キョジュウ シミン バアイ コウフ フウフ マタ カゾク エン		作手総合支所地域振興課 ツクデ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		0536-37-2259		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン								新城市長者平団地分譲地購入奨励金		新城市長者平団地分譲地購入奨励金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		若者世帯が町内に住宅を新築する場合に費用の１／３以内を補助（上限２００万円）。中学生以下の子どもがいる世帯または年齢の合計が８０歳未満の夫婦が対象。 ワカモノ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク バアイ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コ セタイ ネンレイ ゴウケイ サイミマン フウフ タイショウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン								設楽町若者定住促進住宅補助金		設楽町若者定住促進住宅補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ		延べ床面積100㎡以上の住宅を新築した場合に20万円／戸の報奨金を交付。対象は住宅を建てる方で４０歳未満の世帯員と同居が必要。 ノ ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ト ホウショウキン コウフ タイショウ ジュウタク タ カタ サイミマン セタイ イン ドウキョ ヒツヨウ		企画課		0536-62-0514		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ								住宅新築奨励		住宅新築奨励

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ		住宅の新築・増改築経費の無利子貸付（上限３００万円・１人１回限り）。対象は４０歳未満の住宅を建てる方。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ニン カイ カギ タイショウ サイミマン ジュウタク タ カタ		企画課		0536-62-0514		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ								住宅資金貸付		住宅資金貸付

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		家を購入する・改修する		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン		地域材で新築住宅を取得・・・１０万円うち一定体積以上使用・・・・・１０万円
さらに町内工務店が施工・・・・１０万円加算 チイキ ザイ シンチク ジュウタク シュトク マン エン イッテイ タイセキ イジョウ シヨウ マンエン チョウナイ コウムテン セコウ マンエン カサン		建設課 ケンセツカ		0536-76-1813		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン								とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金

		242110		三重県		鳥羽市		住まい		家を購入する・改修する		鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若者夫婦に対し、最高100万円の奨励金を交付。		企画財政課
企画経営室		0599-25-1101		鳥羽の定住応援事業奨励金								鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽の定住応援事業奨励金

		245623		三重県		紀宝町		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税減免制度		若者が町内に住宅を新築したとき、その住宅に係る固定資産税が８年間減税されます。		税務住民課		0735-33-0337		固定資産税減免制度								固定資産税減免制度		固定資産税減免制度

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		ＩＪＵターン者、実家定住者が行うリフォーム工事に対して補助。40歳未満の場合、対象経費の1/4（上限50万円）、40歳以上は対象経費の1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで支払い ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）								住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		40歳未満の定住者が住宅を建築・購入する場合に固定資産税相当額の1/2を補助（限度額5万円/年）。補助金は地域通貨アイカで5年間補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）								住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		市外から移住して住宅を新築される40歳未満の方に200万円を補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業								おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業助成金		自己所有し、居住している住宅について、町内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、その経費の１０％（上限１０万円）を助成		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0748-52-65562		住宅リフォーム促進事業助成金								住宅リフォーム促進事業助成金		住宅リフォーム促進事業助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者新築住宅取得支援事業		住宅を新築又は購入した若者への助成制度。住宅に課税される固定資産税相当額（3年間、限度額10万円/年）。
別途割増助成有（町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付） マタ ネンカン アリ		企画課 キカク カ		0749-48-8122		若者新築住宅取得支援事業								若者新築住宅取得支援事業		若者新築住宅取得支援事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者世帯多世代同居支援事業		多世代同居をするために住宅を増築または建替えした若者世帯又は親世帯に固定資産税相当額を助成（3年間、限度額10万円／年）。町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付 マタ ネンカン		企画課 キカク カ		0749-48-8122		若者世帯多世代同居支援事業								若者世帯多世代同居支援事業		若者世帯多世代同居支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン		スマート・エコハウス改修（断熱、省エネ電気設備など）、子育て改修（子ども部屋の増築・改修など）、バリアフリー化改修に、1/10以内で上限１０万円を補助 カイシュウ ダンネツ ショウ デンキ セツビ コソダ カイシュウ コ ヘヤ ゾウチク カイシュウ カ カイシュウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン								スマート・エコ等住宅改修費補助金		スマート・エコ等住宅改修費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン		木造住宅の耐震改修工事に、上限９０万円を補助 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン								木造住宅耐震改修工事費補助金		木造住宅耐震改修工事費補助金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ		平成24年４月１日以降に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯が転入日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、３年間奨励金（居住部分にかかる固定資産税相当分）を交付		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ								洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		平成24年４月１日以降に婚姻され、夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、婚姻日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、最長３年間奨励金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金								洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市外在住者を対象に、若者の定住及び活気ある地域づくりを推進することを目的として、さかえ団地を購入して住宅を建築した転入世帯に対し、活性化促進金（２００万円）を交付。条件によっては追加支給有 ザイジュウシャ アリ		五色総合事務所窓口サービス課開発係　 ゴシキ ソウゴウ ジム ショ マドグチ カ カイハツ カカリ		0799-33-1921		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 								洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を購入する・改修する		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ		市内に住宅を新築又は購入された方40歳未満の世帯に50万円及び市外からの転入者で住宅を新築又は購入された世帯に30万円（年齢制限なし）を交付します。（中古住宅はいずれも半額助成） シナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ カタ サイ ミマン セタイ マンエン オヨ シガイ テンニュウシャ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ セタイ マンエン ネンレイ セイゲン コウフ チュウコ ジュウタク ハンガク ジョセイ		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ								定住者住宅取得奨励金交付事業		定住者住宅取得奨励金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		転入者定住支援金交付事業		2人以上で転入し、市内で新築又は中古物件を購入した世帯に対し、赤穂商工会議所商品券20万円分を交付。中学3年生以下の子ども1人につき5万円加算有り。		企画広報課		0791-43-6867		転入者定住支援金交付事業								転入者定住支援金交付事業		転入者定住支援金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成		市内の施工業者を利用した住宅リフォーム工事に対し、最大13万円を赤穂商工会議所商品券で助成する。 コウ		産業観光課		0791-43-6838		住宅リフォーム助成								住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）で新築・改修工事をおこなう若者・子育て世帯を対象に工事にかかる費用の最大５０万円を助成 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオイモ ニシキ キタ シンチク カイシュウ コウジ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ コウジ ヒヨウ サイダイ マンエン ジョセイ		企画課 キカク カ		079-552-5106		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド								若者定住住宅補助金制度		若者定住住宅補助金制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド		丹波市へI・Uターンされる方の住宅新築・新規購入・改修費用の一部を助成。また、住宅を新築または新規購入し、中学生以下のお子さんが同居される場合は、補助金を上乗せし、最大１００万円を助成。 タンバシ カタ ジュウタク シン チク シンキ コウニュウ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク シンチク シンキ コウニュウ ホジョキン ウワノ サイダイ マンエン ジョセイ		まちづくり部
地域協働課 ブ チイキ キョウドウ カ		0795-82-2272		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド								丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド		市が販売している応相寺宅地分譲団地、優良田園住宅地を購入し、住宅を建築する場合、建築工事費の５％、上限５０万円を補助。 シ ハンバイ オウ ソウ テラ タクチ ブンジョウ ダンチ ユウリョウ デンエン ジュウタク チ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ ケンチク コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		建設部
都市住宅課 ケンセツ ブ トシ ジュウタク カ		0795-74-2364		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド								特定分譲地販売促進補助金交付制度		特定分譲地販売促進補助金交付制度

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		住まい		家を購入する・改修する		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ		市外から淡路市に移住し、新築住宅を取得した場合に助成。 シガイ アワジシ イジュウ シンチク ジュウタク シュトク バアイ ジョセイ		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ								淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業

		294497		奈良県		十津川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ		村内に木造住宅を新築する、十津川村に転入・定住を希望し、世帯主か配偶者が18歳以上50歳未満で18歳以下の子どもがいる世帯に地元木材使用量１?につき８万円の補助金を交付する。（上限200万円）		建設課 ケンセツカ		0746-62-0905		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ								定住促進住宅新築助成事業		定住促進住宅新築助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン		川上村に転入し、住居を新築・購入・改修した方に対して、経費の10％を補助金として交付する。（上限：100万円）。※ただし、中学生以下の子育て世帯は、補助率・上限額ともに２倍。 カワカミムラ テンニュウ ジュウキョ シンチク コウニュウ カイシュウ カタ タイ ケイヒ ホジョキン コウフ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コソダ セタイ ホジョリツ ジョウゲン ガク バイ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン								川上村ＵＪＩターン住宅補助金		川上村ＵＪＩターン住宅補助金

		300004		和歌山県		-		住まい		家を購入する・改修する		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン		県外からの移住を推進するため、空き家改修費用の２／３（上限８０万円）を補助。（※随時受付、移住に際し市町村及び受入協議会の支援を受けることなど、条件有） ケンガイ イジュウ スイシン ア イエ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ホジョ ズイジ ウケツケ イジュウ サイ シチョウソン オヨ ウケイレ キョウギカイ シエン ウ ジョウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン								空き家改修補助金		空き家改修補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン		町内で家を新築もしくは購入する場合、一定の条件を満たせば１００万円を補助する制度です。 チョウナイ イエ シンチク コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ マンエン ホジョ セイド		企画公室 キカク コウシツ		0736-54-2019		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン								九度山町定住促進支援補助金		九度山町定住促進支援補助金

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助制度 セイド		町内における住宅の取得に対する補助金。
対象経費の1/2（新築は最大200万円、中古住宅購入は最大80万円）を補助。 チョウナイ ジュウタク シュトク タイ ホジョキン タイショウ ケイヒ シンチク サイダイ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000		移住定住促進補助制度 セイド								移住定住促進補助制度		移住定住促進補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備（リフォーム）補助金		町内業者を利用した、住居のリフォームに対する補助金。
補助対象経費の１/２（最大２０万円）を補助。なお、補助額のうち１割相当分は高野町商品券にて支給。 チョウナイ ギョウシャ リヨウ ジュウキョ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ ホジョ ガク ワリソウトウ ブン コウヤチョウ ショウヒンケン シキュウ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000		住環境整備（リフォーム）補助金								住環境整備（リフォーム）補助金		住環境整備（リフォーム）補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進のために、町内に居住しようとする若年層の住宅取得を支援するための補助制度 テイジュウ ソクシン チョウナイ キョジュウ ジャクネンソウ ジュウタク シュトク シエン ホジョ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン		乾燥紀州材を利用して木造住宅を建築する場合、構造材の材積１㎥あたり8万円（上限80万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 カンソウ キシュウ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク バアイ コウゾウザイ ザイセキ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		産業課 サンギョウカ		0735-62-0558		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン								紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		倉吉市住宅支援制度		県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。
・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大50万円（対象経費の５％）・中古改修：最大35万円（対象経費の10％）		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159		倉吉市住宅支援制度								倉吉市住宅支援制度		倉吉市住宅支援制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		若者の新築住宅固定資産税減免制度		35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共同住宅や賃貸住宅は除きます)		税務課資産税係 ゼイムカ シサンゼイ カカリ		0858-22-8114		若者の新築住宅固定資産税減免制度								若者の新築住宅固定資産税減免制度		若者の新築住宅固定資産税減免制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		いきいき定住促進条例の奨励金等に該当する（した）方で、その事由に沿った住宅の改修・取得を行った場合、事業費の1/5、上限30万円を助成。 テイジュウ ソクシン ジョウレイ ショウレイキン トウ ガイトウ カタ ジユウ ソ ジュウタク カイシュウ シュトク オコナ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ								住宅等補助金（いきいき定住促進条例）		住宅等補助金（いきいき定住促進条例）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド		自らが居住する個人用住宅の改修等に係る工事で、30万円以上の工事を町内の住宅関連業者に発注された場合、事業費の1/5、上限30万円、現金と商品券で交付。 ミズカ キョジュウ コジンヨウ ジュウタク カイシュウ トウ カカ コウジ マンエン イジョウ コウジ チョウナイ ジュウタク カンレン ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0859-82-1112		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド								住宅改修助成制度		住宅改修助成制度

		320005		島根県 シマネケン		-		住まい		家を購入する・改修する		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド		島根県及び県内の建築・不動産関係団体等が連携して、ＵＩターンに係る住宅の新築・リフォームに関する相談や土地・建物の売買及び賃貸に関する相談に対応。 シマネ ケン オヨ ケン ナイ ケンチク フドウサン カンケイ ダンタイ トウ レンケイ カカ ジュウタク シンチク カン ソウダン トチ タテモノ バイバイ オヨ チンタイ カン ソウダン タイオウ		島根県建築住宅センター シマネケン ケンチク ジュウタク		0852-26-4577		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド										外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ		子育て世代等が市内業者を利用し、市内に住宅を建築、購入すると固定資産税等相当額を５年間で最大７５万円、リフォームを行うと工事費費用の一部を最大５０万円を助成します。 シナイ コテイ シサンゼイ トウ ソウトウガク ネンカン サイダイ マンエン オコナ コウジヒ ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ジョセイ		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ								定住促進住まいづくり助成事業		定住促進住まいづくり助成事業		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		家を購入する・改修する		益田市UIターン者応援事業補助金		市外在住者が益田市へ定住することを目的に、住宅を新築、中古物件購入、賃貸住宅へ入居または実家等を改修、入居する場合に、補助金を交付します。また若者加算、子育て加算、中山間地定住加算を設けています。		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173		益田市UIターン者応援事業補助金								益田市UIターン者応援事業補助金		益田市UIターン者応援事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を購入する・改修する		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ		住宅を購入する移住者に対し費用の１０％か２０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で５万円加算。合計３０万円上限。 イジュウシャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ										未熟児養育医療

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン		定住するため、町内に住宅を新築・増築・購入する方に対し、借入金の利子に相当する額を助成金として交付します。上限50万円。飯南町に5年以上在住する意思のある方で65歳以下の方。 テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コウニュウ カタ タイ カリイレ キン リシ ソウトウ ガク ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン イイナン チョウ ネンイジョウ ザイジュウ イシ カタ サイ イカ カタ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン								住宅整備助成金		住宅整備助成金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ		世帯主か配偶者が40歳以下の世帯で、町内に住宅を新築・増築したときに、その固定資産税に相当する額を10年間補助。 セタイヌシ ハイグウシャ サイイカ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン ホジョ		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ								定住新築住宅補助		定住新築住宅補助

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ		定住する人が住宅を改修する場合、改修費の一部を助成。（対象：30万円以上の改修、補助額：1/2で限度額50万円） テイジュウ ヒト ジュウタク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒ イチブ ジョセイ タイショウ マンエン イジョウ カイシュウ ホジョ ガク ゲンド ガク マンエン		定住推進課
定住支援係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ								定住者用住宅改修事業		定住者用住宅改修事業

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅取得改修等助成金		住宅の新築・持ち家改修・生活備品等の設備に要した経費に対して、１５０万円を限度として、助成
金を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者） ネン イジョウ テイジュウ カクヤク シンキ テイジュウシャ						住宅取得改修等助成金								住宅取得改修等助成金		住宅取得改修等助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人が、市内に住宅を新築する場合、用地取得で最大６０万円、住宅新築で最大１００万円を助成。※世帯要件等で交付限度額を設定		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282		住宅新築助成金								住宅新築助成金		住宅新築助成金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ		新見産木材を使用して住宅を新築・増改築する場合、新築であれば５０万円、増改築の場合は３０万円を上限に補助する ニイミ サン モクザイ シヨウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク バアイ シンチク マンエン ゾウカイチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6134		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ								森と匠を活かす家づくり支援事業		森と匠を活かす家づくり支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、住宅を新築する場合、７０万円を上限に補助する。また、生ごみを処理する容器を設置する場合、１０万円を上限に補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ ナマ ショリ ヨウキ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン								分譲宅地快適環境創造事業補助金		分譲宅地快適環境創造事業補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		市が販売する分譲宅地に住宅を建て、住民票を当該地へ移した人に、分譲地販売価格の３割を補助する。 シ ハンバイ ブンジョウ タクチ ジュウタク タ ジュウミンヒョウ トウガイ チ ウツ ヒト ブンジョウチ ハンバイ カカク ワリ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン								定住促進補助金		定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市が分譲した宅地において住宅の建設を促進し、早期の住宅団地形成に資するため、当該分譲宅地に住宅を建設し、予算の範囲内で補助金を交付		都市住宅課 トシ ジュウタク カ		0867-42-7781		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金								真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木材需要拡大事業		自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者等が国産材を使用して家を建てたときに６０万円／戸の補助。 トウ コクサンザイ シヨウ イエ タ マンエン ト ホジョ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031		木材需要拡大事業								木材需要拡大事業		木材需要拡大事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		住まい		家を購入する・改修する		美作市移住定住促進補助金		美作市内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、市外から転入する者に対し、補助金を交付する。対象経費の1/5以内、補助限度額100万円。 タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ゲンド ガク マンエン		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631		美作市移住定住促進補助金								美作市移住定住促進補助金		美作市移住定住促進補助金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を新築した人に，建築費用の1割を最大で120万円の助成をする。また，新築住宅に入居した世帯が三世代世帯の場合は30万円を上乗せする。 チョウナイ ジュウタク シンチク ヒト ケンチク ヒヨウ ワリ サイダイ マンエン ジョセイ シンチク ジュウタク ニュウキョ セタイ ３ セダイ セタイ バアイ マンエン ウワノ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン								定住促進助成金		定住促進助成金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ		分譲地の造成及び販売を行う。分譲地を購入される方には，上下水道やケーブルテレビの加入負担金の他，子育て世代の家庭には土地購入費の１割を助成。 ブンジョウチ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ								矢掛町土地開発公社による分譲地の販売		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン		民間企業が造成及び販売を行った分譲地を購入された方に，土地開発公社の購入特典と合わせて，上下水道やケーブルテレビの加入負担金，子育て世代の家庭には土地購入費の1割を助成する。 ミンカン キギョウ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ ブンジョウチ コウニュウ カタ トチ カイハツ コウシャ コウニュウ トクテン ア ジョウゲ スイドウ カニュウ フタンキン コソダ セダイ カテイ トチ コウニュウヒ ワリ ジョセイ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン						1		矢掛町住宅団地促進助成金		矢掛町住宅団地促進助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン		市外に在住の方が三次市に定住の目的で市内の土地に住宅を新築または購入した場合に家屋に係る固定資産税の納税額に相当する額を奨励金として5年間交付 シナイ		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン								宅地購入・新築奨励金		宅地購入・新築奨励金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン		移住者が住宅を新築・購入する際は費用の10％（上限100万円），改修する際は費用の20％（上限50万円）を補助。子育て世帯は最大10万円加算。実家へのUターンの改修も対象。 サイ サイ		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン								庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		五萬の里団地		宅地7区画を整備し分譲中(うち2区画売約済み)、同一団地内には市営住宅20戸と集会所を建築済み、簡易水道，公共下水道を整備済み		総領支所　産業建設室 ソウリョウ シショ サンギョウ ケンセツ シツ		0824-88-3065		五萬の里団地								五萬の里団地		五萬の里団地

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド		子育て世帯，高齢者世帯，障害者世帯の住宅りフォームに要する費用の一部を助成 コソダ セタイ コウレイシャ セタイ ショウガイシャ セタイ ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0827-59-2168		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド								子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		・市内の建築関連業者により，住宅の所有者が住宅のリフォームを行う場合，それに要する費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191		住宅リフォーム助成事業								住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		○

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		子育て婚活住宅新築等補助金		子育て世代の新規定住者が、市内に市内業者により住居を新築した場合に最大で50万円の補助金を交付		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202		子育て婚活住宅新築等補助金								子育て婚活住宅新築等補助金		子育て婚活住宅新築等補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地購入補助金		安芸高田市への定住を目的とする子育て世代等の者が、市内の補助対象団地を購入する際に、条件ごとに購入金額の最大30%の補助金を交付 コウニュウ キンガク サイダイ ホジョキン		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202		定住促進団地購入補助金								定住促進団地購入補助金		定住促進団地購入補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		市内に本社のある事業所等を利用して、自宅のバリアフリー化、省エネ化、環境・防災・防犯対策等を含むリフォームを行う場合に、最大20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン ホジョキン コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金								安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励制度		家屋に係る固定資産税相当額の1/2を10年間助成。毎年度末に助成。補助対象：新築住宅の建築または購入される45歳以下で，その後10年以上定住される方又は，賃貸住宅3戸以上建築される方（年齢制限なし）		地域づくり課		0826-28-2112		定住促進奨励制度								定住促進奨励制度		定住促進奨励制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成金交付制度		町内の施工業者を利用して自己が所有し居住する住宅の修繕や増改築に対する費用を助成
助成対象工事費(50万円以上）の10％に相当する額を助成（上限10万円）		建設課		0826-28-1962		住宅改修助成金交付制度								住宅改修助成金交付制度		住宅改修助成金交付制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		Ｕターン世帯定住応援制度		定住の意思をもって，転入し，安芸太田町に在住する親族と同居する方を対象に町内業者施工による対象住宅の改修（100万円以上）に対し上限60万円を補助		地域づくり課		0826-28-2112		Ｕターン世帯定住応援制度								Ｕターン世帯定住応援制度		Ｕターン世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯定住応援制度		夫婦のいずれかが満40歳以下または満12歳以下の子がいる世帯を対象に，対象住宅の新築，中古住宅の購入または対象住宅の改修についての費用を一部補助。町内産木材利用や12歳以下の子どもが同居する場合は加算		地域づくり課		0826-28-2112		子育て世帯定住応援制度								子育て世帯定住応援制度		子育て世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		上殿定住住宅団地		いずれか一方の年齢が満40歳以下のご夫婦の世帯または，年齢が満12歳以下の子どもがいる世帯が対象
土地譲受後2年以内に住宅新築工事に着手し，3年以内に居住，10年以上定住の条件で宅地分譲価格55％割引		地域づくり課		0826-28-2112		上殿定住住宅団地								上殿定住住宅団地		上殿定住住宅団地

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を購入する・改修する		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ		子育て世代の住宅の耐久性及び安全性を高めることを目的とした住宅リフォームに対して補助金を交付。１０万円以上の工事に対し、1/5補助（上限１０万円） コソダ セダイ ジュウタク タイキュウセイ オヨ アンゼンセイ タカ モクテキ ジュウタク タイ ホジョキン コウフ マンエンイジョウ コウジ タイ ホジョ ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0846-62-0302		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ								子育てあんしん住宅リフォーム支援事業		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新規定住者奨励金		新規定住者が、家屋を新築、もしくは新築住宅を購入した場合に、固定資産税相当額を奨励金として交付する。（新規定住者には諸条件あり。）		企画課		0847‐22‐3206		新規定住者奨励金								新規定住者奨励金		新規定住者奨励金

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金事業		町内業者を利用してリフォームを行う場合、30万円以上の工事に対して工事費の10％を助成する。（上限30万円。３世代同居の場合は上限50万円。）		建設課		0847‐22‐5309		住宅リフォーム補助金事業								住宅リフォーム補助金事業		住宅リフォーム補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築事業費補助金交付事業		町内に住宅を新築し居住する場合，最高100万円を助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		住宅建築事業費補助金交付事業								住宅建築事業費補助金交付事業		住宅建築事業費補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		町有林樹木無償譲渡事業		町内に住宅を新築し居住する場合，町有林の樹木を提供します。		総務課 ソウムカ		(0847)89-3330		町有林樹木無償譲渡事業		中 チュウ		新築には町の樹木を無償提供 シンチク マチ ジュモク ムショウ テイキョウ				町有林樹木無償譲渡事業		町有林樹木無償譲渡事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進奨励金交付事業		住宅を新築又は取得された方を対象に，5年間固定資産税額の1/2相当額を奨励金として交付します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		住宅取得促進奨励金交付事業								住宅取得促進奨励金交付事業		住宅取得促進奨励金交付事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン		過疎・離島地域への人口定住促進（地域限定）。定住する意思を持って転入し、１年以内に住宅を新築・購入、増築、貸借し、6ヶ月以上継続して居住した方へ10万円支給（１世帯１回限り）。 マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン								　人口定住促進対策事業（定住奨励金）		　人口定住促進対策事業（定住奨励金）

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		本市の指定する土地を購入した移住希望者が、自らが居住するための住宅を建築し、定住した場合、当該土地及び家屋に係る固定資産税等相当額を10年間補助するもの。（上限200万円） ジョウゲン マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		中 チュウ		新居の固定資産税が10年間無料 シンキョ コテイ シサンゼイ ネン カン ムリョウ				　市有地等活用定住促進助成金事業		　市有地等活用定住促進助成金事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ		本市に移住する方が、市内の土地に自らが居住する新築住宅を登録事業者から購入・建築し、定住されると、住宅の購入・建築費用を官民が折半で最大100万円相当を支援するもの。 イジュウ カタ シナイ トチ ミズカ キョジュウ シンチク ジュウタク トウロク ジギョウシャ コウニュウ ケンチク テイジュウ ジュウタク コウニュウ ケンチク ヒヨウ カンミン セッパン サイダイ マンエン ソウトウ シエン		企画課 キカクカ		083-231-1911		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ								　移住者新築住宅購入支援助成金事業		　移住者新築住宅購入支援助成金事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市内の施工業者を利用して10万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費の10％相当の市内共通商品券を交付（限度額10万円、予算額に達したときは年度の途中で受付終了する場合あり） シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ソウトウ シナイ キョウツウ ショウヒンケン コウフ ゲンド ガク マンエン ヨサンガク タッ ネンド トチュウ ウケツケ シュウリョウ バアイ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ								住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		352110		山口県		長門市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業		市内にある自己所有の住宅で、本人または親族が居住する住宅の改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/10以内（上限額：10万円）		経済観光部商工水産課		0837-23-1136		住宅リフォーム資金助成事業								住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市民（個人住宅所有者）が行う住宅リフォームに係る費用について、費用総額の１０％を助成（補助金限度額１０万円）する。 シミン コジン ジュウタク ショユウシャ オコナ ジュウタク カカ ヒヨウ ヒヨウ ソウガク ジョセイ ホジョキン ゲンド ガク マンエン		建設部土木建築課 ケンセツ ブ ドボク ケンチクカ		0820-22-2111内線236		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ								住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ		町内にある自己居住（予定）住宅の改修工事費の一部(工事費の10%、10万円上限)を助成 チョウナイ ジコ キョジュウ ヨテイ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒ イチブ コウジヒ マンエン ジョウゲン ジョセイ		産業建設部建設課 サンギョウ ケンセツ ブ ケンセツカ		0820-79-1005		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ								住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ		一戸あたり140万円を上限として、町産材を使った木造住宅の施工主に助成。 イッ コ マンエン ジョウゲン マチ サンザイ ツカ モクゾウ ジュウタク セコウヌシ ジョセイ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ								木づかい安心住宅支援事業		木づかい安心住宅支援事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク		町内産木材を使用した住宅で、一定期間入居することで持ち家にすることが可能。 チョウナイ ウ モクザイ シヨウ ジュウタク イッテイ キカン ニュウキョ モ イエ カノウ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク								那賀町営町産材木材利用推進住宅		那賀町営町産材木材利用推進住宅

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		住まい		家を購入する・改修する		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ		町内に町産材を使用して住宅を新築する方に上限で１００万円の補助金を交付。 チョウナイ マチ サン ザイ シヨウ ジュウタク シンチク ホウ ジョウゲン マンエン ホジョキン コウフ		産業観光課 サンギョウ カンコウ カ		0884-73-4161		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ								海陽町産材活用住宅建築推進事業		海陽町産材活用住宅建築推進事業

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		Ｈ２２．１．２～Ｈ２７．１．１までに市内に住宅を新築または購入するなど交付要件を全て満たした方に対し、その住宅に係る固定資産税の半額相当を３年間交付。		総務部政策課		087-894-1112		定住奨励金								定住奨励金		定住奨励金

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム促進支援事業		市内に所有し、自ら居住している住宅のリフォーム工事をされる方に対し、工事経費の１０％相当額を市共通商品券で交付（上限２０万円分、抽選有、Ｈ２７．３．３１まで）。		建設経済部都市計画課		087-894-1113		リフォーム促進支援事業								リフォーム促進支援事業		リフォーム促進支援事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ		住宅を取得し、市外から転入した４０歳以下の方に、住宅の取得費用の一部（最大１００万円）を補助。 ジュウタク シュトク シガイ テンニュウ サイイカ カタ ジュウタク シュトク ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ホジョ		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ								定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ		市内在住の方で、新たに住宅を購入し、金融機関から資金を借入した４０歳以下の方に、借入資金の利子補給を実施。（最大３０万円） シナイ ザイジュウ カタ アラ ジュウタク コウニュウ キンユウ キカン シキン カリイレ サイイカ カタ カリイレ シキン リシ ホキュウ ジッシ サイダイ マンエン		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ								住宅取得資金利子補給事業		住宅取得資金利子補給事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		家を購入する・改修する		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震診断補助事業による耐震診断を受けた結果、補強が必要な住宅の所有者に対し、耐震改修にかかる経費の一部を補助。 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ タイシン シンダン ウ ケッカ ホキョウ ヒツヨウ ジュウタク ショユウシャ タイ タイシン カイシュウ ケイヒ イチブ ホジョ		まちづくり課 カ		089-964-4412		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ								東温市木造住宅耐震改修補助事業		東温市木造住宅耐震改修補助事業

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		町の分譲宅地を購入し、住宅を建築する場合、土地購入費の20%（上限300万円）、住宅建築費用の5%（上限100万円）、内子町内の建築業者が施工の場合は、土地購入費の10%（上限100万円）を補助。 チョウ ブンジョウ タクチ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ジュウタク ケンチク ヒヨウ ジョウゲン マンエン ウチコ チョウナイ ケンチク ギョウシャ セコウ バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0893-44-6151		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン								うちこんかい定住促進事業補助金		うちこんかい定住促進事業補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅の新築・増築・リフォームを町内所在の建築業者などで行う方に対して、補助金対象費用が50万円以上の場合に1/10に相当する額を予算の範囲内で補助。補助金の上限額は20万円。 ジュウタク シンチク ゾウチク チョウナイ ショザイ ケンチク ギョウシャ オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ヒヨウ マンエンイジョウ バアイ ソウトウ ガク ヨサン ハンイナイ ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		建設課 ケンセツ カ		0895-72-7313		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン								住宅新築・リフォーム補助金		住宅新築・リフォーム補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン		住宅部分の床面積が66㎡以上で、住宅の主要部材に県南予地域産の木材を60％以上使用し、町内所在の工務店等により建築又は購入する方に対して地域材1㎥当たり25,000円を補助。補助金の上限額は50万円。 ジュウタク ブブン ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シュヨウ ブザイ ナンヨ チイキ モクザイ イジョウ シヨウ チョウナイ ショザイ コウムテン トウ ケンチク マタ コウニュウ カタ タイ チイキ ザイ ア エン ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0895-72-7311		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン								地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金

		392081		高知県		宿毛市		住まい		家を購入する・改修する		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン		県外からの移住者が新たな生活を始めるために必要な住宅の改修工事費用の一部を助成する制度。補助率は2/3で、上限は500,000円。 ケンガイ イジュウシャ アラ セイカツ ハジ ヒツヨウ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ セイド ホジョリツ ジョウゲン エン		企画課 キカク カ		0880-63-1118		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン								宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金

		392090		高知県		土佐清水市		住まい		家を購入する・改修する		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ		移住希望者を対象に住宅改修に対して補助。補助対象経費２分の1以内、1件あたりの事業費限度額１００万円。 イジュウ キボウシャ タイショウ ジュウタク カイシュウ タイ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ケン ジギョウ ヒ ゲンド ガク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ								移住希望者向け住宅改修事業		移住希望者向け住宅改修事業

		394289		高知県		黒潮町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ		王迎団地定住分譲地【有】○最寄駅：土佐くろしお鉄道「海の王迎駅」○買い物、医療機関、教育関係施設のすべて車で15分以内の距離 オウ ムカ ダンチ テイジュウ ブンジョウ チ アリ モヨリ エキ トサ テツドウ ウミ オウ ムカ エキ カ モノ イリョウ キカン キョウイク カンケイ シセツ クルマ フン イナイ キョリ		総務課総務係 ソウム カ ソウム カカリ		0880-43-2111		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ								定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ		・市内に定住し、住宅を新築することを目的として市有地を購入した場合、土地取得額の10％を交付する。
・資格要件に該当する者が、市内業者によって住宅を新築した場合、50万円を交付する。 シナイ テイジュウ ジュウタク シンチク モクテキ シユウチ コウニュウ バアイ トチ シュトク ガク コウフ シカク ヨウケン ガイトウ モノ シナイ ギョウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン コウフ		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0947-44-2000		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ								移住・定住等住まい助成事業		移住・定住等住まい助成事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム取得支援事業		柳川市内でマイホーム（中古住宅、分譲マンション含む）を取得される市外からの転入者に対して最大100万円の奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423		マイホーム取得支援事業								マイホーム取得支援事業		マイホーム取得支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		新築マイホーム取得支援事業		筑後市への転入および定住を促進するため、市内で新たにマイホームを取得した人への手助けとして、取得支援奨励金（固定資産税相当額）を最大45万円（年間上限15万円・最長3年間）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		新築マイホーム取得支援事業								新築マイホーム取得支援事業		新築マイホーム取得支援事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業		筑後市の定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、筑後市に転入された人で、市に定住し、一定の基準を満たした住宅のリフォームを行う場合、その手助けとして最大30万円の補助金を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		住宅リフォーム補助事業								住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅小規模改修補助事業  		市内の施工業者によって住宅を改修される場合、工事費の10％、10万円を限度に補助します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024		住宅小規模改修補助事業  								住宅小規模改修補助事業  		住宅小規模改修補助事業  

		402125		福岡県		大川市 オオカワシ		住まい		家を購入する・改修する		大川市新築マイホーム取得補助金		大川市内に新たに住宅を取得した方に対し、取得費用の一部や固定資産税相当額を補助します。		企画課		0944-85-5573		大川市新築マイホーム取得補助金								大川市新築マイホーム取得補助金		大川市新築マイホーム取得補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ		耐震診断１件につき3,000円を助成。補助対象は①昭和５６年５月３１日以前に建築・工事に着手した木造住宅②建築基準法等に違反していない住宅③福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用した耐震診断等 ジョセイ ホジョ タイショウ トウ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ								木造住宅耐震診断費補助事業		木造住宅耐震診断費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ		木造住宅耐震診断費補助により、耐震診断済みで耐震化が必要と判断された住宅の耐震化工事を行う場合、工事費の５／１０以内、上限80万円を補助 オコナ バアイ ホジョ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ								木造住宅耐震化補助事業		木造住宅耐震化補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ		保存地区内の建造物の修理に係る経費のうち、通常望見できる屋根、外壁等の外観及びこれと密接な関係を有する土台、柱、梁等主たる構造に係る経費の一部を補助 ナイ イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ								伝統的建造物群保存地区補助事業		伝統的建造物群保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ		市が指定した町並み保存地区(以下「保存地区」という。)内の公道に面した白壁土蔵造りの建築物等の修理・復元に係る経費の一部を補助 イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ								町並み保存地区補助事業		町並み保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい		家を購入する・改修する		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		市内製材所の木材を使った新築、リフォーム等に対し使用木材量に応じて最大60万円を補助 シナイ セイザイショ モクザイ ツカ シンチク トウ タイ シヨウ モクザイ リョウ オウ サイダイ マンエン ホジョ		農林商工観光課山村振興係 ノウリンショウコウ サンソン シンコウ カカリ		0943-75-4986		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ								木材利用促進助成事業		木材利用促進助成事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が取得した住宅及び住宅用地に課される固定資産税相当額を奨励金として複数年にわたり交付するもの。※年間最大15万円 チュウガクセイ コ モ セタイ フウフ ゴウケイ ネンレイ サイ ミマン セタイ ネンカン サイダイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ								定住奨励金交付事業		定住奨励金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入で、補助金20万円(※内浦・戸切校区は30万円)を交付。空き家バンクはプラス５万円、半年以内のリフォームでさらに20万円。 チュウコ ジュウタク コウニュウ ホジョキン ハントシ イナイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ								中古住宅購入等補助金交付事業		中古住宅購入等補助金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入し、そのまま解体し、同一敷地に住宅を新築した場合、解体費の３分の２を補助するもの。※限度額70万円 カイタイ ドウイツ シキチ ジュウタク シンチク カイタイ ヒ フン ホジョ ゲンド ガク マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ								新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業

		404021		福岡県		鞍手町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		定住を目的に住宅を取得した人に、毎年の固定資産税相当額（上限１５万円）を１０年間交付するもの。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0949
(42)2111		定住促進奨励金								定住促進奨励金		定住促進奨励金

		406422		福岡県		吉富町		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド		住宅を町内に住宅を新築建替え又は購入された方（他に自己所有の住宅を未所有）に対し、家屋及び土地に課税される固定資産相当額を１年度当り１５万円を限度に奨励金として３年間交付する。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0979-24-4071		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド						1		定住化奨励金／定住化促進制度		定住化奨励金／定住化促進制度

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を購入する・改修する		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ		多久市内に定住を目的として住宅を取得し、居住を始められる場合、市外からの転入者に転入奨励金（最高110万円）、市内からの転居者に持ち家奨励金（最高50万円）を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ								多久市定住奨励金事業		多久市定住奨励金事業

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		家を購入する・改修する		定住特区制度 テイジュウ トック セイド		市外から永住目的に住宅を新築、または空き家を購入及び賃借する世帯責任者を対象に補助を行う。
◎定住奨励金（住宅新築、空家購入）10万円/人、（空家賃借)5万円/人		つながる部 お住もう課		0954-23-9221		定住特区制度 テイジュウ トック セイド								定住特区制度		定住特区制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン		３年以上市外に居住されている方が、小城市内に住宅を取得され、居住を始められた場合に一人につき５万円、同居する子の３人目以降（１５歳未満に限る）は一人につき１０万円を交付。 ネンイジョウ シガイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ ジュウタク シュトク キョジュウ ハジ バアイ ヒトリ マンエン ドウキョ コ ニン メ イコウ サイミマン カギ ヒトリ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン								定住奨励金		定住奨励金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		松浦市内に新たに宅地・住宅を取得する場合（増改築を除く）に、契約状況に応じて最大150万円の奨励金を交付※市内建築業者を利用時に限り交付、中古住宅取得向け制度あり		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)		定住奨励金								定住奨励金		定住奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ		五島市内の戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の一部助成
（診断に要する費用45,000円のうち30,000円助成） ゴトウシ ナイ コダ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ シンダン ヨウ ヒヨウ エン エン ジョセイ		建設課 ケンセツカ		0959-72-6188		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ								耐震・安心住まいづくり支援事業		耐震・安心住まいづくり支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上に係る改修工事費用（バリアフリーなど）の一部助成。
ただし５０万円以上で1/5助成。上限１０万円 ジュウタク セイノウ コウジョウ カカ カイシュウ コウジ ヒヨウ １ブ ジョセイ マン エン イジョウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツカ		0959-72-6189		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ								住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ		高齢者が安全に生活し、介護する家族の負担を軽減するため住宅を改造する費用の助成。（助成率2/3、助成限度額29万円） コウレイシャ アンゼン セイカツ カイゴ カゾク フタン ケイゲン ジュウタク カイゾウ ヒヨウ ジョセイ ジョセイ リツ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		長寿介護課 チョウジュ カイゴ カ		0959-72-6194		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ								高齢者住宅改造助成		高齢者住宅改造助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン		市内にある住宅・店舗のリフォーム等にかかる工事費の一部を助成。
補助対象経費の１０％を助成。（最高１０万円） シナイ ジュウタク テンポ トウ コウジ ヒ １ブ ジョセイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョセイ サイコウ マンエン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン								住宅・店舗リフォーム資金補助金		住宅・店舗リフォーム資金補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		市内の一戸建てまたはマンション等のリフォームについて補助する。（補助率１/５上限１０万円） シナイ イッコ ダ トウ ホジョ ホジョリツ ジョウゲン マンエン		住宅建築課 ジュウタク ケンチク カ		0959-37-0021		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ								住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		住まい		家を購入する・改修する		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン		雲仙市内に新築した住宅を生活の本拠地として居住する人に対し、①取得した住宅の固定資産税額１/２（上限１０万円）②子ども（高校生以下）１人につき１万円①、②の合算額を奨励補助金として５年間支給します。 ウンゼン シンチク セイカツ ホンキョチ キョジュウ ヒト タイ シュトク ジュウタク コテイ シサン ゼイガク ジョウゲン マンエン コ コウコウセイ イカ ニン マンエン ガッサン ガク ショウレイ ホジョキン ネン カン シキュウ		政策企画課 セイサク キカク カ		0957-38-3111		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン								雲仙市定住促進奨励補助金		雲仙市定住促進奨励補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を購入する・改修する		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド		定住を目的に自己名義の土地に新たに新築住宅を取得した方及び中古住宅を取得された方に対して最高50万円を支給。更に高校生以下のお子さん１人当り１０万円を支給します。 テイジュウ モクテキ ジコ メイギ トチ アラ シンチク ジュウタク シュトク カタ オヨ チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイ サイコウ マンエン シキュウ サラ コウコウセイ イカ コ ニン アタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド								東彼杵町持ち家奨励金制度		東彼杵町持ち家奨励金制度

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ		町内に新しく家を建てたり中古物件を購入して定住された方について、条件により現金（最高75万円）と商品券（最高10万円）を助成する。		企画財政課企画係 キカク ザイセイ カ キカク カカリ		0956-85-8400		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ								定住奨励金事業		定住奨励金事業

		432024		熊本県		八代市		住まい		家を購入する・改修する		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ		公営住宅分譲地における定住支度金制度を図り、八代市への定住化と地域の振興を図る。※1分譲地当たり100,000円		企画政策課 キカクセイサクカ		0965-33-4104		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ								八代市定住支度金事業		八代市定住支度金事業

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		①住宅取得（100万）②リフォーム（上限50万）③新幹線通勤定期券購入（上限3万/月）の3つがあります。②③に関しては、①の補助金交付者が対象です。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン								定住促進補助金		定住促進補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ		風光明媚な天水町にある全29区画の分譲地。東側には特産のみかん畑が広がっており、面積約138坪とガーデニングや家庭菜園を楽しむことができるゆっくりとした広さを確保。3,210,000円で残り1区画。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ								玉水ニュータウン分譲		玉水ニュータウン分譲		0

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		家を購入する・改修する		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ		住宅や店舗のリフォーム･新築を市内の施工業者に依頼して行った場合、菊池市内共通商品券で補助対象費用の一部を助成する。（住宅：補助率10％･上限額20万円、店舗：補助率20％･上限額30万円） オコナ バアイ キクチ シナイ キョウツウ ショウヒンケン ホジョ タイショウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン テンポ ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0968-25-7223		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ								菊池市地域経済活力創出事業		菊池市地域経済活力創出事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ		ＪＲ木葉駅の南側に広がるオレンジタウンを分譲しています。現在全118区画のうち100区画以上が分譲済みとなっています。 コノハ エキ ミナミガワ ヒロ ブンジョウ ゲンザイ ゼン クカク クカクイジョウ ブンジョウ ズ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ								オレンジタウンこのは駅前分譲事業		オレンジタウンこのは駅前分譲事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		オレンジタウンこのは駅前分譲地を購入し家を新築すると50万円が支給されます。更に町外者で中学生以下の世帯員1人につき20万円が追加で支給されます。 エキマエ ブンジョウチ コウニュウ イエ シンチク マンエン シキュウ サラ チョウガイ シャ チュウガクセイ イカ セタイイン ニン マンエン ツイカ シキュウ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド								定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン		オレンジタウンこのは駅前に玉東町建築組合加盟業者の施工にて家を新築すると、1坪当たり1万円が支給されます（上限50万円）。 エキマエ ギョクトウ マチ ケンチク クミアイ カメイ ギョウシャ セコウ イエ シンチク ツボ ア マンエン シキュウ ジョウゲン マンエン		総務課 ソウムカ		0968-85-3111		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン								町内木造建築物請負業者利用奨励金		町内木造建築物請負業者利用奨励金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン		定住のため転入される方（65歳以下）対象要件に該当する場合、新築50万、中古購入25万、リフォーム工事費の20％の額（上限25万）。町内登録業者との契約の場合、補助金加算あり テイジュウ テンニュウ カタ サイ イカ タイショウ ヨウケン ガイトウ バアイ シンチク マン チュウコ コウニュウ マン コウジヒ ガク ジョウゲン マン チョウナイ トウロク ギョウシャ ケイヤク バアイ ホジョキン カサン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン								住宅取得等補助金		住宅取得等補助金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン		住宅取得補助金が支給され5年以上居住する人
新築住宅の固定資産税に相当する額（限度額５万円）を3年間補助 ジュウタク シュトク ホジョキン シキュウ ネン イジョウ キョジュウ ヒト シンチク ジュウタク コテイ シサン ゼイ ソウトウ ガク ゲンド ガク マンエン ネンカン ホジョ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン								新築住宅固定資産補助金		新築住宅固定資産補助金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド		町が指定する区域に一戸建て住宅を新築又は購入して、その住宅に居住した人（中学生以下のお子さんと同居が必要）に１００万円を助成します。その他加算金も有ります。 マチ シテイ クイキ イッコ ダ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ ジュウタク キョジュウ ヒト チュウガクセイ イカ コ ドウキョ ヒツヨウ マンエン ジョセイ タ カサンキン ア		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド								定住促進補助金制度		定住促進補助金制度

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ		町内に住民登録し、かつ居住する方が所有する住宅を、町内の登録施工業者によってリフォーム工事を行った場合、工事費の２０％を補助します（上限20万円） チョウナイ ジュウミン トウロク キョジュウ カタ ショユウ ジュウタク チョウナイ トウロク セコウ ギョウシャ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0965-62-2315		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ								住宅リフォーム等促進事業		住宅リフォーム等促進事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ		・新築する個人用住宅及び、既存の住宅をリフォームする際に助成。・助成対象経費が20万円超の工事に対し、以下のとおり助成。①新築：一律20万円②リフォーム：助成対象経費の10％以内で20万円を上限 シンチク コジンヨウ ジュウタク オヨ キゾン ジュウタク サイ ジョセイ ジョセイ タイショウ ケイヒ マンエン コ コウジ タイ イカ ジョセイ シンチク イチリツ マンエン ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7220		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ								あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し､持ち家等を改修する際に補助金を交付します｡（最大40万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業								高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン		夢まち分譲地に住宅を新築した場合は、最大60万円の奨励金を交付します。（太陽光発電システム設置補助金10万円を含みます。）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン								夢まち分譲地への新築奨励金		夢まち分譲地への新築奨励金

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		お帰りなさい住宅改修事業		Ｕターン者が、市内にある自宅（空き家）の改修を行う際に補助金を交付します。【上限30万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		お帰りなさい住宅改修事業								お帰りなさい住宅改修事業		お帰りなさい住宅改修事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		ハッピーマイホーム新築応援事業		市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。市外の方が小規模地域に住宅を取得した場合は20万円となります。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		ハッピーマイホーム新築応援事業								ハッピーマイホーム新築応援事業		ハッピーマイホーム新築応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ		犬田、城台地区に定住者向けの安価（坪単価３万円～）な宅地を84区画整備しています｡学校や温泉に近い市街地の宅地を現在予約受付中です。		企画情報課		0978-22-3100		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ								定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		周辺地域若者定住奨励金		周辺地域外にお住まいの子育て世帯の方が、周辺地域に居住用住宅を新築または購入（空き家含む）した場合に奨励金を交付します。
①市内者10万円②市外者20万円		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111		周辺地域若者定住奨励金								周辺地域若者定住奨励金		周辺地域若者定住奨励金

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		家族支え合い住宅建設奨励金		離れて暮らしていた親子（祖父母・孫）が支え合って居住するための住宅を新築（購入）、増築、改築する場合に奨励金を交付します。
①新築（購入）・増築→50万円②改築→上限20万円（20％補助） ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111		家族支え合い住宅建設奨励金								家族支え合い住宅建設奨励金		家族支え合い住宅建設奨励金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		宇佐産材利用促進事業補助金		市内で生産製材した木材を利用し、居住のための一戸建木造住宅を新築・増改築した場合、使用量に応じて補助金を交付します。１㎥あたり5万円①新築→上限100万円②増改築→上限40万円 マンエン		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111		宇佐産材利用促進事業補助金								宇佐産材利用促進事業補助金		宇佐産材利用促進事業補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震診断・耐震改修補助金		地震に備えて、住まいの耐震診断や耐震改修工事をするときの費用の一部を補助します。①耐震診断→上限3万円②耐震改修→上限80万円（2/3補助） ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0978-32-1111		耐震診断・耐震改修補助金								耐震診断・耐震改修補助金		耐震診断・耐震改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		家を購入する・改修する		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借契約が成立した物件に対してリフォーム費用を補助するもの。売買は工事費の2分の１で上限１００万円。賃貸借は工事費の2分の１で上限５０万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク セイリツ ブッケン タイ ヒヨウ ホジョ バイバイ コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン チンタイシャク コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン								由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を購入する・改修する		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン		転入や転居により住宅を取得し定住する方に対し、定住報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン								新住宅等定住報奨金		新住宅等定住報奨金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		家を購入する・改修する		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン		市内施工者に工事を依頼し、木造住宅の新築工事等を行う場合にギフト券等で費用の一部を助成。新築工事の場合、50万円(転入者加算50万円)、リフォーム工事の場合、工事費の25%(上限10万円)を助成 トウ バアイ バアイ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0983-43-3222		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン								西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ		住宅を取得した場合に、経費の10％（市内業者を利用：上限50万円、市外業者を利用：上限30万円）を住宅取得支援金として交付します。また移住加算金（上限30万円）、子育て加算金（上限20万円）を加算 ジュウタク シュトク バアイ ケイヒ シナイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン シガイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン ジュウタク シュトク シエン キン コウフ イジュウ カサンキン ジョウゲン マンエン コソダ カサンキン ジョウゲン マンエン カサン		財産管理課住宅係 ザイサン カンリ カ ジュウタク ガカリ		0984-35-1111(内線343)		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ								住宅取得定住促進支援金交付事業		住宅取得定住促進支援金交付事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		市民が自己の居住する住宅を市内の施行業者を利用して改修工事を行う場合にその経費の一部（補助率20％・上限15万円）を補助します。 シミン ジコ キョジュウ ジュウタク シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		観光商工課企業誘致・商工振興室 カンコウ ショウコウ カ キギョウ ユウチ ショウコウ シンコウ シツ		0984-35-1111(内線333)		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ								住宅リフォーム促進事業補助金交付事業		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業

		454052		宮崎県		川南町		住まい		家を購入する・改修する		持家取得助成事業		平成２５年４月１日以降に住宅取得に係る契約を行った方に建物価格の５％（千円未満切り捨て、上限５０万円）を助成。事業期間は、平成２５年度から平成２７年度の３年間。４０歳以下の夫婦には、若者夫婦加算有り。		まちづくり課 カ		0983-27-8002		持家取得助成事業								持家取得助成事業		持家取得助成事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ		町外から都農町に転入して、新規に住宅を取得（新築・中古）した場合に１００万円を上限に奨励金を交付する。 チョウガイ ツノチョウ テンニュウ シンキ ジュウタク シュトク シンチク チュウコ バアイ マンエン ジョウゲン ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ								町内定住住宅取得奨励事業		町内定住住宅取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ		公売している保留地等について、購入しかつ住宅を新築した場合に、１㎡あたり３，０００円の奨励金を交付する。（最大１５０万円）※町内住宅取得奨励事業と合わせて申請も可能。 コウバイ ホリュウ チ トウ コウニュウ ジュウタク シンチク バアイ エン ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン チョウナイ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ ア シンセイ カノウ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ								保留地等取得奨励事業		保留地等取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ		都農町に住所を有し、所有する住居について町内業者が請け負った３０万円以上の住宅リフォーム工事を対象に奨励金を交付する。（最大１０万円） ツノチョウ ジュウショ ユウ ショユウ ジュウキョ チョウナイ ギョウシャ ウ オ マンエン イジョウ ジュウタク コウジ タイショウ ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン		建設課 ケンセツカ		0983-25-5717		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ								リフォーム奨励事業		リフォーム奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン		本町に定住することを目的として、個人住宅を購入し、賃貸し、又は新築し居住する者に、定住するために必要な費用として３０万円を交付する。 ホンチョウ テイジュウ モクテキ コジン ジュウタク コウニュウ チンタイ マタ シンチク キョジュウ モノ テイジュウ ヒツヨウ ヒヨウ マンエン コウフ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン								日之影町移住定住奨励金		日之影町移住定住奨励金

		462080		鹿児島県		出水市 イズミシ		住まい		家を購入する・改修する		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ		市外から定住のために出水市へ転入された方で、住宅を取得された方は最大100万円、リフォームをされた方は最大15万円、市外へ公共交通機関を使用して通勤される方は最大月額1万円の補助金を交付します。 シガイ テイジュウ イズミシ テンニュウ カタ ジュウタク シュトク カタ サイダイ マンエン カタ サイダイ マンエン シガイ コウキョウ コウツウ キカン シヨウ ツウキン カタ サイダイ ゲツガク マンエン ホジョキン コウフ		観光交流課 カンコウ コウリュウ カ		0996-63-2111		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ								出水市定住促進事業		出水市定住促進事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		住まい		家を購入する・改修する		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		霧島市の中山間地域における住宅を新築、購入または増改築した市外からの転入者及び市街地からの転居者に対し、補助金を交付する制度です。新築：最高100万円、中古住宅購入：最高50万円、増改築：最高50万円 キリシマ シ チュウサンカン チイキ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウカイチク シャ シャ タイ ホジョキン コウフ セイド シンチク サイコウ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイコウ マンエン ゾウカイチク サイコウ マンエン		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン								中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		0		電話にて依頼あり デンワ イライ

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅取得補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市へ移住し、新たに住宅を取得した者に交付する補助金。新築または新築住宅を購入した場合は50万円、中古住宅を購入した場合は30万円を交付。その他、区域等の加算制度あり。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111		移住者住宅取得補助金交付制度								移住者住宅取得補助金交付制度		移住者住宅取得補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅リフォーム補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市に移住する者が、快適な生活を営むことができるように交付する補助金。リフォーム工事代金の2/3を助成。ただし、加世田小学校区域外は50万円、加世田小学校区域内は30万円が上限		企画政策課協働推進係		0993-53-2111		移住者住宅リフォーム補助金交付制度								移住者住宅リフォーム補助金交付制度		移住者住宅リフォーム補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助金交付制度		住宅を新築した者に交付する補助金。平成22年5月25日以降に移住した者には100万円、それ以前に移住した者には50万円を交付。加算制度で200万円を越える助成を受けることができる。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111		移住定住促進補助金交付制度								移住定住促進補助金交付制度		移住定住促進補助金交付制度

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ		定住促進を目的として、住環境が優良な宅地の分譲を実施する。 テイジュウ ソクシン モクテキ ジュウカンキョウ ユウリョウ タクチ ブンジョウ ジッシ		松山支所
地域振興課 マツヤマ シショ チイキ シンコウカ		099-487-2111		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ								定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ		児童数の減少を防ぎ、地域活性化を図るために、地域活性化住宅を設置している。 ジドウ スウ ゲンショウ フセ チイキ カッセイカ ハカ チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ		建設課 ケンセツカ		099-474-1111		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ								地域活性化住宅設置事業		地域活性化住宅設置事業

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ		南九州市内に移住定住することを目的に，住宅の取得，またはリフォームを行う方を対象に補助を行うもの。
●最大１１０万円（上限：住宅取得経費及び土地取得経費の合計額の１割） ミナミキュウシュウシ ナイ イジュウ テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク オコナ カタ タイショウ ホジョ オコナ サイダイ マンエン ジョウゲン ジュウタク シュトク ケイヒ オヨ トチ シュトク ケイヒ ゴウケイ ガク ワリ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ								移住定住促進対策補助		移住定住促進対策補助

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ		南九州市内３箇所に造成している住宅団地を，市のHP及びパンフレット等で情報提供し，分譲（販売）するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ カショ ゾウセイ ジュウタク ダンチ シ オヨ トウ ジョウホウ テイキョウ ブンジョウ ハンバイ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ								分譲宅地情報の提供及び販売		分譲宅地情報の提供及び販売

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ		大崎町に定住しようと町内に住宅を新築又は購入（中古住宅を含む）した者に対し補助金を交付。土地、住宅の取得経費の総額の５分の１を補助。ただし転入者100万円、町内居住者50万円の補助を上限とする。 オオサキチョウ テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク フク モノ タイ ホジョキン コウフ トチ ジュウタク シュトク ケイヒ ソウガク ブン ホジョ ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ								定住住宅取得補助事業		定住住宅取得補助事業

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		住宅を建築する者に対し町有地（宅地）を格安で分譲。 ジュウタク ケンチク モノ タイ チョウ ユウ チ タクチ カクヤス ブンジョウ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ								宅地分譲事業		宅地分譲事業

		464929		鹿児島県		肝付町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を取得した定住者に対して助成金を交付。町内において住宅を取得した場合10万円。その他、条件により加算あり。 チョウナイ ジュウタク シュトク テイジュウシャ タイ ジョセイキン コウフ チョウナイ ジュウタク シュトク バアイ マン エン タ ジョウケン カサン		企画調整課 キカク チョウセイ カ		0994-65-8422		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン								住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化定住促進条例		定住目的で新築住宅購入50万円、中古住宅購入20万円を助成する。		企画課		0997-72-1112		地域活性化定住促進条例								地域活性化定住促進条例		地域活性化定住促進条例

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム助成制度		50万円以上のリフォーム工事に対し、10万円の助成金		建設課		0997-72-1112		リフォーム助成制度								リフォーム助成制度		リフォーム助成制度

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		町内の施工業者を利用して修繕、補修等を行う場合に、費用の一部を補助します。なお、２０万円以上の修繕・補修等が対象です。※応募期間有り。補助率は２０％。補助金の上限額は２０万円。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ シュウゼン ホシュウ トウ オコナ バアイ ホジョ マンエン イジョウ シュウゼン ホシュウ トウ タイショウ オウボ キカン ア ホジョリツ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		まちづくり振興課 シンコウカ		098-889--4412		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ								住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		空き家		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		市内定住促進、空き家等の解消を図り安心して暮らせる定住環境づくりの為、空き家バンク登録物件購入者に助成。（登録物件購入、リフォーム等実施の場合、100万円以上の工事費で、50％補助。限度額50万円） タメ ブッケン ホジョ ガク マンエン		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ								空き家バンク活用促進事業		空き家バンク活用促進事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		空き家		空き家・空き地情報バンク		市内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111		空き家・空き地情報バンク

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		空き家		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ		市内にある空き地及び空き家の物件情報を所有者等の申請を受けて、登録・公開する。 シナイ チ イエ トウ シンセイ ウ		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ								空き地・空き家情報		空き地・空き家情報

		012301		北海道		登別市		住まい		空き家		空き家情報の提供		宅建協会等と連携し、不動産情報（賃貸住宅等）を紹介		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122		空き家情報の提供								空き家情報の提供		空き家情報の提供

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		空き家		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ		土地の売買、戸建住宅の売買・賃貸の情報を提供。 トチ バイバイ コダテ ジュウタク バイバイ チンタイ ジョウホウ テイキョウ		企画振興部まちづくり推進課 キカク シンコウ ブ スイシン カ		0123-33-3131
内線2332		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ								恵庭市空き家・空き地バンク		恵庭市空き家・空き地バンク

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		定住促進住宅等奨励金事業		【住宅建築（購入）に対する助成等】 新築（購入）をした場合、25万円～100万円の助成金を交付（うち30％町内商品券）		総務課企画グループ		0139-47-3001		定住促進住宅等奨励金事業								定住促進住宅等奨励金事業		定住促進住宅等奨励金事業

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		空き家情報バンク		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載しております。 チョウ チョウ		総務課企画グループ		0139-47-3001		空き家情報バンク								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		空き家		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド		町内の空き家（戸建・アパート）や空き地（宅地）に関する情報提供を実施。空き家に居住または空き地に概ね１年以内に居宅を建築し居住することが条件 ジッシ オオム		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド								南幌町空き家・空き地バンク制度		南幌町空き家・空き地バンク制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ		空き家取得改修：町空き家バンク登録物件の取得後の改修費用を交付（上限30万円。高校生以下の子どもがいれば60万円）		まちづくり室 シツ		0123-83-2112		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ								やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		空き家・空き地バンク		町内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者からの申請により、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介 チョウ シンセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112		空き家・空き地バンク								空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		空き家		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ		町内市街地区に存する空き家物件を購入した入居者に対して、その建物の改修及び修繕に要する費用の一部を補助します。対象事業費の１／２（上限100万円） チョウナイ シガイチ ク ゾン ア ヤ ブッケン コウニュウ ニュウキョシャ タイ タテモノ カイシュウ オヨ シュウゼン ヨウ ヒヨウ イチブ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ								市街地区空き家改修事業		市街地区空き家改修事業

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		空き家		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド		空き家を改修して居住する方に、補助対象経費1/2以内で限度額50万円（基本額）の補助金を交付。さらに、子ども加算、転入加算、町内事業者加算の３つの加算項目があり、合計で最大80万円の補助金となります。 ア ヤ カイシュウ キョジュウ カタ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ ゲンド ガク マンエン キホン ガク ホジョキン コウフ コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン カサン コウモク ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド								鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		空き家		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク		○空き家・空き店舗情報の提供。町内の空き家・空き住宅情報を募集し、町ＨＰに掲載して家主と希望者のマッチングを実施。平成25年度までに31件を公開し、16件が賃貸または購入されている。 ア ヤ ア テンポ ジョウホウ テイキョウ チョウナイ ア ヤ ア ジュウタク ジョウホウ ボシュウ チョウ ケイサイ ヤヌシ キボウシャ ジッシ ヘイセイ ネンド ケン コウカイ ケン チンタイ コウニュウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク								和寒町で暮らしましょう		和寒町で暮らしましょう

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		空き家		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		定住・移住を進めるために、町内の空き家情報を町ホームページで公開し、定住・移住を希望されている方々への橋渡し役として情報提供している。 テイジュウ イジュウ スス チョウナイ ア ヤ ジョウホウ マチ コウカイ テイジュウ イジュウ キボウ カタガタ ハシワタ ヤク ジョウホウ テイキョウ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ								洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」

		016357		北海道		新得町		住まい		空き家		空き家活用促進制度		空き家を取得して改修、もしくは空き家を改修し賃貸する場合に、改修費の一部を奨励金として、地域通貨で交付。町内施工業者→改修費の３０％（上限３０万円）町外施工業者→２０％（上限２０万円） チイキ ツウカ		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521		空き家活用促進制度								空き家活用促進制度		空き家活用促進制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク登録物件の簡易な修繕等に対し、補助率8/10で24万円を上限額として補助する。 ア ヤ トウロク ブッケン カンイ シュウゼン トウ タイ ホジョリツ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン								空き家バンクモデル助成事業補助金		空き家バンクモデル助成事業補助金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		鶴居村内にある空き家所有者からの情報を、村のホームページに掲載し、鶴居村への移住を希望する方
に情報提供するもの		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク		1		志布志→鶴居 シブシ ツルイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		住まい		空き家		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ		空き家に定住し又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする方へ登録空家物件の情報提供を行う。		農村交流推進課 ノウソン コウリュウ スイシン カ		0178-76-2310		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ								空家バンク事業		空家バンク事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		移住希望者向けに、市内の空き家物件を紹介しています。 イジュウ キボウシャ ム シナイ ア ヤ ブッケン ショウカイ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ								空き家バンク事業		空き家バンク事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町空き家バンク制度		雫石町における空き家の有効活用を通して、町の定住促進による活性化を図る制度です。 ハカ セイド		企画財政課 キカク ザイセイ カ		019-692-6499		雫石町空き家バンク制度								雫石町空き家バンク制度		雫石町空き家バンク制度

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町定住促進住宅		平成２１年度に財団法人雇用振興協会が管理運営する雇用促進住宅雫石宿舎を買取り、平成２２年４月１日より雫石町定住促進住宅として、雫石町が管理運営しています。		地域整備課 チイキ セイビ カ		019-692-6406		雫石町定住促進住宅								雫石町定住促進住宅		雫石町定住促進住宅

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド		空き家の売買または賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて登録した空き家情報を、利用登録した居住したい方へ情報提供する。 ア ヤ バイバイ チンタイ キボウ ショユウシャ モウ コ ウ トウロク ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロク キョジュウ カタ ジョウホウ テイキョウ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド								住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ		「住まいる栗原ホームサーチ事業」を利用して空き家を購入または３年以上借りる方が、当該空き家をリフォームする場合、工事費を助成する。対象経費の１/２の額で、上限は４０万円 ス クリハラ ジギョウ リヨウ ア ヤ コウニュウ ネンイジョウ カ カタ トウガイ ア ヤ バアイ コウジヒ ジョセイ タイショウ ケイヒ ガク ジョウゲン マンエン		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ								住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		住まい		空き家		空き家等情報登録制度（空き家バンク）		町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者（管理者）と「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをします。		企画財政課		0229-63-3115		空き家等情報登録制度（空き家バンク）								空き家等情報登録制度（空き家バンク）		空き家等情報登録制度（空き家バンク）

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、当該空き家の改修に要する費用の５０％（上限１００万円）を助成。 ア ヤ コウニュウ テイジュウ カタ タイ トウガイ ア ヤ カイシュウ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ								空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、雪囲い設置や雪下ろしに要する費用の１００％（上限２０万円）を助成。※初年度のみの助成 コウニュウ テイジュウ カタ タイ ユキ ガコ セッチ ユキオ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ ショネンド ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ								雪国生活支援事業		雪国生活支援事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ		市内の空き家・空き地の情報をホームページで公開している。 シナイ ア ヤ ア チ ジョウホウ コウカイ		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ								かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンクの登録物件を購入・賃借した方で、居住に必要な補修を行った場合、その費用の１００％を補助する。（上限５０万円） イナカ タクチ タテモノ トウロク ブッケン コウニュウ チンシャク カタ キョジュウ ヒツヨウ ホシュウ オコナ バアイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ								かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業

		060003		山形県		-		住まい		空き家		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		市町村の空き家バンクを利用して空き家を購入・賃借し、その空き家を改修した場合に最高40万円を補助する制度。若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯は補助率・補助額を優遇する。 サイコウ マンエン		企画振興部市町村課		023-630-3083		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金								山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		空き家		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン		ＮＰＯつるおかランド・バンクが実施する「空き家バンク事業」を利用して、空き家を取得、賃貸し改修工事を行う場合、その経費の一部を助成。 ジッシ ア ヤ ジギョウ リヨウ ア ヤ シュトク チンタイ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン								移住推進空き家利活用支援事業補助金		移住推進空き家利活用支援事業補助金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住促進交付金		当町の空き家バンク制度を利用して半年間定住いただいた方に、１０万円を支給。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112		朝日町定住促進交付金								朝日町定住促進交付金		朝日町定住促進交付金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		当町の空き家バンク制度を利用する際に、空き家を改修する場合は、経費の１／２（最大３０万円）を補助。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金								朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド		遊佐町が空き家を借上げ、リフォーム後に移住者に貸し出す。空き家活用住宅一棟につき、３５０万円を上限に構造上必要な箇所の修繕を施す。 ユザ マチ ア ヤ カリア ゴ イジュウシャ カ ダ ア ヤ カツヨウ ジュウタク イットウ マンエン ジョウゲン コウゾウ ジョウ ヒツヨウ カショ シュウゼン ホドコ		企画課 キカク カ		0234-72-4524		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド								定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		遊佐町に登録した空き家の所有者と、空き家を利用したい移住予定者の連絡調整を集落支援員が行う。 ユザマチ トウロク ア ヤ ショユウシャ ア ヤ リヨウ イジュウ ヨテイシャ レンラク チョウセイ シュウラク シエン イン オコナ		企画課 キカク カ		0234-72-5882		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド								空き家情報活用システム制度		空き家情報活用システム制度

		074055		福島県		西会津町		住まい		空き家		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ		空き家を売りたい（貸したい）という方と、空き家を買いたい（借りたい）という方とを繋ぎ、交流・定住人口の拡大を図ることを目的とする。空き家情報は「西会津町空き家バンク」ＨＰで公開中。 ア ヤ ウ カ カタ ア ヤ カ カ カタ ツナ コウリュウ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ モクテキ ア ヤ ジョウホウ ニシアイヅマチ ア ヤ コウカイチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ								西会津町空き家バンク		西会津町空き家バンク

		075213		福島県		三春町		住まい		空き家		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ		定住対策の一環として、三春町に住んでみたいと希望される方へ登録物件の情報を提供。 ミハルマチ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ								三春町空き家・空き地情報バンク		三春町空き家・空き地情報バンク

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		空き家		空き家活用支援事業		当市内に定住し就農後5年以内に認定農業者を目指す等の条件を満たす方が当市内の空き家に住む場合、改修費用の2分の1（上限50万円）を助成する。		農政課		0294-72-3111		空き家活用支援事業								空き家活用支援事業		空き家活用支援事業

		082163		茨城県		笠間市		住まい		空き家		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		空き家バンク登録物件の修繕経費の一部（修繕費用の1／2以内500千円限度）及び登録物件の取得または賃借に要する費用の一部（取得対価の3％300千円限度、家賃2ヶ月分相当額100千円限度）を補助する。		都市建設部
まちづくり推進課		0296-77-1101		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）								定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		移住奨励金10万円を1回限り交付（5年以上居住でき、世帯主が20～65歳未満の者で世帯人数が2名以上、て市区町村民税等の滞納がなく、移住に当り空き家を購入又は貸借し、面積が60㎡以上）。 コウフ ミマン		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111		常陸大宮市空き家対策事業								常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		空き家改修費補助金として費用の1/2又は50万円のいずれか低い方の金額を1回限り交付（移住日から3月以内に着工し、面積60㎡以上であること）。 イジュウ ビ メンセキ		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111		常陸大宮市空き家対策事業								常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン		中学生以下の子供がいる世帯が空き家バンク制度を利用して利根町に転入した場合、20万円を助成 チュウガクセイ イカ コドモ セタイ ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ バアイ マンエン ジョセイ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン								空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン		空き家バンク制度を利用して利根町に転入し、リフォーム工事を行った場合、工事費用の2分の1を助成（上限30万円） ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ コウジ オコナ バアイ コウジ ヒヨウ ブン ジョセイ ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン								空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金

		090000		栃木県		-		住まい		空き家		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス		栃木県内の空き家情報の提供を行っています。 トチギ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ		総合政策部
地域振興課 ソウゴウ セイサク ブ チイキ シンコウ カ		028-623-2233		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス								“とちぎ暮らし”住まいネット		“とちぎ暮らし”住まいネット

		092037		栃木県		栃木市		住まい		空き家		あったか住まいるバンク		売買や賃貸が可能な空き家を市に登録していただき、市のホームページで情報提供を行う制度と、空き家バンクに登録された住宅に対し、リフォームや家財処分の補助を行います。		都市整備部建築課		0282-21-2451		あったか住まいるバンク								あったか住まいるバンク		あったか住まいるバンク

		092061		栃木県		日光市		住まい		空き家		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		空き家の有効活用や移住・定住促進、地域活性化を目的とし、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者からの申し込みにより、その空き家情報ＷＥＢ等で利用希望者に紹介する制度。 イジュウ モクテキ ア ヤ トウ		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0288-21-5147		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ								日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		桐生市内の土地・建物を買いたい・借りたい方へ物件の情報を提供し移住・定住を支援 キリュウシナイ トチ タテモノ カ カ カタ ブッケン ジョウホウ テイキョウ イジュウ テイジュウ シエン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ								空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		空き家		みどり市空き家バンク制度		市内への移住や定住を促進するため、市内の空き家物件所有者からの物件情報を登録いただき、賃貸または購入を希望する方に紹介します（登録制）。		企画課　地域連携係		0277-76-0962		みどり市空き家バンク制度								みどり市空き家バンク制度		みどり市空き家バンク制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		空き家		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ		町内への移住・定住を希望する方に対して町内の空き家情報を提供。
（賃貸物件のみ） チョウナイ イジュウ テイジュウ キボウ カタ タイ チョウナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ チンタイ ブッケン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ								空き家等利活用推進事業		空き家等利活用推進事業

		112160		埼玉県		羽生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク
		空き家及び空き地の賃貸または売却を希望する所有者の方から情報提供を受け、市の空き地・空き家バンクに登録した物件情報を、市内へ移住及び定期的な滞在を希望する方へ提供するもの。		地域振興課 チイキ シンコウカ		048-561-1121		空き家・空き地バンク
								空き家・空き地バンク
		空き家・空き地バンク


		113611		埼玉県		横瀬町		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		秩父圏域における空き家等の有効活用と定住促進による地域活性化を目的として空き家等の情報を提供。 チチブ ケンイキ ア ヤ トウ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ モクテキ ア ヤ トウ ジョウホウ テイキョウ		まち経営課 ケイエイ カ		0494-25-0112		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		空き家		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン		町の空き家バンク利用登録をした方が、空き家バンクに登録された売却物件を購入し町内の建築業者で１００万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/３か１００万円いずれか低い額を補助。 マチ ア ヤ リヨウ トウロク カタ ア ヤ トウロク バイキャク ブッケン コウニュウ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0470-82-2112		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン								空き家利用促進奨励金		空き家利用促進奨励金

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		住まい		空き家		空家バンク制度 アキヤ セイド		空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレット等を利用して利用希望者に紹介する。 ア ヤ トウ チンタイ マタ バイキャク キボウ ショユウシャ ジョウホウ テイキョウ ウ ア ヤ トウロク ブッケン トウ リヨウ リヨウ キボウシャ ショウカイ		住宅施設課 ジュウタク シセツ カ		0258-39-2261		空家バンク制度 アキヤ セイド								空家バンク制度		空家バンク制度

		152129		新潟県		村上市		住まい		空き家		空き家バンク		市内にある空き家の物件情報を所有者から申し出ていただいて登録・公開し、利用希望者（市外の人）に紹介します。		政策推進課		0254-53-2111(内線532)		空き家バンク								空き家バンク		空き家バンク

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		UJIターン促進空き家改修事業		市外にお住まいの方が定住を目的に空き家情報提供制度を通じて成約し、空き家の修繕等を行った場合に修繕費の一部を助成する制度です。（補助率１／３補助限度額50万円） バアイ ジョセイ ゲンド ガク		企画財政課　地域振興係		025-552-1511		UJIターン促進空き家改修事業								UJIターン促進空き家改修事業		UJIターン促進空き家改修事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家の有効活用と市外からの定住を促進し、地域の活性化を図るため、所有者から登録していただいた、市内にある空き家情報をホームページで公開しています		企画財政課　地域振興係		025-552-1511		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド								空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から市へ情報提供を受け、現地調査の上、空き家バンクへ登録した物件を、ホームページ、パンフレット等で情報発信することで利用希望者を募集する制度		市長政策課 シチョウ セイサク カ		0250-61-2502		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク

		153613		新潟県		田上町		住まい		空き家		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ		空き家・空き地の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的とし、町内にある空き家の所有者で、売却・賃貸希望する方が町に物件を登録し、ホームページ上でその物件を移住希望者に情報公開している。		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ								田上町空き家情報バンク		田上町空き家情報バンク

		162027		富山県		高岡市		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家の有効活用のため、情報提供を行っています。 ジョウホウ テイキョウ オコナ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447		空き家情報バンク								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ		（社）富山県宅地建物取引業協会にご協力をいただき、南砺市内の空き家の有効利用を図るとともに、遊休資産の活用と市外からの定住促進などによる地域の活性化を目的に市内の空き家情報を提供する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ								南砺市空き家バンク		南砺市空き家バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家バンク登録者には売買代金の1／10（10万円限度）又は年間家賃の1／5（5万円限度）を、利用者には住宅改修費等の経費（賃貸住宅は1／5（10万円限度）、購入住宅は1／10（20万円限度））を補助 トウロクシャ バイバイ マンエン ゲンド マタ ネンカン ヤチン マンエン ゲンド リヨウシャ ジュウタク カイシュウヒ トウ ケイヒ チンタイ マンエン ゲンド マンエン ゲンド ホジョ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ								南砺市空き家バンク活用促進事業		南砺市空き家バンク活用促進事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ		市内の空き家、空き地等の賃貸または売却を希望する所有者等からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネット通じて情報提供している。		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ								射水市空き家情報バンク		射水市空き家情報バンク

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ		本市に自らが定住する目的で「射水市空き家情報バンク」に登録されている空き家を購入される方に対し、その経費の一部を補助。 ホン シ ミズカ テイジュウ モクテキ トウロク ア ヤ コウニュウ カタ タイ ケイヒ イチブ ホジョ		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ								きららか射水移住支援事業		きららか射水移住支援事業

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		空き家		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド		町内の空き家、空き地の賃貸・売買を希望する所有者からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネットを通じて情報提供している。 チョウナイ ア ヤ ア チ チンタイ バイバイ キボウ ショユウシャ モウ コ トウロク ブッケン リヨウ キボウ カタ ツウ ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド								立山町空き家情報バンク制度		立山町空き家情報バンク制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク		県外から転入し、一戸建て住宅を新築、購入（購入後の改修を含む）した人に、費用の50％（最高100万円）を助成。（※中古は空き家バンク登録物件に限る） ケンガイ テンニュウ イッコ ダ ジュウタク シンチク コウニュウ コウニュウゴ カイシュウ フク ヒト ヒヨウ サイコウ マンエン ジョセイ チュウコ ア ヤ トウロク ブッケン カギ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク						1		移住定住促進補助（住宅取得）		移住定住促進補助（住宅取得）

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ		所有者からの空き家情報（売買及び賃貸借）を集約し、空き家の利用希望者へ情報提供。 ショユウシャ ア ヤ ジョウホウ バイバイ オヨ チンタイシャク シュウヤク ア ヤ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ								空き家情報登録活用制度（空き家バンク）		空き家情報登録活用制度（空き家バンク）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		空き家		空き家改修費補助金		本市空き家バンク登録物件を購入又は賃借した方を対象に、当該物件の改修に係る経費の1/2、上限50万円を助成。		自然共生室		0768-82-7720		空き家改修費補助金								空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		空き家		空き家バンク利用奨励金		空き家バンク制度を利用して転入してきた夫婦・親子世帯が対象。
購入の場合、土地・家屋の取得費の10％（上限50万円）、賃借の場合、契約月額の1/2（上限1万円、24カ月）を交付。 タイショウ		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158		空き家バンク利用奨励金								空き家バンク利用奨励金		空き家バンク利用奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		空き家		志賀町空き家情報		現在使用していない住宅（空家）の情報提供。 ジョウホウ テイキョウ		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211		志賀町空き家情報								志賀町空き家情報		志賀町空き家情報

		192040		山梨県		都留市		住まい		空き家		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド		市内にある空き家物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		産業観光課
商工観光担当 サンギョウ カンコウカ ショウコウカンコウタントウ		0554-43-1111
(内線155)		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド								都留市空き家バンク制度		都留市空き家バンク制度

		192058		山梨県		山梨市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。宅建協会との協定により安心な契約手続きが可能。 ア ヤ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ アンシン ケイヤク テツヅ カノウ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア イエ セイド		市内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、市への定住促進と地域の活性化を促進するための制度です。
 シナイ ア イエ トウ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ ブッケン ユウコウ カツヨウ ハカ シ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ ソクシン セイド		企画財政課 キカク ザイセイカ		0551-22-1111		空き家バンク制度 ア イエ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192082		山梨県		南アルプス市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化及び市民と年住民の交流拡大を図る。 シナイ ア ヤ ユウコウ カツヨウ ツウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ オヨ シミン トシ ジュウミン コウリュウ カクダイ ハカ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		住まい		空き家		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド		市外からの転入者が行う空き家リフォームで市内業者に発注する場合に助成を行う（工事費の２割補助上限２００千円） シガイ テンニュウシャ オコナ ア ヤ シナイ ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジョセイ オコナ コウジヒ ワリ ホジョ ジョウゲン センエン		建設課 ケンセツカ		0553-32-5071		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド								住宅リフォーム補助制度		住宅リフォーム補助制度

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の１０分の２以内（150万円を限度とする）※年齢要件及び地域要件有 トウ マンエン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン								過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン		対象地域の空き家バンクに登録・登録見込みの物件の増改築・修繕経費の１０分の2以内（限度額１５０万円）、また、家財道具等の搬出、処分及び清掃に要する経費（限度額１０万円）を助成※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ア ヤ トウロク トウロク ミコ ブッケン ゾウカイチク シュウゼン ケイヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン カザイ ドウグ トウ ハンシュツ ショブン オヨ セイソウ ヨウ ケイヒ ゲンド ガク マンエン ジョセイ		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン								過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		住まい		空き家		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ		空き家バンクに登録されている住宅を賃借して改修する場合に、改修費用の1/2、最大40万円を補助 ア ヤ トウロク ジュウタク チンシャク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ								空き家改修事業補助		空き家改修事業補助

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		空き家		空き家情報バンク		定住対策の一環として、このまちに住んでみたいと希望される方への空き家の情報提供を受け付け、利用希望者に登録物件の情報提供をします。		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)		空き家情報バンク								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		空き家		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ		町内の空き家・土地物件の検索が可能 チョウナイ ア ヤ トチ ブッケン ケンサク カノウ		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ								空家情報検索サービス（空き家バンク）		空家情報検索サービス（空き家バンク）

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		空き家		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン		町内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付（対象経費の２／１以内で100万円を上限） チョウナイ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン								山ノ内町空き家活用改修等事業補助金		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		賃貸や売買を希望する空き家所有者から収集した物件情報を空き家バンクに登録し、移住定住希望者に提供。契約等の手続きは、当事者同士、または村が協定した不動産業者の仲介（法定仲介手数料が必要）により行う チンタイ バイバイ キボウ ア ヤ ショユウシャ シュウシュウ ブッケン ジョウホウ ア ヤ トウロク イジュウ テイジュウ キボウシャ テイキョウ ケイヤク ナド テツヅ トウジシャ ドウシ ムラ キョウテイ フドウサン ギョウシャ チュウカイ ホウテイ チュウカイ テスウリョウ ヒツヨウ オコナ		総務課政策情報室 ソウムカ セイサク ジョウホウシツ		0269-82-3111		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド		空き家バンク登録物件で、平成２７年度までに居住用の中古住宅を取得する新規移住者または在住者で、延床面積70㎡以上の物件を購入し、地元業者が施工する改築修繕等の工事費用が百万円を超えた場合十万円を交付 ア ヤ トウロク ブッケン ヘイセイ ネンド キョジュウヨウ チュウコ ジュウタク シュトク シンキ イジュウシャ ザイジュウシャ ノ ユカ イジョウ ブッケン コウニュウ ジモト ギョウシャ セコウ カイチク シュウゼン トウ コウジ ヒヨウ ヒャク マンエン コ バアイ １０ マンエン コウフ		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド								中古住宅取得補助制度		中古住宅取得補助制度

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		空き家		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空き家バンクに登録し、成約に至った物件において、家財の整理に係る業者委託に要する費用について20万円を上限として補助 ア ヤ トウロク セイヤク イタ ブッケン カザイ セイリ カカワ ギョウシャ イタク ヨウ ヒヨウ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課　村づくり係 ソウムカ ムラ カカリ		026-269-2323		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン								空家活用事業補助金		空家活用事業補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		空き家		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク登録物件や、市内１９の不動産業者等と連携し賃貸、販売などの物件情報を紹介します。		 定住推進課		0573-66-1111		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業								空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		住まい		空き家		NPO法人　美濃のすまいづくり		NPOとの協働により、市内の空き家に新しい住まい手を呼び込み、空き家の利活用を促進する キョウドウ シナイ		NPO法人美濃のすまいづくり
建設部
都市整備課 ホウジン ミノ ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-0760

0575-33-1122
		NPO法人　美濃のすまいづくり								NPO法人　美濃のすまいづくり		NPO法人　美濃のすまいづくり

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ		市内に空き家や、遊休土地を所有している方から物件情報を提供頂き、その情報をホームページなどで公開し、U・I・Jターンなどで空き家利用を希望する方へ紹介		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ								恵那市空き家バンク事業		恵那市空き家バンク事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド		空き家バンクに登録してある物件を市外の方が、賃貸または売却した場合、生活する上で必要な部分の改修費用２分の１（上限100万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン チンタイ バイキャク カイシュウ ヒヨウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド								空き家改修補助金制度		空き家改修補助金制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド		空き家等の物件の売却・賃貸を希望する所有者と、空き家等の物件の購入・賃借を希望される利用者を市ホームページ等で結びつけます。		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド								土岐市空き家バンク制度		土岐市空き家バンク制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン		空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、１０万円を上限に補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン								土岐市空き家リフォーム補助金		土岐市空き家リフォーム補助金

		212148		岐阜県		可児市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		市内住宅団地の空き家・空き地をバンクに登録し、協力不動産事業者に仲介を依頼し、売買及び賃貸の交渉・契約を行い、定住人口の拡大を図る。 シナイ ジュウタク ダンチ ア ヤ ア チ トウロク キョウリョク フドウサン ジギョウ シャ チュウカイ イライ バイバイ オヨ チンタイ コウショウ ケイヤク オコナ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0574-62-1111		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ								空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		212172		岐阜県		飛騨市		住まい		空き家		飛騨市移住促進住宅改修事業		市内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付します。（対象経費の３／１以内で100万円を上限）		企画課 キカク カ		0577-73-6558		飛騨市移住促進住宅改修事業								飛騨市移住促進住宅改修事業		飛騨市移住促進住宅改修事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		空き家		空き家バンク制度		町内に空き家を所有しており、賃貸・売却を希望する方が町の空き家バンクへ物件情報を登録し、その情報を町がホームページで公開し、移住定住を希望する方に紹介する制度。		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		空き家		東白川村空家バンク		東白川村内の空家所有者に空家バンクへ登録していただき、空家利用希望者への情報提供をする。		総務課 ソウムカ		0574-78-3111		東白川村空家バンク								東白川村空家バンク		東白川村空家バンク

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		住まい		空き家		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ		空き家等の○賃借料補助金：月額家賃の１／３以内の額（上限15,000円/月）○購入費補助金：購入費の１／３以内の額（上限100万円）○改修費補助金：改修費の１／２以内の額（上限300万円） ア ヤ トウ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ								空き家再生活用事業		空き家再生活用事業

		220001		静岡県		-		住まい		空き家		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ		県・市町の連携により、県内の空き家情報を一元的に集約管理する「静岡県空き家バンク」を運用し、静岡県公式移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」HPにて情報提供しています。 ケン シ マチ レンケイ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ イチゲンテキ シュウヤク カンリ シズオカケン ア ヤ ウンヨウ シズオカケン コウシキ イジュウ テイジュウ ジョウホウ シズオカ ジョウホウ テイキョウ		ふじのくに移住・定住相談センター（交流推進課内） イジュウ テイジュウ ソウダン コウリュウ スイシン カ ナイ		054-221-2610		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ								静岡県空き家バンク		静岡県空き家バンク

		221007		静岡県		静岡市		住まい		空き家		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		空き家情報バンクを通して、賃貸した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住用住宅改修補助金」により最大200万円の助成が受けられます。		中山間地振興課 チュウ サンカン チ シンコウカ		054-294-8805		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		大 ダイ		空き家のリフォームで200万円補助 ア ヤ マンエン ホジョ				静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		空き家		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		予定事業内容：中山間地域の空き家について賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、市の空き家バンクへ登録物件を市のHPに掲載し、希望者に提供する。ただし、賃貸に係る交渉や契約は当事者どおしで行う。		企画部政策推進課		0547-36-7197		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】								空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		住まい		空き家		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン		川根本町空家バンクに登録された物件を賃貸・購入した町内に在住する方を対象に物件の改修費を助成。
総事業費の1/2（ただし1件当たり50万円が上限） カワネホンチョウ アキヤ トウロク ブッケン チンタイ コウニュウ チョウナイ ザイジュウ カタ タイショウ ブッケン カイシュウヒ ジョセイ ソウ ジギョウ ヒ ケン ア マンエン ジョウゲン		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン								空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		空き家		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ		消防署、消防団による空き家台帳を基にして、空き家所有者に対して空き家の賃貸意思及び住むことが可能かどうかのアンケート調査を実施し、定住人口の増加につなげる一因とする。 ショウボウショ ショウボウダン ア ヤ ダイチョウ モト ア ヤ ショユウ シャ タイ ア ヤ チンタイ イシ オヨ ス カノウ チョウサ ジッシ テイジュウ ジンコウ ゾウカ イチイン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0538-85-6305		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ								空き家調査事業（予定）		空き家調査事業（予定）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		空き家		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン		移住者が定住目的で町内に新築、空き家及び建売住宅を購入した場合に補助（１物件：購入費の１／３又は上限１００万円）※今年度で交付終了 イジュウシャ テイジュウ モクテキ チョウナイ シンチク ア ヤ オヨ タテウリ ジュウタク コウニュウ バアイ ホジョ ブッケン コウニュウヒ マタ ジョウゲン マンエン イマ ネンド コウフ シュウリョウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン								移住奨励金		移住奨励金

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		空き家		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド		町が借り上げた空き家を町がリフォームし、定住希望者に貸し出します。
家賃は家の大きさにより28,000円～35,000円ですが、中学生以下が同居する場合、家賃は2割引きとなります。 マチ カ ア ア ヤ チョウ テイジュウ キボウシャ カ ダ ヤチン イエ オオ エン エン チュウガクセイ イカ ドウキョ バアイ ヤチン ワリビ		企画課 キカク カ		0536-76-0502		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド								定住促進空き家活用住宅制度		定住促進空き家活用住宅制度

		242012		三重県		津市 ツシ		住まい		空き家		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン		空き家情報バンクを利用して空き家を購入された方を対象に、浴室・トイレ・炊事場等の水回り部の改修工事費用を補助する。（工事費用の1/2、上限額50万円） ア ヤ ジョウホウ リヨウ ア ヤ コウニュウ カタ タイショウ ヨクシツ スイジバ トウ ミズ マワ ブ カイシュウ コウジ ヒヨウ ホジョ コウジ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		美杉総合支所地域振興課 ミスギ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		059-272-8082		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン								空き家情報バンク利用物件改修費補助金		空き家情報バンク利用物件改修費補助金

		244431		三重県		大台町		住まい		空き家		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン		大台町空き家バンクを利用し、成約に至った場合、空き家所有者に、1,000円／㎡を助成 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ セイヤク イタ バアイ ア ヤ ショユウシャ エン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン								大台町空き家バンク利用促進助成金		大台町空き家バンク利用促進助成金

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		空き家		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		空き家を貸し出そうとする者が行うリフォーム工事に対する補助。空き家を借りる者が40歳未満の場合、工費の1/4（上限50万円）、40歳以上は1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで補助 ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）								住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		空き家		空き家情報登録制度		日野町空き家情報登録制度に登録された「空き家物件」を、日野町に住もうと考え登録されている「利用希望者」に紹介します。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552		空き家情報登録制度								空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド		綾部市空き家登録制度（空き家バンク）に登録された空き家を、居住を目的に取得又は改修する場合の経費として、定住希望者へ300万円を上限に融資あっせん。		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド								綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン		空き家を有効活用した定住誘導を推進するため、補助対象要件を満たす定住者が行う改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付。補助対象経費の３分の２以内。上限1,000千円。 ア ヤ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ユウドウ スイシン ホジョ タイショウ ヨウケン ミ テイジュウ シャ オコナ カイシュウ コウジ ヨウ ケイヒ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ジョウゲン センエン		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン								綾部市空き家活用定住支援事業費補助金		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ		地域団体などの「移住促進計画」に基づき、地域団体・移住者が行う空き家改修に、10/10以内で上限１８０万円を補助。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ								移住促進・空き家改修支援事業		移住促進・空き家改修支援事業		0

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を、協定する宅地建物取引業者（不動産業者）と連携し、空き家の物件情報を「定住空き家情報バンク」に掲載し、情報提供します。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		三次市→京丹後市 ミヨシシ キョウタンゴシ

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド		豊岡市内の空き家などを賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を受け、豊岡市の空き家バンクへ登録した情報を、物件を希望する方へ提供する制度です。
 トヨオカ トヨオカ セイド		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド								豊岡市空き家バンク制度		豊岡市空き家バンク制度

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		豊岡市空き家バンク制度を利用して移住される方が、購入（賃貸）物件を改修する際にかかる経費の一部を助成。補助率、対象経費の４分の３以内（上限100万円） トヨオカシ セイド ホジョ リツ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン								豊岡市中山間地域定住促進事業補助金		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		UJIターン等で住宅情報を希望する利用者に、市内の不動産業者が登録した賃貸・売買の空き家情報をHPをとおして提供する。		企画広報課		0791-43-6867		空き家情報バンク制度								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		住まい		空き家		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ		五條市内に居住することを希望している方に空き家についての情報提供をホームページで行い、仲介に関する協定を結んだ協力事業者を介して契約を交わしていただく制度です。 ゴジョウシナイ キョジュウ キボウ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ チュウカイ カン キョウテイ ムス キョウリョク ジギョウシャ カイ ケイヤク カ セイド		企画政策課 キカク セイサクカ		0747-22-4001		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ								五條市空き家情報バンク		五條市空き家情報バンク

		294497		奈良県		十津川村		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		村内にある空き家を活用し、定住を希望される人へ空き家の情報を提供する。		住民課 ジュウミンカ		0746-62-0900		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		空き家		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ		空家バンクに登録された空家を紹介し、空家所有者と川上村外の移住希望者とのマッチングを行う。 アキヤ トウロク アキヤ ショウカイ アキヤ ショユウシャ カワカミ ガイ イジュウ キボウシャ オコナ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ								住まいるネット（川上村空家バンク）		住まいるネット（川上村空家バンク）

		302066		和歌山県		田辺市 タナベシ		住まい		空き家		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ		県外からの移住者が空き家を賃貸又は購入しリフォームに要した費用の一部を10万円を上限に補助する。（県補助金への上乗せ補助。県は上限80万円） ケンガイ イジュウ シャ ア ヤ チンタイ マタ コウニュウ ヨウ ヒヨウ イチブ マンエン ジョウゲン ホジョ ケン ホジョキン ウワノ ホジョ ケン ジョウゲン マンエン		山村林業課 サンソン		48-0303		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		空き家		空き家相談		空き家の情報登録、および移住希望者への情報提供を行っている。 イジュウキボウシャ オコナ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000		空き家相談								空き家相談		空き家相談

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		空き家		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		定住を目的に、広川町の空き家を改修しようとする者に、その経費を助成 テイジュウ モクテキ ヒロガワチョウ ア イエ カイシュウ モノ ケイヒ ジョセイ		総務政策課まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド								空き家改修事業補助金交付制度		空き家改修事業補助金交付制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		住まい ス		空き家		とっとり暮らし住宅バンクシステム		県外の移住定住を希望される方が、田舎暮らし物件を条件を絞って検索できます。アパートやマンション物件もあります。県内市町村の空き家バンク情報も随時更新し、情報提供を行います。		とっとり暮らし支援課		0857-26-7128		とっとり暮らし住宅バンクシステム								とっとり暮らし住宅バンクシステム		とっとり暮らし住宅バンクシステム

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		空き家		空き家取得支援事業助成金		「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在住の人」に助成金を15万円交付します。 トウロク ブッケン		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159		空き家取得支援事業助成金								空き家取得支援事業助成金		空き家取得支援事業助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		空き家		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家バンクに登録のある物件を、町HPや居住を希望される方に情報を紹介しています。 ブッケン チョウ ジョウホウ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド								空き家情報活用制度		空き家情報活用制度

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい ス		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンクに登録してある物件について、所有者と利用希望者を引き合わせます。		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629		空き家情報バンク制度								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド		市内にある賃貸もしくは売却してもいい空き家を登録し、益田市での生活のために住宅を探している方に空き家の情報を提供しています。 シナイ チンタイ バイキャク ア ヤ トウロク マスダシ セイカツ ジュウタク サガ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド								益田市空き家バンク制度		益田市空き家バンク制度

		322041		島根県		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家改修事業補助金		空き家バンク制度に登録した空き家に入居したUIターン者または、UIターン者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者に対し、当該物件の改修に要する経費の1/2以内、最大50万円を補助します。 タイ トウガイ ブッケン カイシュウ ヨウ ケイヒ イナイ サイダイ マンエン ホジョ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173		益田市空き家改修事業補助金								益田市空き家改修事業補助金		益田市空き家改修事業補助金

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家情報（空き家バンク制度）		大田市内にある空き家情報等を収集し、大田市定住サイト「どがどが」へ掲載しています。
そして、「おおだ定住支援センター（定住推進室内）」で空き家紹介を行っています。		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		空き家情報（空き家バンク制度）								空き家情報（空き家バンク制度）		空き家情報（空き家バンク制度）

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家バンク制度促進事業		定住を目的に自ら所有する空き家を「空き家バンク制度」に登録し、定住サイトへの掲載による情報発信を行った場合に奨励金を支給します。■奨励金；１物件２万円（H25.4.1以降に登録された物件）		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		空き家バンク制度促進事業								空き家バンク制度促進事業		空き家バンク制度促進事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家改修事業		ＵＩターンで大田市に定住される方、または空き家の所有者がＵＩターン者の売買・賃貸することで住宅の改修をする場合に改修費の一部を助成します。助成額上限30万円（対象経費の１／３以内） ジョウゲン マンエン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		空き家改修事業								空き家改修事業		空き家改修事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		市内にある空き家をホームページで公開し、利用希望者に紹介します。 シナイ ア ヤ コウカイ リヨウ キボウシャ ショウカイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ								空き家バンク事業		空き家バンク事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ		空き家バンクに登録されている物件の改修等にかかる費用の２分の１（最大５０万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン カイシュウ トウ ヒヨウ ブン サイダイ マンエン ジョセイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ								Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、UIターン者を居住させるために回収を行う場合、改修費用の一部を助成金として交付します。上限50万円。改修工事後2年以内。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ シャ キョジュウ カイシュウ オコナ バアイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン カイシュウ コウジ ゴ ネン イナイ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン								空き家改修助成金		空き家改修助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、地域資源情報バンクに物件を登録するために家具の片付けを行う場合、費用の一部を助成金として交付します。上限5万円。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ チイキ シゲン ジョウホウ ブッケン トウロク カグ カタヅ オコナ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マン エン		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン								空き家片付け助成金		空き家片付け助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		空き家		空き家改修助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人、又は移住後６ヶ月を経過しない人が、空き家を購入・賃貸して改修する場合、改修工事費の３分の１（交付限度額５０万円）を助成		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282		空き家改修助成金								空き家改修助成金		空き家改修助成金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報利用登録者に対して、市内の空き家に関する情報を提供する。 ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロクシャ タイ シナイ ア ヤ カン ジョウホウ テイキョウ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド								空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		真庭市空き家活用定住促進補助金		３年以上市外に居住し、定住の意思をもって転入しようとする者又は転入後１年を経過しない者に対し、住居の改修費用を補助。上限１００万円。(6月発表、募集開始予定) タイ ジュウキョ カイシュウ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-42-1033		真庭市空き家活用定住促進補助金								真庭市空き家活用定住促進補助金		真庭市空き家活用定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		市内各地の空き家に関する情報を市に登録し、市のホームページなどを通じて空き家の利用を希望する人に向けて情報発信を行うことで、地域に眠る空き家を有効活用する。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0867-42-1169		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		空き家		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン		矢掛町の空き家を改修する際に，改修費用の2分の1（補助の上限150万円）を支給する。 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ サイ カイシュウ ヒヨウ ブン ホジョ ジョウゲン マンエン シキュウ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン								矢掛町空き家改修補助金		矢掛町空き家改修補助金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		住まい		空き家		勝央町定住促進事業 テイジュウ		空き家の改修に必要な費用の3割を補助。【上限70万円】空き家の購入に必要な費用の５割を補助【上限１００万円】 ア ヤ コウニュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マン エン		産業建設部		0868-38-3113		勝央町定住促進事業 テイジュウ								勝央町定住促進事業		勝央町定住促進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		空き家		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家の改修に必要な費用の4割を補助。【上限100万円】 ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ								空き家活用促進事業		空き家活用促進事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		三次市への移住・定住希望者に対して物件を紹介する制度		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		京丹後市→三次市 キョウタンゴシ ミヨシシ

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ		三次市に定住の目的で空き家バンクに登録されている空き家を購入し，改修工事を行った場合に，費用の2分の1以内（小学生以下の児童を有する世帯は，費用の3分の2以内）を補助（上限150万円）。 セタイ ジョウゲン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ								空き家購入サポート事業		空き家購入サポート事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		空き家		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ		市内の空き家を有効活用し，定住促進につなげる制度で，利用には登録が必要
賃貸借・売買共に情報があり，ホームページでも公開している		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ								庄原市空家バンク		庄原市空家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		空き家バンク		ホームページ等で空き家情報を提供。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119		空き家バンク								空き家バンク		空き家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		廿日市市空き家改修費補助金		空き家バンク登録物件として売買または賃貸借した住宅等に係る改修費の一部を補助。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119		廿日市市空き家改修費補助金								廿日市市空き家改修費補助金		廿日市市空き家改修費補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		安芸高田市内の空き家情報をホームページで情報提供 アキタカタシナイ ジョウホウ ジョウホウ テイキョウ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家改修事業補助金		空き家バンクに登録されている空き家を市外の空き家利用者が市内の事業者を利用して改修を行う場合に、最大100万円の補助金を交付 コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202		空き家改修事業補助金								空き家改修事業補助金		空き家改修事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家物件の所有者と利用希望者の紹介
※基本的に2地域居住は取り扱わない		地域づくり課		0826-28-2112		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		定住促進空き家活用事業		5年以上定住することが決まった空き家の改修費の1/2助成。助成金：上限50万円、転入者，空き家所有者を問わず改修費負担者へ助成。※ただし，2地域居住住宅は対象外		地域づくり課		0826-28-2112		定住促進空き家活用事業								定住促進空き家活用事業		定住促進空き家活用事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		町内の登録されている空き家物件を情報公開して、移住希望者へ紹介。 チョウナイ トウロク ブッケン ジョウホウ コウカイ イジュウ キボウシャ ショウカイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		空き家		空き家活用事業補助金		空き家バンク登録者同士で契約が成立した物件について、一軒あたり最大30万円まで、リフォーム等に係る費用を補助する。		企画課		0847‐22‐3206		空き家活用事業補助金								空き家活用事業補助金		空き家活用事業補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家バンク物件を購入した移住者，自宅を改修するUターン者，新婚定住者等が自宅改修工事をする場合，最高50万円を補助します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		空き家及び住宅改修補助金交付事業								空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家及び住宅改修補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		売りたい・貸したい人の空き家・空き地の情報収集と，神石高原町へ住みたい・家を借りたい人への情報提供を行っています。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		空き家情報バンク制度								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		352039		山口県		山口市		住まい		空き家		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		山口市空き家バンクに登録された空き家を、居住することを目的に改修する場合に空き家の所有者に対して改修費用の一部を補助 ヤマグチ シ ア ヤ トウロク ア ヤ キョジュウ モクテキ カイシュウ バアイ ア ヤ ショユウ シャ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		中山間地域活性化推進室 チュウサンカン チイキ カッセイカ スイシンシツ		083-934-2778		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン								山口市空き家バンク改修事業補助金		山口市空き家バンク改修事業補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		「空き家情報バンク」を開設し、ホームページで住まいの情報を提供しています。 ア ヤ ジョウホウ カイセツ ス ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ								空き家情報バンク		空き家情報バンク

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		空き家		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ		市内の空き家について、賃貸を希望する所有者から申込を受けた情報を、利用を希望する人へ紹介 シナイ ア イエ チンタイ キボウ ショユウシャ モウシコミ ウ ジョウホウ リヨウ キボウ ヒト ショウカイ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0835-25-2119		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ								定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		岩国市の中山間地域にある空き家の紹介を行います。また、移住希望者が安心して定住できるよう、移住相談員や地域のIJU（移住）応援団が、移住後も含めて様々なサポートを行います。 イワクニシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ショウカイ オコナ イジュウ キボウシャ アンシン テイジュウ イジュウ ソウダンイン チイキ イジュウ オウエンダン イジュウ ゴ フク サマザマ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド								空き家情報制度		空き家情報制度

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド		空き家情報制度に登録された空き家に移住された方に対して、20万円を限度に修繕費の助成を行います。 ア ヤ ジョウホウ セイド トウロク ア ヤ イジュウ カタ タイ マンエン ゲンド シュウゼン ヒ ジョセイ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド								空き家修繕助成制度		空き家修繕助成制度		0		リンク先追加 サキ ツイカ

		352110		山口県		長門市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業		市外からのＵＪＩターン者が空き家バンク登録物件を売買又は賃借した場合、必要となる改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/5以内(上限額：50万円）		企画総務部企画政策課		0837-23-1229		空き家リフォーム助成事業								空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイシ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		登録された空き家の情報を市のホームページ等で公開するとともに、移住希望者に空き家の紹介を行う。 トウロク ア ヤ ジョウホウ シ トウ コウカイ イジュウ キボウシャ ア ヤ ショウカイ オコナ		総合政策部政策企画課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク キカク カ		0820-22-2111 内線472		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン		空き家バンクへの登録を前提とした空き家の改修費用(1/2以内、10万円上限)及び不要物の撤去費用(全額、5万円上限)の一部を助成 ア イエ トウロク ゼンテイ ア イエ カイシュウ ヒヨウ イナイ マンエン ジョウゲン オヨ フヨウ ブツ テッキョ ヒヨウ ゼンガク マンエン ジョウゲン イチブ ジョセイ		総務部政策企画課 ソウム ブ セイサク キカク カ		0820-74-1007		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン								空き家リフォーム事業助成金		空き家リフォーム事業助成金

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		定住促進による地域の活性化と都市住民の交流拡大を図ることを目的に、市内における空き家を有効利用するため「空き家バンク制度」を実施。 ア ヤ セイド ジッシ		企画課 キカク カ		0875-23-3917		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク制度に登録した空き家の「リフォーム」と「不要物撤去」に対し補助を実施。①リフォーム：補助対象事業費の1/2（限度額５０万円）②不要物撤去：補助対象事業費の1/2（限度額５万円） ア ヤ セイド トウロク ア ヤ フヨウ ブツ テッキョ タイ ホジョ ジッシ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン フヨウ ブツ テッキョ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン		企画課 キカク カ		0875-23-3917		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン								空き家リフォーム事業補助金		空き家リフォーム事業補助金

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		住まい		空き家		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		県下全域を対象にした空き家情報や、市町が制度化している「お試し住宅」の情報を一元的に提供するホームページ。 ケンカ ゼンイキ タイショウ ア ヤ ジョウホウ シチョウ セイドカ タメ ジュウタク ジョウホウ イチゲンテキ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ								えひめ空き家情報バンク		えひめ空き家情報バンク

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		住まい		空き家		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		市内の空き家情報を移住希望者の方に紹介しています。 シナイ ア ヤ ジョウホウ イジュウ キボウシャ カタ ショウカイ		商工振興課 ショウ コウ シンコウ カ		0897-52-1482		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ								空き家情報紹介		空き家情報紹介

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド		中山間（鏡・土佐山）地域への移住・定住を支援するため，地域内にある空き家物件に関する情報を移住・定住を希望される方々に提供。（登録制） チュウ サンカン カガミ トサヤマ チイキ イジュウ テイジュウ シエン チイキ ナイ ア ヤ ブッケン カン ジョウホウ イジュウ テイジュウ キボウ カタガタ テイキョウ トウロク セイ		鏡地域振興課

土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004

088-895-2312		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド								高知市中山間地域空き家情報バンク制度		高知市中山間地域空き家情報バンク制度

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		高知市中山間地域空き家情報バンクに登録された空き家を改修するために必要な費用の2分の１以内（上限額50万円まで）を補助。 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ トウロク ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ブン イナイ ジョウゲンガク マンエン ホジョ		鏡地域振興課

土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004

088-895-2312		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン								高知市中山間地域空き家改修事業補助金		高知市中山間地域空き家改修事業補助金

		394289		高知県		黒潮町		住まい		空き家		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ		○移住者支援住宅１戸建て家賃：月２万円、○その他空き家情報をＨＰで紹介 イジュウシャ シエン ジュウタク コ タ ヤチン ツキ マンエン タ ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		総務課　　　　　企画振興係 ソウム カ キカク シンコウ カカリ		0880-43-2177		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ								空き家情報		空き家情報

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家改修支援事業		柳川市空き家バンク制度に登録され、同制度を通して入居者が決定した空き家において実施される生活するために必要な改修工事に係る費用の一部を支援する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423		空き家改修支援事業								空き家改修支援事業		空き家改修支援事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家バンク制度		柳川市内の空き家や空き地を登録し、柳川市内での生活を検討している方に空き家や空き地の情報を提供する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ジギョウ		定住のための住居を探している方に空き家及び空き地の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		空き家バンク事業 ジギョウ								空き家バンク事業		空き家バンク事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		空き家		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ		6か月以上空き家となっていた中古住宅を自らの居住用に購入又は賃貸し、市内事業者を使ってリフォーム（外構に係る部分は補助対象外）する場合、事業費の5割、最大１００万円を補助 ゲツ イジョウ ア ヤ チュウコ ジュウタク ミズカ キョジュウヨウ コウニュウ マタ チンタイ シナイ ジギョウシャ ツカ ガイコウ カカ ブブン ホジョ タイショウガイ バアイ ジギョウヒ ワリ サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ								空き家リフォーム事業費補助事業		空き家リフォーム事業費補助事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		町内にある売買または賃貸が可能な空き家に関する情報をホームページ上で情報発信し、不動産事業者と連携して契約まで支援するもの。 チョウナイ バイバイ チンタイ カノウ ア ヤ カン ジョウホウ ウエ ジョウホウ ハッシン フドウサン ジギョウ シャ レンケイ ケイヤク シエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家の所有者と購入等希望者に空き家バンクに登録してもらい、登録物件情報を購入等希望者に提供する（対象：武雄市全域） タイショウ タケオシ ゼンイキ		つながる部 お住もう課		0954-23-9221		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		市内に空き家となった住宅を所有している方より、物件情報を登録していただき、移住・定住を希望する方へ情報を提供。 ブッケン		企画課 キカクカ		0952-37-6115		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド		市内にある空き家の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。 シナイ ア イエ ブッケン ジョウホウ トウガイ ショユウシャ モウ デ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ コウニュウ チンタイ キボウシャ ショウカイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド								空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ		空き家を貸したい人の情報を町のホームページ上で紹介し、空き家をお探しの方へ情報提供を行います。登録料として２万円を支給します。 ア ヤ カ ヒト ジョウホウ マチ ウエ ショウカイ ア ヤ サガ カタ ジョウホウ テイキョウ オコナ トウロク リョウ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ								東彼杵町空き家BANK事業		東彼杵町空き家BANK事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン		空き家BANK登録家屋への入居が決まった場合、空き家の所有者等に２０万円、入居者に２０万円又は１０万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ キ バアイ ア ヤ ショユウシャ トウ マンエン ニュウキョシャ マンエン マタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン								東彼杵町空き家活用奨励金		東彼杵町空き家活用奨励金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ		空き家BANK登録家屋への入居に当って、その改修が必要な場合、改修に係る経費の一部を補助（最高５０万円・補助率1/2）します。なお、公共下水道接続又は浄化槽設置を行う場合は、別途15万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ アタ カイシュウ ヒツヨウ バアイ カイシュウ カカ ケイヒ イチブ ホジョ サイコウ マンエン ホジョリツ コウキョウ ゲスイドウ セツゾク マタ ジョウカソウ セッチ オコナ バアイ ベット マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ								東彼杵町空き家改修奨励金		東彼杵町空き家改修奨励金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内にある“売りたい・貸したい空き家の情報”と玉名市内に住まいを探している“定住希望者”を登録し、ご紹介します。成約者には不要となった家財道具を撤去した場合、撤去に要した費用を一部助成します。 セイヤク シャ フヨウ カザイ ドウグ テッキョ バアイ テッキョ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		空き家		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド		空き家・空き地所有者・移住希望者に対して、菊池市への定住化の促進をするため「空き家・空き地情報活用制度」に協力し空き家所有者の賃貸・売却のため片付けの支援、物件の情報提供、継続的な里山暮らしを支援。 ア ヤ ア チ ショユウシャ イジュウ キボウシャ タイ キクチ シ テイジュウカ ソクシン ア ヤ ア チ ジョウホウ カツヨウ セイド キョウリョク ア ヤ ショユウシャ チンタイ バイキャク カタヅ シエン ブッケン ジョウホウ テイキョウ ケイゾクテキ サトヤマ ク シエン		都市整備課 トシ セイビ カ		0968-25-4623		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド								菊池市定住化促進活動に関する制度		菊池市定住化促進活動に関する制度

		432156		熊本県		天草市		住まい		空き家		天草市空き家活用事業補助金		空き家を活用しようとする所有者と移住者に対して、補助金を交付する。補助対象：水回りや屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分。金額の上限及び割合：１００万円を上限、事業費の１／２以内。		地域政策課		0969-23-1111
内線1374 ナイセン		天草市空き家活用事業補助金								天草市空き家活用事業補助金		天草市空き家活用事業補助金						94

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		住まい		空き家		和水町空き家バンク制度		町内の賃貸（販売）できる住宅を所有している人からの物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する		企画課 キカクカ		0968-86-5721		和水町空き家バンク制度								和水町空き家バンク制度		和水町空き家バンク制度

		434477		熊本県		山都町		住まい		空き家		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		移住定住を促進し空き家の活用を図るため、空き家の賃貸や売買を行うため家財の撤去や改修にかかる費用の一部を補助（50万円限度）します。 イジュウ テイジュウ ソクシン ア ヤ カツ ヨウ ハカ ア ヤ チンタイ バイバイ オコナ カザイ テッキョ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン								空き家改修・活用事業補助金		空き家改修・活用事業補助金

		442062		大分県 オオイタ ケン		臼杵市 ウスキシ		住まい		空き家		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		空き家バンク登録物件の売買、賃貸契約成立後、トイレや台所等の主要構造部の改修費の１／２補助（補助額上限１００万円） ア ヤ トウロク ブッケン バイバイ チンタイ ケイヤク セイリツ ゴ ダイドコロ トウ シュヨウ コウゾウ ブ カイシュウヒ ホジョ ホジョ ガク ジョウゲン マンエン		都市デザイン課 トシ カ		0972-63-1111		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド								臼杵市空き家改修事業補助金交付制度		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家バンク事業		市内の空き家を台帳に登録し、市外からの移住希望者等を対象に情報提供を行っています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		空き家バンク事業								空き家バンク事業		空き家バンク事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家利用促進契約代行支援事業		空き家バンクの物件について、トラブル防止のために賃貸借契約手数料を補助します。【上限5万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		空き家利用促進契約代行支援事業								空き家利用促進契約代行支援事業		空き家利用促進契約代行支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家リフォーム事業		市内にある空き家を有効活用し定住促進を図るため、空き家バンク登録物件の改修や不要物の撤去に要する費用に対し、補助金を交付します。【①改修上限30万円②撤去上限10万円①②同時上限35万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		空き家リフォーム事業								空き家リフォーム事業		空き家リフォーム事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		空き家を市が借り上げ、改装し移住希望者が優先して入居することができる市営住宅です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅								～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家マッチング奨励事業		居住可能な状態の空き家を市に紹介していただき、空き家バンクへの登録に至った場合、その紹介者等に対して奨励金を交付します。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		空き家マッチング奨励事業								空き家マッチング奨励事業		空き家マッチング奨励事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		空き家		宇佐市空き家改修補助金		宇佐市への移住（ＵＩターン）を目的に、対象地域にある空き家バンク登録物件を改修する場合に、改修に要した経費の一部を助成します。上限50万円（50％補助） トウロク ブッケン ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111		宇佐市空き家改修補助金								宇佐市空き家改修補助金		宇佐市空き家改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		空き家		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借の契約を行う際の仲介手数料を補助するもの。全額補助、上限５万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク オコナ サイ チュウカイ テスウリョウ ホジョ ゼンガク ホジョ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン								由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載 マチ マチ		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ								空き家バンク事業		空き家バンク事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン		空き家バンク制度を介して町外在住の利用登録者と空き家登録者が売買又は賃貸借契約を結び、利用登録者が転入した場合に報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン								移住促進・空き家利活用報奨金		移住促進・空き家利活用報奨金

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度		市内にある空き家等の活用による地域活性化を図るため、登録された空き家等の情報をホームページ等で情報提供する制度です。		市民協働課		0984-23-1148		空き家バンク制度								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金		空き家所有者と移住者との間で賃貸借契約が締結され、移住者が５年以上定住する見込みがある場合、空き家の所有者が行う空き家の改修等に対して補助します（上限４０万円）。		市民協働課		0984-23-1148		空き家バンク活動事業補助金								空き家バンク活動事業補助金		空き家バンク活動事業補助金

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		住まい		空き家		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ		空き家等の売買又は貸借を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する市外在住者に対し提供を行う		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ								日向市空き家等情報バンク		日向市空き家等情報バンク

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		空き家		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を活用していくため、ＵＪＩターンで定住を希望される方へ空き家の情報を提供していくため「空き家情報バンク」を実施。 ジッシ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド								西都市空き家情報バンク制度		西都市空き家情報バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内の空き家・空き地等の売却、賃貸を希望し、空き家バンクに登録している情報を、市内への定住等を目的とし空き家等の利用を希望する方に対し、提供する制度。 シナイ ア ヤ ア チ トウ バイキャク チンタイ キボウ ア ヤ トウロク ジョウホウ シナイ テイジュウトウ モクテキ ア イエ トウ リヨウ キボウ カタ タイ テイキョウ セイド		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)		空き家バンク制度 ア ヤ セイド								空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		空き家所有者が市内の施行業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費の一部（補助率：50％・上限40万円）を補助します。 ア ヤ ショユウシャ シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カオク カイシュウトウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ								空き家バンク活動事業補助金交付事業		空き家バンク活動事業補助金交付事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		空き家		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ		日之影町内に存する空き家に関する登録及び空き家の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用希望者に対して有用な情報を提供する。 ヒノカゲ チョウナイ ソン ア ヤ カン トウロク オヨ ア ヤ リヨウ キボウ モノ カン トウロク トオ ア ヤ トウロクシャ オヨ リヨウ キボウシャ タイ ユウヨウ ジョウホウ テイキョウ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ								日之影町空き家情報システム		日之影町空き家情報システム

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンクとは、空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図る事を目的として、市が空き家情報の提供を行う。		企画政策課 キカク セイサク カ		099-474-1111		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク		1		南九州→志布志 ミナミキュウシュウ シブシ

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		南九州市内にある空き家所有者からの情報を，市のホームページに掲載し，南九州市への移住を希望する方に情報提供するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ ア ヤ ショユウシャ ジョウホウ シ ケイサイ ミナミキュウシュウシ イジュウ キボウ カタ ジョウホウ テイキョウ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク		1		鶴居→南九州市 ツルイ ミナミキュウシュウシ

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		空き家		空き家情報登録制度		空き家情報を本町ホームページ等に掲載。（賃貸契約等は利用者が家主と直接交渉）		企画課		0997-72-1112		空き家情報登録制度								空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ		町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転賃することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を推進するため実施しています。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。 チョウ チョウ ナイ ショザイ ア ヤ カリア カイシュウ ゴ テン チン ホンチョウ テイジュウ ソクシン オヨ チイキ カッセイカ スイシン ジッシ カイシュウ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジュウタク カ ダ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ								空き家利活用事業		空き家利活用事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、知名町で住宅等をお探しの方に情報提供するための制度です。		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162		空き家バンク ア ヤ								空き家バンク		空き家バンク

		012084		北海道		北見市		住まい		設備		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用（基準額内の実費）の合計額が30万円（消費税等除く）以上のものに対し、補助対象工事費の20％、20万円を上限として補助（千円未満は切捨て）。 キジュン ガク ナイ ジッピ タイ ホジョ		都市建設部建設指導課 トシ ケンセツ ブ ケンセツ シドウ カ		0157-25-1154		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）								住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		合併処理浄化槽を設置する場合に、工事費の9/10を助成。		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ								住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		トイレ水洗化のための改造資金（限度額50万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ								住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		融雪施設を設置するための資金（限度額80万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		土木管理課 ドボク カンリカ		0165-23-3121		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ								住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012254		北海道		滝川市		住まい		設備		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		対象世帯に対して、ｋW当たりのシステム価格により助成。		市民生活部くらし支援課 シミン セイカツ ブ シエン カ		0125-28-8013		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金								滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		住宅用の太陽光発電設備の設置：１キロワットあたり２万円（上限8万円）、
ペレットストーブの購入設置：設置費用の２分の１（上限5万円）、を補助。 ホジョ		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金								恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		家庭用のLED電球等を市内店舗にて購入した方に記念品をプレゼント。○合計3千円以上対象機器を購入した方・・・五百円相当の記念品、○合計5千円以上対象機器を購入した方・・・千円相当の記念品 シナイ テンポ カタ セン ゴヒャク セン セン		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業								恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		飲料水等供給施設設置支援事業		市街化調整区域に居住する市民に対し、飲料水等供給施設の設置工事に対する費用の一部を助成します。 インリョウスイ イチブ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311		飲料水等供給施設設置支援事業								飲料水等供給施設設置支援事業		飲料水等供給施設設置支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ		合併浄化槽を設置する場合、浄化槽の規模により、1基につき352,000円～588,000円を助成します ガッペイ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョウカソウ キボ キ ０００エン ０００エン ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ								浄化槽設置奨励事業		浄化槽設置奨励事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ		一般住宅用太陽光パネルを設置する場合、1キロワットあたり5万円（上限15万円）を補助します。 イッパン ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ								太陽光発電システム設置支援事業		太陽光発電システム設置支援事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		設備		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ		窓又は外壁、屋根・天井若しくは床の断熱改修工事を施工する方へ上限５０万円を補助 カタ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ								住宅エコ化支援事業		住宅エコ化支援事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ		既存住宅の省エネルギー改修工事（30万円以上）に対してその金額の20%（上限30万円）を助成 キゾン ジュウタク ショウ カイシュウ コウジ マンエン イジョウ タイ キンガク ジョウゲン マン エン ジョセイ		建設課建築係 ケンセツカ ケンチク カカ		0136-44-2121		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ								住宅省エネルギー改修補助事業		住宅省エネルギー改修補助事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ		合併処理浄化槽を設置する場合、設備費用の一部を補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ セツビ ヒヨウ イチブ ホジョ		町民生活課生活環境係 チョウミン セイカツカ セイカツ カンキョウ ガカリ		0136-44-2121		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ								浄化槽整備事業		浄化槽整備事業		OK		問い合わせ先、リンク先修正 ト ア サキ サキ シュウセイ

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ		下水道未整備地域で浄化槽の設置に要する費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ ジョウカソウ セッチ ヨウ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ								浄化槽設置事業		浄化槽設置事業

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ		下水道未整備地域で既存の排水整備及びトイレを水洗式にする費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ キゾン ハイスイ セイビ オヨ スイセンシキ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ								水洗化等工事資金助成事業		水洗化等工事資金助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		みどり野団地、稲穂団地で新築住宅に太陽光発電を設置する場合に、上限を40万円として、1kW当たり１０万円の補助金を交付（募集制限あり） ノ ダンチ イナホ ダンチ シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ バアイ ジョウゲン マンエン ア マンエン ホジョキン コウフ ボシュウ セイゲン		まちづくり課　　　　企画情報　　　グループ カ キカク ジョウホウ		011-378-2121		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド								住宅用太陽光発電システム設置補助制度		住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		設備		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		町内の既存住宅若しくは、住宅の新築(建売含む）にあわせて新設するに新設する太陽光発電システムに対し助成を行う。助成額は、設置太陽電池の最大出力に７万円を乗じた額（上限を２１万円）。 キゾン ジュウタク モ ジュウタク シンチク タテウリ フク シンセツ タイ ジョセイ オコナ ジョセイガク		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助								妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		太陽光発電システムを設置した者に対し、１ｋＷにつき７万円（上限２１万円）を助成 タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		01658-6-5111		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ								住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ		バリアフリー改修を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円)。65歳以上の高齢者や障がい者等、日常生活に介助を要する場合は45万円を上限とし、所得に応じて補助率(40％～90％)を定める。 カイシュウ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン サイ イジョウ コウレイシャ ショウ シャ トウ ニチジョウ セイカツ カイジョ ヨウ バアイ マンエン ジョウゲン ショトク オウ ホジョリツ サダ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ								ふれ愛住宅補助		ふれ愛住宅補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ		築年数10年以上の住宅において、窓の断熱改修、または窓と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円) チクネンスウ ネン イジョウ ジュウタク マド ダンネツ カイシュウ マド アワ オコナ ユカ カベ テンジョウ ダンネツ カイシュウ コウジ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ								省エネルギー住宅改修事業補助		省エネルギー住宅改修事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ		一般住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電灯契約を結ぶ場合に、1kw当たり3万円を補助(上限5kw、15万円)。設置後1年間の運用データを町が取りまとめて公表する。 イッパン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ デンリョク ガイシャ デントウ ケイヤク ムス バアイ ア マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン セッチ ゴ ネンカン ウンヨウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ								住宅用太陽光発電システム設置事業補助		住宅用太陽光発電システム設置事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ		木質ブリケットストーブまたは木質ペレットストーブの購入費用の1/2以内を補助(上限15万円)
2台(30万円)まで利用可能。設置年度と翌年度の利用状況データを町が取りまとめて公表する。 モクシツ モクシツ コウニュウ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン ダイ マンエン リヨウ カノウ セッチ ネンド ヨクネンド リヨウ ジョウキョウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ								木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ		定住・移住促進制度対象者は合併処理浄化槽の設置に関し、５人槽で５０万円・７人槽で６０万円を限度に交付する テイジュウ イジュウ ソクシン セイド タイショウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カン ニン ソウ マンエン ニン ソウ マンエン ゲンド コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ								合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ		下水道処理区域外で合併処理浄化槽を設置する場合に、一基につき352,000～1,545,000円の補助金を交付 ゲスイドウ ショリ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ イッキ エン ホジョキン コウフ		町民課 チョウミンカ		0146-26-9001		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ								合併処理浄化槽設置整備事業		合併処理浄化槽設置整備事業

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		設備		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド		町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを新設する場合で、システムの経費（補助対象経費）が1ｋＷあたり50万円以下のものに補助金を交付。太陽電池の最大出力値に7万円を乗じた額で、20万円が上限。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド								鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度

		016390		北海道		更別村		住まい		設備		太陽光発電システム導入補助金		自ら居住する住宅の太陽光発電システム設置に対し、出力１ｋＷあたり７万円を補助（20万円限度）。 ミズカ キョジュウ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ シュツリョク マンエン ホジョ マンエン ゲンド		建設水道課		0155-52-5200		太陽光発電システム導入補助金								太陽光発電システム導入補助金		太陽光発電システム導入補助金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		対象となる住宅用太陽光発電システムを、居住する町内の住宅に設置した住民に、町内で使えるお買い物券10万円分を贈呈します。		管理課
		015-485-2111		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度								標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		家庭用生ごみ処理機を町内の取扱店で購入した場合に費用の４分の３を助成します
○上限額電気式は上限45,000円、堆肥式は2個1組上限5,700円		住民課 ジュウミンカ		015-485-2111		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業								標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		住宅に設置する太陽光発電システムに対し1kW当たり10万円を補助し、50万円を上限額として支給。 ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン タイ ア マンエン ホジョ マンエン ジョウゲンガク シキュウ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ		木質系を燃料とする家庭用ストーブ購入費の1/2以内、15万円を上限額とし補助。 モクシツ ケイ ネンリョウ カテイヨウ コウニュウ ヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		産業振興課
林政係 サンギョウ シンコウ カ リンセイ カカリ		0154-64-2114		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ

		016683		北海道 ホッカイ ドウ		白糠町		住まい		設備		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン		新築時町内業者を利用して３ＫＷ以上の太陽光発電設置で180万円(新規定住者は200万円)、３ＫＷ以上の太陽光発電のみ設置は50万円を上限に、1kW当たり10万円を助成する。 シンチク ジ イジョウ タイヨウコウ ハツデン セッチ イジョウ		経済部産業振興課商工係 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ ショウコウ カカ		01547-2-2171		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン								白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		設備		木質ペレット利活用推進事業		持続可能な低炭素社会の形成を推進するため、市内の住居及び店舗に木質ペレットストーブを設置する方に対し、設置費用の3分の1（上限15万円）を補助 カタ タイ ブン ジョウゲン マンエン		環境政策課		0178-43-9265		木質ペレット利活用推進事業						1		木質ペレット利活用推進事業		木質ペレット利活用推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド		自らが居住する住宅に浄化槽を設置される方、浄化槽が新たに設置される住宅を建築・購入される方を対象。浄化槽・設置に要する経費を補助。（5人槽：352,000円～8～10人槽：588,000円）		下水道課 ゲスイドウ カ		0173-23-6000		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド						1		浄化槽設置費用の補助金制度		浄化槽設置費用の補助金制度

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		住宅用太陽光発電システム（太陽電池モジュール1kWあたり3万円で上限12万円）、家庭用蓄電池（蓄電容量1kWhあたり2万円で上限6万円)、木質ペレットストーブ（15万円までの設備購入費）の設置費用補助 マンエン		企画課 キカク カ		0173-35-2111(内線2153)		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業								五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業

		022080		青森県		むつ市 シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		地球温暖化の一因とされる温室効果ガスの発生抑制と省エネルギーへの関心を高めることを目的に、個人住宅に太陽光発電システムを導入する方に対し、5万円を補助（要件有り） ヨウケン ア		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-22-1111		住宅用太陽光発電システム導入支援事業						1		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		住宅用太陽光発電システム導入支援事業

		022098		青森県		つがる市		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		太陽電池モジュール1キロワット当たり3万円（上限12万円）を補助		企画調整課		0173-42-2111		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金						1		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ		公共下水道、農業集落排水区域外において合併処理浄化槽を設置する方で、板柳町に在住する方。5人槽:234,000円7人槽:294,000円10人槽:392,000円 コウキョウ ゲスイドウ ノウギョウ シュウラク ハイスイ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カタ イタヤナギ マチ ザイジュウ カタ		上下水道課                     ジョウゲ スイドウ カ		0172-79-1057		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ								合併処理浄化槽設置整備事業費補助		合併処理浄化槽設置整備事業費補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ		汚水ます設置に係る費用の負担(条件あり） オスイ セッチ カカ ヒヨウ フタン ジョウケン		上下水道課　　　　　　　　 ジョウゲスイドウ カ		0172-79-1057		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ								下水道事業の公共汚水ます新設		下水道事業の公共汚水ます新設

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		設備		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		村内の自己が居住する住宅に設置する太陽光発電システムの導入に要する経費を助成する。太陽光発電システムの太陽電池最大出力１Kwあたり4万8千円（上限24万円） ソンナイ ジコ キョジュウ ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヨウ ケイヒ ジョセイ タイヨウコウ ハツデン タイヨウ デンチ サイダイ シュツリョク マン センエン ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111		住宅用新エネルギー設備導入支援事業						1		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		住宅用新エネルギー設備導入支援事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ		公共下水道事業及び農業集落排水事業の区域を除く地域において、合併処理浄化槽を設置する者へ助成金を支給。・５人槽：352,000円・7人槽：441,000円
 モノ ジョセイキン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ						1		合併処理浄化槽設置補助		合併処理浄化槽設置補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン		市内の事業者との契約により、住宅用太陽光発電システムを設置、及び設置した建売住宅を購入した場合１Kw当たり２万円（10Kw未満）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ オヨ セッチ ケン バイ ジュウタク コウニュウ バアイ ア マンエン ミマン		市民環境部生活環境課 シミン カンキョウブ セイカツ カンキョウ カ		0191-21-8342		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン						1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽の普及を促進するために、集合処理整備計画区域外の一般住宅および事業所に設置される浄化槽の設置費用の一部を補助金交付する制度です。		上下水道課		019-692-6408		浄化槽設置整備事業費補助金						1		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽設置整備事業費補助金

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		クリーンエネルギー設備導入補助金		環境負荷の少ないクリーンエネルギー設備（木質燃料燃焼機器設備（薪ストーブなど）、太陽光発電設備、太陽熱利用設備）の導入に対し、補助金を交付しております。		環境対策課		019-692-6485		クリーンエネルギー設備導入補助金						1		クリーンエネルギー設備導入補助金		クリーンエネルギー設備導入補助金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システムを設置した方に、太陽電池の最大出力１kWあたり３万円（上限９万円、千円未満は切り捨て。）を交付。		まちづくり課 カ		0195-33-2111		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助						1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		一戸町薪ストーブ普及促進事業		ストーブ本体および、設置に係る経費の２分の１に相当する額（千円未満切捨て）とし、10万円を限度とする商品券を交付。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111		一戸町薪ストーブ普及促進事業						1		一戸町薪ストーブ普及促進事業		一戸町薪ストーブ普及促進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ		既存の単独浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合併処理浄化槽に接続する方に補助金を交付する。		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ								単独浄化槽切替助成事業		単独浄化槽切替助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ		住宅の汲み取りトイレまたは単独（し尿）浄化槽から、水洗トイレへの改造等をおこない、公共下水道等に接続し、水洗化をおこなう世帯に奨励金を交付：一戸につき１０万円（１回限り）工事完了日から１年以内に申請		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ								水洗化促進奨励金交付事業		水洗化促進奨励金交付事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ		宅地面積が広いために公共汚水マスまでの距離が遠く、工事費がかさむ方々を対象に、一定の条件に基づき排水設備工事費の一部を補助する。補助対象区間１ｍにつき３千円、補助限度額１０万円。 ホジョ タイショウ クカン ０００エン ホジョ ゲンド ガク マンエン		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ								排水設備設置工事費助成事業		排水設備設置工事費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ		自宅に太陽光発電システムを新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：公称最大出力、1キロワット当たり3万円（上限12万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ								住宅用太陽光発電設備設置事業		住宅用太陽光発電設備設置事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ		自宅に省エネルギー機器(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、木質ペレットストーブ）を新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：購入費用の2分の1（上限8万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ								住宅用省エネルギー機器導入支援事業		住宅用省エネルギー機器導入支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		設備		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ		下水道等を整備する世帯に対し、工事費の一部を助成する。
普及率93.6％（平成24年度末現在）別紙参照 ゲスイドウ トウ セイビ セタイ タイ コウジ ヒ イチブ ジョセイ フキュウ リツ ヘイセイ ネンド マツ ゲンザイ ベッシ サンショウ		生活環境課
環境整備係 セイカツ カンキョウ カ カンキョウ セイビ カカ		0185-79-2115		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ								下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システムを設置する場合、１Kwあたり２万円（上限６万円）の経費を補助。 マン マン		住民税務課生活環境室 ジュウミンゼイムカ セイカツ カンキョウ シツ		0238-87-0514		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助								住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		住まい		設備		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン		自ら居住する市内の住宅にシステムを設置したか、システムが設置された市内の新築住宅を購入し居住している市民を対象に、1ｋｗ当たり30,000円(助成上限120,000円、最大4ｋｗ分まで)を助成 キョジュウ シミン タイショウ ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		024-525-3742
		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン								太陽光発電システム設置助成金		太陽光発電システム設置助成金

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		公共下水道、農業集落排水、個別生活排水の供用区域で既設住宅の排水設備工費の融資斡旋。一般住宅１００万円、アパート等集合住宅４００万円（１戸８０万円）上限。利息は市が負担。８０ヶ月以内の元金均等分割返済 アッセン ジョウゲン ヘンサイ		市下水道課
		0242-39-1264		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度								水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		市街化調整区域において、希望する方の敷地に市が合併浄化槽本体を設置、維持管理し、使用者から分担金と使用料をいただいて運営。 シガイカ		市下水道課
		0242-39-1264		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）								個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		浄化槽設置補助金		公共下水道計画区域で、整備が概ね７年以上見込まれない区域において合併浄化槽を設置する場合に補助金を交付。		市下水道課
		0242-39-1264		浄化槽設置補助金								浄化槽設置補助金		浄化槽設置補助金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		住まい		設備		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン		個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となります。 コジン ジュウタク オヨ シュウゴウ ジュウタク シンキ カニュウ リョウキン ハンガク		建設部　　　　　　上下水道課 ケンセツ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0243-48-3131(代表)		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン								定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド		自ら居住する住宅に対し，1kwあたり4万円で最大限出力4kwまで補助します。（上限16万円） ミズカ キョジュウ ジュウタク タイ マンエン サイダイ ゲン シュツリョク ホジョ ジョウゲン マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド								住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		住まい		設備		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ		町内の居住する住宅に太陽光発電システムを設置した方、又は太陽光発電システムの設置等が完了している住宅を購入した方に対して、太陽電池の出力１キロワット当たり2万円を補助。上限8万円（4キロワット）。 マン ジョウゲン マン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0285-56-9131 		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ								太陽光発電普及推進事業		太陽光発電普及推進事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		一定の要件を満たす町に住所を有する方が、住宅用省エネルギー設備を自宅に設置、または、設置済みの住宅を購入するものを対象に、住宅用省エネルギー設備の設置にかかる費用を補助する制度。 タイショウ ジュウタクヨウ セッチ		総務課 ソウムカ		0278-25-5003		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業								住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金		戸建て住宅、店舗等の兼用住宅（住宅の用途に供する面積が２分１以上）に太陽光発電システムを設置する場合に補助金を交付します。
太陽電池の公称最大出力値１kW当たり３０，０００円（上限３．５kW） ケンヨウ ジュウタク ヨウト キョウ メンセキ ブン イジョウ タイヨウ デンチ コウショウ サイダイ デ リキ チ ア エン ジョウゲン		環境緑水課		042-973-2125		住宅用太陽光発電システム設置補助金								住宅用太陽光発電システム設置補助金		住宅用太陽光発電システム設置補助金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費用の一部を補助。		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度								住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付。上限6万円。 カタ ジョウゲン マンエン		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度										第3子以降児童保育料免除事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ		自然エネルギーの利用を促進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費の一部を補助します。		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ								住宅用省エネルギー設備設置補助事業		住宅用省エネルギー設備設置補助事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		木造住宅耐震診断費補助金		災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用の補助を行っています。（耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、3万円が上限）
 オコナ		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694		木造住宅耐震診断費補助金								木造住宅耐震診断費補助金		木造住宅耐震診断費補助金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		土地土壌の活性化及び生ゴミの減量化を図るため、下記の機器の購入費用の一部を補助。
・コンポスト：容器１個当たりの１／２以内とし3,000円を上限、・生ゴミ処理機：１／２以内とし30,000円を上限 カキ キキ ジョウゲン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助								コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に、市内業者に発注した場合は太陽電池１ｋｗあたり１０万円（上限４０万円）、市外業者の場合は１ｋｗあたり８万円（上限３２万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)		住宅用太陽光発電システム設置費補助金								住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ設置費補助金		薪ストーブや木質ペレットストーブを設置される方に、購入及び設置費用の３分の１（上限１０万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)		木質バイオマスストーブ設置費補助金								木質バイオマスストーブ設置費補助金		木質バイオマスストーブ設置費補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン		住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助金（設置するシステムの出力1kwあたり5万円・上限20万円）を交付します。 ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ホジョキン セッチ シュツリョク マンエン ジョウゲン マンエン コウフ		環境保全課 カンキョウ ホゼン カ		0250-43-3911		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン								住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		阿賀野市の住宅用太陽光発電システムの普及促進を図り、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推進するため、自らの住宅に太陽光発電システムを設置する方に設置費用の一部を補助（最高２０万円） カタ サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度								住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		市内に住民登録をしている者が市内事業者の施工によって、住宅用太陽光発電システムを設置する場合に、設置工事費の一部を補助する。補助額：最大出力1ｋｗあたり8万円（限度額24万円）※売電契約が必要 シナイ ジュウミン トウロク モノ シナイ ジギョウシャ セコウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ バ ア セッチ コウジ ヒ イチブ ホジョ ホジョ ガク サイダイ シュツリョク マンエン ゲンド ガク マンエン バイデン ケイヤク ヒツヨウ		環境交通課 環境交通班 カンキョウ コウツウカ カンキョウ コウツウ ハン		025-773-6666		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ								住宅用太陽光発電システム設置費補助		住宅用太陽光発電システム設置費補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ		市内に住所を有する個人、事業所等がペレットストーブ及びボイラーを設置する場合に設置費の一部を補助。
補助率：個人住宅、事業所1/4以内（限度額5万円）、集会所・農業施設1/3以内（限度額10万円） オヨ バアイ セッチ ヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ゲンド ガク ノウギョウ シセツ ゲンド ガク		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ								ペレットストーブ等設置補助		ペレットストーブ等設置補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ		市内居住者または居住確定者が市内で住宅の克雪化（屋根融雪施設等の設置）を行う場合や、地盤沈下区域内で事業所が克雪化を行う場合の工事に対する補助金。補助率：補助対象工事費の17.6％（上限44万円） シナイ キョジュウシャ キョジュウ カクテイ シャ シ ナイ ジュウタク コクセツ カ オコナ バアイ ジバン チンカ クイキ ナイ ジギョウショ コクセツ カ オコナ バアイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ								克雪すまいづくり支援事業補助		克雪すまいづくり支援事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ		地盤沈下区域内の住宅宅地または事業用敷地に消雪設備を設置する工事に対する補助金。
（地下水を利用した融雪施設は対象外）補助率：補助対象工事費の1/3（限度額50万円） ジバン チンカ クイキ ナイ ジュウタク タクチ ショウセツ セツビ セッチ コウジ タイ ホジョキン チカスイ リヨウ ユウセツ シセツ タイショウガイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ゲンド ガク マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ								宅地等消雪設備普及促進事業補助		宅地等消雪設備普及促進事業補助

		162027		富山県		高岡市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システムの設置補助		自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システムを設置する方に、1件当たり5万円（1回限り）を補助。 ケン ア マンエン カイ カギ ホジョ		生活環境部地域安全課		0766-20-1352		住宅用太陽光発電システムの設置補助								住宅用太陽光発電システムの設置補助		住宅用太陽光発電システムの設置補助

		170003		石川県		-		住まい		設備		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン		【新築】いしかわ住まいの省エネパスポート制度の５つ星住宅に一律１５万円を補助【改修】県指定の省エネ設備等から３品目以上を導入する場合に最大１５万円を補助※太陽光発電システム等に最大１０万円の追加補助 ホジョ		環境部
温暖化・
里山対策室 カンキョウブ オンダンカ サトヤマ タイサクシツ		076-225-1462		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン								エコ住宅整備促進補助金		エコ住宅整備促進補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン		くみ取り式便所、単独浄化槽、合併処理浄化槽を使用している人が、下水道に接続する場合に、最高30万円を助成。 ト シキ ベンジョ タンドク ジョウカソウ ガッペイ ショリ ジョウカソウ シヨウ ヒト ゲスイドウ セツゾク バアイ サイコウ マンエン ジョセイ		建設上下水道部
上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン								下水道等排水設備工事費補助金		下水道等排水設備工事費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ		供用開始後3年以内に下水道に接続する人が工事に必要な資金の融資を受ける場合に、最高100万円（利子の全額）を助成。（償還期間60カ月以内） キョウヨウ カイシゴ ネン イナイ ゲスイドウ セツゾク ヒト コウジ ヒツヨウ シキン ユウシ ウ バアイ サイコウ ジョセイ ショウカン キカン ツキ イナイ		建設上下水道部
上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ								水洗便所等改造資金利子補給		水洗便所等改造資金利子補給

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内の個人が設置した家庭用ごみ減量機器の費用に対して、2分の1（最高3万円）を助成。 シナイ コジン セッチ カテイ ヨウ ゲンリョウ キキ ヒヨウ タイ ブン サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン								家庭用ごみ減量機器設置費補助金		家庭用ごみ減量機器設置費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内で住宅用太陽光発電システムを設置する人に対して、最高20万円を助成。 シナイ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒト タイ サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ								住宅用太陽光発電システム設置モデル事業		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ購入費補助金		市民及び市内事業者等を対象に、木質バイオマスストーブの購入費の1/3以内、上限10万円を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720		木質バイオマスストーブ購入費補助金								木質バイオマスストーブ購入費補助金		木質バイオマスストーブ購入費補助金

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		市民を対象に、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、1kWあたり7万円（上限30万円）を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720		住宅用太陽光発電システム設置費補助金								住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		172111		石川県		能美市		住まい		設備		自然エネルギー設備設置補助		太陽光発電(10kwまで最大5万円）小型風力発電、まきストーブ等を設置する人に最大6万円補助 サイダイ マンエン サイダイ		環境生活課		0761-58-2217		自然エネルギー設備設置補助								自然エネルギー設備設置補助		自然エネルギー設備設置補助

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい ス		設備		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ		住宅用太陽光発電に対する補助
（補助率４５千円/ＫＷｈ、上限１８万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン タイ ホジョ ホジョリツ センエン ジョウゲン マンエン		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ								クリーンエネルギー推進事業		クリーンエネルギー推進事業

		192040		山梨県		都留市		住まい		設備		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		自宅に自然エネルギー発電システム及び省エネルギー機器を設置した場合に補助金が受けられます。		市民生活課
環境創造室 シミン セイカツ カ カンキョウ ソウゾウ シツ		0554-43-1111
(内線108)		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業								都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム補助制度		市税の滞納がなく、市内の住宅等に太陽光発電ｼｽﾃﾑを設置する方に対して1ｋW当たり2万5千円（10万円を限度）、付随の定置型蓄電ｼｽﾃﾑを設置する者に対して購入費用の10分の1（10万円を限度）を補助 カタ		市民環境部環境政策課		0263-34-3268		住宅用太陽光発電システム補助制度								住宅用太陽光発電システム補助制度		住宅用太陽光発電システム補助制度

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタク ヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ								太陽光発電システム設置費補助		太陽光発電システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽熱高度利用システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタクヨウ タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ								太陽熱高度利用システム設置費補助		太陽熱高度利用システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ		建物等の屋根の雨水を貯留させるための構造を持った施設の設置に要する経費の一部を補助 セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ								雨水貯留施設設置補助		雨水貯留施設設置補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		木質バイオマスの利用を促進するため、ペレットストーブ等の購入経費の一部を補助 モクシツ リヨウ ソクシン トウ コウニュウ ケイヒ イチブ ホジョ		森林整備課 シンリン セイビ カ		0268-23-5124		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ								ペレットストーブ等の購入費補助		ペレットストーブ等の購入費補助

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		設備		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅の耐震診断（無料） ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ムリョウ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ								伊那市住宅等耐震診断士派遣事業		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業

		202100		長野県 ナガノケン		駒ヶ根市 コマガネシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ		個人住宅用、公共施設や事業用、別荘等において出力１ＫＷあたり３万円の太陽光発電システム設置に関する補助を行う（上限12万円） コジン ジュウタクヨウ コウキョウ シセツ ジギョウヨウ ベッソウ トウ シュツリョク マンエン タイヨウコウ ハツデン セッチ カン ホジョ オコナ ジョウゲン マンエン		建設部環境課 ケンセツ ブ カンキョウ カ		0265-83-2111
内線542		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ								太陽光発電システム設置補助事業		太陽光発電システム設置補助事業

		202126		長野県		大町市		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業		市内に自ら居住し、又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、１キロワット当たり２万円、上限１０万円の補助します。		生活環境課
環境保全係		0261-22-0420		太陽光発電システム普及促進事業								太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン		一般住宅用の太陽光発電システムの設置に対して、最大出力1ｋW当り3万円を補助。ただし、限度額10万円（市外業者の場合は5万円） イッパン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ サイダイ シュツリョク アタ マンエン ホジョ ゲンド ガク マンエン シガイ ギョウシャ バアイ マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン								太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン		下水道計画区域外または、7年以上公共下水道が整備されていないと認められる地域の一般住宅、別荘、飲食店等に補助金を交付 ゲスイドウ ケイカク クイキ ガイ ネンイジョウ コウキョウ ゲスイドウ セイビ ミト チイキ イッパン ジュウタク ベッソウ インショク テン ナド ホジョキン コウフ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン								合併浄化槽設置に対する補助金		合併浄化槽設置に対する補助金

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		自然環境にやさしい循環型のまちづくりを推進するため、町民自らが居住する住宅に新たに太陽光発電システムを設置する際に要する経費に対して補助金を交付		建設課生活環境係 ケンセツカ セイカツ カンキョウ カカリ		0266-62-9114		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン								太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽光発電設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽光発電システムを設置する方に対し、1kwにつき2.5万円・最大10万円を補助。 カタ タイ マンエン サイダイ マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111		飯島町太陽光発電設置補助金								飯島町太陽光発電設置補助金		飯島町太陽光発電設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽熱利用システム設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽熱利用システムを設置する方に対し、設置経費の1/10・最大3万円を補助。 カタ タイ セッチ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111		飯島町太陽熱利用システム設置補助金								飯島町太陽熱利用システム設置補助金		飯島町太陽熱利用システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		生ごみの減量化を推進し、ごみに対する意識の向上を目指して、町民の方が生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機を購入する場合に、それぞれ購入金額の1/2・最大3千円or3万円を補助。 コウニュウ キンガク サイダイ センエン マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金								飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町合併処理浄化槽設置補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防ぎ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、合併浄化槽の設置に要する経費に対し設置費用の一部を補助。（※5人槽一般：最大33.2万円～） ニン ソウ イッパン サイダイ マンエン		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111		飯島町合併処理浄化槽設置補助金								飯島町合併処理浄化槽設置補助金		飯島町合併処理浄化槽設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		既設の配水管から申請地までの距離が一戸当たり50ｍ(未舗装の場合は2倍の距離)以上の設置工事を対象。布設管100ｍ未満は50ｍを超える部分、100ｍ以上は延長の1/2を超える部分が対象。限度額50万円 セッチ コウジ タイショウ フセツ カン ミマン コ ブブン イジョウ エンチョウ コ ブブン タイショウ ゲンド ガク		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工								飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工

		204480		長野県		生坂村		住まい		設備		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン		太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネファーム）など、自ら居住する住宅に省エネルギー・新エネルギー機器等の設備を設置しようとする村民に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助するもの タイヨウコウ ハツデン カテイヨウ ネンリョウ デンチ ミズカ キョジュウ ジュウタク ショウ シン キキ トウ セツビ セッチ ソンミン タイ ヨサン ハンイ ナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		振興課 シンコウカ		0263-69-3111		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン								地球温暖化防止対策設備設置補助金		地球温暖化防止対策設備設置補助金

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		設備		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		村内施工業者が設置する太陽光発電システム設置費用の一部を補助。1Kw当たり4万円で、上限20万円 ソンナイ セコウ ギョウシャ セッチ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ア マンエン ジョウゲン マンエン		建設経済課　産業係 ケンセツ ケイザイ カ サンギョウ カカリ		026-269-2323		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ								太陽光発電システム設置事業		太陽光発電システム設置事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		合併浄化槽設置推進事業		公共下水道及び農業集落排水の整備対象区域外で合併浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0572-68-9817		合併浄化槽設置推進事業								合併浄化槽設置推進事業		合併浄化槽設置推進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		新エネルギー利用促進事業		太陽光発電システムの設置費の一部を補助します。住宅用:3万円/kw(限度額12万円)、集会所等:12万円/kw(限度額60万円)、事業所:3万円/kw(限度額30万円)		環境課 カンキョウカ		0572-68-9806		新エネルギー利用促進事業								新エネルギー利用促進事業		新エネルギー利用促進事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		設備		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内の個人住宅に太陽光発電システムを設置した者に対し、１Ｋｗあたり２万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ コジン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン		産業課 サンギョウカ		0581-22-6830		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ								山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅に太陽光発電システムを設置したり、太陽光発電システムを設置した建売住宅等を自らの住宅として購入する方に助成。補助金額は1kWあたり3万円。上限12万円。その他補助要件有 タ ホジョ ヨウケン アリ		住民福祉部生活環境課 ジュウミン フクシ ブ セイカツ カンキョウ カ		0585-22-2111		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金								住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		木質ペレットストーブ購入補助金		町内に居住する住宅や事業所等に木質ペレットストーブを設置する場合に、本体購入に要する費用の一部を助成します。補助金額：購入経費の１／２以内。上限20万円。		産業建設部農林振興課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン シンコウ カ		0585-22-2111		木質ペレットストーブ購入補助金		大 ダイ		ペレットストーブに20万円 マンエン				木質ペレットストーブ購入補助金		木質ペレットストーブ購入補助金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		住まい		設備		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内に自ら居住する（居住を予定する）住宅において、太陽光発電システム、エコキュート等の省エネ機器を設置する者に補助金を交付する。 シナイ ミズカ キョジュウ キョジュウ ヨテイ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン トウ ショウ キキ セッチ モノ ホジョキン コウフ		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		055-934-4741		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン								沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン		太陽光発電システム、太陽熱温水器などを設置する場合に、予算の範囲内で費用の一部を補助する。 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ オンスイキ セッチ バアイ ヨサン ハンイナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン								自然エネルギー利用促進補助金		自然エネルギー利用促進補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン		合併処理浄化槽（合併槽）を設置する人に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助する。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ガッペイ ソウ セッチ ヒト セッチ ヒヨウ イチブ ヨサン ハンイナイ ホジョ		下水道課 ゲスイドウ カ		0537-35-0933		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン								合併処理浄化槽設置事業費補助金		合併処理浄化槽設置事業費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン		一般家庭から出される生ごみ減量のため、生ごみ処理機器を購入する世帯に購入費の一部を補助します。 イッパン カテイ ダ ナマ ゲンリョウ ナマ ショリ キキ コウニュウ セタイ コウニュウヒ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン								生ごみ処理機器購入費補助金		生ごみ処理機器購入費補助金

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金　		「環境に優しいまちづくり」を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する個人の方に補助金を交付する制度。限度額：1件あたり1kw・5万円として最高4kw・20万円を限度		まちづくり推進課 スイシン カ		0558-34-1924		住宅用太陽光発電システム設置補助金　								住宅用太陽光発電システム設置補助金　		住宅用太陽光発電システム設置補助金　

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン		薪、チップ又はペレットを主燃料として使用するストーブ又はボイラーの購入費等に対し、費用の１／２を補助（上限３０万円）。町内に住宅、事務所、農業用施設又は集会施設を所有する個人、法人又は団体 マキ マタ シュ ネンリョウ シヨウ マタ コウニュウヒトウ タイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン チョウナイ ジュウタク ジム ショ ノウギョウヨウ シセツ マタ シュウカイ シセツ ショユウ コジン ホウジン マタ ダンタイ		企画課		0536-62-0514		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン								木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電施設の設置に要する経費を50000円／kw×最大出力（kw）補助する。※上限4KW ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヨウ ケイヒ エン サイダイ シュツリョク ホジョ ジョウゲン		生活課 セイカツ カ		0536-62-0522		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン								住宅用太陽光発電施設設置費補助金		住宅用太陽光発電施設設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ		浄化槽設置費の補助。処理人数により補助額が異なります。 ジョウカソウ セッチ ヒ ホジョ ショリ ニンズウ ホジョ ガク コト		生活課		0536-62-0522		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ								浄化槽設置補助		浄化槽設置補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ		生ゴミ処理器購入費の１／３補助（上限２万円） ナマ ショリ キ コウニュウヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		生活課		0536-62-0522		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ								生ゴミ処理器設置補助		生ゴミ処理器設置補助

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		居住されている住宅および店舗併用住宅に太陽光発電を設置した場合、1キロワット当たり3万円、上限10万円を助成します。		住民課 ジュウミン カ		0748-52-6578		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金								住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		合併処理浄化槽へ転換・新設する方に対する補助金。【5人槽：796,000円】【6,7人槽：824,000円】【10人槽：884,000円】単独処理浄化槽を撤去は、60,000円を上乗せ交付。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ テンカン シンセツ カタ タイ ホジョキン ニン ソウ エン ニン ソウ エン ニン ソウ エン タンドク ショリ ジョウカソウ テッキョ エン ウワノ コウフ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン								川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン		浄化槽の適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を実施した方に対する補助金。
【単独浄化槽6,500円】【合併浄化槽（50人槽以上）14,000円】 ジョウカソウ テキセイ イジ カンリ ホシュ テンケン セイソウ ホウテイ ケンサ ジッシ カタ タイ ホジョキン タンドク ジョウカソウ エン ガッペイ ジョウカソウ ニン ソウ イジョウ エン		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン								川上村浄化槽維持管理費補助金		川上村浄化槽維持管理費補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金制度		１世帯につき、生ごみ処理機器（コンポストまたは家庭用電気式生ごみ処理機）購入費用を補助。電気式生ごみ処理機は上限３万円で１／２まで。生ごみ処理容器（コンポスト）は上限３千円(百円未満切捨て) セタイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン ジョウゲン セン		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)		生ごみ処理機器購入費補助金制度								生ごみ処理機器購入費補助金制度		生ごみ処理機器購入費補助金制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します。 セイカツ ハイスイ コウキョウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)		浄化槽設置整備事業補助金								浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システム設置に係る経費、及び同システムを設置した新築住宅を購入した場合の助成制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カカ ケイヒ オヨ ドウ セッチ シンチク ジュウタク コウニュウ バアイ ジョセイ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド								住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド		合併処理浄化槽を設置した場合の助成制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョセイ セイド		住民生活課　住民環境班 ジュウミン セイカツカ ジュウミン カンキョウ ハン		0737-23-7714		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド								浄化槽設置の補助金制度		浄化槽設置の補助金制度

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		住まい		設備		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		町内に住所を有する者であって、専ら自らの住居の用に供する建物を対象に３３２千円～５４８千円を補助。 チョウナイ ジュウショ ユウ モノ モッパ ミズカ ジュウキョ ヨウ キョウ タテモノ タイショウ セン エン セン エン ホジョ		環境保健課 カンキョウ ホケン カ		0739-55-2004		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン								すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		設備		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		新築住宅への太陽光発電システム設置費用として、１ｋｗあたり14万円（上限50万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		住民課 ジュウミン カ		0735-72-0083		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン								新築住宅用太陽光発電システム設置補助金		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資		公共下水道・農林業集落排水・合併処理浄化槽に接続するため、従来のくみ取り便所やし尿浄化槽を廃止して便器や洗浄用具などの改造、これに伴う排水設備の新設又は改修する方に、希望に応じて金融機関へ融資を斡旋 マタ カイシュウ		建設部 下水道課		0858-22-8176		水洗便所改造資金融資								水洗便所改造資金融資		水洗便所改造資金融資

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		合併浄化槽設置補助金		生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
		建設部 下水道課		0858-22-8176		合併浄化槽設置補助金								合併浄化槽設置補助金		合併浄化槽設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		震災に強いまちづくりを推進するために、古い基準で建築された建物の「耐震診断・改修設計・耐震改修」にかかる費用を補助します。		建設部 景観まちづくり課		0858-22-8175		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業								倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		高齢者や障碍者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上させる改修工事（バリアフリー改修）を行った場合、翌年度の固定資産税を3分の1（100㎡相当分まで）減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額								住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの改修工事（耐震改修）をすると、固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額								住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		外壁や窓を通した熱の損失を防止する改修工事（省エネ改修）をすると、翌年度の固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額								住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		設備		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、合併処理浄化槽を設置する場合、２０万円を補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン								分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		設備		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド		市の耐震診断及び補強計画を受けて実施する耐震改修工事について、最大で戸当たり30万円を助成する。（その他条件有り） シ タイシン シンダン オヨ ホキョウ ケイカク ウ ジッシ タイシン カイシュウ コウジ サイダイ コ ア マンエン ジョセイ タ ジョウケン ア		建設課 ケンセツカ		0869-22-2649		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド								耐震改修補助制度		耐震改修補助制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		設備		木質バイオマス利用開発推進事業		市内に住所を有する個人または事業所などが木質ペレットストーブ、薪ストーブ、木質バイオマス農業用ボイラなどを新たに設置する場合、１／３以内で補助。ストーブ１３万、ボイラ７０万円が上限 イナイ ホジョ マン マンエン ジョウゲン		バイオマス政策課 セイサク カ		0867-42-5022		木質バイオマス利用開発推進事業								木質バイオマス利用開発推進事業		木質バイオマス利用開発推進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム（10キロワット未満）を設置する方へ、1キロワットあたり5万円を補助。【上限20万円】 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン ミマン セッチ カタ マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン								住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ		市外から転入された方に本市の情報をいち早く知っていただき，更なる定住促進を図るため，ケーブルテレビの加入金（21,000円）を助成 ０００エン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ								ケーブルテレビ加入金助成		ケーブルテレビ加入金助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ		水道が無い地域で、生活用水を確保するために、井戸を整備したりボーリングを行う場合に、その経費の一部を補助。補助金額（1軒の場合の上限額）経費の1/2上限40万円。※水道事業等の区域外が対象 スイドウ ナ チイキ セイカツ ヨウスイ カクホ イド セイビ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キンガク ケン バアイ ジョウゲンガク ケイヒ ジョウゲン マンエン スイドウ ジギョウ トウ クイキガイ タイショウ		水道局
水道課建設係 スイドウキョク スイドウカ ケンセツ カカリ		0824-62-6165		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ								飲用水供給施設補助		飲用水供給施設補助

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ		合併浄化槽設置に対する補助。補助限度額：5人槽46万9千円，7人槽64万5千円，10人槽86万4千円。※公共下水道事業等の区域外が対象 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョ ホジョ ゲンド ガク ニンソウ マン センエン ニンソウ マン センエン ニンソウ マン セン エン コウキョウ ゲスイドウ ジギョウ トウ クイキ ガイ タイショウ		水道局
下水道課管理係 スイドウキョク ゲスイドウ カ カンリ カカリ		0824-62-6151		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ								小型浄化槽設置補助整備事業		小型浄化槽設置補助整備事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		市町村設置型浄化槽		公共下水道，農業集落排水の区域外を対象に，分担金30万円を負担すれば浄化槽を市が設置し，個人は下水道などと同様に使用水量によって使用料を支払う。申請期間を毎年度9月末。予定数に達した場合は申込締切。		下水道課 ゲスイドウ カ		0824-73-1175		市町村設置型浄化槽								市町村設置型浄化槽		市町村設置型浄化槽

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		木質バイオマスの有効活用を促進するため，市内事業者よりペレットストーブ・薪ストーブ・ペレットボイラーを購入される際，購入・設置等の経費の3分の1を補助（ストーブは上限12万円，ボイラーは上限50万円）		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0824-73-1130		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金								庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理機を購入する場合，費用の2分の1を補助(上限1万6千円)		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		0824-72-1398		生ごみ処理容器等補助金								生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理容器等補助金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		設備		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ		住宅を新築して市外から転入してきた世帯または市内で新たに住宅を新築する世帯でケーブルテレビに新規加入する場合に，上限1万円補助 ジュウタク シンチク シガイ テンニュウ セタイ シ ナイ アラ ジュウタク シンチク セタイ シンキ カニュウ バアイ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務部企画財政課 ソウム ブ キカク ザイセイ カ		0827-59-2124		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ								ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブや薪ストーブ本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費を補助。購入経費および設置等に係る経費が10万円以上のもの、対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし，上限額は20万円。		産業振興課		0826-28-1973		ペレットストーブ等購入促進補助事業								ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブ等購入促進補助事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ		太陽光発電システムを設置する者に補助を行う。（補助金額5万円） タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ ホジョ オコナ ホジョ キンガク マンエン		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ								太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド		合併浄化槽の設置者に対して補助金を交付(公共下水区域外）【補助限度額】5人槽594,000円6～7人槽657,000円等 ガッペイ ジョウカソウ セッチ シャ タイ ホジョキン コウフ コウキョウ ゲスイ クイキガイ ホジョ ゲンド ガク ニン ソウ ０００エン ニンソウ エン ナド		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0846-64-3513		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド								合併処理浄化槽補助制度		合併処理浄化槽補助制度

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		情報通信基盤整備事業費補助金		神石高原町に移住した方で，ケーブルテレビに新たに加入される方に5万円助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		情報通信基盤整備事業費補助金								情報通信基盤整備事業費補助金		情報通信基盤整備事業費補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入補助事業		木質ペレットや薪ストーブ等を設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336		ペレットストーブ等購入補助事業								ペレットストーブ等購入補助事業		ペレットストーブ等購入補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		太陽熱温水器を住宅に設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業								住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用のための設備に対して助成します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336		雨水利用タンク設置費助成事業								雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用タンク設置費助成事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		神石高原町住宅用太陽光発電システム等の設備に対して補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業								住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付。 タイヨウコウ ハツデン オヨ タイヨウネツ コウド リヨウ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ								太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ		家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び家庭用燃料電池システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、設置費の一部を補助。 オヨ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ セッチ ヒ イチブ ホジョ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ								家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ		対象となる住宅の所有者に対し、補助対象経費の3分の2以内、かつ、最高2万円を限度に補助。（受付先着順） タイショウ ジュウタク ショユウシャ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイコウ マンエン ゲンド ホジョ ウケツケ センチャク ジュン		まちづくり課 カ		089-964-4412		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ								東温市木造住宅耐震診断補助事業		東温市木造住宅耐震診断補助事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		設備		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ		・住宅用太陽光発電システム導入を支援する。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ シエン		市民生活部
環境対策課 シミン セイカツ ブ カンキョウ タイサク カ		0947-44-0171		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ								環境配慮活動助成事業		環境配慮活動助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽を設置する場合、設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120		浄化槽設置整備補助事業  								浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽設置整備補助事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		排水設備工事補助事業 		トイレを水洗に改造し、下水道に接続する場合などに工事費の一部を補助します。		上下水道課
庶務係 ジョウゲ スイドウ カ ショム ガカリ		0942-65-7036		排水設備工事補助事業 								排水設備工事補助事業 		排水設備工事補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		太陽光発電設置補助事業 		市内の業者によって、設備を設置する場合に設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120		太陽光発電設置補助事業 								太陽光発電設置補助事業 		太陽光発電設置補助事業 

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ		１０kw未満の住宅用太陽光システムを設置する場合、１ｋｗあたり12,500円、最大5万円を補助 ミマン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ エン サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ								住宅用太陽光システム設置費補助事業		住宅用太陽光システム設置費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド		下水道の認可区域外の専用住宅に浄化槽を設置する場合、その費用を補助
５、６人漕：３３２千円、７～９人漕：４１４千円、１０人漕以上：５４８千円 ゲスイドウ ニンカ クイキ ガイ センヨウ ジュウタク ジョウカソウ セッチ バアイ ホジョ ニン ソウ センエン ニン ソウ センエン ニン ソウ イジョウ センエン		住環境建設課上下水道係 ジュウカンキョウ ケンセツ カ ジョウゲスイドウ カカリ		0943-75-4983		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド								浄化槽設置整備事業補助制度		浄化槽設置整備事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ		生ごみ処理機器（電動式生ごみ処理機・設置型コンポスト・密閉式処理容器・ダンボールコンポスト）の購入費用の一部を補助 デンドウシキ ナマ ショリキ セッチ ガタ ミッペイ シキ ショリ ヨウキ		市民生活課生活環境係 シミンセイカツ カ セイカツカンキョウ カカリ		0943-75-4972		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ								生ゴミ処理機補助事業		生ゴミ処理機補助事業

		402281		福岡県		朝倉市		住まい		設備		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		市内に自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする方への補助を行う。１kw当たり３万円を乗じて得た額で上限額１０万円を補助する。 シナイ ミズカ キョジュウ ジュウタク セッチ カタ ホジョ オコナ ア マンエン ジョウ エ ガク ジョウゲン ガク マンエン ホジョ		環境課環境係 カンキョウカ カンキョウ カカリ		0946-23-1153		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド								朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電設備（１基あたり６万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ キ マン エン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン								住宅用太陽光発電設備設置費補助金		住宅用太陽光発電設備設置費補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		浄化槽の設置に係る費用の助成。 ジョウカソウ セッチ カカ ヒヨウ ジョセイ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン								浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		設備		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ		住宅用太陽光発電システムを設置される方に、1kw当り３万円（限度額１０万円）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ アタ マンエン ゲンド ガク マンエン ホジョ		町民生活課環境衛生係 チョウミン セイカツ カ カンキョウ エイセイ カカ		0957-46-1111		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ								太陽光発電システム補助		太陽光発電システム補助

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し設置費用の一部を補助します。1キロワット当り2万円とし、上限5キロワット10万円を補助します。 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ タイ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン								住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ		家庭用電気生ごみ処理機やコンポストの購入費に対し1/2又は上限3万円を補助します。 カテイヨウ デンキ ナマ ショリキ コウニュウヒ タイ マタ ジョウゲン マンエン ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ								生ごみ処理機等購入補助事業		生ごみ処理機等購入補助事業

		433675		熊本県		南関町		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		太陽光電池出力1kwにつき35,000円（105,000円上限） タイヨウコウ デンチ デ リョク エン エン ジョウゲン		住民課 ジュウミンカ		0968-57-8579		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン								太陽光発電システム設置費補助金		太陽光発電システム設置費補助金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ		町内業者を利用して太陽光利用発電施設・太陽熱利用施設・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置しようとする人へ補助金を交付します。		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ								住宅用新エネルギー等導入促進事業		住宅用新エネルギー等導入促進事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ		生ゴミの減量化、再資源化及び生活環境の保全を目指して、町内業者から生ごみ処理機を購入する場合、購入費の１／２以内、２万５千円を上限として助成を行っています。 ナマ ゲンリョウカ サイシゲンカ オヨ セイカツ カンキョウ ホゼン メザ チョウナイ ギョウシャ ナマ ショリキ コウニュウ バアイ コウニュウヒ イナイ マン センエン ジョウゲン ジョセイ オコナ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ								生ごみ処理機購入助成		生ごみ処理機購入助成

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		設備		浄化槽設置整備事業		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を市内に設置される方を対象に、補助金を交付します。		環境課		0978-22-3100		浄化槽設置整備事業								浄化槽設置整備事業		浄化槽設置整備事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方（新築・購入含む）に対して、設置費用の一部を補助します。上限8万円		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0978-32-1111		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金								住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備費補助金		下水道などの区域外で、新築・リフォーム等により、合併処理浄化槽を新たに設置する場合に経費の一部を補助します。上限額①５人槽332,000円②７人槽414,000円③10人槽548,000円		生活排水課 セイカツ ハイスイ カ		0978-32-1111		合併処理浄化槽設置整備費補助金								合併処理浄化槽設置整備費補助金		合併処理浄化槽設置整備費補助金

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ		町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムを設置する方で、１件当たり３万円の補助をします。（１申請者(1住宅）当たり１回限り。）※申請について、その他条件あり。 チョウナイ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ケン ア マンエン ホジョ シンセイシャ ジュウタク ア カイ カギ シンセイ タ ジョウケン		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ								住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ		生ごみ処理機等の購入補助を行っています。生ごみ処理機：購入額の5/10（限度額３万円）、生ごみ処理容器及び有用微生物：購入額の８／１０（限度額、６千円）※回収スタンプが６個貯まれば、はえばる豚肉贈呈 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ オコナ ナマ ショリキ コウニュウガク ゲンドガク マンエン ナマ ショリ ヨウキ オヨ ユウヨウ ビセイブツ コウニュウガク ゲンドガク センエン カイシュウ コ タ ブタ ニク ゾウテイ		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ								生ごみ処理機等購入補助金事業		生ごみ処理機等購入補助金事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ		市内３か所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。
センター開放事業や育児相談等を実施。 シナイ ショ ホイク ショ コソダ オウエン カイセツ カイホウ ジギョウ イクジ ソウダン トウ ジッシ		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ								地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子育てをする、会員制の援助活動事業（民間事業者に委託） イクジ エンジョ ウ ヒト イライ カイイン イクジ エンジョ オコナ ヒト テイキョウ カイイン チイキ ナカ タス ア コソダ カイインセイ エンジョ カツドウ ジギョウ ミンカン ジギョウ シャ イタク		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯の認可保育所入所児童がいる場合，第2子目は1/4額のみ自己負担，第3子目以降は無料。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド								認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		就学前の兄姉が幼稚園等を利用している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド								認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		兄弟姉妹が認可保育所の待機中で，減免の対象となる認可外保育施設に入所している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド								認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費		私立幼稚園に通う満3～5歳児のいる世帯に対し、市民税額に応じて入園料・保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9106		幼稚園就園奨励費								幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成(保育所)		保育料の助成(保育所)		5

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成(幼稚園)		保育料の助成(幼稚園)		5

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園保育料の助成		一世帯から２人以上の児童が保育所又は幼稚園等に入所している場合は、２人目の児童は半額、３人目以降の児童は無料となります。		こども育成課		0144-32-6378		認可保育園保育料の助成								認可保育園保育料の助成		認可保育園保育料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園入園料の助成		入園児一人につき1万円を補助します。生活保護世帯については1万円、当該年度市民税非課税世帯については5千円を加算します。		こども育成課		0144-32-6378		私立幼稚園入園料の助成								私立幼稚園入園料の助成		私立幼稚園入園料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		入学援助金		小学校又は中学校に入学する児童がいる母子家庭等の生活を援助するため、児童について入学援助金を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。		こども支援課		0144-32-6416		入学援助金								入学援助金		入学援助金

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ		子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、子どもが2人以上いる家庭へ保育料の一部を助成する少子化対策事業。 コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ コ ニン イジョウ カテイ ホイクリョウ イチブ ジョセイ ショウシカ タイサク ジギョウ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6530		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ								保育所保護者負担金助成事業		保育所保護者負担金助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ		少子化対策事業として、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園入園費の1/2（上限20,000円）を助成。 ショウシカ タイサク ジギョウ コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ワタクシリツ ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョウゲン エン ジョセイ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ								幼稚園入園費助成事業		幼稚園入園費助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ		保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった小学校修了前までの児童について、適切な保護ができる里親等に委託し、一定期間、保護者に代わり養育する。 ホゴシャ シッペイ トウ イチジ テキ カテイ ヨウイク コンナン ショウガッコウ シュウリョウ マエ ジドウ テキセツ ホゴ サトオヤ トウ イタク イッテイ キカン ホゴシャ カ ヨウイク		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ								子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		0		概要の誤字の修正 ガイヨウ ゴジ シュウセイ

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の園児の分を全額補助。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業								第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の保育料無料。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777		第３子以降保育料無料事業								第３子以降保育料無料事業		第３子以降保育料無料事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子保育料半額事業		同一世帯から２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、２人目の児童保育料が半額。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777		第２子保育料半額事業								第２子保育料半額事業		第２子保育料半額事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		芦別高等学校修学費助成		保護者負担の軽減を図るための支援として、通学費及び検定試験等受験料助成。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387		芦別高等学校修学費助成								芦別高等学校修学費助成		芦別高等学校修学費助成

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ		市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免される。		総合体育館 ソウゴウ タイイクカン		0125-33-7750		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ								中学生以下の社会教育施設等の無料化事業		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費 ヒ		所得状況に応じて、国の基準による幼稚園就園奨励費補助に加え、入園料（３万円）を助成。		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121		幼稚園就園奨励費 ヒ								幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の第２子半額、第３子以降は無料。 ホイクリョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ								保育料助成		保育料助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		ベビーシート（０歳～満１歳の誕生日まで）、チャイルドシート（１０日間限定）無償貸し出し。 サイ マン サイ タンジョウビ ヒ カン ゲンテイ ムショウ カ ダ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121		子育て支援 コソダ シエン								子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		登録店舗で独自サービスが受けられるパスポートを子育て世帯（中学生以下の児童を有する世帯）及び妊婦の方に発行。 トウロク テンポ ドクジ ウ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ ジドウ ユウ セタイ オヨ ニンプ カタ ハッコウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121		子育て支援 コソダ シエン								子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生バス半額助成事業		士別市内での乗降に限り、料金を半額助成。 ジョウコウ カギ リョウキン ハンガク ジョセイ		総務部企画課 ソウム ブ キカク カ		0165-23-3121		小中学生バス半額助成事業								小中学生バス半額助成事業		小中学生バス半額助成事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		市内在住の３歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつ用ごみ袋（20）を支給（年間最大100枚）		子育て推進課		0123-24-0328		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業								乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		なかよし給食 キュウショク		卵・乳をできるだけ除く給食を認可保育所で提供する。その他、クッキングや野菜栽培など食育にも取り組む。		子育て推進課		0123-24-0328		なかよし給食 キュウショク								なかよし給食		なかよし給食

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ		登録条件を満たした児童が、ランドセルを背負ったまま学校帰りに児童館へ来館できる。学童クラブの入所基準を満たさない児童に対し、放課後の安心・安全な居場所を提供する。		子育て総合支援センター		0123-22-7888		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ								ランドセル来館事業		ランドセル来館事業

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		赤ちゃんの成長にあわせて3回絵本を贈り、子どもの読書活動のきっかけづくりと読書を通じた親子のふれあいを支援。 アカ セイチョウ カイ エホン オク コ ドクショ カツドウ ドクショ ツウ オヤコ シエン		滝川市立図書館 タキカワシリツ トショカン		0125-22-4646		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ		奨励費を希望する私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、精査・審査を行ったうえ、所得状況及び家庭状況に応じ補助をする。		教育委員会学務課学校教育係 キョウイク イインカイ ガクムカ ガッコウ キョウイク カカリ		0125-54-2121		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ								幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		１歳から小学６年生までの子の保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての援助を行う。会員登録無料（別途保険料400円実費負担）、平日７時から19時までは１時間500円。 ベット ジッピ フタン		社会福祉課児童家庭係 シャカイ フクシカ ジドウ カテイ カカリ		0125-54-2121		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ								ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン		第2子半額、第3子以降無料（第1子・第２子が幼稚園・保育園・認定子ども園に入園中のこと）。 ダイ シ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ ダイ シ ダイ シ ヨウチエン ホイク エン ニンテイ コ エン ニュウエン チュウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131 
内線1233		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン								認可保育園　保育料の多子軽減		認可保育園　保育料の多子軽減

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		絵本2冊、読み聞かせアドバイス集、絵本ガイドなどを保健センターで実施する9～10か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181		ブックスタート								ブックスタート		ブックスタート

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタートプラス		絵本1冊、絵本ガイド1冊を保健センターで実施する1歳6か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181		ブックスタートプラス								ブックスタートプラス		ブックスタートプラス

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ		有料の育児支援コーディネート事業。 ユウリョウ イクジ シエン ジギョウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131
内線1233		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ								恵庭市ファミリー・サポート・センター事業		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		えにわっこサポート事業		「サポートカード」を協賛店舗で提示すると、各協賛店舗が独自で定めたサービスを提供し子育て家庭を地域全体で応援する事業。		保健福祉部 子ども未来室　子ども総務課 		0123-33-3131
内線1251		えにわっこサポート事業								えにわっこサポート事業		えにわっこサポート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ		ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導等により支援します。また、DV相談にも対応します。 オヤ カテイ カフ ソウダン オウ ジリツ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ シドウ トウ シエン ソウダン タイオウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ								母子自立支援相談事業		母子自立支援相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		急な残業で保育園・学童クラブの迎えが間に合わないときなど、働く親の短時間育児援助に対応するため、地域において会員登録制の援助組織によりファミリーサポートを実施します。 キュウ ザンギョウ ホイクエン ガクドウ ムカ マ ア ハタラ オヤ タンジカン イクジ エンジョ タイオウ チイキ カイイン トウロク セイ エンジョ ソシキ ジッシ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ		保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急的保育、育児疲れ解消など私的理由に対応する一時的な保育、休日保育を実施します。 ホゴシャ シュウロウ ケイタイ タヨウカ シッペイ トウ キンキュウテキ ホイク イクジ ツカ カイショウ シテキ リユウ タイオウ イチジテキ ホイク キュウジツ ホイク ジッシ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ								保育園一時預かり事業		保育園一時預かり事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ		保護者の勤務地等の都合により、市内児童の他市町村の保育園への入所を支援します。 ホゴシャ キンムチ トウ ツゴウ シナイ ジドウ タ シチョウソン ホイクエン ニュウショ シエン		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ								広域入所児童委託事業		広域入所児童委託事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ		子育て中の親と子どもが集い、子育て相談や交流のできる施設を運営し、子育て全般に関する専門的な支援を行います。 コソダ チュウ オヤ コ ツド コソダ ソウダン コウリュウ シセツ ウンエイ コソダ ゼンパン カン センモンテキ シエン オコナ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ								地域子育て支援センター運営事業		地域子育て支援センター運営事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ		幼稚園に通園している満3～5歳児の保護者に対し、保育料などの減免を通して補助します。 ヨウチエン ツウエン マン サイジ ホゴシャ タイ ホイク リョウ ゲンメン トオ ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ								幼稚園就園奨励費事業		幼稚園就園奨励費事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ		各幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子育て事業の参加に対し、保護者の負担額の1/3を補助します。 カクヨウチエン ジッシ マン サイジ タイショウ コソダ ジギョウ サンカ タイ ホゴシャ フタン ガク ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ								幼稚園就園準備支援事業		幼稚園就園準備支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ		市内全ての学校に特別支援学級を配置するとともに、各小学校に支援員を複数配置し、特別な支援を必要とする子どもたちの教育ニーズに対応します。 シナイ スベ ガッコウ トクベツ シエン ガッキュウ ハイチ カクショウガッコウ シエン イン フクスウ ハイチ トクベツ シエン ヒツヨウ コ キョウイク タイオウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ								特別支援教育推進事業		特別支援教育推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ		小中学校に相談員を配置し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防止と早期把握に努めています。 ショウチュウガッコウ ソウダンイン ハイチ ジドウ セイト ナヤ フアン トウ カイショウ ハカ フトウコウ ミゼン ボウシ ソウキ ハアク ツト		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ								心の教室相談事業		心の教室相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ		高校などに入学する生徒に、入学時に必要となる費用の一部として入学準備金を支給します。 コウコウ ニュウガク セイト ニュウガク ジ ヒツヨウ ヒヨウ イチブ ニュウガク ジュンビキン シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ								高等学校等入学準備金支給事業		高等学校等入学準備金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ		経済的な理由によって高等学校等への就学が困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給します。 ケイザイテキ リユウ コウトウ ガッコウトウ シュウガク コンナン ガクセイ オヨ セイト タイ ガクシ イチブ シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ								奨学金支給事業		奨学金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ		要保護世帯や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を援助します。 ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ ジドウ セイト タイ シュウガク ヒツヨウ ガクヨウヒン ヒ キュウショクヒ カツドウ ヒ セイト カイヒ カイヒ エンジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ								児童生徒援助事業		児童生徒援助事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ		遠距離通学等で、公共交通機関を利用して通学する児童生徒や、自家用車での送迎を常としている児童生徒の保護者に、通学経費の一部を助成します。 エンキョリ ツウガクトウ コウキョウ コウツウ キカン リヨウ ツウガク ジドウ セイト ジカヨウシャ ソウゲイ ツネ ジドウ セイト ホゴシャ ツウガク ケイヒ イチブ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ								児童生徒通学費援助		児童生徒通学費援助

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ		小学校入学児童を養育する方に児童１人につき２万円を助成。 カタ ジドウ ニン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ								蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		離乳食講習会受講者・乳幼児健診（１歳６ヶ月・３歳児）の受診者に最大10㎏の南幌産の子育て支援米を支給 ジュコウシャ シキュウ		産業振興課　　農政グループ サンギョウ シンコウカ ノウセイ		011-378-2121		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		中 チュウ		子育て支援米を10Kg プレゼント コソダ シエン マイ				子育て支援米支給事業		子育て支援米支給事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド		南幌町内に住所を有し、自宅から高等学校に通う生徒が対象に、通学定期券購入額の1/2を助成（上限1万円/月、所得制限なし） ナンポロ タイショウ ツウガク テイキケン コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン ツキ ショトク セイゲン		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド								高校生通学費助成制度		高校生通学費助成制度

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ		短期留学やホームステイなどの生活体験を通じ、生きた英語力を身につけるために１４日間の国際留学プログラムを実施 タンキ リュウガク セイカツ タイケン ツウ イ エイゴリョク ミ ニチカン コクサイ リュウガク ジッシ		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ								中学生国際留学プログラム事業		中学生国際留学プログラム事業

		014231		北海道		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ		会員制の相互支援活動として1人あたり３０分３００円から育児援助を実施 カイインセイ ソウゴ シエン カツドウ ヒト フン エン イクジ エンジョ ジッシ		保健福祉課　　福祉生涯　　　グループ ホケン フクシカ フクシ ショウガイ		011-378-5888		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ								南幌町ファミリー・サポート・センター事業		南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド		第２子は保育料半額、第３子以降は無料 ダイ コ ホイク リョウ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド								保育料助成制度		保育料助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ		保育園における保育時間延長（19時30分まで） ホイクエン ホイク ジカン エンチョウ ジ フン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ								保育時間の延長事業		保育時間の延長事業

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		モスピーポイント進呈事業		町主催の「健康増進・疾病予防事業」、「子育て支援事業」、「ボランティアの環境美化活動」などに参加すると、モスピーカードのポイントを進呈。		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411		モスピーポイント進呈事業								モスピーポイント進呈事業		モスピーポイント進呈事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ		健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、中学卒業前までの子どもを養育している家庭に対し、毎月の水道基本料金の助成を行います。 スコ コ ウ ソダ カンキョウ イッカン チュウガク ソツギョウ マエ コ ヨウイク カテイ タイ マイツキ スイドウ キホン リョウキン ジョセイ オコナ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ								子育て支援水道基本料金全額助成		子育て支援水道基本料金全額助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン		所得に応じて国基準の３割から５割分の保育料を軽減します。 ショトク オウ クニ キジュン ワリ ワリブン ホイクリョウ ケイゲン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン								認定こども園保育料の軽減		認定こども園保育料の軽減

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている８階層から１５階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽減を図っている。第１子３０％、第２子５０％、第３子１００％を町が負担 ヌマタ ホイクエン クニ キジュン ホイクリョウ クニ サダ カイソウ カイソウ セッテイ チョウ ドクジ コジン フタン ガク ケイゲン ハカ ダイ コ ダイ コ ダイ コ チョウ フタン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成		5		室蘭市保育料の助成と入れ替え ムロランシ ホイクリョウ ジョセイ イ カ

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ		高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に１人当たり月額５，０００円を支給 コウコウセイ トウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ トウ モ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ ヒトリ ア ゲツガク エン シキュウ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0164-35-2112		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ								がんばる高校生応援手当		がんばる高校生応援手当

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		幼児センターの保育料について、兄弟姉妹で入園している場合、２人目は半額、３人目以降は、保育料は無料・幼稚園は１/１０の額となります。 ヨウジ ホイク リョウ キョウダイ シマイ ニュウエン バアイ ヒトメ ハンガク ニン メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ ヨウチエン ガク		幼児センター ヨウジ		01658-6-5980		子育て支援制度 コソダ シエン セイド								子育て支援制度		子育て支援制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド		町内に高校がないため、高等学校へ通学する交通費相当額の一部助成を行っております。 チョウナイ コウコウ コウトウ ガッコウ ツウガク コウツウヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド								生徒通学交通費助成制度		生徒通学交通費助成制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド		中学校入学時の制服等購入費相当額の一部助成を行っております。
男子生徒には25,000円、女子生徒には27,000円の助成を在学中に１度受けられます。 チュウガッコウ ニュウガク ジ セイフク トウ コウニュウ ヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ ダンシ セイト ０００エン ジョシ セイト エン ジョセイ ザイガクチュウ ド ウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド								生徒制服等購入助成制度		生徒制服等購入助成制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン		町独自に国の基準の半額程度になるよう保育料を設定。
さらに第2子は半額、第3子以降は1/10にすることで、子育て世帯の負担軽減を図る。 チョウ ドクジ クニ キジュン ハンガク テイド ホイクリョウ セッテイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ コソダ セタイ フタン ケイゲン ハカ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン								保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ		毎年中学2年生を対象に国際交流事業として、台湾で4泊5日の研修を実施しており、1人当たりの費用の9割を助成。 マイトシ チュウガク ネンセイ タイショウ コクサイ コウリュウ ジギョウ タイワン ハク ニチ ケンシュウ ジッシ ニン ア ヒヨウ ワリ ジョセイ		教育委員会社会教育係 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイクガカリ		0165-32-2477		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ								未来を拓く人づくり推進事業		未来を拓く人づくり推進事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド		高校、専修学校、短大、専門学校、大学に在籍する学生に対して、学校の種類によって月額1～3万円を無利子で貸し付け。 コウコウ コウ センシュウ ガッコウ タンダイ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ ガクセイ タイ ガッコウ シュルイ ゲツガク マンエン ムリシ カ ツ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド								奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド		町内に高校が無いため、高校生の通学費の一部(ＪＲ3ヶ月定期の1/2)を補助。 チョウナイ コウコウ ナ コウコウセイ ツウガクヒ イチブ ゲツ テイキ ホジョ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド								高校生徒通学費補助制度		高校生徒通学費補助制度

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料。災害その他特別な事由がある場合やひとり親（母子・父子）家庭の場合、半額。 ホイク ショ ニュウショ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イジョウ ホイクリョウ ムリョウ サイガイ タ トクベツ ジユウ バアイ オヤ ボシ フシ カテイ バアイ ハンガク		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ								保育所保育料減免措置		保育所保育料減免措置

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ		登録料：同一世帯で２人以上の場合は、２人目以降半額。利用料：２人以上入所登録している世帯は最も低学年の児童以外は半額。生活保護世帯は全額、災害など特別な事由がある場合やひとり親家庭の場合、半額免除。 トウロク リョウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ハンガク リヨウリョウ ニン イジョウ ニュウショ トウロク セタイ モット テイガクネン ジドウ イガイ ハンガク セイカツ ホゴ セタイ ゼンガク サイガイ トクベツ ジユウ バアイ オヤ カテイ バアイ ハンガク メンジョ		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ								学童保育所利用料・登録料減免措置		学童保育所利用料・登録料減免措置

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		子育て・教育		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ		２～３歳児の保育料が無料 サイジ ホイクリョウ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ								音威子府村保育所条例		音威子府村保育所条例

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		所得区分8階層のうち１～６階層までは国の保育料基準の60％、７～８階層は国の保育料基準の70％		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業（保育料）								子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業（保育料）								子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		年長５歳児の保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業（保育料）								子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（児童養育手当）		第３子目以降から月額8,000円を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業（児童養育手当）								子育て支援事業（児童養育手当）		子育て支援事業（児童養育手当）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ		入学支度金の補助、資格取得等に係る経費の補助、進学に向けた学校視察、模擬試験等の経費の補助、各種大会出場経費などの補助を行う。 ニュウガク シタク キン ホジョ シカク シュトク トウ カカ ケイヒ ホジョ シンガク ム ガッコウ シサツ モギ シケン トウ ケイヒ ホジョ カクシュ タイカイ シュツジョウ ケイヒ ホジョ オコナ		生涯教育課学校教育グループ ショウガイ キョウイク カ ガッコウ キョウイク		0152-25-2005		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ								清里高等学校総合支援対策事業		清里高等学校総合支援対策事業

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ		第２子以降の子供にかかる保育料を助成。 ダイ コ イコウ コドモ ホイクリョウ ジョセイ		保健福祉課福祉介護グループ ホケン フクシカ フクシ カイゴ		0152-25-3847		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ								子育て支援保育料補助事業		子育て支援保育料補助事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ		村内中学１，２年生全員が本村と友好関係にあるアメリカ・アラスカ州ジュノー市を訪問し、ジュノー市の中学生との交流やホームステイ等を体験する。 ソンナイ チュウガク ネンセイ ゼンイン ホンソン ユウコウ カンケイ シュウ シ ホウモン シ チュウガクセイ コウリュウ ナド タイケン		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ								生徒海外体験学習事業		生徒海外体験学習事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ		村内遠距離通学児童、生徒の通学費を補助している。 ソンナイ エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガクヒ ホジョ		教育委員会		0158-87-2111		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ								遠距離通学児童生徒の通学費補助交付		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ		高等学校等へ通学する子どもを持つ村内の保護者等に対して高等学校などへの通学及び下宿に要する費用の一部を助成する。 コウトウ ガッコウ トウ ツウガク コ モ ソンナイ ホゴシャ ナド タイ コウトウ ガッコウ ツウガク オヨ ゲシュク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ								西興部村高等学校通学費等補助		西興部村高等学校通学費等補助

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ		標準保育料（３歳以上児）第1子１万円/月第２子５千円/月第３子以降は無料。 ヒョウジュン ホイク リョウ サイ イジョウ ジ ダイ シ マンエン ツキ ダイ コ センエン ツキ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所 ホイク ショ		0158-84-2326		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ								保育料の低料金化		保育料の低料金化

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ		町内在住の中学２年生全員を友好都市であるフィンランド国ケミヤルヴィ市（ラップランド地方）に派遣し、ホームステイ体験などから国際感覚豊かな子どもを育てる事業 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ネンセイ ゼンイン ユウコウ トシ クニ シ チホウ ハケン タイケン コクサイ カンカク ユタ コ ソダ ジギョウ		生涯学習課 ショウガイ ガクシュウカ		0142-66-2131		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ								中学生フィンランド国派遣事業		中学生フィンランド国派遣事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		２人の入園で１人の保育料を半額、３人の入園で１人保育料無料 ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ハンガク ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ムリョウ		管理課こども園グループ カンリカ エン		0146-47-2489		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ		2人以上の児童が在園している場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料 ヒト イジョウ ジドウ ザイエン バアイ ヒト メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ								保育料の軽減措置		保育料の軽減措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		町民税が、非課税及び所得割の課税額により補助基準ごとに区分けし、年額として補助 チョウミン ゼイ ヒカゼイ オヨ ショトク ワリ カゼイガク ホジョ キジュン クワ ネンガク ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0146-26-9020		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ								私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ		町内で生まれたお子さんに対して紙おむつ処理ごみ袋100枚を支給 チョウナイ ウ コ タイ カミ ショリ フクロ マイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ								新生児等紙おむつ処理対策事業		新生児等紙おむつ処理対策事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		6歳未満の保護者を対象にチャイルドシートの購入額を助成（上限１万円） サイ ミマン ホゴシャ タイショウ コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ								幼児用補助装置購入助成事業		幼児用補助装置購入助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度		優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由によって修学が困難な方のための「給付制度」「貸付制度」の２つの制度。		教育委員会 　管理課		 0146-49-0088		奨学金制度								奨学金制度		奨学金制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		2人目の入所については半額、３人目以降は無料。 ニン メ ニュウショ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ		乳児と同居し、かつ養育している保護者に、その子が満１歳になるまで、乳児用ベビーシートを無償貸付。		住民福祉部　　生活環境課 セイカツ カンキョウ		0146-43-2111		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ								ベビーシート貸出し事業		ベビーシート貸出し事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		子育て支援有料ゴミ袋給付事業		２歳未満児対象として有料ごみ袋を１人24ヶ月分給付事業
（例：45ℓ袋の場合120枚）		町民課 チョウミン カ		01564-2-2111(内135)		子育て支援有料ゴミ袋給付事業

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育所に2人以上入園する場合、2人目は保育料の50%、3人目以降は保育料90%を減免。第3子以降の場合、第3子は保育料の50%。第4子は保育料無料。 ホイク ショ		福祉課 フクシカ		0156-66-1311		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン								保育料の減免		保育料の減免

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減のために、紙おむつ購入費の助成を行なう。１枚1,000円の助成券を12枚交付（町内の登録事業者で利用可）※転入の場合は転入時から１歳になる月まで助成。 コソダ セタイ ケイザイ テキ フタン ケイゲン カミ コウニュウ ヒ ジョセイ オコ マイ エン ジョセイ ケン マイ コウフ チョウナイ トウロク ジギョウシャ リヨウ カ テンニュウ バアイ テンニュウ ジ サイ ツキ ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0156-69-2226		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ								紙おむつ購入助成事業		紙おむつ購入助成事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		更別村入学祝金		小中学校等（特別支援学校（小学部・中学部）含む。）に入学する児童・生徒一人につき５万円を支給。
※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		教育委員会		0155-52-3171		更別村入学祝金								更別村入学祝金		更別村入学祝金

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免制度		同一世帯から２人以上の児童が入所する場合の保育料を減免（２人目は半額、３人目以降は０円）。 ホイク リョウ ゲンメン		保健福祉課		0155-53-3000		保育料の減免制度								保育料の減免制度		保育料の減免制度

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援用具無償貸付		乳幼児の子育てをしている家庭にたいして、ベビーベッド、ベビーカー等の子育て支援用具を無償で貸付。 トウ コソダ シエン ヨウグ ムショウ カシツケ		保健福祉課		0155-53-3000		子育て支援用具無償貸付								子育て支援用具無償貸付		子育て支援用具無償貸付

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		ゴミ袋無料提供		子供の生まれた家庭へ2年間、200枚まで無料提供。 ムリョウ テイキョウ		住民生活課		0155-52-2112		ゴミ袋無料提供								ゴミ袋無料提供		ゴミ袋無料提供

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		 保育料の助成		１８歳（高校卒業まで）以下の子のうち年齢の高い児童から数えて３人目以降が入所した場合の保育料無料		子ども未来課 コ ミライ カ		0156-22-8130		 保育料の助成								 保育料の助成		 保育料の助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		満18歳に達する年度末までの子を２人以上扶養している場合、第２子の保育料を半額に、第３子以降の保育料は無料		子どもセンター総務担当 コ ソウム タントウ		0156-25-2574		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料軽減		保育料軽減

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン		通学費全額、車利用月2千円・下宿代2/3、月3万円以内、入学時・見学旅行3万円助成⑤海外（カナダ）研修派遣、各種講習、検定、模試費用、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ全額助成、介護初任者研修・部活動遠征助成 ツウガク ヒ ゼンガク リヨウ ツキ セン エン ゲシュクダイ ツキ マン エン イナイ ニュウガク ジ ケンガク リョコウ マン エン ジョセイ カイガイ ケンシュウ ハケン カクシュ コウシュウ ゼンガク ジョセイ ジョセイ		教育委員会教育教育総務室総務担当 キョウイク イインカイ キョウイク キョウイク ソウムシツ ソウム タントウ		0156-25-3188		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン								足寄高校通学支援		足寄高校通学支援

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ		同一家庭から同時期に2人以上の子が通園している場合、2人目以降の保育料を免除。 ドウイツ カテイ ドウジキ ヒト イジョウ コ ツウエン バアイ ヒト メ イコウ ホイクリョウ メンジョ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ								保育料の免除		保育料の免除

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン		高等学校等に就学する生徒1人当たり月額10,000円を支給。 コウトウ ガッコウ トウ シュウガク セイト ヒト ア ゲツガク エン シキュウ		教育委員会
教育課 キョウイク イインカイ キョウイクカ		0154-64-2050		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン								高等学校等人材育成支援金		高等学校等人材育成支援金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料の無料化		教育委員会 キョウイク イインカイ		0153-82-2131		幼稚園使用料無料化								幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料無料化

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		可燃ごみ袋支給		新生児誕生時に紙おむつ用として可燃ごみ袋150枚を支給 シンセイジ タンジョウジ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131		可燃ごみ袋支給								可燃ごみ袋支給		可燃ごみ袋支給

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		市営バス子ども無料乗車事業		市内小学生以下児童の市営バス乗車料が無料となります。		子どもしあわせ課		017-734-5320		市営バス子ども無料乗車事業								市営バス子ども無料乗車事業		市営バス子ども無料乗車事業

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園に通う子どもの保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330		幼稚園就園奨励支援事業								幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園就園奨励支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業		幼稚園に第3子以降の子どもが通う保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330		すくすく子育て支援事業								すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		認可保育所入所児童の保護者に対して、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約3割ほど軽減します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330		保育料軽減								保育料軽減		保育料軽減

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		民間託児保育施設保育料助成		民間託児施設入所に第3子以降の児童が入所している保護者に対して、世帯の所得状況に応じて、保育料の一部を助成します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330		民間託児保育施設保育料助成								民間託児保育施設保育料助成		民間託児保育施設保育料助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童対策事業		保護者が就労等により、日中家庭にいない小学校低学年の児童をもつ世帯に対して、家庭の代わりとなる放課後の居場所を提供します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5334		放課後児童対策事業								放課後児童対策事業		放課後児童対策事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		子育て家庭に対して、遊び場の提供、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、講座の開催などを行います。 タイ オコナ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180		地域子育て支援センター事業								地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい方が、相互に援助活動を行うことにより、市民が仕事、買い物の時の預かりなど育児を両立できる環境を整備します。 カタ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180		ファミリー・サポート・センター事業								ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業		主に乳幼児を持つ親と子に対して、子育てアドバイザー、保育士が子育てに関する相談を行い、子育てに関する催し物や講習会を開催します。 タイ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180		つどいの広場事業								つどいの広場事業		つどいの広場事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		認可保育所入所児童の保護者に対し、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約4割ほど軽減。 ニンカ ホイク ショ ニュウショ ジドウ ホゴシャ タイ クニ サダ ホイクリョウ キジュン ガク ムリョウ セタイ ノゾ ホイクリョウ ヘイキン ヤク ワリ ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料軽減		保育料軽減

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		認可保育所・へき地保育所・認可外保育施設の入所児童（3歳未満の第3子以降のみ）の保護者に対し、保育料を軽減。ただし、所得制限有り。 ニンカ ホイク ショ チ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニュウショ ジドウ サイ ミマン ダイ コ イコウ ホゴシャ タイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ								第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ		弘前市に在住し、平成8年4月2日以降に生まれた児童を3人以上扶養している方とその児童を対象に、市の公共施設等を無料化。 ヒロサキシ ザイジュウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ウ ジドウ ニンイジョウ フヨウ カタ ジドウ タイショウ シ コウキョウ シセツ トウ ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ								ひろさき多子家族応援パスポート事業		ひろさき多子家族応援パスポート事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、市内の小児科診療所へ事業を委託し、病児・病後児を受け入れる。 ビョウキ ビョウキ カイフク キ ホゴシャ シュウロウ トウ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ シナイ ショウニカ シンリョウ ショ ジギョウ イタク ビョウジ ビョウゴ ジ ウ イ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ								病児病後児保育事業		病児病後児保育事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		トワイライトステイ事業 ジギョウ		保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、児童家庭支援センターへ事業を委託し、対象児童を受け入れ、児童の保護や生活指導・食事の提供等を行う。 ホゴシャ シュウロウ トウ ヤカン キュウジツ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ ジドウ カテイ シエン ジギョウ イタク タイショウ ジドウ ウ イ ジドウ ホゴ セイカツ シドウ ショクジ テイキョウ トウ オコナ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131		トワイライトステイ事業 ジギョウ								トワイライトステイ事業		トワイライトステイ事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業		私立幼稚園の設置者が、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、家庭の所得状況に応じて保育料等を減免する事業に対し補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094		幼稚園就園奨励事業								幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業		私立幼稚園の設置者が、安心して子どもを生み育てることができる環境をつくること等を目的に、家庭の所得状況に応じて第3子以降の園児の保護者に対し保育料を減免する事業に補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094		第3子保育料軽減事業								第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		認可保育所に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じて軽減する。		こども家庭課		0178-43-9094		保育料軽減事業								保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じてその一部を助成する。 イチブ ジョセイ		こども家庭課		0178-43-9094		認可外保育施設保育料助成金								認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設保育料助成金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		エコパスポート発行事業		小中学生や同伴保護者を対象とし、春休み・夏休み・冬休み期間の一日に限り、市営バス全路線が乗り放題となる「エコパスポート」を販売。 ショウチュウガクセイ ドウハン ホゴシャ タイショウ ハルヤス ナツヤス フユヤス キカン イチニチ カギ シエイ ゼンロセン ノ ホウダイ ハンバイ		交通部運輸管理課		
0178-25-5141		エコパスポート発行事業								エコパスポート発行事業		エコパスポート発行事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業（こどもはっち）		乳幼児と親の交流、地域の子育て支援及び子育て支援団体等の活動・交流の場として、八戸ポータルミュージアム「はっち」内に、子育てつどいの広場「こどもはっち」を設置。 ハチノヘ ナイ		こども家庭課		0178-43-9094		つどいの広場事業（こどもはっち）								つどいの広場事業（こどもはっち）		つどいの広場事業（こどもはっち）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		保育所への委託により、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、子育てサークルへの支援を行う。一般型（開設日数・時間…週3日以上、1日5時間以上職員数…2名以上） オコナ		こども家庭課		0178-43-9094		地域子育て支援センター事業								地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		地域での子育て支援と児童福祉の向上を目的とした、会員制の相互援助活動として、子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）の紹介業務を行う。		こども家庭課		0178-43-9342		ファミリーサポートセンター事業								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサロン支援事業		地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場として、各地区公民館等において、ボランティアにより開催される子育てサロンの運営を支援する。 カクチク コウミンカン トウ シエン		こども家庭課		0178-43-9094		子育てサロン支援事業								子育てサロン支援事業		子育てサロン支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育の実施		就労している保護者が自宅での保育が困難な場合に対応するため、病院・
保育所等において病気の児童を一時的に保育する。		こども家庭課		0178-43-9094		病児・病後児保育の実施								病児・病後児保育の実施		病児・病後児保育の実施

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ		保護者が就労等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の児童を対象
とし、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る。		こども家庭課		0178-43-9342		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ								放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域密着型教育推進事業		保護者および地域住民が学校運営に参画できる地域学校連携協議会を推進校に設置し、地域住民等と学校との協働による「開かれた学校づくり」を推進する。		教育指導課		0178-43-9519		地域密着型教育推進事業								地域密着型教育推進事業		地域密着型教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付事業		優秀な学生及び生徒で、経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、人材の育成を図るとともに、修学の機会を確保する。		学校教育課		0178-43-9457		奨学資金貸付事業								奨学資金貸付事業		奨学資金貸付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		青少年派遣交流事業		青少年（中学生）の海外派遣や、海外からの青少年交流団の受入れによる、他国の青少年との親善交歓等を通じ、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成を図る。 トウ ツウ		教育指導課		0178-43-9461		青少年派遣交流事業								青少年派遣交流事業		青少年派遣交流事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		国際理解教育・英語教育推進事業		外国語指導助手（ALT18名）による小学校の外国語活動の授業、中学校の
英語科の授業への補助など、小・中学生等に対し国際理解教育の推進を図る。 タイ ハカ		教育指導課		0178-43-9461		国際理解教育・英語教育推進事業								国際理解教育・英語教育推進事業		国際理解教育・英語教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		股関節脱臼検診（生後90～120日に受診）の場を利用し、赤ちゃんと保護者に、絵本の読み聞かせをしたあと、絵本１冊、図書館の利用案内、おすすめブックリスト等を入れたブックスタートパックを配付する コカンセツ ダッキュウケンシン セイゴ ニチ ジュシン バ リヨウ アカ ホゴシャ エホン ヨ キ エホン サツ トショカン リヨウ アンナイ トウ イ ハイフ		図書館 トショカン		0178-22-0266		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ		児童が自ら本を選び購入する体験を通じ、読書に親しむ環境をつくるため、小学校児童を対象に、一人につき2,000円分のマイブッククーポンを配付する ジドウ ミズカ ホン エラ コウニュウ タイケン ツウ ドクショ シタ カンキョウ ショウガッコウ ジドウ タイショウ ヒトリ エン ブン ハイフ		教育指導課 キョウイクシドウ カ		0178-43-9461		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ								マイブック推進事業		マイブック推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ		父、母または父母をなくした義務教育終了前までの児童を対象に、申請により、入学祝金（小・中学校）7,000円、卒業祝金（中学校）10,000円、弔慰金10,000円を支給。 タイショウ		家庭福祉課児童家庭係 カテイ フクシカ ジドウ カテイ ガカリ		0173-35-2111(内線2436)		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ								遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業		保護者が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校の１年から３年までの児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111		放課後児童健全育成事業								放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111		保育料軽減事業								保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助事業		世帯の所得状況に応じて、保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助金を交付		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111		私立幼稚園就園奨励費補助事業								私立幼稚園就園奨励費補助事業		私立幼稚園就園奨励費補助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助事業		経済的な理由により、就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し学用品費等の援助（所得・課税状況等により審査） タイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111		就学援助事業								就学援助事業		就学援助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度事業		むつ市に居住する方の子弟で、高等学校、大学、専修学校等に在学中又は入学予定で、2年以上の修学期間がある者に対し奨学金を貸与 タイ ショウガクキン タイヨ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111		奨学金制度事業								奨学金制度事業		奨学金制度事業

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料を国の基準額より引き下げている。
3歳未満児：0円～31,290円3歳以上児：0円～30,000円		福祉課		0173-42-2111		保育料軽減								保育料軽減		保育料軽減

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降の保育園児を持つ保護者（18歳未満の児童を2人以上養育していること）を対象に保育料無料 タイショウ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)		第2子以降保育所保育料無料化事業								第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降保育所保育料無料化事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金		平川市に住所があり、幼稚園に在園している3～5歳児又は年度途中に満3歳で入園する幼児の属する世帯を対象に、幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助。市民税所得割課税額により補助支給額が変わります タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)		幼稚園就園奨励費補助金								幼稚園就園奨励費補助金		幼稚園就園奨励費補助金

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降幼稚園保育料無料化事業		平川市に住所があり、当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもを2人以上有し、その第2子以降が幼稚園に在園する世帯を対象に、第2子以降の幼稚園の入園料及び保育料を無料とする。 タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)		第2子以降幼稚園保育料無料化事業								第2子以降幼稚園保育料無料化事業		第2子以降幼稚園保育料無料化事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		子育て・教育		蓬田村修学奨励金貸与基金事業		大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円（年間240,000円）を貸与。奨励金は無利子		教育課 キョウイクカ		0174-31-3111		蓬田村修学奨励金貸与基金事業								蓬田村修学奨励金貸与基金事業		蓬田村修学奨励金貸与基金事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、小学校・中学校の児童生徒の保護者等
【内容】給食費を一部軽減 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガッコウ チュウガッコウ ジドウ セイト ホゴシャトウ ナイヨウ キュウショクヒ イチブ ケイゲン		学務課 ガクムカ		0174-31-1235		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ								外ヶ浜町学校給食費給付事業		外ヶ浜町学校給食費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、高等学校、高等専門学校、大学、短大等に在学する者
【内容】貸付額：公立高校15,000円/月、私立高校18,000円/月、大学等35,000円/月 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ダイガク タンダイナド ザイガク モノ ナイヨウ カシツケ ガク コウリツ コウコウ エン ツキ シリツ コウコウ エン ツキ ダイガク トウ エン ツキ		学務課 ガクムカ		0174-31-1235		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ								外ヶ浜町奨学金貸付事業		外ヶ浜町奨学金貸付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		町内に住所を有する、保育所に入所している児童の保育料の保護者負担を軽減するため、国の徴収基準より料金を軽減しております。		保健福祉課		0172-48-2111		保育料軽減事業								保育料軽減事業		保育料軽減事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業		町内に住所を有する、父、母または父母を亡くした等の義務教育終了までの児童の保護者へ助成。［入学祝金（小・中学校）7,000円］、［卒業祝金（中学校）10,000円］、［弔慰金10,000円を支給］ ホゴシャ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111		遺児入学祝金等給付事業								遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		保育園に入所している第3子以降であって、かつ、3歳以上の子に係る保育料について、所得に応じた額を助成。 ホイクエン ニュウショ ダイ シイコウ サイイジョウ コ カカ ホイクリョウ ショトク オウ ガク ジョセイ		介護・福祉課 カイゴ フクシ カ		0175-64-2111
(245)		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ								多子世帯保育料軽減事業		多子世帯保育料軽減事業

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業		保護者が労働等のために昼間家庭にいない小１から小３までの児童。特例として小４まで受け入れ可。		福祉課		0176-55-3111		学童保育事業								学童保育事業		学童保育事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ		村内に住所を有する者または村内出身者で、短大、高専、高校、専門学校、大学のいずれかに在籍する方。大学＝10万円/人（大学院を除く）高校等＝5万円/人（高校、高等専門学校、短大等） ソンナイ ジュウショ ユウ モノ ソンナイ シュッシンシャ タンダイ コウセン コウコウ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ カタ ダイガク ヒト ダイガクイン ノゾ コウコウトウ マン エン ヒト コウコウ コウトウ センモン ガッコウ タンダイトウ		総務課 ソウムカ		0175-72-2111		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ								平成２６年度進学奨励金事業		平成２６年度進学奨励金事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ		村に住民登録がある平成18年4月1日以降に出産した子の保護者に対し、子1人につき月額5千円を満1歳に達するまで支給。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン コ ホゴシャ タイ コ ヒト ゲツガク センエン マン サイ タッ シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ								未来に続く健やか子育て支援事業		未来に続く健やか子育て支援事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、現に居住している村内の小中学校で学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する学校給食に要する費用を全額補助する。 ムラ ジュウミン トウロク ゲン キョジュウ ソンナイ ショウチュウガッコウ ガッコウ キュウショク ウ ジドウ セイト ホゴシャ ゼンガク ホジョ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ								給食費補助金交付事業		給食費補助金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、生活の根拠が村にあると認められる者で、小学校及び中学校に入学する児童生徒をもつ保護者に対し、入学祝金５万円を交付する。 ジュウミン トウロク セイカツ コンキョ ムラ ミト モノ マン エン コウフ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ								小・中学校入学祝金交付事業		小・中学校入学祝金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン		18歳以下の児童が3人以上いる世帯のうち、３人以降が保育所に入所している児童の保護者に対し、保育料を軽減する（3歳未満：2/3軽減、3歳以上：1/3軽減）。 タイ ホイク リョウ ケイゲン		教育政策室 キョウイク セイサク シツ		0175-72-2111		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン								保育料軽減		保育料軽減

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		扶養児童３人以上の世帯で、３人目以降の児童が保育園に入所する場合に、保育料を軽減します。所得制限あり フヨウ ジドウ ニン イジョウ セタイ ニン メ イコウ ジドウ ホイクエン ニュウショ バアイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ								保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		幼稚園に通園する第３子以降の子どもの保育料の一部を補助します。所得制限あり（他に幼稚園就園奨励金制度あり） ヨウチエン ツウエン ダイ シ イコウ コ ホイクリョウ イチブ ホジョ ショトク セイゲン ホカ ヨウチエン シュウエン ショウレイキン セイド		学務課 ガクム カ		0178-56-4258		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ								すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		（条件）町内に住所を有する児童
（内容）保育料の3分の1を助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119		保育料軽減事業								保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学資助成事業		（条件）第3子（第4子以降含む）で、養育者を含め町内で継続的に3年以上居住していること
（内容）小学校入学時10万円支給、中学校入学時10万円支給、田子高校入学時20万円支給 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113		学資助成事業								学資助成事業		学資助成事業

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ		給食費（小学校2校計7,500千円中学校計6,996千円：1ヶ月5,000円）を平成25年4月より、村が負担する。 キュウショクヒ ショウガッコウ コウ ケイ センエン チュウガッコウ ケイ センエン ゲツ ０００エン ヘイセイ ネン ガツ ムラ フタン		新郷村教育委員会 シンゴウムラ キョウイク イインカイ		0178-78-2111
内線714		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ								学校給食費無料化事業（小・中学校）		学校給食費無料化事業（小・中学校）

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ		寄附金を原資に創設した「遠野市わらすっこ基金」を活用し、体験活動や子どもの自立支援活動など、子育て支援を目的とした活動に係る全市的な取り組みに対し30万円を上限に助成する。 キフキン ゲンシ ソウセツ トオノシ キキン カツヨウ カカ ゼンシ テキ ト ク タイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ								わらすっこ基金助成事業		わらすっこ基金助成事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ		小学校就学前の乳幼児の予防接種費用や保育に掛かる費用の一部を助成。対象は新生児で、一人１万円のわらすっこ応援券を交付。また、地元産材を使った赤ちゃんの名前入り木製写真立ても贈呈。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ホイク カ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ シンセイジ ヒトリ マンエン オウエン ケン コウフ ジモト サンザイ ツカ アカ ナマエ イ モクセイ シャシン タ ゾウテイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ								わらすっこの誕生応援事業		わらすっこの誕生応援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ		県立病院と連携し、病児等保育施設を運営。感冒・感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や水痘、流行性耳下腺炎などにかかった子どもや、回復期にある子どもを保護者に代わって保育する。利用料金は2,000円 ケンリツ ビョウイン レンケイ ビョウジ トウ ホイク シセツ ウンエイ カンボウ カンセンセイ イチョウ エン ニュウヨウジ ニチジョウ ビョウキ リヨウ リョウキン エン		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ								看護保育安心サポート事業		看護保育安心サポート事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ		保護者が3人以上の子を扶養している場合3人目以降の子の保育料を無料とします。 ホゴシャ ニン イジョウ コ フヨウ バアイ ニン メ イコウ コ ホイク リョウ ムリョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ								第3子以降保育料補助事業		第3子以降保育料補助事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気の回復期にある保育所入所児童を医療機関併設施設において一時的に預かります。 ビョウキ カイフク キ ホイク ショ ニュウショ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ								病後児保育事業		病後児保育事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育ての手助けが必要な人と子育ての手助けができる人とを結ぶ会員制の子育て支援ネットワーク事業です。 コソダ テ ダス ヒツヨウ ヒト コソダ テ ダス ヒト ムス カイインセイ コソダ シエン ジギョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ		おおむね3歳以下の子どもとその保護者が気軽に集うことができる場を提供します。 サイ イカ コ ホゴシャ キガル ツド バ テイキョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ								子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド		経済的な理由で就学が困難な方に奨学金を貸与します。要件は保護者が一関市内に住民登録をしている高校以上の在学生で、奨学金（月額）高校生12,000円、大学生等45,000円、償還は6ヶ月を経過後、15年以内で無利子です。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン カタ タイヨ ヨウケン ザイガク セイ ショウガクキン コウコウセイ エン ダイガクセイ トウ エン ショウカン ゲツ ゴ ネン イナイ		教育部教育総務課		0191-21-8823		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド								一関市奨学金貸与制度		一関市奨学金貸与制度		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業 ジギョウ		雫石町では地域全体で子育てを支援する基盤を作りながら地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 シズクイシ マチ		福祉課 フクシ カ		019-692-6401		子育て支援事業 ジギョウ								子育て支援事業		子育て支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		子育て・教育		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク		子育て世代の支援住宅。満18歳までの親族が1人：36,000円、2人：32,000円、3人以上：26,000円。町外からの入居の場合、それぞれ10,000円を減額。 コソダ セダイ シエン ジュウタク		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク								子育て支援住宅「キッズあい」		子育て支援住宅「キッズあい」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン		出生届や相談をもとに、お母さんと赤ちゃんの健康視察と支援のため、保健師や助産婦が家庭訪問を行います。 シュッショウ トドケ ソウダン カア アカ ケンコウ シサツ シエン ホケンシ ジョサンプ カテイ ホウモン オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン								産婦・新生児・乳児家庭訪問		産婦・新生児・乳児家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ		0歳から1歳未満用ベビーチェアシートを無料で貸出します。 サイ サイ ミマン ヨウ ムリョウ カシダシ		一戸町社会福祉協議会 イチノヘマチ シャカイ フクシ キョウギカイ		0195-33-3385		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ								ベビーチェアシートの貸出		ベビーチェアシートの貸出

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく教室 キョウシツ		発育の確認のほか、歯科や離乳食について日常生活で参考にしていただける教室。各月齢に応じた離乳食を実際に調理、試食します。 ハツイク カクニン シカ リニュウショク ニチジョウ セイカツ サンコウ キョウシツ カク ゲツレイ オウ リニュウショク ジッサイ チョウリ シショク		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		すくすく教室 キョウシツ								すくすく教室		すくすく教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク		病気や発熱で保育所や学校を休む場合に一時的に子どもを預かって保育、看護を行います。 ビョウキ ハツネツ ホイク ショ ガッコウ ヤス バアイ イチジテキ コ アズ ホイク カンゴ オコナ		すこやか病児保育室 ビョウジ ホイクシツ		0195-43-3161		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク								町立すこやか病児保育		町立すこやか病児保育

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ		小学校入学前の子どもの身体やこころ、言葉等の発達で心配を感じている親に対し、集団での遊びの場を通じて経験を広げ、その発達を支援していく教室。 ショウガッコウ ニュウガクマエ コ シンタイ コトバ トウ ハッタツ シンパイ カン オヤ タイ シュウダン アソ バ ツウ ケイケン ヒロ ハッタツ シエン キョウシツ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ								幼児教室（めだか教室）		幼児教室（めだか教室）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン		地域に密着した子育てをサポートする場。子育ての相談に応じたり、情報提供やいろいろな行事や教室絵を開催。 チイキ ミッチャク コソダ バ コソダ ソウダン オウ ジョウホウ テイキョウ ギョウジ キョウシツ エ カイサイ		子育て支援ひろばのびのび コソダ シエン		0195-32-3770		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン								地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ		経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者を対象に、児童が義務教育を円滑に受けることができるよう、学用品費などを助成。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン ミト ジドウ ホゴシャ タイショウ ジドウ ギム キョウイク エンカツ ウ ガクヨウヒン ヒ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ								一戸町就学援助		一戸町就学援助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ		放課後に、地域の方々の協力を頂きながら、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として実施。子供たちの主体的な活動を基本としたうえで、遊びや体験・交流活動などのプログラムを行う。 ホウカゴ チイキ カタガタ キョウリョク イタダ コ アンゼン スコ イバショ モクテキ ジッシ コドモ シュタイテキ カツドウ キホン アソ タイケン コウリュウ カツドウ オコナ		生涯学習課 ショウガイガクシュウカ		0195-33-2111		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ								放課後子ども教室		放課後子ども教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		学童クラブ ガクドウ		放課後、帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒を見てもらえない小学校低学年の児童を対象に、遊びを中心とした活動を通して生活指導を行う。 ホウカゴ キタク ホゴシャ ハタラ ビョウキ メンドウ ミ ショウガッコウ テイガクネン ジドウ タイショウ アソ チュウシン カツドウ ツウ セイカツ シドウ オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		学童クラブ ガクドウ								学童クラブ		学童クラブ

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ		IGRいわて銀河鉄道通学定期購入にかかった費用の一部を助成 ギンガ テツドウ ツウガク テイキ コウニュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		まちづくり課 カ		0195-33-2111		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ								IGR通学定期補助		IGR通学定期補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町育英会奨学金		経済的理由により高校などでの就学が困難な優良学生を対象に、奨学金を貸与。 ケイザイテキ リユウ コウコウ シュウガク コンナン ユウリョウ ガクセイ タイショウ ショウガクキン タイヨ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111		一戸町育英会奨学金						1		一戸町育英会奨学金		一戸町育英会奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン		子どもが高校・高等専門学校などへ進学するための資金を融資。 コ コウコウ コウトウ センモン ガッコウ シンガク シキン ユウシ		東北労働金庫
二戸支店 トウホク ロウドウ キンコ ニノヘ シテン		0195-25-4911		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		公益信託田村清蔵記念奨学金		学業優秀、品行方正、かつ経済的理由により大学などでの小学が困難な人に対して奨学金の給付（返還なし） ガクギョウ ユウシュウ ヒンコウホウセイ ケイザイテキ リユウ ダイガク ショウガク コンナン ヒト タイ ショウガクキン キュウフ ヘンカン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111		公益信託田村清蔵記念奨学金						1		公益信託田村清蔵記念奨学金		公益信託田村清蔵記念奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		将来、一戸町で勤務する医師を目指している医学生に奨学金を貸付。 ショウライ イチノヘマチ キンム イシ メザ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ								一戸町医学生奨学金貸付		一戸町医学生奨学金貸付

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、入学祝金を支給する。■入学祝金第３子以降１０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ ニュウガク イワ キン シキュウ ニュウガク イワ キン ダイ シイコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン								すこやか子育て支援金（入学祝金）		すこやか子育て支援金（入学祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ		赤ちゃんとお母さんの安全と健康のために、妊婦健診の助成や新生児訪問、乳児健診、乳幼児健診、子育て相談などきめ細かい支援を実施しています。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ								母子保健健康診査事業		母子保健健康診査事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ		市内在住の赤ちゃんに絵本を贈る事業。乳児健診（3～4か月児）の際に、各地区の図書ボランティアの協力で、絵本を開く楽しい体験とあたたかなメッセージを添えて、絵本（ブックスタート・パック）を手渡しする		健康推進課
栗原市図書館 ケンコウ スイシンカ クリハラ シ トショカン		健康推進課0228-22-0370
栗原市図書館0228-21-1403		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ								ブックスタート推進事業		ブックスタート推進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ		保育所に2人以上同時に入所した場合、2人目以降の保育料が無料。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ								保育所保育料２人目以降無料化		保育所保育料２人目以降無料化		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ		仕事などのために、お子さんが帰宅しても保育ができない場合に、幼稚園で預かり保育や一時預かり保育を実施。 ジッシ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0228-42-3512		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ								幼稚園預かり保育事業		幼稚園預かり保育事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		保護者の就労や病気などにより、適切な保護及び教育を受けることができない、原則として小学校1年生から3年生までの児童に対して、学校の空き教室や公民館を利用して、家庭に代わる生活の場を提供します。		社会教育課 シャカイ キョウイクカ		0228-42-3514		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ								放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ		在宅で子育てをしている保護者に対し、５つの子育てサービスを利用できるクーポン券を交付する。 ザイタク コソダ ホゴシャ タイ コソダ リヨウ ケン コウフ		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ								在宅子育てサポート事業		在宅子育てサポート事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を満たす施設）および認可外保育施設（事業所内保育所、へき地保育所除く）の利用者に対し認可保育所保育料との差額の一部を助成。（助成割合は保護者の所得で異なる） ニンテイ ホイク シセツ ニンカガイ ホイク シセツ イッテイ キジュン ミ シセツ ニンカガイ ホイク シセツ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ								認定等保育施設保育料助成事業		認定等保育施設保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ		幼稚園の預かり保育を利用する保護者に対し、預かり保育にかかる費用の一部を助成する。（助成割合は、保護者の所得状況に応じて異なる） ヨウチエン アズ ホイク リヨウ シャ タイ アズ ホイク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ワリアイ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ								幼稚園預かり保育料助成事業		幼稚園預かり保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ		ファミリー・サポート・センターの利用者に対し、利用料金の１／２を助成する。 リヨウシャ タイ リヨウ リョウキン ジョセイ		子ども未来部子ども未来センター コ ミライ ブ コ ミライ		018-887-5340		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ								ファミリー・サポート・センター利用助成事業		ファミリー・サポート・センター利用助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ		18歳未満の子どもを持つ世帯に減農薬の男鹿産新米あきたこまち（1等米）を支給。子ども1～2人世帯は10㎏、子ども3人以上世帯は30㎏を支給 ヒト コ ヒト イジョウ セタイ シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ								「子育て応援米」支給事業		「子育て応援米」支給事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ		所得に関係なく、第３子以降の乳幼児の保育料を免除 ショトク カンケイ ダイ コ イコウ ニュウヨウジ ホイクリョウ メンジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ								すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業		保育園に入園された児童の保育料の２分の１を減免する。		住民福祉課		0186-77-2222		すこやか子育て支援事業								すこやか子育て支援事業		すこやか子育て支援事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業		未満児保育園使用料を補助。
第１子：25,000円を超えた分第２子以降：15,000円を超えた分		教育委員会
学校教育係		0185-79-1327		子育て支援事業								子育て支援事業		子育て支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口の実施（6歳～15歳）。 カブツ センコウ ジッシ サイ サイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ								フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ		小・中学校に３人以上在籍する児童・生徒の給食費を無料化。
給食費の消費税アップ分の補てん。 ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイセキ ジドウ セイト キュウショクヒ ムリョウ カ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0185-87-2115		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ								学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		小学生以下の子が３人以上いる世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）及び幼稚園（公立・私立）の保育料を市単独で無料化。 ショウガクセイ イカ コ ニンイジョウ セタイ ダイ シ イコウ カカ ホイク ショ コウリツ ワタクシリツ ニンカ ガイ オヨ ヨウチエン コウリツ ワタクシリツ ホイク リョウ シ タンドク ムリョウカ		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ								第３子以降の保育料無料化		第３子以降の保育料無料化

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン		未婚のひとり親家庭の認可保育所の保育料を算定する際に、所得税等の「寡婦（夫）控除」をみなし適用して保育料を軽減。 ミコン オヤ カテイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ サンテイ サイ ショトクゼイ トウ カフ オット コウジョ テキヨウ ホイク リョウ ケイゲン		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン								未婚のひとり親家庭の保育料軽減		未婚のひとり親家庭の保育料軽減

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ		多子世帯における経済的負担軽減のため、市内に住所を有する第3子以降児童が認可保育所、認可外保育施設及び児童館に入所している場合、保育料等を免除。 タシ セタイ ケイザイテキ フタンケイゲン シナイ ジュウショ ユウ ダイ シイコウジドウ ニンカ ホイクショ ニンカ ガイ ホイク シセツ オヨ ジドウカン ニュウショ バアイ ホイク リョウ トウ メンジョ		子育て推進課
保育推進室 コソダ スイシン カ ホイク スイシン シツ		0233-22-2111
(内線562)		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ								第3子以降児童保育料免除事業		第3子以降児童保育料免除事業

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料定額化		第２子（３～５歳）の保育料を5,000円の定額とする。		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132		第２子以降の保育料定額化								第２子以降の保育料定額化		第２子以降の保育料定額化

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所費用の軽減		同一世帯に2人以上の１８歳未満児童を有する場合、同時入所の軽減に該当しない児童分の保育料は0.9を乗じた額で徴収する。		保健福祉課		0237-35-2111		保育所費用の軽減								保育所費用の軽減		保育所費用の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		２人以上の在籍の場合、２人目が半額、３人目以降無料。 ニン イジョウ ザイセキ バアイ ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料の軽減		保育料の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ		中学生対象の学習塾を無料で開設。 チュウガクセイ タイショウ ガクシュウジュク ムリョウ カイセツ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ								おおくら未来塾事業		おおくら未来塾事業

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ		高校、短大、大学、専門学校へ進学希望者への無利子貸付。 コウコウ タンダイ ダイガク センモン ガッコウ シンガク キボウシャ ムリシ カシツケ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ								奨学資金貸与事業		奨学資金貸与事業

		063665		山形県		鮭川村 サケ カワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		誕生祝金制度		次代を担う子どもの誕生をお祝いするために慶祝金を支給。		健康福祉課
福祉係		0233-55-2111		誕生祝金制度								誕生祝金制度		誕生祝金制度

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク		町内にお住まいで、小学校１年生、中学校１年生のお子さんを持つ保護者に祝品（商品券）１万円を贈呈。 チョウナイ ス ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ コ モ ホゴシャ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク								飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。保育園への複数人の同時入所の場合、２人目を１／３の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518		保育園保育料の軽減								保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・児童センター保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。幼稚園等への複数人の同時入所の場合、２人目から６，２５０円を減額し、１／２の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518		幼稚園・児童センター保育料の軽減								幼稚園・児童センター保育料の軽減		幼稚園・児童センター保育料の軽減

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン		０歳～義務教育課程までの子ども連れで移住した世帯責任者に奨励金を交付。助成額は子ども一人当たり１２万円/年（移住した翌月から３年を限度に支給） サイ ギム キョウイク カテイ コ ヅ イジュウ セタイ セキニンシャ ショウレイキン コウフ ジョセイガク コ ヒトリ ア マンエン ネン イジュウ ヨクゲツ ネン ゲンド シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5897		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン								子育て世帯移住奨励金		子育て世帯移住奨励金

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童健全育成事業		昼間、保護者が家庭にいない小学校1～3年生の児童を対象に、児童館及び小学校の余裕教室等に指導員を配置して、適切な遊びと生活の場を与え児童の健全育成を図る。来年度から対象を小学校6年生まで拡大予定。 ホゴシャ コウ ライネン		市こども保育課		0242-39-1239		児童健全育成事業								児童健全育成事業		児童健全育成事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		保育所に同一世帯から２人以上の児童が入所している場合の保育料は、階層に関わらず、年齢の高い順から一人目が全額、二人目が半額、三人目以降が無料。 ホイク ショ ムリョウ		市こども保育課 シ		0242-39-1239		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減								同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ		保育料の助成。（毎年度末）２人目が月額３千円、３人目以降は保育料の全額。※保育料を完納することが条件 ホイク リョウ ジョセイ マイトシ ド マツ ニン メ ゲツガク センエン ニン メ イコウ ホイク リョウ ゼンガク ホイク リョウ カン ノウ ジョウケン		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ								保育奨励金（第２子以降）		保育奨励金（第２子以降）

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワ キン		入学する子ども一人につき、５万円のお祝金。※町に住所のある子 ニュウガク コ ヒトリ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111		入学祝金 ニュウガク イワ キン								入学祝金		入学祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯から１８歳未満の子どもが２人以上いる場合、２人目以降の保育料無料。ただし、入所する年の１月１日に大玉村に住所を有していることが条件。 ドウイツ セタイ サイ ミマン コ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ニュウショ トシ ツキ ヒ オオタマムラ ジュウショ ユウ ジョウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド								保育所保育料減免制度		保育所保育料減免制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド		第三子以降の児童に係る保育料は免除。ただし、前年度の１月１日現在における保護者の住所要件等の条件あり。 ダイ ３ コ イコウ ジドウ カカ ホイクリョウ メンジョ ゼンネンド ツキ ヒ ゲンザイ ホゴシャ ジュウショ ヨウケン トウ ジョウケン		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド								幼稚園授業料免除制度		幼稚園授業料免除制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド		共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育を実施。 トモバタラ カテイ ジジョウ ホイク コンナン ミト ヨウチ エンジ ヨウチエン キョウイク ジカン イガイ ジカンタイ ホイク ジッシ		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド								幼稚園預かり保育制度		幼稚園預かり保育制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ		下校後の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない低学年児童を対象に様々な楽しい活動を通して児童の健全育成を図る。 ゲコウ ゴ ヒルマ ホゴシャ ツゴウ カテイ ホイク ウ テイガクネン ジドウ タイショウ サマザマ タノ カツドウ トオ ジドウ ケンゼン イクセイ ハカ		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ								小学生放課後児童クラブ		小学生放課後児童クラブ

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか祝い金 イワ キン		同一世帯の第三子以降の出生に対し、出生児１人につき３０万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ ダイ サンシ イコウ シュッショウ タイ シュッショウ ジ ニン マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		すこやか祝い金 イワ キン								すこやか祝い金		すこやか祝い金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て祝い金 コソダ イワ キン		同一世帯の１５歳以下の子ども５人以上を扶養する方に、子１人につき年額１万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ サイ イカ コ ニン イジョウ フヨウ カタ コ ニン ネンガク マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		子育て祝い金 コソダ イワ キン								子育て祝い金		子育て祝い金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン		保育所を利用せず家庭において育児を行い、育児休業基本給付を受けられない保護者を対象に、子どもが生まれてから57日目の属する月から2歳の誕生日後の3月31日の月まで、月額1万円を支給（支給は年3回）。 ホイク ショ リヨウ カテイ イクジ オコナ イクジ キュウギョウ キホン キュウフ ウ ホゴシャ タイショウ コ ウ ヒ メ ゾク ツキ サイ タンジョウビ ゴ ガツ ヒ ツキ ツキ ガク マンエン シキュウ シキュウ ネン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン								乳幼児家庭子育て応援金		乳幼児家庭子育て応援金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		保育所に入所している兄弟姉妹が2人以上いる場合、2人目以降の保育料が無料。 ホイク ショ ニュウショ キョウダイ シマイ ヒト イジョウ バアイ フタリ メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ								入所児童2人目以降の保育料無料		入所児童2人目以降の保育料無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		磐梯町体調不良児支援事業		保育所等から、保護者へ病状等を説明し、すぐに迎えに来れない場合、本事業利用申請書に基づき、タクシーを利用し、看護師等が医療機関まで同行し、診療又は受診後の見守りを行う。		こども課 カ		0242-74-1216		磐梯町体調不良児支援事業								磐梯町体調不良児支援事業		磐梯町体調不良児支援事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ		子育てを実践している若者世代の負担の軽減を図るため、幼・小・中一貫教育の延長として幼稚園保育料の無料化を実施する。		教育課 キョウイク カ		0242-73-2017		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ								幼稚園保育料の無料		幼稚園保育料の無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		町外に居住しており、１８歳未満の子供がいる子育て世帯で、月額所得が１５８千円から４８７千円以下の方（子供が満１８歳に達した年度の３月末日まで）に対し、子どもの数に応じた住宅使用料で入居できる。 セン セン タイ コ カズ オウ ジュウタク シヨウリョウ ニュウキョ		建設課 ケンセツカ		0242-74-1218		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ								若者定住促進事業		若者定住促進事業

		074659		福島県		中島村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築・定住した方で、18歳以下の子を扶養している方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484		子育て支援奨励金								子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		保育園や市立幼稚園に2人以上入園している場合、2人目の保育料を月3千円を限度に減額する。なお、第3子以降が入園する場合には、その子の保育料を無料とする。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料								幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児おむつ購入費の助成		満1歳未満の乳児をもつ保護者に対し、乳児1人につき2万円を上限におむつ購入費の一部を助成する。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111		乳児おむつ購入費の助成								乳児おむつ購入費の助成		乳児おむつ購入費の助成

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て安心ダイヤル事業		子育て、乳幼児・妊産婦の健康及び医療等についての不安を、フリーダイヤルによる24時間体制で気軽に相談できます。		社会福祉課		0293-23-7030		子育て安心ダイヤル事業								子育て安心ダイヤル事業		子育て安心ダイヤル事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産祝品購入費助成事業		平成26年4月1日以降に生まれたお子さんへの紙おむつ、粉ミルク等5,000円分の購入費の助成を行います。（他該当要件あり）事業開始時期：平成26年7月1日～ ヒ		健康づくり課		0293-24-2121		出産祝品購入費助成事業								出産祝品購入費助成事業		出産祝品購入費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上同時に保育所等へ入所している場合2人目以降の保育料を半額。
第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を補助。 ドウイツ セタイ ニンイジョウ ドウジ ホイク ショ トウ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイク リョウ ハンガク ダイ シイコウ バアイ ホイク リョウ メンジョ ニンカ ガイ ホイク シセツ バアイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ カイソウ ア ガク ホジョ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ		母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円（父母を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算） ボシ カテイ トウ ジドウ ヒト ゲツガク エン ダイ シ イコウ エン カサン イジ チョウイ キン イジ ヒト エン フボ ドウジ ウシナ トキ マタ イジ キカンチュウ フタタ ヨウイクシャ ウシナ トキ エン カサン		福祉課 フクシカ		0295-52-1111		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ								母子父子福祉手当等支給事業		母子父子福祉手当等支給事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ		1歳6箇月児及び3歳児を対象とした食の重要性についての集団指導や試食の実施。 サイ カ ゲツ ジ オヨ サイジ タイショウ ショク ジュウヨウセイ シュウダン シドウ シショク ジッシ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ								もぐもぐ教室，ぱくぱく教室		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ		町立中学校の2年生を対象に，北海道内と船内での集団活動を通じて，礼儀，規律，責任，協力，自律などの心を育む自然体験学習を行う。負担金の半額を町が負担するもの。 チョウリツ チュウガッコウ ネンセイ タイショウ ホッカイ ミチ ナイ センナイ シュウダン カツドウ ツウ レイギ キリツ セキニン キョウリョク ジリツ ココロ ハグク シゼン タイケン ガクシュウ オコナ フタンキン ハンガク マチ フタン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		029-240-7121		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ								中学生自然教室体験事業		中学生自然教室体験事業

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド		新生児世帯の負担を軽減するために，チャイルドシートを購入した際，購入額の2分の1（上限5,000円）を補助します。（1歳未満のお子さん1人につき1台限り） シンセイジ セタイ フタン ケイゲン コウニュウ サイ コウニュウ ガク ブン ジョウゲン エン ホジョ サイ ミマン コ ニン ダイ カギ		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド								チャイルドシート購入補助金制度		チャイルドシート購入補助金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド		国基準の保育料に対し，約20％軽減しています。また，2人目は半額，3人目以降は無料になります。 クニ キジュン ホイク リョウ タイ ヤク ケイゲン ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド								保育料軽減制度		保育料軽減制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド		第3子以降のお子さんが小学校へ入学する際に，最高10万円を支給します。 ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ ニュウガク サイ サイコウ マンエン シキュウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド								浜っこすこやか報奨金制度		浜っこすこやか報奨金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド		町内の小・中学校に在籍している児童・生徒が2人以上いる世帯に対し，第2子は3分の1，第3子は3分の2，第4子以降は全額補助します。 チョウナイ ショウ チュウガッコウ ザイセキ ジドウ セイト ニンイジョウ セタイ タイ ダイ コ プン ダイ コ プン ダイ コ イコウ ゼンガク ホジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイクカ		029-267-5111		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド								学校給食費補助金制度		学校給食費補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン		保育所（園）の保育料を半額にしています。また，入所児童が第２子である場合は第１子の半額，第３子以降は無料としています。 ハンガク ムリョウ		福祉課		0295-72-1117		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン								保育所（園）の保育料の軽減		保育所（園）の保育料の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費を半額にしています。また，第３子以降の園児，児童及び生徒については，無料としています。 ハンガク		学校教育課		0295-79-0170		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減								幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		小さい頃から本に親しんでもうため，１歳児・１歳6か月児・２歳児・３歳児の健康相談・健康診査時に絵本を配布します。 サイ サイジ サイジ ケンコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0295-72-6611		ブックスタート事業								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド		市内の保育園・幼稚園及び認定こども園の保育料を、第2子であれば半額、第3子であれば無料とする制度。 シナイ ホイク エン ヨウチエン オヨ ニンテイ エン ホイク リョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ ムリョウ セイド		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5186		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド								第2子、第3子保育料の負担軽減制度		第2子、第3子保育料の負担軽減制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン		お子さんが1歳になるまで使用できる「すくすく赤ちゃん券」（30,000円分）を支給し、おむつ・授乳関連用品代を助成する制度。 ０００エン ブン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン								すくすく赤ちゃん券		すくすく赤ちゃん券

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		子育て・教育		・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降にかかる保育料(保育所、保育園、幼稚園)を全額免除する。(高校生以下の子が3人いる場合)		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600		・第三子以降保育料無料化制度								・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降保育料無料化制度

		102024		群馬県		高崎市 タカサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ		地域の子どもや子育てに関する行政と民間の情報を併せて提供するサイトを運営。民間情報は、市民ボランティアが施設やイベントなどに取材に行き、子育て当事者目線でわかりやすく情報提供する。		福祉部こども家庭課 フクシ ブ カテイ カ		027-321-1316		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ								たかさき子育て応援情報サイト事業		たかさき子育て応援情報サイト事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児・介護の援助を行う人と、援助を受けたい方の相互援助活動組織 イクジ カイゴ エンジョ オコナ ヒト エンジョ ウ カタ ソウゴ エンジョ カツドウ ソシキ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の保育園児の保育料無料（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ホイク エンジ ホイク リョウ ムリョウ ヨウ シンセイ		子育て支援課　保育係 コソダ シエン カ ホイク カカリ		0277-46-1111(内線269)		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン								第３子以降保育料無料化事業（保育園）		第３子以降保育料無料化事業（保育園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の幼稚園児の保育料補助（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ヨウチ エンジ ホイク リョウ ホジョ ヨウ シンセイ		学校教育課　　学事係 ガッコウ キョウイクカ ガクジ カカリ		0277-46-1111(内線649)		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン								就園奨励費事業（幼稚園）		就園奨励費事業（幼稚園）

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ		市内の全小学校に設置されている放課後児童クラブと委託契約を締結し、委託料を支出している シナイ ゼン ショウガッコウ セッチ ホウカゴ ジドウ イタク ケイヤク テイケツ イタクリョウ シシュツ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ								放課後児童健全育事業		放課後児童健全育事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン		黒保根町に居住し、わたらせ渓谷鐵道を利用して高等学校等へ通学する生徒に対し、補助金を交付 クロホネ チョウ キョジュウ ケイコク テツ ドウ リヨウ コウトウ ガッコウナド ツウガク セイト タイ ホジョキン コウフ		生涯学習課　　　黒保根公民館 ショウガイ ガクシュウ カ クロホネ コウミンカン		0277-96-2501		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン								わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ		一定条件を満たす市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う イッテイ ジョウケン ミ シナイ キョジュウ ガクセイ タイ ムリシ ショウガクキン カシツケ オコナ		教育委員会　　　総務課　　　　　　庶務係 キョウイク イインカイ ソウムカ ショム カカリ		0277-46-1111(内線643)		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ								奨学資金貸与		奨学資金貸与

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ		2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付券（1ヵ月につき1,000円券を2枚）を交付します。 サイミマン フク サイ イカ コ ニンイジョウ ヨウイク セタイ		こども課　こども福祉係		0277-76-0995		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ								子育て支援紙おむつ給付事業		子育て支援紙おむつ給付事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化事業		18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が認可保育園に入所している場合、対象児童の保育料を無料とします。 コ セタイ バアイ		こども課　子育て支援係		0277-76-0995		第3子以降保育料無料化事業								第3子以降保育料無料化事業		第3子以降保育料無料化事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		わ鐵利用高校生通学費補助事業		みどり市東町在住で、高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している生徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。 ザイジュウ シャ タイ ツウガクヒ イチブ ホジョ		東市民生活課　市民福祉係		0277-76-0984		わ鐵利用高校生通学費補助事業								わ鐵利用高校生通学費補助事業		わ鐵利用高校生通学費補助事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ		3歳未満児保育料について、3,000円を限度として3歳以上児保育料と同額まで軽減。同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目については保育料半額、3人目は保育料無料。 サイ ミマン ジ ホイクリョウ エン ゲンド サイイジョウ ジ ホイクリョウ ドウガク ケイゲン ドウイツ セタイ ニン イジョウ ジドウ ホイク ジョ ニュウショ バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ ムリョウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ								保育料補助		保育料補助

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		町に住所がある、世帯第三子以降の児童の幼稚園・保育所の保育料・給食費を無料とし、多子世帯の経済的負担軽減を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）								保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド		小中学生の学校給食の一部を免除する制度。２人目以降は免除となる。 ショウチュウ ガクセイ ガッコウ キュウショク イチブ メンジョ セイド ニン メ イコウ メンジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド								片品村給食費補助制度		片品村給食費補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		２歳の誕生日の翌月以降保育料無料です。 サイ タンジョウビ ヨクゲツ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		中 チュウ		2歳から保育費無料 サイ ホイク ヒ ムリョウ				片品村保育料補助制度		片品村保育料補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート貸与 タイヨ		村内に住所がある方で１歳未満の乳児がいる方を対象に無料でチャイルドシートを貸与する制度。 ソンナイ ジュウショ カタ サイ ミマン ニュウジ カタ タイショウ ムリョウ タイヨ セイド		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115		チャイルドシート貸与 タイヨ								チャイルドシート貸与		チャイルドシート貸与

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド		対象は片道４㎞以上の者。定期代実費の１／２補助。 タイショウ カタミチ イジョウ モノ テイキダイ ジッピ ホジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド								片品村立小中学校児童の通学費補助制度		片品村立小中学校児童の通学費補助制度

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ		子育て家庭の支援及び児童等の健全育成を図ることを目的に、町内に住所を有し小学1年生･中学1年生になる児童及び養育する保護者へ入学支援金を贈る。小学校入学2万円の商品券。中学校入学4万円の商品券。 チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ ジドウ オヨ ヨウイク ホゴシャ ニュウガク シエンキン オク ショウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン チュウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ								入学支援金支給事業		入学支援金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		町立小中学校に通学し、経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒にを対象に学用品費･給食費など学校生活に必要な経費を援助軽減する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業								要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金交付事業		公立・私立幼稚園に就園し、町内に住所を有する園児の保護者が対象を対象に経済的負担を軽減するとともに、幼稚園への就園を奨励することを目的とした制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		幼稚園就園奨励費補助金交付事業								幼稚園就園奨励費補助金交付事業		幼稚園就園奨励費補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園運営費等補助金交付事業		町内の私立幼稚園を対象に、私立幼稚園が、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料を減免する場合に補助する制度です。		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		私立幼稚園運営費等補助金交付事業								私立幼稚園運営費等補助金交付事業		私立幼稚園運営費等補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育園に入園している３歳未満児の保護者を対象に、子育てしやすい環境づくり及び仕事と子育ての両立支援を目的として、３歳未満児の保育料を軽減する制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		保育所３歳未満児保育料軽減事業								保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育所３歳未満児保育料軽減事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費助成事業		スクールバスを利用していない、指定区域内に居住する児童生徒の保護者を対象に、安全・安心に通学をすることができ、通学距離による保護者の負担の格差を解消するため、通学費の一部を助成する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024		遠距離通学費助成事業								遠距離通学費助成事業		遠距離通学費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		小中学校（私立・特別支援学校を含む）に在学する２人目以降の児童・生徒のいる保護者に対し、学校給食費を助成。
小学校：月額3,500円を上限中学校：月額4,100円を上限		教育委員会 キョウイク イインカイ		0494-25-0118		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ								学校給食費助成		学校給食費助成

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ		乳幼児の交通事故防止と保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルドシートを購入された方を対象に補助金を交付。
（子ども１人につきチャイルドシート１台とし、1万円が上限） マン		総務課 ソウムカ		0494-25-0111		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ								チャイルドシート購入費補助		チャイルドシート購入費補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金 ニュウガク イワ キン		子育て世帯の経済的負担の軽減および商工の活性化を目的とし、横瀬町商品券を支給。（児童一人につき1万円） ヨコゼマチ ショウヒンケン シキュウ ジドウ ヒトリ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116		入学祝い金 ニュウガク イワ キン								入学祝い金		入学祝い金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ		市内に住所を有し、かつ居住し、２歳までの乳幼児を養育している方に、月額３，０００円分の紙おむつ購入券を支給。 シ ナイ ジュウショ ユウ キョジュウ サイ ニュウヨウジ ヨウイク カタ ゲツガク エンブン カミ コウニュウ ケン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ								乳幼児紙おむつ給付事業		乳幼児紙おむつ給付事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一の保護者を持つ１８歳未満の子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の児童が保育所に入所している場合に、保育料を無料とする。 ユウ コ ニン イジョウ カテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-5313		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ								保育所第３子以降保育料無料化		保育所第３子以降保育料無料化

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育園や幼稚園等に2人以上入園している場合
○2人目の保育料半額○3人目の保育料免除 ホイクエン ヨウチエン トウ リ イジョウ ニュウエン バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ メンジョ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料の軽減		保育料の軽減

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		ライフサポートファイル「すこやか」		子どもの生まれてからの発達と成長を一まとめにして記録ができるファイルを出生届出をした保護者に配布。 シュッショウ トド デ ホゴシャ ハイフ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256		ライフサポートファイル「すこやか」								ライフサポートファイル「すこやか」		ライフサポートファイル「すこやか」

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ		市内全小学校にこどもルーム（学童保育所）を設置。１年生から６年生まで入所可能。 シナイ ゼン ショウガッコウ ガクドウ ホイク ショ セッチ ネン セイ ネン セイ ニュウショ カノウ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ								こどもルーム（学童保育所）		こどもルーム（学童保育所）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所（認可外保育施設）と、認可保育所の保育料の差額を全額助成。（上限あり：児童一人につき月額77,000円を限度） カンイ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニンカ ホイク ショ ホイクリョウ サガク ゼンガク ジョセイ ジョウゲン ゲンド		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238		簡易保育所入所児童保護者助成金								簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所入所児童保護者助成金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン		私立幼稚園に通う園児１人に対し、年額24,000円を補助。 シリツ ヨウチエン カヨ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン								私立幼稚園補助金（就園児補助金）		私立幼稚園補助金（就園児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン		心身障害児を持つ保護者に対し、園児１人に対し、年額60,000円を補助。 シンシン ショウガイ ジ モ ホゴシャ タイ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン								私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ		既存の与えられた公園ではなく、子どもたちが草木や火、土、水などの自然と触れ合いながら、のびのびと遊ぶことができる遊び場（プレーパーク）を設置している。（市内２か所） セッチ シナイ ショ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ								四街道プレーパークどんぐりの森		四街道プレーパークどんぐりの森

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。 カ		福祉課児童班 フクシ カ ジドウ ハン		0479-73-0096		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ								保育所第3子以降無料化事業		保育所第3子以降無料化事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の幼稚園入園料及び保育料（上限額：年額308,000円）を無料化（市立幼稚園では免除、私立幼稚園では補助金を交付）。 サイミマン コ ニンイジョウ カテイ ダイ コ イコウ ヨウチエン ニュウエンリョウ オヨ ホイクリョウ ムリョウ カ シリツ ヨウチエン メンジョ シリツ ヨウチエン ホジョキン コウフ		学校教育課学務班 ガッコウ キョウイクカ ガクム ハン		0479-73-0094		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ								幼稚園第3子以降就園補助事業		幼稚園第3子以降就園補助事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子の給食費を1/2減免、第4子以降を無料化。 サイミマン コ ニン イジョウ カテイ ダイ シ キュウショクヒ ゲンメン ダイ シ イコウ ムリョウカ		学校教育課給食室 ガッコウ キョウイク カ キュウショクシツ		0479-73-5001		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン								学校給食費の減免		学校給食費の減免

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ		未婚のひとり親の方に対しても、所得税・住民税の「寡婦（夫）控除」を受けたとみなして、保育料や放課後児童クラブ利用料等を算定します。 ミコン オヤ カタ タイ ジュウミンゼイ ウ ホイクリョウ ホウカゴ ジドウ リヨウリョウ トウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ								みなし寡婦（夫）控除		みなし寡婦（夫）控除

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン		「どこに聞いたらいいかわからない」「話を聞いてほしい」等、子育てに関する相談を電話・メール・ＦＡＸで受付けます。コーディネーターが必要な情報を案内したり、専門機関へつなぐなどします。 キ ハナシ キ トウ コソダ カン ソウダン デンワ ウ ツ ヒツヨウ ジョウホウ アンナイ センモン キカン		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1193		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン								子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		にいがたっ子すこやかパスポート コ		妊婦及び小学6年生以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約800店）で提示することで、商品の割引や特典の付与などのサービスが受けられるカードを発行しています。 ニンプ オヨ ショウガク ネンセイ イカ コ ホゴシャ タイ キョウサン テン シナイ ヤク テン テイジ ショウヒン ワリビキ トクテン フヨ ウ ハッコウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197		にいがたっ子すこやかパスポート コ								にいがたっ子すこやかパスポート		にいがたっ子すこやかパスポート

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ		子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を紹介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行います。 コソダ エンジョ ウ ヒト エンジョ ヒト カイイン トウロク オノオノ ジョウケン カイイン ショウカイ チイキ ナカ アズ ソウゲイ オコナ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ								新潟市ファミリー・サポート・センター		新潟市ファミリー・サポート・センター

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育所等に入所している児童が２人以上の場合，第２子は４分の１，小学校３年生以下の児童が３人以上いる場合，第３子以降は保育料無料 ホイク ショ トウ ニュウショ ジドウ ヒト イジョウ バアイ ダイ シ ブン ショウガッコウ ネンセイ イカ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉部
保育課 フクシ ブ ホイク カ		025-226-1225		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料の軽減		保育料の軽減		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ		
子育てを応援するために、多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる拠点施設として「子育ての駅」を運営する。利用カード登録を行うと、市内４か所の施設で無料で利用可能。
 リヨウ トウロク オコナ シナイ ショ シセツ ムリョウ リヨウ カノウ		子ども家庭課 コ カテイ カ		0258-39-2300		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ								子育ての駅の運営		子育ての駅の運営

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児紙おむつ処理支援事業		新生児（０歳児転入含む）の保護者等に対しごみ指定袋６０枚を支給します。		保健医療課		0254-53-2111(内線264)		乳児紙おむつ処理支援事業								乳児紙おむつ処理支援事業		乳児紙おむつ処理支援事業

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てメールマガジン		毎月１回、子どもの健康診断や保育園情報、子育てに関する情報などを電子メールにのせて配信します。		福祉課		0254-53-2111(内線241)		子育てメールマガジン								子育てメールマガジン		子育てメールマガジン

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		子育て・教育		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ		満18歳に満たない３人以上の児童を扶養している場合、第３子以降に係る保育園保育料が無料です。 フヨウ バアイ ダイ シ イコウ カカ ホイクエン ホイクリョウ ムリョウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ								保育園第３子無料		保育園第３子無料

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てジョイカード		18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、協賛いただいた店舗などがカードを提示した人に対し、商品の割引や特典などのサービスを提供します。		健康福祉部 こども課		025-526-5111		子育てジョイカード								子育てジョイカード		子育てジョイカード

		152234		新潟県		阿賀野市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		協賛企業として登録している店舗（スーパー・衣食住品・菓子類・飲食・自動車・理容美容・旅館等）で提示すると各種サービスが受けられるカードを、15歳未満の子どもを有し希望する保護者へ2枚/世帯を上限に交付 テンポ イショクジュウ トウ ユウ マイ セタイ ジョウゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0250-61-2476		子育て応援カード								子育て応援カード		子育て応援カード

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		・保育料月額表を国基準額8階層を15階層に細分化し保育料を軽減する。
・複数同時入園の保育料軽減を受けない児童で、18歳未満の兄弟姉妹を数え、第3子目以降となる児童の場合は、保育料を20%軽減する。 ホイクリョウ ゲツガク ヒョウ クニ キジュン ガク カイソウ カイソウ サイブンカ ホイクリョウ ケイゲン フクスウ ドウジ ニュウエン ホイクリョウ ケイゲン ウ ジドウ サイミマン キョウダイ シマイ カゾ ダイ シ メ イコウ ジドウ バアイ ケイゲン		子育て支援課 保育班 コソダ シエン カ ホイク ハン		025-773-6822		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料軽減		保育料軽減

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園が、在園する３・４・５歳児の保護者に対し、入園料又は保育料を減額し、又は免除する場合に、文部科学所が定める要綱に基づき、幼稚園に対し補助金を交付する。（保護者の申請窓口は幼稚園） シリツ ヨウチエン ザイエン サイジ ホゴシャ タイ ニュウエンリョウ マタ ホイクリョウ ゲンガク マタ メンジョ バアイ モンブ カガク ショ サダ ヨウコウ モト ヨウチエン タイ ホジョキン コウフ ホゴシャ シンセイ マドグチ ヨウチエン		学校教育課 学校庶務班 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ ショム ハン		025-777-3118		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ								私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金		補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50％とし、1個につき1万5,000円を限度とします。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763		チャイルドシート購入費補助金								チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		155047		新潟県		刈羽村		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度 ショウガクキン セイド		村内に住所を有する高校生から大学院生に、無利子で貸与 ムリシ タイヨ		教育課 キョウイクカ		0257-45-3933		奨学金制度 ショウガクキン セイド								奨学金制度		奨学金制度

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ		子育て支援の充実と公共交通の利用促進を図るため、村内に住所を有する高校生、中等教育学生の通学用定期券（JR、路線バス）購入費の３０％を補助する。 コソダ シエン ジュウジツ ハカ ソンナイ ジュウショ ユウ コウコウセイ チュウトウ キョウイク ガクセイ ツウガクヨウ テイキケン ロセン コウニュウ ヒ ホジョ		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ								通学用定期券購入費補助事業		通学用定期券購入費補助事業

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合、2人目のお子さんは基準額の半額に。第3子以降の児童で3歳未満児の場合は基準額の1/2と7千円、3歳以上の場合は基準額の1/2と5千円を比較して少ない額 セン セン		福祉保健部児童育成課		0766-20-1377		保育料軽減								保育料軽減		保育料軽減

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター 		仕事や家庭の都合等で子育てを手伝ってほしい方と子育てを手伝いたい方が共に会員として登録しておき、子育ての手伝いの依頼があったとき、援助・サポートする会員組織。		福祉保健部児童育成課		0766-20-1376		ファミリー・サポート・センター 								ファミリー・サポート・センター 		ファミリー・サポート・センター 

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保育料は国の基準を大きく下回り、富山県下でも最低水準。
第３子以降は、保育料無料。 ホイクリョウ クニ キジュン オオ シタマワ トヤマケン カ サイテイスイジュン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		民生部
こども課 ミンセイブ カ		0763-23-2010		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ								第３子以降保育料無料		第３子以降保育料無料

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ		子育てを社会全体で支援することを目的に、妊娠中の子どもを含め３人以上の子どもがいる家庭を対象として、協賛企業が様々な特典を提供する。		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ								プレミアム・パスポート事業		プレミアム・パスポート事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ		すべての子育て家庭を対象に子育て応援サービスを行う企業・団体を「いしかわエンゼルマークの店」として認定し、認定店が実施する子育て応援サービスに関する情報をホームページにより子育て世帯に発信している。 コソダ カテイ タイショウ コソダ オウエン オコナ キギョウ ダンタイ ミセ ニンテイ ニンテイ テン ジッシ コソダ オウエン カン ジョウホウ コソダ セタイ ハッシン		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ								いしかわエンゼルマーク運動		いしかわエンゼルマーク運動

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		ワークライフバランスの推進 スイシン		一般事業主行動計画の策定対象範囲を、条例により従業員数50人～99人の企業に拡大。企業向けに啓発セミナーやワークショップの開催、県民への普及啓発の取組として、大学生向け出前講座の開催等を行う。 イッパン ジギョウ ヌシ コウドウ ケイカク サクテイ タイショウ ハンイ ジョウレイ ジュウギョウイン スウ ニン ニン キギョウ カクダイ キギョウ ム ケイハツ カイサイ ケンミン フキュウ ケイハツ トリクミ ダイガクセイ ム デマエ コウザ カイサイ トウ オコナ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447		ワークライフバランスの推進 スイシン								ワークライフバランスの推進		ワークライフバランスの推進

		170003		石川県		-		結婚・子育て		子育て・教育		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド		妊娠中から３歳未満程度の未就園児を持つ家庭が近隣の保育所等で「マイ保育園」に登録した場合、保育所の機能を活かした育児体験や育児相談、一時預かりといった子育て支援を受けられる。 バアイ		健康福祉部少子化対策監室 ケンコウ フクシブ ショウシカ タイサク カン シツ		076-225-1421		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド								マイ保育園登録制度		マイ保育園登録制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ		預かり保育サービス（一時預かり、夜間預かりなど）の利用料金の一部として利用可能な子育て応援サービス券を新生児一人につき1万円分支給。 アズ ホイク イチジ アズ ヤカン アズ リヨウ リョウキン イチブ リヨウ カノウ コソダ オウエン ケン シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ								子育て応援サービス支援事業		子育て応援サービス支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		2人以上の児童が保育園（認定子ども園を含む）または幼稚園に同時入園している時、第2子は基準月額の半額、第3子は無料。 ニンイジョウ ジドウ ホイクエン ニンテイ コ エン フク ヨウチエン ドウジ ニュウエン トキ ダイ コ キジュン ゲツガク ハンガク ダイ コ ムリョウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン		・育児での悩みや疑問の相談に応じたり、子育てサークルの育成・支援など、子育てを支援。「親子ふれあいランドあい・あい・あい」は商業施設内にあり、利便性が高い。
・子育て支援センターを市内７カ所に設置。 イクジ ナヤ ギモン ソウダン オウ コソダ イクセイ コソダ シエン オヤコ ショウギョウ シセツ ナイ リベンセイ タカ コソダ シエン シナイ ショ セッチ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン								地域子育て支援		地域子育て支援

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育てを手助けしたい会員と、手助けしてもらいたい会員をマッチングさせ、一時預かりなどの相互援助活動を行う制度。 コソダ テ ダス カイイン テ ダス カイイン イチジ アズ ソウゴ エンジョ カツドウ オコナ セイド		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0761-58-4342		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯入学祝金交付事業		第３子以降の子が、小学校、中学校、高等学校（１８歳までに専門的な学校への入学を含む）の各種学校へ入学するときに、養育者に祝金（商品券）を交付。第３子以降の子１人につき１０万円分。 カクシュ ガッコウ シャ エンブン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122		多子世帯入学祝金交付事業								多子世帯入学祝金交付事業		多子世帯入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ		町立小学校に入学した児童を養育し、小学校入学日を基準として1年前から本町に住所を有する保護者等に児童1人について、2万円の現金交付 チョウリツ ショウガッコウ ニュウガク ジドウ ヨウイク ショウガッコウ ニュウガク ビ キジュン ネンマエ ホンチョウ ジュウショ ユウ ホゴシャ トウ ジドウ ヒト マンエン ゲンキン コウフ		教育文化課 キョウイク ブンカ カ		0767-76-2808		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ								小学校入学祝金交付事業		小学校入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン		チャイルドシート１台購入につき１万円を上限に補助。児童（６歳未満）１人につき２回まで申請可。ただし町内に住所を有すること、同一世帯内に町税等の滞納者がいないことが条件 ダイ コウニュウ マンエン ジョウゲン ホジョ ジドウ サイミマン リ カイ シンセイ カ チョウナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ナイ チョウゼイ トウ タイノウシャ ジョウケン		総務課 ソウムカ		0767-74-1234		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン								チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市病児・病後児保育事業		病児等／通学中の児童、未就園児）が病気回復期であり、安静を要するために集団保育の困難な期間において保護者が仕事・傷病・冠婚葬祭などにより保育が出来ない場合の「子育てを支援する制度」です。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)		都留市病児・病後児保育事業								都留市病児・病後児保育事業		都留市病児・病後児保育事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ふれあい子育てサロン事業		皆と一緒に遊びながら親も子も友達作りで子育てを楽しむサロンや託児型のサロンなど、家にこもりがちな就園前の育児期間のお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)		ふれあい子育てサロン事業								ふれあい子育てサロン事業		ふれあい子育てサロン事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		幼稚園・保育所で、専門のスタッフによるお楽しみプログラムの実施や子育ての不安や疑問等何でも相談できる子育て相談など、子育てのお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)		子育て支援センター事業								子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ほっとステーション（子育て相談）事業		子どもさんの発達やしつけ、栄養、予防接種のことなど子育ての悩み、また、お母さんや家族の体と健康などの相談に応じます。		健康推進課
保健・予防担当 ケンコウ スイシンカ ホケン ヨボウ タントウ		0554-46-5113
(内線125)		ほっとステーション（子育て相談）事業								ほっとステーション（子育て相談）事業		ほっとステーション（子育て相談）事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		「子育ての手助けをしてほしい」「子育てのお手伝いをしたい」という人が、依頼会員・提供会員・両方会員のいずれかの会員に登録し、互いに助け合いながら育児の援助活動を地域において会員間で行う事業です。		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0554-43-1330		ファミリー・サポート・センター事業								ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		学生アシスタント・ティーチャー制度		学と市内の小中学校が連携し、児童・生徒の放課後指導や学習をサポートします。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)		学生アシスタント・ティーチャー制度								学生アシスタント・ティーチャー制度		学生アシスタント・ティーチャー制度

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市高校生資格取得費補助金交付		市内の高等学校に在学する生徒の資格取得に対する機運を高めるため、決められた資格の取得のための経費を一部補助します。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)		都留市高校生資格取得費補助金交付								都留市高校生資格取得費補助金交付		都留市高校生資格取得費補助金交付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび興譲館事業		子どもたちが体験学習を通じて、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくよう、各塾を開催しています。（H26年度は7塾） カク ネン ド ジュク		学びのまちづくり課
生涯学習担当 マナ カ ショウガイガクシュウタントウ		0554-43-1111
(内線218)		のびのび興譲館事業								のびのび興譲館事業		のびのび興譲館事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品支給事業		子育て用品購入券の支給（指定店で購入する、おむつ(紙おむつ、布おむつ)・おしりふき用ウェットティッシュ・粉ミルクが対象）。子ども１人につき１万円。 シテイ テン コウニュウ タイショウ コ ニン マンエン		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111		子育て用品支給事業								子育て用品支給事業		子育て用品支給事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業		保育園、幼稚園、小学校などに通うお子さん（生後６か月から小学３年生まで）が病気の時、または病気の回復期で集団保育が困難な期間、医療機関の専用保育室でお預かりが可能。 セイゴ ゲツ ショウガク ネンセイ カノウ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111		病児・病後児保育事業								病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校（１１校）に６人のＡＬＴ（英語指導助手）と３人のＪＴＥ（日本人英語指導助手）を配置。小学校低学年は１５時間、中学年は２０時間、高学年は３５時間の英語教育（活動）を実施。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0553-22-1111		小学校英語教育（教育課程特例校制度）								小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校英語教育（教育課程特例校制度）

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン		児童が父母以外の親族により養育されている場合、養育者に児童１人目は月額１万円、２人目以降は月額５千円を、児童が１８歳になった日以降最初の３月まで支給する。 ジドウ フボ イガイ シンゾク ヨウイク バアイ ヨウイクシャ ジドウ ヒト メ ゲツガク マンエン ヒト メ イコウ ゲツガク セン エン ジドウ サイ ヒ イコウ サイショ ガツ シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン								桃太郎応援助成金		桃太郎応援助成金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン		母子・父子世帯等の児童が入進学した場合、小学校・中学校入学時それぞれ１人１万円を支給する。 ボシ フシ セタイ トウ ジドウ ニュウ シンガク バアイ ショウガッコウ チュウガッコウ ニュウガク ジ ヒトリ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン								母子・父子世帯等小中学校入進学祝金		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート事業 ジギョウ		「育児の援助を受けたい人」「育児の援助を行いたい人」が会員になり、保育園・幼稚園の送迎、時間外や休日の預かり等地域で助け合う組織。 イクジ エンジョ ウ ヒト イクジ エンジョ オコナ ヒト カイイン ホイクエン ヨウチエン ソウゲイ ジカンガイ キュウジツ アズ ナド チイキ タス ア ソシキ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		ファミリー・サポート事業 ジギョウ								ファミリー・サポート事業		ファミリー・サポート事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ		児童センターは地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設。放課後児童クラブでは保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に、授業終了後適切な遊び場を提供する。 ジドウ チイキ コ ケンゼン タノ アソ テイキョウ シセツ ホウカゴ ジドウ ホゴシャ シゴト ヒルマ カテイ ジドウ ジュギョウ シュウリョウ ゴ テキセツ アソ バ テイキョウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ								児童センター・放課後児童クラブ		児童センター・放課後児童クラブ

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン		公認の私立幼稚園に通園している３～５歳児の市内在住の保護者に、保育料の一部を助成する。 コウニン シリツ ヨウチエン ツウエン サイ ジ シ ナイ ザイジュウ ホゴシャ ホイクリョウ イチブ ジョセイ		教育課
学校教育担当 キョウイクカ ガッコウ キョウイク タントウ		0551-22-1111
(内線263,264)		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン								私立幼稚園就園奨励費補助金		私立幼稚園就園奨励費補助金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ		市内の保育園・幼稚園・小学校に通い、生後6ケ月～小学3年までの「病気・病気の回復期」にある児童で、当制度利用可の医師診断があり、保護者が市内に勤務し家庭での保育が困難な場合に児童をお預かりする保育所 シナイ ホイクエン ヨウチエン ショウガッコウ カヨ セイゴ ツキ ショウガク ビョウキ ビョウキ カイフク キ ジドウ セイド リヨウ カ イシ シンダン ホゴシャ シナイ キンム カテイ ホイク コンナン バアイ ジドウ アズ ホイク ジョ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ								病児・病後児保育所		病児・病後児保育所

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		あるぷキッズ支援事業		発達障害や、発達に心配があるお子さんと保護者を継続して総合的に支援。保育園・幼稚園・学校への専門職支援チームによる巡回支援、あるぷキッズ支援室相談等、保護者支援のためのペアレント・トレーニング等を実施 トウ トウ		こども福祉課		0263-33-4767		あるぷキッズ支援事業								あるぷキッズ支援事業		あるぷキッズ支援事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん事業		生後4ヵ月までの乳児のいる全家庭を、各地区の民生・児童委員等がプレゼントを持って訪問し、母子に関する様々な悩みをお聞きする等、乳児家庭と地域をつなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援する事業 サマザマ ナド		こども福祉課		0263-33-4767		こんにちは赤ちゃん事業								こんにちは赤ちゃん事業		こんにちは赤ちゃん事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		子育ての相互援助を行うファミリー・サポート事業の会員の中で、必要な場合は登録制により、年末年始を除く毎日、通常の受付時間を延長して、7時から20時まで援助の申込みが可能 カノウ		こども育成課		0263-34-3261		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）								緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサポーター訪問事業		自宅での一時保育等を希望する家庭に支援者が訪問して、育児援助や家事援助を行います。		こども育成課		0263-34-3261		子育てサポーター訪問事業								子育てサポーター訪問事業		子育てサポーター訪問事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業利用料助成金		子育ての経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭など低所得世帯に対して、ファミリー・サポート事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の半額を助成		こども育成課		0263-34-3261		子育て支援事業利用料助成金								子育て支援事業利用料助成金		子育て支援事業利用料助成金

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児ママヘルプサービス		核家族等で育児協力者が得らない方や多胎で出産された方等、育児が困難な家庭に助産師を派遣し、育児支援を行います。		健康づくり課		0263-34-3217		育児ママヘルプサービス								育児ママヘルプサービス		育児ママヘルプサービス

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ		核家族で実家の遠い市民や家庭での育児が不安な市民が、出産後、赤ちゃんと一緒に宿泊し、育児の支援を受けられる施設 カクカゾク ジッカ トオ シミン カテイ イクジ フアン シミン シュッサン ゴ アカ イッショ シュクハク イクジ シエン ウ シセツ		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ								子育て支援施設ゆりかご		子育て支援施設ゆりかご

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン		同一世帯で2人以上の児童が保育園・幼稚園に入園している場合の減免制度		保育課 ホイク カ		0268-23-5132		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン								保育料減免		保育料減免

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		昼間家庭に保護者のいない児童の生活の場の提供		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0268-23-5101		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ								放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		交流文化芸術センター・市民美術館		子ども達の感性や創造力を磨くとともに、市の文化の育成や創造によって、賑わいと活力につなげる複合施設(10月開館予定)。美術館では「子どもｱﾄﾘｴ」を設置し幼児教育を中心としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施予定 イクセイ フクゴウ シセツ ガツ カイカン ヨテイ ビジュツカン コ セッチ ヨウジ キョウイク チュウシン ジッシ ヨテイ		交流文化芸術センター コウリュウ ブンカ ゲイジュツ		0268-23-5219		交流文化芸術センター・市民美術館								交流文化芸術センター・市民美術館		交流文化芸術センター・市民美術館

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ		１８歳未満の子どもがいる家庭にお配りするカードを提示すると、協賛店で割引やプレゼントなどのサービスを受けることが可能 サイミマン コ カテイ クバ テイジ キョウサン テン ワリビキ ウ カノウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ								ながの子育て家庭優待パスポート		ながの子育て家庭優待パスポート

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		市内に４か所ある子育て支援センターは、親子で楽しく遊ぶ、親と子のふれあいの場。保育士の遊びの提供や育児相談等 シナイ ショ コソダ シエン オヤコ タノ アソ オヤ コ バ ホイクシ アソ テイキョウ イクジ ソウダン トウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321		子育て支援センター コソダ シエン								子育て支援センター		子育て支援センター

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援します！育児家庭応援		５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420		子育て応援します！育児家庭応援								子育て応援します！育児家庭応援		子育て応援します！育児家庭応援

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		入学おめでとう！入学お祝い		５月１日現在で大町市に住所がある７歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		教育委員会
学校教育課		0261-22-0420		入学おめでとう！入学お祝い								入学おめでとう！入学お祝い		入学おめでとう！入学お祝い

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ		第３子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化		子ども課 コ カ		0269-62-3111		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ								第3子以降保育料無料化		第3子以降保育料無料化

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		下諏訪町から子育て応援カードの交付を受け、提示することにより協賛店舗等による独自のサービスが受けられます。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)		子育て応援カード								子育て応援カード		子育て応援カード

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育てふれあいセンター		お子さん、お孫さんをお連れの方に来所していただき、自由に遊んでいただける施設です。		子育てふれあいセンター		0266-27-5244		子育てふれあいセンター								子育てふれあいセンター		子育てふれあいセンター

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		仕事や家庭の都合で子どもを預かってほしい方と、子育てを支援したい方が共に会員になって、有料でサポートする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237		ファミリー・サポート・センター事業												0		追加 ツイカ

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立保育園　一時保育		保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保育をする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237		町立保育園　一時保育												0		追加 ツイカ

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		子育て・教育		飯島町の子育て支援事業（各種）		「子は地域の宝」、“産声から高校卒業まで”一貫した子育て支援を実施。合言葉は、“いいじま町deいい子育て♪”主な事業：高校3年生まで医療費補助、第２子以降の保育料大型優遇、１年生にランドセル贈呈ほか ジッシ オモ ジギョウ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ホジョ ダイ シ イコウ ホイク リョウ オオガタ ユウグウ ネンセイ ゾウテイ		教育委員会子ども室
健康福祉課保健医療係 キョウイク イインカイ コ シツ ケンコウ フクシカ ホケン イリョウ カカ		0265-86-3111		飯島町の子育て支援事業（各種）								飯島町の子育て支援事業（各種）		飯島町の子育て支援事業（各種）

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		子育て・教育		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン		１８歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金と。生坂保育園３歳児クラス以上の保育料を補助するもの サイ ミマン コサマ カテイ スイドウ チョウカ リョウキン イクサカ ホイクエン サイ ジ イジョウ ホイクリョウ ホジョ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン								健やかに産み育む子育て支援金		健やかに産み育む子育て支援金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ		保育園児の給食費負担金を全額村費負担		保育園 ホイクエン		026-269-3585		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ								保育園児給食費軽減事業		保育園児給食費軽減事業

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ		高校在学保護者の負担軽減のために、通学費等を助成。高校在学者一人当たり年額3万6千円 コウコウ ザイガク ホゴシャ フタン ケイゲン ツウガク ヒ トウ ジョセイ コウコウ ザイガク シャ ヒトリ ア ネンガク ６０００ エン		教育委員会 キョウイク イインカイ		026-269-3146		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ								高校生通学費等助成事業		高校生通学費等助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		保育料を、国が定める徴収基準額から平均３５．７％（平成２６年度）軽減します。また、保育園等に子を２人以上同時に入園させている場合、第２番目の児童の保育料を６割軽減、第３番目以降の児童を無料とします。 トウ ホイク リョウ		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7096		保育園保育料の軽減								保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金資金貸付制度事業		高校・大学、専修学校への修学者に対する奨学金貸付制度です。
（高校３６万円・大学、専修学校６０万円）を年間限度額以内で貸し付けします。		教育企画課 キョウイク キカク カ		0573-66-1111		奨学金資金貸付制度事業								奨学金資金貸付制度事業		奨学金資金貸付制度事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		高校生バス通学運賃補助事業		遠距離通学する高校生の通学費負担を軽くするため、バス通学定期券の購入費用の一部を補助します。
（購入金額から１カ月あたり８千円を差し引いた額の１／３）		 定住推進課		0573-66-1111		高校生バス通学運賃補助事業								高校生バス通学運賃補助事業		高校生バス通学運賃補助事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		子育て世帯への支援として小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を半額、三人目以降を全額助成
。またすべての保育園、幼稚園児については給食費の１／３を助成		民生部
健康福祉課
教育委員会
学校教育課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0575-33-1122

0575-35-2711
		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援								保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		子育て・教育		恵那市奨学奨励金交付事業		平成25年度から貸与した、恵那市奨学資金を借りて就学した方が恵那市に定住し生活の拠点として確認ができた場合、奨学資金返済（償還）金に対する奨励金、年間120,000円（返済金の2分の1）を交付します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		恵那市奨学奨励金交付事業								恵那市奨学奨励金交付事業		恵那市奨学奨励金交付事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園教育の一層の充実を図るため、市立小学校附属幼稚園にお子さんを通園させている保護者の方に、保育料の減免を行います。		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）								幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		土岐市内に在住し、市外の私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）								幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		子育て・教育		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		同一世帯で１８歳未満のお子さんを３人以上養育している場合、保育所等保育料を無料化にします。 ドウイツ セタイ サイミマン コ ニンイジョウ ヨウイク バアイ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ								第三子以降の保育所等保育料無料化		第三子以降の保育所等保育料無料化

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		子育て・教育		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ		「子育て世代に安心して郡上に住んでいただき、たくさんのお子さんを産み育ててほしい」という願いから、平成２５年４月２日以降生まれの第３子以上の子を対象に、小学校入学前まで毎年１０万円の共通商品券を給付		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0575-67-1817		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ								がんばれ子育て応援事業		がんばれ子育て応援事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、入所している児童が３歳以上児で第３子以降の場合は保育料が無料となります。 ホイクリョウ		福祉部
児童福祉課 フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0576-52-2882		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ								第3子保育料無料		第3子保育料無料

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		子育て支援事業の一環として、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校低学年（１～３年生）を対象に、遊びや集団生活、指導を通じ、児童の健全育成を図ることを目的に「放課後児童クラブ」を開設する。		子育て支援センター コソダ シエン		058-387-0561		放課後児童クラブ運営事業								放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料 ホイクリョウ		５歳児の保育料について他の自治体より低い金額設定になっている。徴収基準により１ヶ月２，６００円～１４，３００円 サイジ ホイクリョウ タ ジチタイ ヒク キンガク セッテイ チョウシュウ キジュン ツキ エン エン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111		保育料 ホイクリョウ								保育料		保育料

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ		小学生５年生までの児童を、放課後や長期休暇期間中、保護者に代わって一時的に預かる。 ショウガクセイ ネンセイ ジドウ ホウカゴ チョウキ キュウカ キカンチュウ ホゴシャ カ イチジテキ アズ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ								放課後児童クラブ事業		放課後児童クラブ事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ		民間保育所に対し重度及び軽度の障害児の保育に要する経費の一部を助成し、保育所による障害児の受け入れを支援。 タイ ジュウド オヨ ケイ ショウガイジ ホイク ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ホイク ショ ショウガイジ ウ イ シエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ								障害児保育事業		障害児保育事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		保育料国徴収基準に対し、約３０％を軽減。 ホイクリョウ クニ チョウシュウ キジュン タイ ヤク ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ								児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		同時に保育所・幼稚園・認定こども園に入所している児童の２人目にあたる保育料を半額、３人目以降無料。 ドウジ ホイク ショ ヨウチエン ニンテイ エン ニュウショ ジドウ ニン メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ								児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てカレンダー		各課が実施あるいは掌握している子育て支援に関する情報を一元化し、カレンダー形式に整理して情報発信することで、子どもの成長と子育てを支援する。 カク カ ジッシ ショウアク コソダ シエン カン ジョウホウ イチゲンカ ケイシキ セイリ ジョウホウ ハッシン コ セイチョウ コソダ シエン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		子育てカレンダー								子育てカレンダー		子育てカレンダー

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいのひろば事業 ジギョウ		地域の公民館・公会堂を活用し、児童及びその保護者の交流、育児相談、育児に関する情報提供等を行うことにより、子育てを地域全体で見守る雰囲気を醸成するとともに、子育て家庭の育児の負担を軽減する。 チイキ コウミンカン コウカイドウ カツヨウ ジドウ オヨ ホゴシャ コウリュウ イクジ ソウダン イクジ カン ジョウホウ テイキョウ トウ オコナ コソダ チイキ ゼンタイ ミマモ フンイキ ジョウセイ コソダ カテイ イクジ フタン ケイゲン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		つどいのひろば事業 ジギョウ								つどいのひろば事業		つどいのひろば事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ		中心市街地に児童の健全な遊び場及び保護者等の交流の場として「こども館」を設置・運営。プレイルーム「ぼるね」は、運動科学の先進国デンマークの最新体育理論に基づいて開発された安全な遊具を整備 チュウシン シガイチ ジドウ ケンゼン アソ バ オヨ ホゴシャ トウ コウリュウ バ カン セッチ ウンエイ ウンドウ カガク センシンコク サイシン タイイク リロン モト カイハツ アンゼン ユウグ セイビ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ								こども館運営事業		こども館運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク		待機児童の解消を目的に、家庭的保育者に居宅そのほかの場所において、保育を行う。 タイキ ジドウ カイショウ モクテキ カテイテキ ホイクシャ キョタク バショ ホイク オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク								家庭的保育事業（保育ママ）		家庭的保育事業（保育ママ）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ		子どもに係る相談窓口として、児童に係る悩みや発達の相談、個々のニーズに合った子育て支援サービスについての情報提供等を行い、他部署と連携し解決に導く支援を行う専門の相談員を窓口に設置。 マドグチ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ								子育てコンシェルジュの設置		子育てコンシェルジュの設置

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ		小学校に就学している概ね10歳未満の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、放課後適切な遊びと生活の場を与え健全な育成を図る。（市内15カ所に設置） ショウガッコウ シュウガク オオム サイ ミマン ジドウ ホゴシャ ロウドウナド ヒルマ カテイ シャ ホウカゴ テキセツ アソ セイカツ バ アタ ケンゼン イクセイ ハカ シナイ ショ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ								放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ		市北部の伊久美地区の豊かな自然の中での体験学習を通して、人との関わり方、自然のすばらしさの実感、自分で考える力を育てるため、小学３年生以上の児童を対象に実施。 シ ホクブ イクミ チク ユタ シゼン ナカ タイケン ガクシュウ トオ ヒト カカ カタ シゼン ジッカン ジブン カンガ チカラ ソダ ショウガク ネンセイイジョウ ジドウ タイショウ ジッシ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ								サタデーオープンスクール事業		サタデーオープンスクール事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド		小規模校（少人数）の良さを生かし、伊久美地区の豊かな自然環境の中で子どもを学ばせたい、学びたいという就学希望者に、通学区域にとらわれず、ある一定の条件をもとに入学を許可する。 ショウキボ コウ ショウニンズウ ヨ イ イクミ チク ユタ シゼン カンキョウ ナカ コ マナ マナ シュウガク キボウシャ ツウガク クイキ イッテイ ジョウケン ニュウガク キョカ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド								小規模特認校制度		小規模特認校制度

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		子どもの読書活動推進のため、7ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して絵本１冊、おすすめ絵本リストなどを贈呈する。 コ ドクショ カツドウ スイシン ゲツ ジ ケンコウ ソウダン サンカ ニュウジ ホゴシャ タイ エホン サツ エホン ゾウテイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		キッズブック事業 ジギョウ		ブックスタート事業を受けて、セカンドブック事業として３歳児検診に参加した乳児とその保護者に絵本を贈呈する。（用意した３冊から一冊を選んでいただく。） ジギョウ ウ ジギョウ サイジ ケンシン サンカ ニュウジ ホゴシャ エホン ゾウテイ ヨウイ サツ イッサツ エラ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226		キッズブック事業 ジギョウ								キッズブック事業		キッズブック事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ		幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループを主体に読み聞かせを行う。 ヨウジ ショウガッコウ テイガクネン コ エホン シタ シュタイ ヨ キ オコナ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ								紙芝居と絵本の読み聞かせ		紙芝居と絵本の読み聞かせ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		おはなし宅配便 タクハイビン		幼児から本に親しむきっかけをつくるため、図書館員が幼稚園、保育園に出かけてお話し会をひらく。 ヨウジ ホン シタ トショカン イン ヨウチエン ホイクエン デ ハナ カイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226		おはなし宅配便 タクハイビン								おはなし宅配便		おはなし宅配便

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		読書通帳 ドクショ ツウチョウ		図書館システムが保管する貸し出し記録を読書通帳機で記帳することにより子どもの読書を推進する。 トショカン ホカン カ ダ キロク ドクショ ツウチョウ キ キチョウ コ ドクショ スイシン		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226		読書通帳 ドクショ ツウチョウ								読書通帳		読書通帳

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ		小学４～６年生を対象に、宿泊活動やボート下りなどの活動を通して、心身ともに健やかでたくましく成長するよう、他校児童との交流や異年齢児童との集団活動を実施する。 ショウガク ネンセイ タイショウ シュクハク カツドウ クダ カツドウ トオ シンシン スコ セイチョウ タコウ ジドウ コウリュウ イ ネンレイ ジドウ シュウダン カツドウ ジッシ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ								少年育成教室「しまだガンバ！」		少年育成教室「しまだガンバ！」

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ		０歳児をもつ親を対象に、子どもの「生きる力」を養う家庭教育の支援を図る。 サイジ オヤ タイショウ コ イ チカラ ヤシナ カテイ キョウイク シエン ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ								乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ		１～３歳児をもつ親を対象に、家庭において子どもの教育を十分に行うための知識、技能、態度等について集団学習の機会を提供し、地域社会の連帯性を培うことにより家庭教育の質の向上を図る。 サイジ オヤ タイショウ カテイ コ キョウイク ジュウブン オコナ チシキ ギノウ タイドトウ シュウダン ガクシュウ キカイ テイキョウ チイキ シャカイ レンタイセイ ツチカ カテイ キョウイク シツ コウジョウ ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ								乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ		１～３歳児をもつ親子を対象に、体操や工作をしながら親子が一緒に触れ合える機会を提供する。 サイジ オヤ コ タイショウ タイソウ コウサク オヤコ イッショ フ ア キカイ テイキョウ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ								親子ふれあい講座		親子ふれあい講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ		２～９歳児をもつ親に対して、子どものしつけの方法を学び、より良い親子関係を築くため、講座を開催する。 サイ ジ オヤ タイ コ ホウホウ マナ ヨ オヤコ カンケイ キズ コウザ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ								幼児・児童を持つ親の講座		幼児・児童を持つ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ		０～６歳児をもつ親に対して、家庭教育における子育てのノウハウを習得するための勉強会を全６回開催する。 サイ ジ オヤ タイ カテイ キョウイク コ ソダ シュウトク ベンキョウ カイ ゼン カイ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ								乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ		親が思春期の子どもの心・身体を理解し、対応の仕方、子どもへの声掛けを学び、親子のコミュニケーションを円滑に行えるようにする。 オヤ シシュンキ コ ココロ シンタイ リカイ タイオウ シカタ コ コエ カ マナ オヤコ エンカツ オコナ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ								思春期の子をもつ親の講座		思春期の子をもつ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ		子育て支援及び女性の積極的な社会参加を促すため、講座・講演会に類する事業の主催者に対して子どもを預かる託児員を派遣する コソダ シエン オヨ ジョセイ セッキョクテキ シャカイ サンカ ウナガ コウザ コウエンカイ ルイ ジギョウ シュサイシャ タイ コ アズ タクジ イン ハケン		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ								託児員派遣事業		託児員派遣事業

		222101		静岡県		富士市 フジシ		結婚・子育て		子育て・教育		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン		女性の社会参画促進に向けた保育制度の充実をめざし、一定の要件を満たした事業者が保育施設を設定する場合、対象経費の1/3、限度額1000万円まで補助をする。 ジョセイ シャカイ サンカク ソクシン ム ホイク セイド ジュウジツ イッテイ ヨウケン ミ ジギョウシャ ホイク シセツ セッテイ バアイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク マン エン ホジョ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0545-55-2778		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン								事業所内保育施設整備費補助金		事業所内保育施設整備費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費		市内にお住まいで私立幼稚園に就園している3歳児・4歳児・5歳児の保育料及び入園料に対して補助する。 ナイ ホジョ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914		就園奨励費								就園奨励費		就園奨励費

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		リフレッシュ・一時保育		市内に住所を有する就学前の児童を対象に、保護者の病気、出産による入院、家族の介護や看病、冠婚葬祭、就職活動、学校行事等の社会的理由及び私的理由により一時的に児童を保育する。 ナイ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914		リフレッシュ・一時保育								リフレッシュ・一時保育		リフレッシュ・一時保育

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て環境の向上のため、居住する住宅の新築工事や増築工事・リフォーム工事に対して、補助金を交付する事業（新築工事については、木造住宅のみ）。補助率：補助対象経費の1/10の額以内（15万円を限度）		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		子育て応援！住宅整備事業補助金								子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て応援！住宅整備事業補助金

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		乳幼児から読み聞かせの大切さを家庭でも実行するためのブックスタート事業として、１歳６か月健診で絵本の配布をする。		生涯学習課		055-973-0351		ブックスタート								ブックスタート		ブックスタート		0

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清水町ファミリー・サポート・センター		「子育てを応援したい人」と「子育てを応援してほしい人」が会員になり、支えあって育児の援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を支援し、地域社会全体で安心してゆとりある子育てができる環境づくりを目指す ササ		子育て総合支援センター コソダ ソウゴウ シエン		055-972-2712		清水町ファミリー・サポート・センター								清水町ファミリー・サポート・センター		清水町ファミリー・サポート・センター		0

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ		児童手当受給児童一人当たり10,000円の支給（2,100人） ジドウ テアテ ジュキュウ ジドウ ヒトリ ア エン シキュウ ニン		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ								子育て世帯臨時特例給付金給付事業		子育て世帯臨時特例給付金給付事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		結婚・子育て		子育て・教育		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド		市内認可保育所・幼稚園を一体的に運用。3歳以上児のみ入園要件撤廃。基本保育料（給食費含）を低負担化（10階層、4～5歳児：0～8,600円、3歳児：0～10,000円、0～2歳児：0～28,100円） シナイ ニンカ ホイク ショ ヨウチエン イッタイテキ ウンヨウ サイ イジョウ ジ ニュウエン ヨウケン テッパイ キホン ホイクリョウ キュウショク ヒ フク テイフタンカ カイソウ サイ ジ エン サイ ジ エン サイ ジ エン		市民福祉部
こども未来課 シミン フクシ ブ ミライ カ		0536-23-7622		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド								新城版こども園制度		新城版こども園制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		おむつ代助成 ダイ ジョセイ		３歳までの乳幼児のおむつ代2,500円／月を支給 サイ ニュウヨウジ ダイ エン ツキ シキュウ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519		おむつ代助成 ダイ ジョセイ								おむつ代助成		おむつ代助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ		２km以上のバス通園児定期代の補助 イジョウ ツウ エンジ テイキ ダイ ホジョ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ								保育園児通園費補助		保育園児通園費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学児童の定期代の補助 イジョウ ツウ ジドウ テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ								小学生遠距離通学助成		小学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学生徒の定期代の補助 イジョウ ツウ セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ								中学生遠距離通学助成		中学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ		自宅から高校へバス通学している生徒の定期代４０％の補助 ジタク コウコウ ツウガク セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ								高校生通学費補助		高校生通学費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド		町外に通学するために下宿等をする高校生に対して３万円／月（無利子）の貸付を実施（町外で保護者とは別に下宿等する方に限る）。※保健師や看護師等の資格取得のための修学資金貸付も有 マチ ソト ツウガク ゲシュク トウ コウコウセイ タイ マンエン ツキ ムリシ カ ツ ジッシ マチ ソト ホゴシャ ベツ ゲシュク トウ カタ カギ ホケン シ カンゴシ トウ シカク シュトク シュウガク シキン カ ツ ア		企画課 キカク カ		0536-62-0514		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド								修学資金貸付制度		修学資金貸付制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ		私立高等学校へ通う生徒１人12,000円／年以内の補助（保護者が町内に住所を有する方に限る） シリツ コウトウ ガッコウ カヨ セイト ニン エン ネン イナイ ホジョ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ カギ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ								私立高等学校等授業料補助		私立高等学校等授業料補助

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド		通学費と私立高校授業料を補助する制度があります ツウガク ヒ シリツ コウコウ ジュギョウリョウ ホジョ セイド		教育課 キョウイクカ		0536-76-0509		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド								高校生への補助制度		高校生への補助制度

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子子育て応援券交付事業		子どもが生まれると3万円分の子育て用品購入券を交付。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184		とばっ子子育て応援券交付事業								とばっ子子育て応援券交付事業		とばっ子子育て応援券交付事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費助成事業		満６歳未満の子どものためにチャイルドシート等を購入する場合、１万円の助成券を交付。 コウフ		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184		チャイルドシート等購入費助成事業								チャイルドシート等購入費助成事業		チャイルドシート等購入費助成事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子カード事業		とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることのできる仕組み。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184		とばっ子カード事業								とばっ子カード事業		とばっ子カード事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所・幼稚園２人目からは無料		幼稚園及び保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料は無料。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184		保育所・幼稚園２人目からは無料								保育所・幼稚園２人目からは無料		保育所・幼稚園２人目からは無料

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校に通学する生徒にかかる通学費や下宿費（下宿費は離島在住者のみ）の一部を助成。		教育委員会
総務課庶務係		0599-25-1262		高等学校通学費等補助金交付制度								高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校通学費等補助金交付制度

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		子育て・教育		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ		園児が摂る給食（昼食）が無料 エンジ ト キュウショク チュウショク ムリョウ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ								保育園での給食費が無料		保育園での給食費が無料

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		子育て・教育		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ		子育て世代の親子を支援します。
赤ちゃんから保育所未就園児までのお子さんとその保護者の遊び場として利用いただけます。
保育士が常駐、育児相談も行います。 コソダ セダイ オヤコ シエン アカ ホイク ショ ミシュウエンジ コ ホゴシャ アソ バ リヨウ ホイクシ ジョウチュウ イクジ ソウダン オコナ		御浜町子育て支援室		05979-3-0336		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ								御浜町子育て支援室		御浜町子育て支援室

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金		チャイルドシートの購入に要する経費の２分の１（限度額１万円）の助成		福祉課		0735-33-0339		チャイルドシート購入補助金								チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン		経済的に困窮している世帯（家庭）の勉強に意欲のある高校生や大学生に奨学金を給付。月額（高校生など：５，０００円、大学生など１０，０００円） ケイザイテキ コンキュウ セタイ カテイ ベンキョウ イヨク コウコウセイ ダイガクセイ ショウガクキン キュウフ ゲツガク コウコウセイ エン ダイガクセイ エン		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0772-69-0620		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン								京丹後市奨学金		京丹後市奨学金

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援券交付事業		お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。応援券は､有料の一時預かりや産後の育児・家事支援､予防接種、タクシー利用などに利用できます。 コサマ タンジョウ セタイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

		子育て応援券交付事業								子育て応援券交付事業		子育て応援券交付事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン		市立幼稚園に通う園児の保育料が無料です。		教育委員会　　　管理課		0791-23-7142 

		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン								保育料軽減事業（公立幼稚園）		保育料軽減事業（公立幼稚園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン		私立幼稚園や保育園に通う3～5歳児には月額8000円を限度に支援します。		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン								保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園預かり保育事業		市立の6幼稚園で、4歳児と5歳児を対象に、月額5,000円で預かり保育を実施します。（通常保育終了後16時30分まで） ツウジョウ ホイク シュウリョウ ゴ ジ フン		教育委員会　　管理課		0791-23-7142 

		市立幼稚園預かり保育事業								市立幼稚園預かり保育事業		市立幼稚園預かり保育事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園で、火曜日・水曜日・木曜日の週3回、無料で給食を実施し、子どもたちの健康づくりに努めます。		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

		市立幼稚園給食の実施								市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園給食の実施

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化事業		市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に通う、市内在住の3～15歳の児童・生徒等を対象に給食費を無料化します。
 ヨウチエン ナド		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

		給食費無料化事業								給食費無料化事業		給食費無料化事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		子育て・教育		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		0歳～6歳までの乳幼児が2人以上いる世帯に対し、幼児2人同乗用自転車の購入費の一部を助成。購入費の1/2（上限額40,000円）を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業								幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで中学生以下のお子様をもつ家庭を対象に一人につき３万円を補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス チュウガクセイ イカ コサマ カテイ タイショウ ヒトリ マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド								子育て世帯定住応援補助制度		子育て世帯定住応援補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで、保育園・幼稚園に通うお子様をもつ保護者の方を対象に補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス ホイクエン ヨウチエン カヨ コ サマ ホゴシャ カタ タイショウ ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド										縁結び支援事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド		市内の高等学校に通学し通学距離が１０ｋｍを超える生徒の保護者を対象に２５，０００円を補助（在学期間中一度限り） シナイ コウトウ ガッコウ ツウガク ツウガク キョリ コ セイト ホゴシャ タイショウ エン ホジョ ザイガク キカンチュウ イチド カギ		企画課 キカク カ		079-552-5106		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド								遠距離通学費補助制度		遠距離通学費補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド		市内の高等学校に公共交通を利用して通学し、定期乗車券の月額料金のうち１５，０００円を超える部分について補助 シナイ コウトウ ガッコウ コウキョウ コウツウ リヨウ ツウガク テイキ ジョウシャケン ゲツガク リョウキン エン コ ブブン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド								公共交通機関利用者補助制度		公共交通機関利用者補助制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ		１８歳未満の子どもを１人以上養育している家庭に、市内協賛店にてさまざまな特典を受けることができる「ゆめるんカード」を発行。 サイミマン コ ニン イジョウ ヨウイク カテイ ハッコウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ								子育て応援優待カード（ゆめるんカード）		子育て応援優待カード（ゆめるんカード）

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園している３歳児、４歳児、５歳児で義務教育修了前の兄姉からかぞえて第２子以降の児童について、保育料無料。 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン サイジ サイジ サイジ ギム キョウイク シュウリョウ マエ アニ アネ ダイ コ イコウ ジドウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉課
学校教育課 フクシ カ ガッコウ キョウイク カ		0799-44-3002
0799-37-3018		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ								保育料第２子以降無料		保育料第２子以降無料

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園していない４月１日現在、満３、４、５歳の子どもを保育している保護者に、月額５千円を助成するほか市内の温浴施設などを親子が無料で利用できる「子育て応援パスポート」を交付 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン ガツ ニチ ゲンザイ マン セン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ								在宅子育て応援事業		在宅子育て応援事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワイ キン		市内に住所を有する方で、小学校・特別支援学校の小学部の第１学年に新入学される児童の保護者を対象として、児童１人につき１万円を支給。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		入学祝金 ニュウガク イワイ キン								入学祝金		入学祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ		高速バスの利用による居住地からの通勤・通学を奨励するため、交通費の一部を助成。島外通勤者と島内通学者には負担額の２０％、島外通学者には３０％の助成。 コウソク リヨウ キョジュウチ ツウキン ツウガク ショウレイ コウツウヒ イチブ ジョセイ トウガイ ツウキンシャ トウナイ ツウガク シャ フタン ガク トウガイ ツウガク シャ ジョセイ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ								通勤・通学者交通費助成		通勤・通学者交通費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ		修学年限が２年以上の大学・短大・各種専門学校等で教育を受ける方の保護者で、市内の金融機関から借り入れた教育資金の利子の一部を補給。 シュウガク ネンゲン ネンイジョウ ダイガク タンダイ カクシュ センモン ガッコウ トウ キョウイク ウ カタ ホゴシャ シナイ キンユウ キカン カ イ キョウイク シキン リシ イチブ ホキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0799-37-3018		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ								まなび資金利子補給		まなび資金利子補給

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		結婚・子育て		子育て・教育		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ		淡路市から島外へ通学する大学、短大、専門学校生に対して通学費の一部を助成。(上限2万円) アワジシ トウガイ ツウガク ダイガク タンダイ センモン ガッコウ セイ タイ ツウガク ヒ イチブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ								淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業

		292010		奈良県 ナラケン		奈良市 ナラ シ		結婚・子育て		子育て・教育		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		パートナーの妊娠～出産、子どもが6歳になるまでに知っておきたいこと、おススメ遊びスポット、イベントなど、子育てに役立つ情報をパパ目線で1冊にまとめて、母子手帳交付時及び子育て中の希望者に配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ オヨ コソダ ナカ キボウシャ ハイフ		男女共同参画課 ダンジョ キョウドウ サンカク カ		0742-81-3100		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布								「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育		各小学校に併設されているプレジャールーム（学童保育室）にて、小学１年生から６年生まで利用可能な学童保育を行っています。		福祉課		0747
52-5501		学童保育								学童保育		学童保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		子供教育相談		専門のカウンセラーの先生による子育ての不安や悩みの相談を受付しています。		福祉課		0747
52-5501		子供教育相談								子供教育相談		子供教育相談

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談室　子育て支援センター		育児相談はもちろん、親の間での情報提供、子育てのリフレッシュができる場所を提供しています。		福祉課		0747
52-5501		育児相談室　子育て支援センター								育児相談室　子育て支援センター		育児相談室　子育て支援センター

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育		子供が病気の回復期でまだ学校／保育所に預けられない場合、看護師と保育士が一時的に病後児保育室にてお預かりします。		福祉課		0747
52-5501		病後児保育								病後児保育		病後児保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		二人目保育料割引制度		同時に二人以上のお子様が保育園に通っている場合、二人目は半額、三人目は無料となります。		福祉課		0747
52-5501		二人目保育料割引制度								二人目保育料割引制度		二人目保育料割引制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		乳幼児の７か月教室時に、一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡します。また、乳幼児向けブックリストを配布します。 ニュウヨウジ ヒトリ アカ エホン ヒラ タノ タイケン イッショ エホン テワタ ニュウヨウジ ム ハイフ		生涯学習課 シ		0736-22-0300(内線3016)		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		町内の小学校に通学する児童の保護者には、1食250円のうち50円、中学校に通学する生徒の保護者には、1食280円のうち60円を助成します。 チョウナイ ショウガッコウ ツウガク ジドウ ホゴシャ ショク エン エン チュウガッコウ ツウガク セイト ホゴシャ ショク エン エン ジョセイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3013)		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ								学校給食費の助成		学校給食費の助成

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ		共働き家庭や母子・父子家庭の小学生が、放課後安心して過ごせる環境をつくり、その健全育成を図るため、学童保育を実施します。 トモバタラ カテイ ボシ フシ カテイ ショウガクセイ ホウカゴ アンシン ス カンキョウ ケンゼン イクセイ ハカ ガクドウ ホイク ジッシ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ								学童保育の実施		学童保育の実施

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ		「かつらぎ町要保護及び準用保護児童生徒就学援助制度」の認定を受けている家庭は、学童保育料の免除もしくは減額を受けることができます。 ヨウホゴ オヨ ジュンヨウ ホゴ ジドウ セイト シュウガク エンジョ セイド ニンテイ ウ カテイ ガクドウ ホイク リョウ メンジョ ゲンガク ウ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ								学童保育促進事業		学童保育促進事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド		３人目以上の子どもを養育しておりそのうち３人目以降の児童が３歳未満の場合に支給する制度です。（手当５千円） ニンメ イジョウ コ ヨウイク ニンメ イコウ ジドウ サイ ミマン バアイ シキュウ セイド テアテ センエン		福祉課 フクシカ		0736-54-2019		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド								クローバー給付金制度		クローバー給付金制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド		チャイルドシートを購入する場合、一定の条件を満たせば購入金額の一部（購入費の二分の一、上限１５，０００円）を助成する制度です。 コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ コウニュウ キンガク イチブ コウニュウヒ ニブン イチ ジョウゲン エン ジョセイ セイド		地域防災課 チイキ ボウサイ カ		0736-54-2019		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド								チャイルドシート補助制度		チャイルドシート補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化		町内の保育所から中学校までの園児・児童・生徒の給食費を無料化。 チョウナイ		教育委員会 キョウイクイインカイ		0736-56-3050		給食費無料化								給食費無料化		給食費無料化

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料を無料化。		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000		第２子以降の保育料無料化								第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ		乳幼児１人につき１台限り、上限１万円を助成 ニュウヨウジ ニン ダイ カギ ジョウゲン マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ								チャイルドシート購入費用助成		チャイルドシート購入費用助成

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ		出生の最も早い者から数えて、第３番目以降の３歳児未満児の保育料を無料とする制度 シュッセイ モット ハヤ モノ カゾ ダイ バンメ イコウ サイジ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ セイド		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ								第３子以降で３歳未満児の保育料無料		第３子以降で３歳未満児の保育料無料

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ		小学生以下の子ども３人以上養育している家族に、小学校入学前の子どもが、「病児・病後児保育事業」「一時預かり事業」「子育て短期支援事業」「ファミリー･サポート・センター事業」等を利用した際の助成 ショウガクセイ イカ コ ニン イジョウ ヨウイク カゾク ショウガッコウ ニュウガク マエ コ ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ イチジ アズ ジギョウ コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ トウ リヨウ サイ ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ								第三子以上に係る育児支援助成事業		第三子以上に係る育児支援助成事業

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ		病気又は病気の回復期にある児童を医療機関併設施設において、一時的に預かる事業 ビョウキ マタ ビョウキ カイフクキ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ ジギョウ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ						1		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ		村内に居住する者の保育料を村が負担する制度。 ソンナイ キョジュウ モノ ホイク リョウ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ								若者定住促進事業／保育料の無料化		若者定住促進事業／保育料の無料化

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降の児童の保育料を免除する。 ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ メンジョ		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ								第3子以降保育料免除事業		第3子以降保育料免除事業

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パスポートを協賛店舗で提示すると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店は鳥取県内外合わせて２，３４０店以上。		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148		とっとり子育て応援パスポート								とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200円～800円）が必要。		鳥取県交通安全協会倉吉地区協会		0858-26-7115		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出								鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		市指定有料ゴミ袋支給		出生児に、市指定ごみ袋（大）100枚を支給。転入者は、0歳児は100枚を支給。１歳児は50枚を支給。無料での支給は、いずれも1回限り。対象：倉吉市に住所がある2歳未満の乳幼児 タイショウ		産業環境部 環境課		0858-22-8168		市指定有料ゴミ袋支給								市指定有料ゴミ袋支給		市指定有料ゴミ袋支給

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割引、敷金半額、クリーニング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世帯。 マタ		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業								倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		協賛店で、日帰温泉半額、ガソリン割引、洗車半額、クリーニング割引、ミルクのお湯提供、ポイントカード倍押し、飲物サービスなどの割引や特典が受けられます。対象は妊娠中又は18歳未満の児童がおられる保護者。 オンセン マタ		鳥取県福祉保健部 子育て王国推進局		0857-26-7148		とっとり子育て応援パスポート								とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせを行う。		倉吉市立図書館		0858-47-1183		ブックスタート事業								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		災害遺児手当		中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい者になった場合に支給します。支給月額は、児童1人につき2,000円		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100		災害遺児手当								災害遺児手当		災害遺児手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひとり親家庭 入学支度金		小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯）		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100		ひとり親家庭 入学支度金								ひとり親家庭 入学支度金		ひとり親家庭 入学支度金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助金		遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞以上、中学校片道６㎞以上。バス通学者3ヶ月定期券の3分の１相当額×８０％。その他の通学方法は小学生月額1200円、中学生月額1500円。 ナマ		教育委員会事務局 学校教育課		0858-22-8166		遠距離通学費補助金								遠距離通学費補助金		遠距離通学費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市奨学資金		学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方50,000円３ヶ月毎に貸与。無利子		教育委員会事務局 教育総務課		0858-22-8165		倉吉市奨学資金								倉吉市奨学資金		倉吉市奨学資金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県医師養成確保奨学金		将来、県内の病院等に医師として従事しようとする学生に対し、修学上必要な資金を貸付る「医師養成確保奨学金制度」を創設。卒業後所定の期間、県内の病院等で勤務した場合は返還免除。月額10～12万円。無利子。		鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医療人材確保室		0857-26-7195		鳥取県医師養成確保奨学金								鳥取県医師養成確保奨学金		鳥取県医師養成確保奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		中部ふるさと奨学金		＜条件＞鳥取短期大学本科に学籍を有している方又は入学を許可された方で、親権者が鳥取中部ふるさと広域連合を構成する市町に在住する方。＜内容＞奨学金は授業料の半額から全額相当額の範囲		鳥取短期大学 学生課		0858-26-1811		中部ふるさと奨学金								中部ふるさと奨学金		中部ふるさと奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県大学等進学資金助成金		大学へ進学した者のため教育資金を借入した方や専修学校等へ進学した方のため教育資金を借入した方又は就職を断念し､大学へ進学した方のために教育資金を借入した方に金融機関からの借入金額に係る利子の一部を助成		鳥取県教育委員会事務局育英奨学室		0857-29-7145		鳥取県大学等進学資金助成金								鳥取県大学等進学資金助成金		鳥取県大学等進学資金助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		親子の遊びの場、子育て世代の交流の場として、無料で利用できます。子育て相談員による育児相談も可能。 オヤコ アソ バ コソダ セダイ コウリュウ バ ムリョウ リヨウ コソダ ソウダンイン イクジ ソウダン カノウ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		子育て支援センター コソダ シエン								子育て支援センター		子育て支援センター

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		０歳児預かり事業		産後育児の中の母親が再度、就業するための育児就業両立支援の一環として、子育て支援センターにおいて0歳児を預かり保育する。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		０歳児預かり事業								０歳児預かり事業		０歳児預かり事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ		放課後や長期休業中、小学校低学年の使用希望のある児童を預ります。 ショウガッコウ テイガクネン シヨウ キボウ ジドウ アズカ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ								放課後児童クラブ「なかよし教室」		放課後児童クラブ「なかよし教室」

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		第1子が入所した場合：1/2の保育料、第2子：1/3、第3子以降：無償。 ダイ コ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ダイ コ ダイ コ イコウ ムショウ		にちなん保育園 ホイクエン		0859-82-0626		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン								保育料の減免		保育料の減免

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ		絵本との出会いを目的に、新生児に１人１０冊の絵本を誕生記念にプレゼント。 エホン デア モクテキ シンセイジ ニン サツ エホン タンジョウ キネン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ								新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		出生から３歳までの期間に使用される可燃ゴミ袋を、子育て支援の一環として無料で配布。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 								子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業		ファミリー・サポート・センターで登録された「引き受け会員」の中で必要な支援を提供できる会員を捜し、引き受けが可能となれば「お願い会員」に連絡し、保育サービスを提供します。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		ファミリーサポート事業								ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童が保育所に入所している場合、その3人目以降の保育料を無料とするもの。 サイ ミマン ジドウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6964		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ								第３子以降保育所保育料無料化事業		第３子以降保育所保育料無料化事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業		お子さまが病気の回復期であり、家庭や通っている保育所・幼稚園での保育が困難なときに、専用施設にて保育を行う事業です。利用料は1,500円/日（食事・おやつ代含む）です。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243		病後児保育事業								病後児保育事業		病後児保育事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		「学び舎ますだ」事業		地域ぐるみで子ども達の学力向上を図るため、市内の小中学生の希望者に対し、地域の先生か授業を行う「学び舎ますだ」を開設します。		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0856-31-0451		「学び舎ますだ」事業								「学び舎ますだ」事業		「学び舎ますだ」事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯について、第３子以降３歳未満の保育料を全額補助。延長保育、休日保育、障がい児保育、病後児保育（自園型）を実施。子育てを手伝ってほしい人に支援できる人も紹介します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0854-82-1600		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ								保育料の減免等		保育料の減免等

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		お子さまの人数に応じて町内保育所の減免がされます。
第２子：半額、第３子以降：無料（保育料は所得税等を元に算出されます。） コ ニンズウ オウ チョウナイ ホイク ショ ゲンメン ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ ホイク リョウ ショトクゼイ ナド モト サンシュツ		住民課 ジュウミンカ		0854-76-2213		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン								保育料減免		保育料減免

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		第1子・第2子は保育料を80%～75%軽減、第3子以降は無料 ダイ シ ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ダイ シ イコウ ムリョウ		健康福祉課
子育て支援係 ケンコウ フクシ カ コソダ シエン カカリ		0855-75-1932		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン								保育料軽減		保育料軽減

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン		学校給食の食材費の30%分を助成（小学校：個人負担1食200円、中学校個人負担1食220円） ガッコウ キュウショク ショクザイ ヒ ブン ジョセイ ショウガッコウ コジン フタン ショク エン チュウガッコウ コジン フタン ショク エン		教育委員会
学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0855-75-1217		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン								学校給食費の軽減		学校給食費の軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン		０歳～18歳まで60,000円/年/人(5,000円/月)
１５歳～１８歳120,000円/年/人(10,000円/月) サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ		村民福祉課 ソンミン フクシカ		08514-8-2211		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン								子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		３子目から全額無料または１/２です。 コ メ ゼンガク ムリョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン								保育料負担軽減		保育料負担軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		育児奨励金として２子目まで５０万円、３子目以降１００万円を支給します。
（ただし、支給については出産より１年間継続して本村に住所を有した場合とします。） イクジ ショウレイキン コ メ マン エン コ メ イコウ マン エン シキュウ シキュウ シュッサン ネンカン ケイゾク ホンムラ ジュウショ ユウ バアイ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		大 ダイ		赤ちゃん2人目まで50万円、3人目は100万円 アカ リ メ マン エン ニン メ マンエン				育児奨励金		育児奨励金

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド		同時に2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目以降の保育料が無料になります。
また、同時に入所していない場合も、第3子以降の児童については、保育料を軽減します。 ドウジ ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ドウジ ニュウショ バアイ ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ ケイゲン		福祉課 フクシ カ		08512-2-8577		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド								保育料軽減制度		保育料軽減制度

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド		選考会で貸与が決定した者に、入学してから卒業するまで毎月5万円を貸与します。
卒業後、5年以内に本町に居住し、引き続き5年以上居住した場合は奨学資金の返還が免除されます。 センコウカイ タイヨ ケッテイ モノ ニュウガク ソツギョウ マイツキ マンエン タイヨ ソツギョウゴ ネン イナイ ホンチョウ キョジュウ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ バアイ ショウガク シキン ヘンカン メンジョ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド								隠岐の島町定住奨学資金貸与制度		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		昼間保護者のいない家庭のお子さん（小学校１～６年の就学児童）を市内８７カ所の専用の施設で預かり、育児と仕事などの両立を支援します。運営は各クラブの運営委員会に委託しています。 シナイ ショ ウンエイ カク ウンエイ イインカイ イタク		子育て支援課 コソダ シエン カ		086-426-3314		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）								放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ		複数の子どもが同時に保育所に入所している場合、保育料が安くなる。また、４人以上の子どもがいる場合は、４人目以降の保育料が無料になる。 フクスウ コ ドウジ ホイク ショ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ヤス ニンイジョウ コ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		こども課 カ		0867-72-6115		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ								保育料に対する支援事業		保育料に対する支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児１人につき、チャイルドシート１台の購入費用を助成する（上限１万円）。 ニュウヨウジ ニン ダイ コウニュウ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		こども課 カ		0867-72-6115		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ								チャイルドシート購入費助成事業		チャイルドシート購入費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後、仕事などで保護者が家庭にいない子どもを預かり、保育する。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946		放課後児童クラブ設置及び育成事業								放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後児童クラブ設置及び育成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		
保護者の仕事や急な用事・病気など、家庭での子育て負担軽減などのため、一時的な保育をする。
		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946		一時保育事業								一時保育事業		一時保育事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園児預かり保育		幼稚園に通園している園児に対して、降園時から午後６時まで預かり保育をする。		総務学務課 ソウム ガク ム カ		0869-34-3460		幼稚園児預かり保育								幼稚園児預かり保育		幼稚園児預かり保育

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ		保護者の就業状況によらず就学前教育を受けられる体制づくりを行うとともに、子どもの育ちに必要な集団を行う環境を整備するもの。現在５園、今年度１園整備予定。 ゲンザイ エン コンネンド エン セイビ ヨテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0867-42-1054		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ								認定こども園の整備事業		認定こども園の整備事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート助成金 キン		勝央町に居住する乳幼児のいる世帯の世帯主に対して、チャイルドシートを購入した場合に、助成金を支給します。ただし、支給は1世帯に1回限りとします。助成金の支給の額は、1世帯につき上限を1万円とします。		総務部		0868-38-3111		チャイルドシート助成金 キン								チャイルドシート助成金		チャイルドシート助成金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児激励		生活保護世帯（に準ずると町長が認めた場合）に●入学激励金：1人につき５０，０００円●卒業激励金：１人につき５０，０００円●保護者死亡見舞金：１人につき５０，０００円を支給。 シキュウ		税務住民部		0868-38-3115		遺児激励								遺児激励		遺児激励

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央町立勝央中学校に在籍する生徒。生徒の体力向上とともに自転車通学の推進を図ることを目的とし、
在籍中一度のみ、生徒１人の申請につき10,000円を支給する。		教育振興		0868-38-1752		勝央中学校通学自転車購入助成金								勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央中学校通学自転車購入助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ		市立三次中央病院では小児救急医療拠点病院事業として24時間365日の小児救急診察を実施 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン ショウニ キュウキュウ イリョウ キョテン ビョウイン ジギョウ ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ ジッシ		市立三次中央病院 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン		0824-65-0101		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ								24時間365日小児救急診察		24時間365日小児救急診察

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン		同じ世帯から保育所のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め，第2子以降の保育料を軽減。第3子目以降の児童が保育所に入所されている場合は，保育料を減額 オナ セタイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ リヨウ ジドウ サンテイ タイショウ ニンズウ フク ダイ シイコウ ホイクリョウ ケイゲン		子育て支援部
保育課保育係 ホイク カ ホイク カカリ		0824-62-6147		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン								第2子以降保育料負担軽減		第2子以降保育料負担軽減

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		第３子以降が、同時入所の有無に関わらず無料 ウム		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		保育料減免								保育料減免		保育料減免

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		市内に住民登録のある子どもを対象に，定員に空きのある保育所で受け入れ実施		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		一時保育

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		小学校1～3年生他を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保
・保護者負担金：月3,000円（月4,000円８月のみ）、・保険料：年800円		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		放課後児童クラブ

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート		育児を応援してほしい人(依頼会員)と，育児を応援したい人(提供会員)が会員になり，相互に関わり合って，安心して子育てをするための相互援助活動。必要に応じて子どもの預かり等を行う		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		ファミリーサポート

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター		子育て家庭や地域の皆さんが気軽に集い交流できる場で，子育てに関する相談・子育て情報の提供・子育て家庭の友だち作りや交流の場の提供，子育てサークルの活動支援などを行っている。市内9ヶ所に設置		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		子育て支援センター

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド		市内に一定期間居住することを要件とした奨学金の返還免除制度を実施 シナイ イッテイ キカン キョジュウ ヨウケン ショウガクキン ヘンカン メンジョ セイド ジッシ		教育委員会総務学事課
 キョウイク イインカイ		0827-59-2185		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド								奨学金返還免除制度		奨学金返還免除制度

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育		満1歳以上から小学校3年生までの保育所・幼稚園・小学校に在籍している病気または病気の回復期にある児童の保育する事業		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148		病児・病後児保育								病児・病後児保育		病児・病後児保育

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		小学校1～3年生を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保する事業。【保護者負担金】月～金曜日利用：3,000円／月～土曜日利用：3,500円。※早朝利用で500円追加，延長利用で500円追加。 ジギョウ		教育委員会生涯学習課 キョウイク イインカイ		0827-53-5800		放課後児童クラブ								放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		同一世帯の２人以上の就学前児童が保育園等に入所している場合、最年長児が全額負担、次の年長児が半額負担、その他の児童が無料。		福祉保健部児童課		0829-30-9154		保育料減免								保育料減免		保育料減免

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時的保育		1歳以上，午前8時30分～午後5時。
保育料1日あたり3歳未満児2,000円，3歳以上児1,600円。		福祉保健部児童課		0829-30-9154		一時的保育								一時的保育		一時的保育

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児保育室		病気にかかっていたり回復期にあって，安静にする必要がある子どもを一時的に預かる。		福祉保健部児童課		0829-30-9154		病児保育室								病児保育室		病児保育室

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童館管理運営事業		健全な遊び場を与え、情操を豊かにし、安心安全な居場所を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153		児童館管理運営事業								児童館管理運営事業		児童館管理運営事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		留守家庭児童会		小学校1年生から3年生までの児童で，保護者が就労等の事情により昼間家庭にいない児童を対象（小学校4年生から6年生についても、要件に該当する場合は利用可能）に生活の場を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153		留守家庭児童会								留守家庭児童会		留守家庭児童会

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		育児・介護等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が育児・介護等の相互援助を行う会員組織（有償ボランティア）。		福祉保健部児童課		0829-30-9153		ファミリーサポートセンター事業								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		育児不安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を行う。		福祉保健部児童課		0829-30-9153		地域子育て支援センター事業								地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時預かり事業		通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単位で子どもを預かる。
対象6ヶ月～小学校3年生。時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金300円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283		一時預かり事業								一時預かり事業		一時預かり事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児預かり事業		病気回復期の子どもで，集団保育が困難な場合や保護者の都合で，保育ができない場合に子どもを預かる。
時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金500円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283		病後児預かり事業								病後児預かり事業		病後児預かり事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		申請に基づき，保育料および幼稚園授業料（給食費を含む）を第2子以降について全額免除		児童育成課
学校教育課		0826-28-1969
0826-22-1212		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業								第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育または私的理由による保育を町内4保育所・こども園で実施。1時間当たり0歳700円，1～2歳400円，3歳210円，4歳以上180円 ジッシ		児童育成課		0826-28-1969		一時保育事業								一時保育事業		一時保育事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		町内2か所（加計認定こども園あさひ内・認定こども園とごうち内）に設置。育児相談，在宅の親子の支援を実施。ママのリフレッシュ講座等楽しい講座も実施。【開設】月～金曜日の午前9時～午後2時		児童育成課		0826-28-1969		子育て支援センター事業								子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシート購入・レンタル費用について，上限1万円を助成
ベビーシート（0か月～6か月），ジュニアシート（満3歳～6歳頃）については，無償貸し出し		児童育成課		0826-28-1969		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業								チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所通園費補助事業		町内に住所を有する者で通園距離が片道4㎞以上ある場合申請に基づき補助
※ただし，通勤経路分は除く。【補助額】1㎞当たり月額500円		児童育成課		0826-28-1969		保育所通園費補助事業								保育所通園費補助事業		保育所通園費補助事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		母親学級支援事業		母親学級参加助成事業（他施設の母親学級参加費の助成）		健康づくり課		0826-22-0196		母親学級支援事業								母親学級支援事業		母親学級支援事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		新生児・乳児等家庭訪問		保健師による新生児・乳児等への訪問を実施
保健師による妊婦訪問・産婦訪問		健康づくり課		0826-22-0196		新生児・乳児等家庭訪問								新生児・乳児等家庭訪問		新生児・乳児等家庭訪問

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援各種相談・教室		乳幼児健康相談（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）、聞こえと言葉の相談（言語聴覚士）、お陽さま相談（発達支援相談員）、妊婦交流会（妊婦教室）、もぐもぐランド（離乳食教室）などを実施		健康づくり課		0826-22-0196		子育て支援各種相談・教室								子育て支援各種相談・教室		子育て支援各種相談・教室

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		小学1年～6年生を対象に放課後，児童が安全で安心して過ごせる場所を提供。【開館】平日：午後0時～午後7時、土曜日：午前8時～午後6時。【利用料】月4回まで１回300円、月5回以上は月額1,500円		児童育成課		0826-28-1969		放課後児童クラブ運営事業								放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室		町内4校で小学1年～6年生を対象に，地域の方の協力を得て，小学校の空き教室等を利用し，安全安心な居場所として学習や交流事業等を行う。		生涯学習課		0826-22-1212		放課後子ども教室

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ		児童手当とは別に支給。乳幼児一人につき月額5,000円【条件】小学校入学前の乳幼児を養育している人。 ジドウ テアテ ベツ シキュウ ニュウヨウジ ヒトリ ゲツガク ０００エン ジョウケン ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウヨウジ ヨウイク ヒト		福祉課 フクシカ		0846-62-0302		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ								子育て支援手当		子育て支援手当

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診14回の費用と妊婦健診交通費の一部を助成 ニンプ ケンシン カイ ヒヨウ ニンプ ケンシン コウツウヒ イチブ ジョセイ		保健衛生課 ホケン エイセイカ		0846-62-0303		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ								妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）の保育料の半額を助成又は補助する。諸要件あり。		子育て支援課		0847‐25‐0295		保育所（園）保育料等補助事業								保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）保育料等補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園において、入園料及び年間保育料の合計金額から、国庫補助金（就園奨励費補助金）を引いた保護者負担額の1/2を助成する。		世羅町教育委員会学校教育課		0847‐22‐0548		私立幼稚園子育て支援補助金事業								私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園子育て支援補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援小学校入学祝い金支給事業		小学校入学１年生の児童の保護者へ，その児童が第1子の場合10万円，第2子20万円，第3子以降30万円を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		子育て支援小学校入学祝い金支給事業								子育て支援小学校入学祝い金支給事業		子育て支援小学校入学祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料半額免除		第3子以降の児童の保育料が半額となります。		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335		第3子以降保育料半額免除								第3子以降保育料半額免除		第3子以降保育料半額免除

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所給食米代を無料化		保育所の給食米代が無料化になりました。 ホイク ショ キュウショク コメ ダイ ムリョウカ		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335		保育所給食米代を無料化								保育所給食米代を無料化		保育所給食米代を無料化

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン		保育所徴収金を国基準額から減額。
保育園に同時に２人以上通園する場合、２人目以降に係る保育料無料。 ホイク ショ チョウシュウ キン クニ キジュン ガク ゲンガク ホイクエン ドウジ ニン イジョウ ツウエン バアイ ニン メ イコウ カカ ホイクリョウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン								子育て支援（保育園）		子育て支援（保育園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン		私立幼稚園に同時に2人以上通園する場合、2人目以降に係る保育料無料。（保育園と併用の場合も適用） ムリョウ ホイクエン ヘイヨウ バアイ テキヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン								子育て支援（幼稚園）		子育て支援（幼稚園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ		学業に必要な資金の貸付（要件有）。①高等学校、専修学校の高等課程15,000円/月②高等専門学校15,000円/月③大学、短期大学、専修学校の専門課程35,000円/月 カシツケ ヨウケン アリ ツキ ツキ ツキ		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0833-45-1866		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ								奨学金の貸与		奨学金の貸与

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもを守る予防接種事業		「おたふくかぜ」の予防接種にかかる経費を助成します。 ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0827-24-3751		こどもを守る予防接種事業								こどもを守る予防接種事業		こどもを守る予防接種事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ		同一世帯の就学前児童が保育所に2人以上入所している場合、保育料の負担を2人目以降無料化 ドウイツ セタイ シュウガクマエ ジドウ ホイク ショ ニンイジョウ ニュウショ バアイ ホイク リョウ フタン ニン メ イコウ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ								保育料同時入所2人目以降無料化事業		保育料同時入所2人目以降無料化事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ		「少年の主張弁論大会」での小学生発表者には関西方面への研修、中学生の上位優秀者には海外語学研修に参加することができる。 ショウネン シュチョウ ベンロン タイカイ ショウガクセイ ハッピョウシャ カンサイ ホウメン ケンシュウ チュウガクセイ ジョウイ ユウシュウシャ カイガイ ゴガク ケンシュウ サンカ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ								那賀町を愛する心プロジェクト		那賀町を愛する心プロジェクト

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		通学補助 ツウガク ホジョ		那賀高等学校の遠距離通学生に通学費の一部を補助。また、自転車通学生には１回に限り、購入費の一部を補助 ナカ コウトウ ガッコウ エンキョリ ツウガク ツウガク ヒ イチブ ホジョ ジテンシャ ツウガクセイ カイ カギ コウニュウ ヒ 1 ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106		通学補助 ツウガク ホジョ								通学補助		通学補助

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		町内の幼保施設の３．４．５歳児を対象として英語教育を実施。英語指導員１名。 チョウナイ ヨウホ シセツ サイ タイショウ エイゴ キョウイク ジッシ エイゴ シドウイン メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ								幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		小学生に対する英語教育の拡充。町内３小学校へ英語の加配教諭として、臨時教諭１名。 ショウガクセイ タイ エイゴ キョウイク カクジュウ チョウナイ ショウガッコウ エイゴ カハイ キョウユ リンジ キョウユ メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ								小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ		保護者の負担軽減を行うため、給食費の一部を助成。また、地産地消の一環として、小・中学校の給食に地場の食材の使用回数を増やす。 ホゴシャ フタン ケイゲン オコナ キュウショクヒ イチブ ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ								小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ		小学校１年生～小学校３年生までの児童を、長期休暇時に預かる。 ショウガッコウ ネン セイ ショウガッコウ ネン セイ ジドウ チョウキ キュウカジ アズ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ								子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一世帯から２人以上通所・通園している第２子以降を対象に、「保育料」の自己負担を原則無料とする。 シナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ ツウショ ツウエン ダイ シ イコウ タイショウ ホイクリョウ ジコ フタン ゲンソク ムリョウ		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ ガッコウ キョウイク カ		0875-23-3962
0875-54-5710		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ								就学前第２子以降の保育料無料化		就学前第２子以降の保育料無料化

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		子育て・教育		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ		産前産後や病気療養等に家事・育児等が困難な家庭にヘルパーを派遣し必要な援助を実施。（自己負担有） サンゼン サンゴ ビョウキ リョウヨウ トウ カジ イクジ トウ コンナン カテイ ハケン ヒツヨウ エンジョ ジッシ ジコ フタン アリ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ								エンゼルヘルパー派遣事業		エンゼルヘルパー派遣事業

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		国の定める徴収基準額に対する市保育料の適用率を、概ね75％で調整することにより、保護者の負担軽減を図る。 クニ サダ チョウシュウ キジュン ガク タイ シ ホイク リョウ テキヨウ リツ オオム チョウセイ ホゴシャ フタン ケイゲン ハカ		女性児童福祉課		0897-56-5151 内線:2336		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン								保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センターとうおん		安心して子育てができるように子育てを助けてほしい人たちと、それに協力する人たちが相互に助け合う制度。（登録制、有料） アンシン コソダ コソダ タス ヒト キョウリョク ヒト ソウゴ タス ア セイド トウロクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		ファミリー・サポート・センターとうおん								ファミリー・サポート・センターとうおん		ファミリー・サポート・センターとうおん

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク		乳幼児及び小学１～３年生の子どもが病気回復の際、保護者の就労等の理由により、病気中の子を家庭で保育できない場合に、専門施設で看護師や保育士が一時的にお預かりする保育。（事前登録・予約制、有料） ニュウヨウジ オヨ ショウガク ネンセイ コ ビョウキ カイフク サイ コ ジゼン トウロク ヨヤクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク								ジョイルーム（病後児保育）		ジョイルーム（病後児保育）

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン		子どもの成長や相談、支援の内容等を記録することで、継続した支援を受けられるようにする。 コ セイチョウ ソウダン シエン ナイヨウ ナド キロク ケイゾク シエン ウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン								とうおんし子育て支援ファイル「きらり」		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から同期間に2人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯について、2人目は保育料に0.5を乗じて得た額、3人目以降は無料。 ドウイツ セタイ ドウ キカン ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ヨウチエン トウ ニュウショ セタイ ニン メ ホイクリョウ ジョウ エ ガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ								保育料の助成		保育料の助成

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		保育所に入所していない満1歳から小学校就学前までの幼児を対象に、リフレッシュなどを含め、利用可能。 ホイク ショ ニュウショ マン サイ ショウガッコウ シュウガクマエ ヨウジ タイショウ フク リヨウ カノウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ								一時保育事業		一時保育事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		同一世帯で、兄姉児が保育所等（幼稚園及び認定こども園等含む）に入所している場合における弟妹児の保育料無料。 ドウイツ セタイ アニ アネ コ ホイク ジョ トウ ヨウチエン オヨ ニンテイ エン トウ フク ニュウショ バアイ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		保育幼稚園課 ホイク ヨウチエン カ		088-823-4012		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ								同時入所の弟妹児保育料無料		同時入所の弟妹児保育料無料

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		・２人以上の入所児童：２子に係る保育料の２分の１
・１８歳未満を養育３人以上：第３子以降の入所児童が５歳未満の場合、無料 バアイ		学校保育課 ガッコウ ホイク カ		0887-22-1111室戸市(代)		保育料減免								保育料減免		保育料減免

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン		・対象者：出産の１年以上前から室戸市の住民である母親または、親族
※詳細に関しましてはお問い合わせください タイショウ シャ シュッサン ネン イジョウ マエ ムロトシ ジュウミン ハハオヤ シンゾク		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0887-22-3100		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン								室戸市すこやか子育て祝い金		室戸市すこやか子育て祝い金

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン		・公立保育所での児童の受け入れ。現在、待機児童なしで希望者全員の受け入れが可能。・子育てに関する各種相談事業を実施。①子育て支援センターを開設②新生児家庭訪問事業③一時保育の実施 コウリツ ホイク ショ ジドウ ウ イ ゲンザイ タイキ ジドウ キボウシャ ゼンイン ウ イ カノウ コソダ カン カクシュ ソウダン ジギョウ ジッシ コソダ シエン カイセツ シンセイジ カテイ ホウモン ジギョウ イチジ ホイク ジッシ		福祉事務所		0880-82-1118		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン								子育て・教育支援		子育て・教育支援

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド		高校・短大・大学等への進学を考えている方のために、無利子の奨学資金を用意。①高等学校等：月額13,000円以内②短大・専門学校等：月額30,000円以内③大学・大学院等：月額40,000円以内 コウコウ タンダイ ダイガク トウ シンガク カンガ カタ ムリシ ショウガク シキン ヨウイ コウトウ ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ タンダイ センモン ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ ダイガク ダイガクイン トウ ゲツガク エン イナイ		学校教育課		0880-82-1116		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド								奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		子育て・教育		保育助成金 ホイク ジョセイキン		就学前の子どもを含む子が３人以上あり、町に１年以上住所を有しかつ居住し、引き続き土佐町に居住する意思のある方に支給。第３子以降につき就学前年度まで年額６０，０００円(年度途中からの場合は月割)。 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717		保育助成金 ホイク ジョセイキン								保育助成金		保育助成金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育 ガクドウ ホイク		就労等により保育が困難な家庭の児童に対して実施。
対象：越知小学校1年生～4年生 シュウロウ トウ ホイク コンナン カテイ ジドウ タイ ジッシ タイショウ オチ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		学童保育 ガクドウ ホイク								学童保育		学童保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ		3人目以降の児童生徒にかかる給食費を支給。
対象：越知小中学校に3人以上在学している子どもがいる家庭 ニン メ イコウ ジドウ セイト キュウショクヒ シキュウ タイショウ オチ ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイガク コ カテイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ								給食費扶助		給食費扶助

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育 エンチョウ ホイク		越知保育園で午後6時まで実施。 オチ ホイクエン ゴゴ ジ ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		延長保育 エンチョウ ホイク								延長保育		延長保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		預かり保育 アズ ホイク		越知幼稚園で午後5時30分まで実施。 オチ ヨウチエン ゴゴ ジ フン ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		預かり保育 アズ ホイク								預かり保育		預かり保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育園、幼稚園に同時に入園している場合、2人目半額、3人目無料 ホイクエン ヨウチエン ドウジ ニュウエン バアイ ニン メ ハンガク ニン メ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン								保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		児童（18歳に達する日以降最初の３月31日までの間にある者）を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳未満児の保育料無料 ジドウ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン								保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		・子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導・越知保育園での一時預かり・なかよしひろば コソダ カテイ ホゴシャ ジドウ トウ タイ ソウダン シドウ オチ ホイクエン イチジ アズ		越知保育園 オチ ホイクエン		0889-26-2141		子育て支援センター コソダ シエン								子育て支援センター		子育て支援センター

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ		・育児に関する様々な相談指導
・親同士の交流 ソダ カン サマザマ ソウダン シドウ オヤ ドウシ コウリュウ		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ								育児相談・親子ふれあいサロン		育児相談・親子ふれあいサロン

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出 カシダシ		生後9ケ月までの乳児に無料貸し出し セイゴ ゲツ ニュウジ ムリョウ カ ダ		総務課 ソウムカ		0889-26-1111		ベビーシート貸出 カシダシ								ベビーシート貸出		ベビーシート貸出

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ		小学校新入学児童に一人につき10,000円支給 ショウガッコウ シン ニュウガク ジドウ ヒトリ エン シキュウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ								入学祝い金支給		入学祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		児童（18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者）を3人以上養育している多子世帯の第3子以降3歳未満の児童の幼稚園又は届出認可外保育施設の保育料を助成。		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ								多子世帯保育料助成事業		多子世帯保育料助成事業

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン		①高校またはこれと同程度の学校の奨学生月額２万円以内
②大学またはこれと同程度の学校の奨学生月額３万円以内		教育委員会　　学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0880-55-3190		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン								黒潮町宮川奨学資金		黒潮町宮川奨学資金

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		多子出産祝い金事業		筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満たしている場合に、祝い金として10万円を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		多子出産祝い金事業								多子出産祝い金事業		多子出産祝い金事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健診費用補助事業 		妊婦健康診査補助券14回分を補助します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231		妊婦健診費用補助事業 								妊婦健診費用補助事業 		妊婦健診費用補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（希望者）		生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情報提供などを実施します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231		赤ちゃん訪問事業（希望者）								赤ちゃん訪問事業（希望者）		赤ちゃん訪問事業（希望者）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（全員）		生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報提供などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123		赤ちゃん訪問事業（全員）								赤ちゃん訪問事業（全員）		赤ちゃん訪問事業（全員）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ		保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付します。 ホゴシャ イクジ ヅカ カイショウ キュウビョウ ダンゾクテキ キンム トモナ イチジテキ ホイク ジッシ ホイク ショ ホジョキン コウフ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ								一時保育補助事業		一時保育補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサークルの支援などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 								子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育事業  		就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施します。		筑後保育所		0942-53-5406		休日保育事業  								休日保育事業  		休日保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援助、病気や産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123		ファミリー・サポート・センター事業								ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業  		仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって保育を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017		学童保育事業  								学童保育事業  		学童保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児一時預かり事業 		生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育できない場合に一時預かりを実施します。 セイゴ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017		病児一時預かり事業 								病児一時預かり事業 		病児一時預かり事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業  		私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市民税額に応じて変動）		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017		幼稚園就園奨励事業  								幼稚園就園奨励事業  		幼稚園就園奨励事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		少人数学級編成事業 		小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038		少人数学級編成事業 								少人数学級編成事業 		少人数学級編成事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別教育支援事業 		特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038		特別教育支援事業 								特別教育支援事業 		特別教育支援事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金事業 		高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒を対象に、奨学金を3年間無償で給付します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038		奨学金事業 								奨学金事業 		奨学金事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ		子育て中の忙しい方にほっとひといきできるようなリフレッシュ法と教養講座（託児あり） コソダ チュウ イソガ カタ ホウ キョウヨウ コウザ タクジ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ								ママリフレッシュ＆教養講座		ママリフレッシュ＆教養講座

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ		子育て中の方にも住民健診・講演会等に気軽に参加していただけるよう無料の託児サービスを実施（予約制） コソダ チュウ カタ ジュウミン ケンシン コウエンカイ トウ キガル サンカ ムリョウ タクジ ジッシ ヨヤクセイ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ								住民検診・講演会等の託児サービス		住民検診・講演会等の託児サービス

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		10か月検診時に赤ちゃんに絵本をプレゼント! ゲツ ケンシン ジ アカ エホン		生涯学習課図書館係 ショウガイガクシュウカ トショカン カカリ		0943-77-3050		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市寺子屋 シ テラコヤ		児童向けに土曜日に市立図書館等で自学自習を行うもの。学習支援員（高校生ボランティア等）が学習の支援を行う。 ジドウ ム ドヨウビ シリツ トショカン トウ ガクシュウ シエン イン コウコウセイ トウ ガクシュウ シエン オコナ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950		うきは市寺子屋 シ テラコヤ								うきは市寺子屋		うきは市寺子屋

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン		小学校3年生～6年生対象。1年間、自然豊かな地域で四季を通じた体験と少人数での徹底した学習、宿泊施設での集団生活により、たくましい心や体を育める。留学費用は1か月4万円程度。 ショウガッコウ ネンセイ ネンセイ タイショウ ネンカン ユタ チイキ シキ ツウ タイケン ショウニンズウ テッテイ ガクシュウ シュクハク シセツ シュウダン セイカツ ココロ カラダ ハグク リュウガク ヒヨウ ゲツ マンエン テイド		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン								姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し補助金を交付。 シリツ ヨウチエン ザイエン エンジ ホゴシャ タイ ホジョキン コウフ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ								幼稚園就園奨励費補助		幼稚園就園奨励費補助

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ		地区自治協議会等に通学合宿実行委員会を組織し、子どもたちが、親元を離れ、共同生活をしながら学校へ通う体験活動。小学生約２０名を対象にコミュニティセンター等を利用して、２泊３日以上の日程で実施する。 チク ジチ キョウギカイナド ツウガク ガッシュク ジッコウ イインカイ ソシキ コ オヤモト ハナ キョウドウ セイカツ ガッコウ カヨ タイケン カツドウ ショウガクセイ ヤク メイ タイショウ トウ リヨウ ハク カ イジョウ ニッテイ ジッシ		コミュニティ支援係 シエン カカリ		0943-77-7476		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ								通学合宿事業		通学合宿事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ		・乳幼児対象の、身体測定、栄養・離乳食、育児、おっぱい相談等
・離乳食の基本、初期の離乳食に関する講座(託児あり) ニュウヨウジ タイショウ シンタイ ソクテイ エイヨウ リニュウショク イクジ ソウダン トウ カン コウザ タクジ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ								子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ		保育所年長児にランチョンマットを配布し、食育を推進する ホイク ショ ネンチョウジ ハイフ ショクイク スイシン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ								食育ランチョンマットの配布		食育ランチョンマットの配布

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ		親子で遊ぶ場や子育てに関する情報の提供、子育て相談や子育て支援講習会を開催し、子育てサークルの活動を支援。		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ								地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク		●延長保育実施保育所（7：30～19：003か所、7：00～19：002か所）
●一時預かり実施保育所2か所●休日保育実施保育所2か所 ショ ショ ショ ショ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク								延長保育・休日保育・一時保育		延長保育・休日保育・一時保育

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ		育児に関する研修を受けた市民による託児サービス イクジ カン ケンシュウ ウ シミン タクジ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ								ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学 シミン ダイガク		一般教養学部、いきいき学部、まちづくり学部、キャリアアップ学部、子ども未来学部の5つの学部で、豊かな生涯学習をサポート イッパン キョウヨウ ガクブ ガクブ ガクブ ガクブ コ ミライ ガクブ ガクブ ユタ ショウガイ ガクシュウ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343		うきは市民大学 シミン ダイガク								うきは市民大学		うきは市民大学

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク		鷹取登山、壱岐島夏休み感動体験、子ども議会、米粉パンづくり、親子陶芸等、郷土を愛し心豊かでたくましく生きる力を育成する コメコ オヤコ トウゲイ トウ キョウド アイ ココロ ユタ イ チカラ イクセイ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク								うきは市民大学「こども未来学部」		うきは市民大学「こども未来学部」

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる子育て世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス コソダ セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド								子育て世帯家賃補助制度		子育て世帯家賃補助制度

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ		子育て支援に資するため、平成19年7月から第３子以降の保育料を完全無料化している。条件等については問い合わせください。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ								第３子以降の保育園保育料完全無料化		第３子以降の保育園保育料完全無料化

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ		町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支援センター）等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。 トウ		教務課
健康福祉課 キョウム カ ケンコウ フクシ カ		0979-22-1944
0979-24-1123		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ								英会話ふれあい事業		英会話ふれあい事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ		市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロン隊）を作り、活動を展開しています。 シナイ ホイクエン ガッコウ ショクイク ジギョウ スイシン ナカ タフク タイ カツドウ テンカイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ								お多福エプロン隊による食育活動		お多福エプロン隊による食育活動

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中一貫教育の推進		市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に４・３・２制を導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227		小中一貫教育の推進								小中一貫教育の推進		小中一貫教育の推進

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		論語教育の推進		孔子の教えである「恕の心（思いやりの心）」の育成のため、学校ではその教えをまとめた「論語カルタ」を日々の教育の中に取り入れ、論語カルタ大会、論語検定試験（試験料は市費で支出。）などを行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227		論語教育の推進								論語教育の推進		論語教育の推進

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		子育て・教育		パパママ教室		歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催）		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106		パパママ教室								パパママ教室		パパママ教室

		422053		長崎県		大村市 オオムラシ		結婚・子育て		子育て・教育		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド		応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金として月額5万円を給付※給付型…返還の義務がないもの オオムラシ サダ ジュキュウ シカク スベ ガイトウ センコウ エラ モノ タイ ゲツガク マンエン キュウフ キュウフガタ ヘンカン ギム		教育総務課　 キョウイク ソウム カ		0957-53-4111(内線363)		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド								大村市給付型奨学金制度		大村市給付型奨学金制度

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		子育て・教育		松浦市立小中学校給食費補助金事業		市内に住所を有し、2人以上同時に小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者で給食費を納められた方を対象に、2人目以降の支払った給食費の2分の1を学期毎に補助金として交付		教育総務課		0956-72-1111(内線345)		松浦市立小中学校給食費補助金事業								松浦市立小中学校給食費補助金事業		松浦市立小中学校給食費補助金事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ		ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 ヨウ タイジュウケイ ユ オン ケイ ツキ ムリョウ カシダシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0959-72-6117		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ								育児用品の貸し出し		育児用品の貸し出し

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） コクミン ケンコウ ホケン ヒホケンシャ シュッサン ニン マンエン シキュウ フタゴ イジョウ ニンズウブン		市民課 シミンカ		0959-72-6112		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン										あさぎり町元気支援研修費補助事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ		就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等について一部助成。 シュウガク ケイザイテキ エンジョ ヒツヨウ カタ ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ タイショウ ガクヨウヒン キュウショクヒ トウ １ブ ジョセイ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ								就学援助費助成		就学援助費助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン		幼稚園就園費用の一部助成。（世帯の所得制限有） ヨウチエン シュウエン ヒヨウ イチブ ジョセイ セタイ ショトク セイゲン アリ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン								幼稚園就園補助金		幼稚園就園補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		子育て・教育		西海子育てあんしん応援事業		同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人目以降の保護者負担金を実質的に無料化する		こども課 カ		0959-37-0029		西海子育てあんしん応援事業								西海子育てあんしん応援事業		西海子育てあんしん応援事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を助成します。[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て） トウ コウニュウ ジ マン サイ ミマン ニュウヨウジ ヨウイク ホゴシャ カタ コウニュウ カカク ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ホジョリツ ゲンド ガク マンエン エン ミマン キリス		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ								チャイルドシート等購入費補助		チャイルドシート等購入費補助

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン		第３子以降の子・菊池市に１年以上住所を有する母から出生した子・または出生してから１年以上住所を有する子を養育する場合、保護者に対して支給する。(第３子以降の子へ10万円の支給）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-25-7214		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン								すくすく子宝祝金		すくすく子宝祝金

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ		町内に2ヶ所ある保育園の通常開所時間を過ぎる18時から19時の延長保育費用を町が全額助成しています。 チョウナイ ショ ホイクエン ツウジョウ カイショ ジカン ス ジ ジ エンチョウ ホイク ヒヨウ マチ ゼンガク ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ								延長保育費用の助成		延長保育費用の助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ		給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成しています。多子世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。 キュウショクヒ ホジョ ショウガッコウ ジドウ ニン ア ゲツガク ０００エン チュウガッコウ セイト ニン ア ゲツガク ６００エン ジョセイ タシ セタイ ダイ シ イコウ ジドウ セイト ゲツガク ０００エン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ								小中学校給食費補助		小中学校給食費補助

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン		第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 ダイ シ イコウ コ サイ ミマン ジ ホイク リョウ ムリョウ サイ イ ジョウ ジ ホイク リョウ ブン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン								多子世帯児童保育料の軽減		多子世帯児童保育料の軽減

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン		チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで コウニュウヒ ヨウ ゲンド ガク マンエン コ ヒトリ ニュウジヨウ ヨウジヨウ ガクドウヨウ タネ ルイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン								チャイルドシート購入費助成金		チャイルドシート購入費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン		納付した保育料の半額を助成 ノウフ ホイク リョウ ハンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0968-57-8503		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン								保育料助成金		保育料助成金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン		2,000円/月 エン ツキ		教育課 キョウイク カ		0968-57-8507		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン								小中学校給食費補助金		小中学校給食費補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		急な仕事や用事等がある場合、サポーターが保育園や幼稚園に迎えに行く、サポーターの自宅で預かるなど、困った時などにご利用できます。 キュウ シゴト ヨウジ トウ バアイ ホイクエン ヨウチエン ムカ イ ジタク アズ コマ トキ リヨウ		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ								ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ		子育て親子の交流の場・集いの場として週５日（月～金）開放しています。子育てに関してスタッフに気軽に相談でき、さまざまな情報を提供しています。
		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ								つどいの広場事業		つどいの広場事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ		子どもを出産されたお母さんを訪問して、子育ての悩みや不安をお伺いし、必要なサービスの提供・支援、情報提供を行っています。また、０～１８歳の子どもを持つ家庭の相談にも応じています。
		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		096-234-6123		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ								こんにちは赤ちゃん訪問事業		こんにちは赤ちゃん訪問事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気中（病児）又は病気回復期（病後児）にあるお子さんの育児を仕事等の都合により家庭でできない方のために、医療機関に併設された施設で一時的にお預かりします。
		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ								病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ		保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 ホゴシャ ロウドウ ヒルマ カテイ ジドウ タイ チョウナイ スベ ショウガッコウ ジドウ アズ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ								放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。（午前７時から午後７時まで対応） チョウナイ スベ ホイクエン ツウジョウ ホイク ジカン コ コ アズ エンチョウ ホイク ジッシ ゴゼン ジ ゴゴ ジ タイオウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ										農業後継者育成技術習得研修事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 チョウナイ シリツ ホイクエン エン イチジテキ ホイク デキ コ アズ イチジ ホイク ジッシ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ								一時保育事業		一時保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ		１８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 サイ ミマン コ ニンイジョウ バアイ ダイ シ イコウ マン サイ ネンド ホイク リョウ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ								多子世帯子育て支援事業		多子世帯子育て支援事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育て支援センターを月曜日から金曜日まで開設しています。 ミ シュウ エンジ オヤコ タイショウ コ タチ タノ アソ バ ホゴシャ ジョウホウ コウカン オコナ バ コソダ シエン ゲツヨウビ キンヨウビ カイセツ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		子育て支援センター コソダ シエン								子育て支援センター		子育て支援センター

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド		町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学困難な場合、奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0965-62-3313		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド								奨学金貸付制度		奨学金貸付制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料 ダイ コ イコウ コ サイミマン ホイク リョウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ								第3子以降の保育料無料化		第3子以降の保育料無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支援を受けることができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。 シナイ ス キンム カタ カイイン トウロク カタ コソダ オウエン カイイン カイイン シエン ウ タイショウ ジドウ オオム セイゴ ツキ ショウガクセイ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427		ファミリーサポート事業 ジギョウ								ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ		市外にお住まいの子育て世代が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ								子育て世代いらっしゃい引越し応援事業		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		“安心・安全”な学校給食の提供		「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供しています。また、「食育の日」を設け啓発を図っています。		学校給食センター		0978-23-5111		“安心・安全”な学校給食の提供								“安心・安全”な学校給食の提供		“安心・安全”な学校給食の提供

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		園児・小学生・中学生を対象に、土曜日を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講料は無料です。		学校教育課		0978-53-5112		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動								学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		子どもたちの健やかな心身の育成を目指し、保護者、地域の方、教職員の指導のもと、各種スポーツ活動を盛んに行っています。		学校教育課		0978-53-5112		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動								学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		各地域の公民館などで、地域の大人たちの協力のもと、様々な体験活動を行っています。普段の生活ではなかなか体験できない経験や交流を通して、子どもたちの豊かな心をはぐくんでいます。		教育庁総務課		0978-53-5112		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動								学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		名物番組「テレビ寺子屋」		ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、自宅での学習に役立てることができます。		学校教育課		0978-53-5112		名物番組「テレビ寺子屋」								名物番組「テレビ寺子屋」		名物番組「テレビ寺子屋」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園では、通常の降園時間以降の預かり保育（14：30～１8:00）制度があり、夏休み等の長期休業期間も実施しています。		学校教育課		0978-53-5112		市立幼稚園の預かり保育制度								市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園の預かり保育制度

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育就学奨励		特別支援学級児童生徒の保護者の方へ経済的支援を行っています。		学校教育課		0978-53-5112		特別支援教育就学奨励								特別支援教育就学奨励		特別支援教育就学奨励

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援員等の配置		様々な障がいをもつ児童・生徒に対し、学校生活が円滑に送れるように支援を行います。		学校教育課		0978-53-5112		特別支援員等の配置								特別支援員等の配置		特別支援員等の配置

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		適応指導教室（ビリーブ）		相談活動や、様々な学習活動、体験活動をしながら、心の安定を図り、自立心や社会性を育て、学校や社会で生き生きと生活できるように援助します。		学校教育課		0978-53-5112		適応指導教室（ビリーブ）								適応指導教室（ビリーブ）		適応指導教室（ビリーブ）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護家庭への援助		経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施のため、必要な援助を行っています。		学校教育課		0978-53-5112		要保護・準要保護家庭への援助								要保護・準要保護家庭への援助		要保護・準要保護家庭への援助

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		在学する生徒及び学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は貸与します。		学校教育課		0978-53-5112		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）								奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		講演会や実績ある指導者によるスポーツ教室、指導者研修を行い競技力向上を支援します。		学校教育課		0978-53-5112		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業								スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ		小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営が可能な一貫校を開校しました｡		教育庁総務課		0978-53-5112		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ								豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		通園バス、通学バスによる送迎支援		市立幼稚園および一部の小学校（都甲、真玉、香々地）では、遠方から通う園児・児童を対象に送迎バスを運行しています。居住地区や通園距離の条件があります。		教育庁総務課		0978-53-5112		通園バス、通学バスによる送迎支援								通園バス、通学バスによる送迎支援		通園バス、通学バスによる送迎支援

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学校支援地域本部事業		学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行います。		教育庁総務課		0978-53-5112		学校支援地域本部事業								学校支援地域本部事業		学校支援地域本部事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業「天使のゆりかご」		保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりします。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		病後児保育事業「天使のゆりかご」								病後児保育事業「天使のゆりかご」		病後児保育事業「天使のゆりかご」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		ホームスタート		ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のように寄り添います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		ホームスタート								ホームスタート		ホームスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100		地域子育てサポート事業								地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品レンタル		使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設｢おひさまひろば｣）		子育て・健康推進課		0978-22-3100		子育て用品レンタル								子育て用品レンタル		子育て用品レンタル

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「花っこルーム」		誰でも気軽に利用でき、安心して赤ちゃんと一緒に遊べる、屋内公園のようなスペースです。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		子育て支援拠点施設「花っこルーム」								子育て支援拠点施設「花っこルーム」		子育て支援拠点施設「花っこルーム」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安心です。地域で子育てを支援します！また、子育て用品のレンタルも実施しています。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」								子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブの充実		市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています。（クラブにより、運営方法や対象学年等が異なります。）		子育て・健康推進課		0978-22-3100		放課後児童クラブの充実								放課後児童クラブの充実		放課後児童クラブの充実

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第2子以降で3歳未満児のお子さんは､保育料が無料です。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		第２子以降の保育料無料化								第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育		市内4保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		延長保育								延長保育		延長保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育		日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。
（実施保育所：城台保育園）		子育て・健康推進課		0978-22-3100		休日保育								休日保育		休日保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園でお子さんを預ります。		子育て・健康推進課		0978-22-3100		一時保育								一時保育		一時保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		がん検診受診時の託児		子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児
を実施しています｡（事前に予約が必要です）		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		がん検診受診時の託児								がん検診受診時の託児		がん検診受診時の託児

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て教室 コソダ キョウシツ		幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無料で開催しています。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111		子育て教室 コソダ キョウシツ								子育て教室		子育て教室

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		にこにこ保育支援 ホイク シエン		認可保育園所の保育料、一時保育の利用料を助成します。①第２子で３歳未満の保育料が半額。②第３子以降で３歳未満の保育料が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111		にこにこ保育支援 ホイク シエン								にこにこ保育支援		にこにこ保育支援

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ		私立幼稚園に通う園児を持つ保護者に対して、所得状況に応じて就園奨励費の補助を行います。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0978-32-1111		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ								私立幼稚園就園奨励費		私立幼稚園就園奨励費

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン		６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及び限度額１５，０００円）を交付する サイミマン ニュウヨウジ ヒト カイ コウニュウ ガク ブン エン ミマン キ ス オヨ ゲンド ガク エン コウフ		総務課 ソウムカ		0978-87-2111		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン								チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン		・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て関連情報の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 コソダ トウ カン ソウダン エンジョ ジッシ コソダ オヤコ コウリュウ バ テイキョウ コウリュウ ソクシン チイキ コソダ カンレン ジョウホウ テイキョウ コソダ オヨ コソダ シエン カン コウシュウ トウ ジッシ		姫島村保育所 ヒメシマ ムラ ホイク ショ		0978-87-2049		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン								子育て支援センターたんぽぽ		子育て支援センターたんぽぽ

		443417		大分県 オオイタケン		日出町 ヒジ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ								児童扶養手当		児童扶養手当

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン		赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン								子育て電話相談		子育て電話相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび育児相談 イクジ ソウダン		６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		のびのび育児相談 イクジ ソウダン								のびのび育児相談		のびのび育児相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン								赤ちゃん訪問		赤ちゃん訪問

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ		離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期までの離乳食をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ								離乳食教室		離乳食教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育 イチジ ホイク		保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		一時保育 イチジ ホイク								一時保育		一時保育

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ ジドウ		昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ります。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		児童クラブ ジドウ								児童クラブ		児童クラブ

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ		知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ								特別児童扶養手当		特別児童扶養手当

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。		こども遊センター アソ		0982-54-1635		ファミリーサポート事業 ジギョウ								ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」が会員登録を行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。 アンシン コソダ カンキョウ トトノ コソダ テ ダス ヒト テ ダス ヒト カイイン トウロク オコナ キュウヨウ ジ コ アズ チイキ ソウゴ タス ア フクシ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ								ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ		保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から３年生までを対象に、空き教室などでお預かりしています。 ホゴシャ シゴト ヒルマ コ ホイク バアイ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ タイショウ ア キョウシツ アズ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ								児童クラブ事業		児童クラブ事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 コソダ カテイ コウリュウ ハカ イクジ フアントウ ソウダン タイ ジョゲン オコナ チイキ コソダ カテイ タイ イクジ シエン オコナ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ								子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		仕事		子育て・教育		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ		都農町内及び近隣市町の事業者採用試験に要する交通費に対して奨励金を交付する。 ツノチョウ ナイ オヨ キンリン シチョウ ジギョウシャ サイヨウ シケン ヨウ コウツウヒ タイ ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ								受験奨励事業		受験奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ		学校給食に要する経費の１／２を補助（町内の小中学校） ガッコウ キュウショク ヨウ ケイヒ ホジョ チョウナイ ショウチュウガッコウ		教育課 キョウイク カ		0982-87-3907		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ								日之影町学校給食費補助事業		日之影町学校給食費補助事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		にほんの里・加計呂麻留学制度		町外から加計呂麻島の小中学校に転入する生徒が対象。一人当たり月額３万円を中学卒業まで支給。住宅助成として11,000円を上限として、家賃の1/2を入居後1年間支給。		教育委員会		0997-72-0113		にほんの里・加計呂麻留学制度								にほんの里・加計呂麻留学制度		にほんの里・加計呂麻留学制度

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		古仁屋高校ふるさと留学制度		郡島内からの留学生に月額3万円、郡島外からの留学生に月額5万円を支給。		教育委員会		0997-72-0113		古仁屋高校ふるさと留学制度		中 チュウ		島の外からの留学生に毎月5万円 シマ ソト リュウガクセイ マイツキ マン エン				古仁屋高校ふるさと留学制度		古仁屋高校ふるさと留学制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ		宜野湾市立小学校に在籍する児童の保護者に対し、学校給食に要する費用について、半額の1,950円を補助金として交付する。		学校給食センター ガッコウ キュウショク		(098)898-4541		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ								小学校給食費助成事業		小学校給食費助成事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		出産		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン		出産したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン								「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		0		リンク修正 シュウセイ

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		出産		ブックスタート事業 ジギョウ		6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。 ゲツ ケンシン ウ コ ホゴシャ タイ コ ヒトリ エホン サツ		図書館管理係 トショカン カンリ カカリ		0125-52-3819		ブックスタート事業 ジギョウ								ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		出産		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ		妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図るため妊婦健康診査の費用を助成します。また、マタニティスクールを開催します。 ニンプ ケンコウ カンリ ジュウジツ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ カイサイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		011-372-3311		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ								妊産婦保健推進事業		妊産婦保健推進事業

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		【出産祝い金の支給】 第1子5万円、第2子20万円、第3子100万円を交付（うち30％町内商品券で支給）		総務課企画グループ		0139-47-3001		出産祝金交付事業		中 チュウ		赤ちゃん1人目5万円、2人目20万円、3人目100万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		八雲町在住（住民票がある）の妊婦さんが、産婦人科外来での妊婦に伴う疾病検査及び治療にかかる費用（自己負担分）を助成。ただし、院外処方を除く ヤクモチョウ ザイジュウ ジュウミンヒョウ ニンプ サンフジンカ ガイライ ニンプ トモナ シッペイ ケンサ オヨ チリョウ ヒヨウ ジコ フタン ブン ジョセイ インガイ ショホウ ノゾ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0137-64-2111		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								妊婦外来医療費助成事業		妊婦外来医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査費用の一部助成を行い、安全な妊娠・出産にむけた妊婦の健康管理を支援します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780		妊婦健康診査助成事業								妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		出産		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン		本町に居住し、かつ住民登録されており新生児を養育する方へ商品券を交付①第１，２子３万円②第３子以上５万円 カタ ショウヒンケン コウフ ダイ コ マンエン ダイ コ イジョウ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン								蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		１人につき出産祝い金１万円を支給 ヒト シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成		妊娠全期を通して一般的に必要とされる「妊婦一般健康診査14回分」と「超音波検査11回分」を助成。		健康福祉課健康グループ		0164-32-2411		妊婦健康診査費用の助成								妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		出産		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン		次代を担う児童の確保と、町の人口増加及び活性化を図るため、出産１年後を経過した子どもを養育している家庭に対し出産１年後祝金の交付を行います。交付金額は第１子が10万円、第2子以降が20万円 ジダイ ニナ ジドウ カクホ マチ ジンコウ ゾウカ オヨ カッセイカ ハカ シュッサン イチネンゴ ケイカ コ ヨウイク カテイ タイ シュッサン ネンゴ イワ キン コウフ オコナ コウフ キンガク ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン								出産１年後祝金		出産１年後祝金

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		妊婦の健診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 ニンプ ケンシン オヨ セイミツ ケンサ ゼンガク ムリョウ ジタク サンカ イリョウ キカン コウツウヒ テイガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ								妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		平成２年４月１日以前に生まれた町民で、妊娠を予定している女性とその配偶者・パートナーの方、妊娠中の女性の配偶者・パートナーの方へ風疹ワクチン予防接種の全額助成 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イゼン ウ チョウミン ニンシン ヨテイ ジョセイ ハイグウシャ カタ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カタ フウシン ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ								妊婦健康診査交通費の助成		妊婦健康診査交通費の助成

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン		出産前6ヶ月以上継続して本町に居住されている方（住民登録要件有）
・支給額１０万円 シュッサン マエ ツキ イジョウ ケイゾク ホンチョウ キョジュウ カタ ジュウミン トウロク ヨウケン アリ シキュウガク マン エン		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン								すこやか出産支援金		すこやか出産支援金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内に居住している夫婦で北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
・１回の治療につき１５万円迄、1年度あたり３回限度、通算5年間助成 チョウナイ キョジュウ フウフ ホッカイドウ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ ジョセイ ケッテイ ウ カタ カイ チリョウ マンエン マデ ネンド カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査に記載された項目に対して妊婦健診費用を全額助成（医療機関独自の項目は対象外） ニンプ ケンコウ シンサ キサイ コウモク タイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ イリョウ キカン ドクジ コウモク タイショウガイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ								妊婦健診費用助成事業		妊婦健診費用助成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		にれっこ祝金 イワ キン		子どもが生まれた場合、出生届と一緒に手続きし、その場で1人当たり2万円を支給。 コ ウ バアイ シュッショウトドケ イッショ テツヅ バ ニン ア マンエン シキュウ		住民課お客さま窓口係 ジュウミンカ キャク マドグチ カカリ		0165-32-2500		にれっこ祝金 イワ キン								にれっこ祝金		にれっこ祝金

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊娠から出産まで、平均13～15回ある妊婦健診にかかる費用を助成。
国の基準(14回)に町が上乗せし、回数制限なし。 ニンシン シュッサン ヘイキン カイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ クニ キジュン カイ チョウ ウワノ カイスウ セイゲン		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ								妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		出産		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス		町内で誕生されたお子さんを対象に出産記念品「君の椅子・絵本・誕生カード」を贈呈。出産記念品の贈呈については百日前後に、町、自治会、絵本の里を創ろう会から絵本の館において贈呈。		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス								出産記念品贈呈事業（君の椅子）		出産記念品贈呈事業（君の椅子）

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		出産		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ		出産直後に３万円、１年後に３万円の支給 シュッサン チョクゴ マンエン ネンゴ マンエン シキュウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ								音威子府村出生祝い金支給要綱		音威子府村出生祝い金支給要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		出産		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド		住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録され、3カ月以上住んでいる方、お子さんが生まれ14日経過後に第1子及び第2子はそれぞれ20,000円、第3子以降はそれぞれ100,000円を支給します。 ゴ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド								中川町出生祝金支給制度		中川町出生祝金支給制度

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業（出産祝金）		第３子目以降、１人につき10万円の出産祝金を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業（出産祝金）								子育て支援事業（出産祝金）		子育て支援事業（出産祝金）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		出生につき記念品を贈呈 シュッショウ キネンヒン ゾウテイ		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ								子育て支援事業		子育て支援事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		出産		すくすくギフトプレゼント		町内で誕生したお子さんに、町内の特産品であるオケクラフトの食器セット（５～６点）をプレゼント チョウナイ タンジョウ コ チョウナイ トクサンヒン ショッキ テン		森林工芸館 シン リン コウゲイカン		0157-52-3170		すくすくギフトプレゼント								すくすくギフトプレゼント		すくすくギフトプレゼント

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		エンゼル祝い金		子育て支援として、新しく出生した子（第2子以降）の両親のいずれかが、子を出生した時点において過去1年以上村内に住所を有する者に、祝い金を交付する。		住民課		0158-87-2111		エンゼル祝い金								エンゼル祝い金		エンゼル祝い金

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		出産		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ		村に住所を有する者の新生児の誕生に際し、誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、木製のおもちゃを祝い品として贈呈している。 ムラ ジュウショ ユウ モノ シンセイジ タンジョウ サイ タンジョウ イワ スコ セイチョウ ネガ モクセイ イワ ヒン ゾウテイ		森の美術館木夢（教育委員会） モリ ビジュツカン キ ム キョウイク イインカイ		0158-87-2600		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ								夢のおくりもの事業		夢のおくりもの事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診受診に係る交通費を助成する。 ニンプ ケンシン ジュシン カカ コウツウヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ								妊婦健診交通費助成事業		妊婦健診交通費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ		町外の医療機関で出産した方及び付添人の宿泊費助成する。 チョウガイ イリョウ キカン シュッサン カタ オヨ ツキソイニン シュクハク ヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ								出産時宿泊費助成事業		出産時宿泊費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費（通算１５０万円限度）、人工授精費（最高10万円）の助成 トクテイ フニン チリョウヒ ツウサン マンエン ゲンド ジンコウ ジュセイ ヒ サイコウ マンエン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		中 チュウ		不妊治療に150万円 フニン チリョウ マンエン				マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		新ひだか町特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成。		健康生活部健康推進課		0146-42-1287		新ひだか町特定不妊治療費助成事業								新ひだか町特定不妊治療費助成事業		新ひだか町特定不妊治療費助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ		妊娠２２週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受信している方へ助成。 ニンシン シュウ イコウ ニンプ チョウガイ イリョウ キカン ニンプ ケンコウ シンサ ジュシン カタ ジョセイ		健康生活部健康推進課		0146-42-1287		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ								妊婦交通費助成		妊婦交通費助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ		町内に出産日の１年以上前から居住している母親又は父親対象で、出産祝い金を支給。第１子及び第２子→１０万円、第３子→３０万円、第４子→５０万円、第５子以降→１００万円（金額によって支給回数が異なります） チョウナイ シュッサンビ ネンイジョウ マエ キョジュウ ハハオヤ マタ チチオヤ タイショウ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ シ オヨ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン キンガク シキュウ カイスウ コト		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0156-64-0533		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ								出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		出産		更別村出産祝金		出生後１４日以上経過している出生子一人につき５万円を支給。※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		住民生活課		0155-52-2112		更別村出産祝金								更別村出産祝金		更別村出産祝金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		医療機関等で実施する妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査の費用を助成。 イリョウ キカン トウ ジッシ ニンプ イッパン ケンコウ シンサ オヨ ニンプ セイミツ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ								妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療を受けている村民に対し、1回の治療につき10万円を1年度当たり2回を限度とし、通算5年間助成。 トクテイ フニン チリョウ ウ ソンミン タイ カイ チリョウ マンエン ネン ド ア カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ								特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ		第3子以降の子を出産時に30万円、第3子以降の子が小学校就学時に20万円を支給。 ダイ シ イコウ コ シュッサン ジ マンエン ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ シュウガク ジ マンエン シキュウ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ								出産祝金等支給		出産祝金等支給

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ		第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降50万円の給付 ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン キュウフ		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ								出産祝い金の給付		出産祝い金の給付

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼントとしてネックレス、プレート等を贈呈		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515		新生児誕生記念プレゼント								新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼント

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費用助成		不妊治療費に対して道の助成に上乗せして助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515		不妊治療費用助成								不妊治療費用助成		不妊治療費用助成

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		出産		子宝祝金支給事業		市内に引き続き1年以上住所を有している者又は引き続き1年以上住所を有することとなると認められる者が第3子以降を出産した場合に、出産したもの又は出生した子の養育者に対して10万円を支給する。		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0173-35-2111(内線2363)		子宝祝金支給事業								子宝祝金支給事業		子宝祝金支給事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		出産		出産祝金		平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている者が第3子以上の子を出産したとき、30万円を支給		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)		出産祝金								出産祝金		出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン		【対象・条件】町内に住所を1年以上を有し、第2子までの子を出産したとき
【内容】出産祝金として、5万円を支給。 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ コ シュッサン ナイヨウ シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン								外ヶ浜町出産祝金		外ヶ浜町出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を3年以上を有し、第3子以降の子をもったとき
【内容】出産時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ イコウ コ ナイヨウ シュッサン ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン チュウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		福祉課 フクシカ		0174-22-2941		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ								外ヶ浜町エンゼル育成事業		外ヶ浜町エンゼル育成事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コ タカラ イワ キン		①出産時において１年以上前から継続して板柳町に住所を有する者②一子以上を養育し、第２子以降を出産して養育する父または母祝い金金額：第２子５万円、第３子以降１０万円 イワ キン キンガク		健康福祉課
 ケンコウ フクシ		0172-73-2111(180)		子宝祝金 コ タカラ イワ キン								子宝祝金		子宝祝金

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査14回分を助成。妊婦健診受診等に係るタクシー利用料金を、1人あたり2万円まで助成。 ニンプ ケンコウ シンサ カイ ブン ジョセイ ニンプ ケンシン ジュシン トウ カカ リヨウ リョウキン ニン マンエン ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		0175-64-1770		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ								妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		村に住民登録がある平成19年4月1日以降に出産した第3子以上の保護者に対し、子1人につき10万円（出生時：5万円、1歳に達した時：5万円）を支給する。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン ダイ コ イジョウ ホゴシャ タイ コ ヒト マンエン シュッセイ ジ マンエン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111		子宝祝金 コダカラ イワ キン								子宝祝金		子宝祝金

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦の経済的負担の軽減及び未受診による飛び込み分娩等の防止を目的とし、妊婦健診1回につき2,000円を支給する（14回分を上限。多胎については21回分を限度）。 ニンプ ケイザイテキ フタン ケイゲン オヨ ミ ジュシン ト コ ブンベン トウ ボウシ モクテキ ニンプ ケンシン カイ エン シキュウ カイブン ジョウゲン タタイ カイブン ゲンド		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ								妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		交付申請した日の１年以上前から村に居住し、村の住民票に記載されている、特定不妊治療を行っている夫婦に対し、１回150,000円を限度に1年度内2回分を通算5年度助成する。 コウフ シンセイ ヒ ネンイジョウ マエ ムラ キョジュウ ムラ ジュウミンヒョウ キサイ トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ イッカイ マンエン ゲンド ネンドナイ カイ ブン ツウサン ネン ド ジョセイ		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ								特定不妊治療費給付事業		特定不妊治療費給付事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ		妊婦健診及び産後1ヶ月健診の医療機関通院にかかる交通費について、往復距離に１キロメートルにつき30円を乗じた額の２分の１をを助成。市内に里帰りした妊婦に対しても32週以降の通院分を助成。
 ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ゲツ ケンシン イリョウ キカン ツウ イン コウツウヒ シナイ サトガエ ニンプ タイ シュウ イコウ ツウ イン ブン ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ								妊産婦サポート事業		妊産婦サポート事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ		特定不妊治療に要する費用の一部を助成
一般不妊治療に要する費用に対し年間１０万円、2年間に限り助成。 トクテイ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ イッパン フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ タイ ネンカン マンエン ネンカン カギ ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ								不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ		市内に分娩施設がないことから、遠隔地に通院する妊産婦の負担軽減を図るため、県内13医療機関と連携し、妊婦健診、健康教育、保健指導を実施。妊産婦の緊急搬送体制を整備。 シナイ ブンベン シセツ エンカクチ ツウ イン ニンサンプ フタン ケイゲン ハカ ケンナイ イリョウ キカン レンケイ ニンプ ケンシン ケンコウ キョウイク ホケン シドウ ジッシ ニンサンプ キンキュウ ハンソウ タイセイ セイビ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ								助産院ねっと・ゆりかご推進事業		助産院ねっと・ゆりかご推進事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦相談 ニンプ ソウダン		妊娠管理に関することや、不安・悩みについて保健師や助産師が相談にのります。 ニンシン カンリ カン フアン ナヤ ホケンシ ジョサンシ ソウダン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		妊婦相談 ニンプ ソウダン								妊婦相談		妊婦相談

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン		妊娠届や相談をもとに、相談・保健指導が必要な妊婦さんに保健師や助産師が家庭訪問します。 ニンシン トドケ ソウダン ソウダン ホケン シドウ ヒツヨウ ニンプ ホケンシ ジョサンシ カテイ ホウモン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン								妊婦家庭訪問		妊婦家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊娠５カ月に達する日から出産した翌月末までに妊産婦が健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ニンシン ゲツ タッ ヒ シュッサン ヨクゲツマツ ニンサンプ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ								妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方に、県助成金を控除した額とし、１回の治療につき10万円を限度として助成。 ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業								一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、出生祝金を支給する。■出生祝金第１子・第２子２万円、第３子５万円、第４子１０万円、第５子以降２０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ シュッショウ イワ キン シキュウ シュッショウ イワ キン ダイ シ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン								すこやか子育て支援金（出生祝金）		すこやか子育て支援金（出生祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる特定不妊治療費を助成し、経済的負担を軽減する。
１年度あたりの助成回数は、申請１年度目は３回、２年度目以降は２回までとする。（通算５年間で１０回まで） イリョウ ホケン テキヨウ コウガク チリョウヒ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンド ジョセイ カイスウ シンセイ ネンド メ カイ ネンド メ イコウ ツウサン ネンカン カイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ								特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ		妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯抑制のために、市が指定する歯科医院で健診を受けた場合、市が健診料を全額負担します。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ								妊婦・乳幼児の歯科健康診査		妊婦・乳幼児の歯科健康診査

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		出産		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ		町内に在住し、引き続き１年以上住所を有し子供を出産したときに出産祝金を支給します。（第１子、第２子は２０，０００円分の商品券，第３子以降は５０，０００円分の商品券と現金５０，０００円） チョウナイ ザイジュウ コドモ シキュウ		子育て支援室		0229-63-7870
		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ								子育て応援出産祝金事業		子育て応援出産祝金事業

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		出産		幸せはこぶコウノトリ事業		保険適用外の特定不妊治療費に対する国の助成金額に、秋田県独自に助成金額を上乗せ。
さらに、国の助成対象とならない回数の治療に対し、県独自で助成。		健康推進課		018-860-1426		幸せはこぶコウノトリ事業								幸せはこぶコウノトリ事業		幸せはこぶコウノトリ事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療を行った夫婦に対し、治療費の一部を助成する。 トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ チリョウヒ イチブ ジョセイ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		018-883-1172		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド		1歳未満の乳幼児1人につき、市内で購入した新品育児用品を対象に購入費の1/2、上限1万円を2品まで補助 ホジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド								育児用品購入費補助金制度		育児用品購入費補助金制度

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝い金		第３子以降の出産に対し、祝い金１０万円を支給 ダイ コ イコウ シュッサン タイ イワ キン マンエン シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400		第３子以降出産祝い金								第３子以降出産祝い金		第３子以降出産祝い金

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ		妊婦さんの出産までの定期妊婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費を公費負担 ニンプ シュッサン テイキ ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ コウヒ フタン		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ								妊婦健康診査事業		妊婦健康診査事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。自己負担額の一部（1回の上限5万円、年間3回）を助成。また、一般不妊治療（１回の上限5万円、年間3回）、不育症治療（1年度上限15万円）費用の一部を助成。 ケン トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ウワノ ジョセイ セイド ジコ フタン ガク イチブ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ ジョセイ イッパン フニン チリョウ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ フイクショウ チリョウ ネン ド ジョウゲン マンエン ヒヨウ イチブ ジョセイ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ								不妊治療費助成		不妊治療費助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		出産		子宝祝金制度		第１子５万円、第２子以降５０万円、第３子以降については、出生又は転入等で住民基本台帳に登録された日より１年を経過した日の翌日から、６歳の誕生日の属する月の前月まで、月額１万円を贈呈する。		住民福祉課		0186-77-2222		子宝祝金制度								子宝祝金制度		子宝祝金制度

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成。 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ		赤ちゃん誕生祝金の支給。
第２子20万円、第３子以降30万円。 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		福祉課
福祉係 フクシ カ フクシ ガカリ		0185-85-2190		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ								赤ちゃん誕生祝金支給事業		赤ちゃん誕生祝金支給事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊症・不育症治療に要した保険診療対象外費用を助成。所得制限なし、通算５年間。特定不妊治療１５万円／１回（年度３回まで）、一般不妊治療１５万円／１年度、不育症治療３０万円／１年度 フニンショウ フイクショウ チリョウ ヨウ ホケン シンリョウ タイショウガイ ヒヨウ ジョセイ ショトク セイゲン ツウサン ネン カン トク サダム フニン チリョウ マンエン カイ ネンド カイ イッパン フニン チリョウ マンエン ネンド フイクショウ チリョウ マンエン ネンド		住民生活課　保健センター ジュウミン セイカツカ ホケン		0185-45-2613		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ								不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助成。治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限5万円までを年3回、通算5年間（15回まで）助成。 ヤマガタケン トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ ウ フウフ タイショウ ケン ジョセイ ジギョウ ウワノ ヒヨウ イチブ ジョセイ チリョウヒ ケン ジョセイガク サガク タイ カイ ジョウゲン マンエン ネン カイ ツウサン ネンカン カイ ジョセイ		健康課
健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシンシツ		0233-22-2111
(内線515)		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		出産		出産祝金		子の出生前6ヶ月以上大石田町に居住し、子の出生後１年以上町に居住する意志がある保護者に対し、第１子50,000円、第２子以降100,000円を支給。		保健福祉課		0237-35-2111		出産祝金								出産祝金		出産祝金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		出産		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ		第１子～第３子誕生時１０万円支給。第４子以降３０万円支給。第３子以降小学校入学時１０万円支給。 ダイ シ ダイ シ タンジョウジ マンエン シキュウ ダイ シイコウ マンエン シキュウ ダイ シイコウ ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ								誕生入学祝い金支給事業		誕生入学祝い金支給事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク		町内にお住まいの方が出産した場合、第１子は祝品（商品券）３万円、第２子は祝品（商品券）５万円、第３子以降は祝金１７万円を贈呈。 マン マン マン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク								飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業		一般的な検査１４回分の費用を１回目１万円、２回以降５千円を限度額として助成。あわせて、ヒトＴ細胞白血病ウイルス-１型、子宮頚がん検査、クラミジア検査の全額を助成。 マン セン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338		妊婦健診助成事業								妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）		不妊治療に要した医療費の自己負担額の１／２を交付。ただし、対象となる不妊治療が終了した年度から交付し、通算して３０万円を限度として交付。 マン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金給付		国民健康保険加入者の方に出産育児一時金として４２万円を給付。（原則として医療機関への直接払い） マン		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511		出産育児一時金給付								出産育児一時金給付		出産育児一時金給付

		064289		山形県		庄内町		結婚・子育て		出産		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第４子は２０万円、第５子以降は３０万円を贈呈。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ ダイ サンシ マン エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン ゾウテイ		 保健福祉課
 子育て応援係 ホケン フクシ カ コソダ オウエン カカリ		0234-56-2216		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン								ひまわりっ子誕生祝金		ひまわりっ子誕生祝金

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		出産		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ		福島市に住民票のある妊婦さんに15回までの妊婦検診費用を助成 ニンプ ケンシン		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		024-525-7671
		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ								妊婦検診事業		妊婦検診事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		３人目以降の子の出産届を出したとき、５万円のお祝金。※町に住所のある子（または住所のあった子）で３人目以降 ニン メ イコウ コ シュッサン トドケ ダ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ ジュウショ コ サンニン メ イコウ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド		妊婦健診１５回までを公費負担。 ニンプ ケンシン カイ コウヒ フタン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド								妊婦健診公費助成制度		妊婦健診公費助成制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの出生の日から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医療費が無料。（支給要件あり） コ シュッショウ ヒ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ シキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド								子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		第3子以降の出産の場合、祝金を支給。出生時20万円・2歳の誕生日10万円・小学校入学時20万円、計50万円。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ イワ キン シキュウ シュッセイ ジ マン エン サイ タンジョウビ マン エン ショウガッコウ ニュウガク ジ マン エン ケイ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		こうのとりサポート事業 ジギョウ		不妊症・不育症（流産等）に悩む夫婦に対して、その検査や治療に係る費用を助成。（添付資料あり） フニン ショウ フ ソダ ショウ リュウザン トウ ナヤ フウフ タイ ケンサ チリョウ カカ ヒヨウ ジョセイ テンプ シリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-4532		こうのとりサポート事業 ジギョウ								こうのとりサポート事業		こうのとりサポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金支給制度		対象となる子の出産の日まで１年以上磐梯町に居住し、出産の日以後も引き続き３ヶ月以上磐梯町に居住する者に対し、第一子２０万円、第二子３０万円、第三子以降５０万円を支給する。		こども課 カ		0242-74-1216		誕生祝金支給制度		大 ダイ		赤ちゃん1人目20万円、2人目30万円、3人目50万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				誕生祝金支給制度		誕生祝金支給制度

		082040		茨城県		古河市		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金制度		本市に1年以上居住し、第3子以上を出産した方で、2人以上の子どもを養育している方に、児童1人につき30万円を0歳時、1歳時、2歳時の3回に分け、10万円ずつ支給する。 ０，０００ ０，０００		子ども部子育て応援課 コ ブ コソダ オウエン カ		0280-92-3111		出産子育て奨励金制度								出産子育て奨励金制度		出産子育て奨励金制度

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		出産		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ		妊娠・出産に関する正しい情報提供及び結婚・妊娠・出産・育児の各ステージで必要な情報を取得できる特設サイトの開設。メールフォームでの相談受付等。事業開始時期についてはお問い合わせください。 ニンシン シュッサン カン タダ ジョウホウ テイキョウ オヨ ケッコン ニンシン シュッサン イクジ カク ヒツヨウ ジョウホウ シュトク トクセツ カイセツ ソウダン ウケツケ ナド カイシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ								高萩市地域少子化対策強化事業		高萩市地域少子化対策強化事業

		082155		茨城県		北茨城市 キタイバラキシ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		父または母のいずれかが出産の日前1年以上市内に在住しており、現に2人以上の児童を養育し、第3子以降の子どもを出産した方に出産祝い金を支給。（第3子10万円、第4子30万円、第5子以降50万円） シナイ ザイジュウ		市民福祉部　　　社会福祉課 シミン フクシ ブ シャカイ フクシカ		0293-43-1111     (内線132,133)		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）1回につき10万円を限度（初年度3回まで、2年度目以降2回を限度）とし、通算5年間、通算10回を助成する。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ゲンド ジョセイ		保健衛生部
健康増進課 ホケン エイセイブ ケンコウ ゾウシン カ		0296-77-1101		特定不妊治療費助成事業								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		すべての子の誕生時に１人あたり３万円を支給する。 コ タンジョウジ ヒト マン エン シキュウ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ								出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド		本市に6月以上在住し、2児を養育している者が第3子以上を出産し、その児童を6月以上養育し、監護している場合に、第3子以上1人につき50万円を、出産後6カ月後に1/2、1年後に1/2の2回に分けて支給。 ホン シ ザイジュウ バアイ ダイ シ イジョウ ヒトリ シュッサン ゴ ゲツ ゴ ネンゴ カイ ワ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0297-35-2121		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド								さわやか子育て出産奨励金制度		さわやか子育て出産奨励金制度

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成する。１回の治療に要した費用のうち、茨城県補助の額を差し引いた額について５万円を限度に助成する。 フニン ナヤ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ カイ チリョウ ヨウ ヒヨウ イバラキケン ホジョ ガク サ ヒ ガク マンエン ゲンド ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0297-35-3121		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ		出生の子1人に対し，2万円の祝金を支給する。 シュッセイ コ ニン タイ マンエン イワ キン シキュウ		こども課 カ		029-240-7144		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ								出産祝い金支給事業費		出産祝い金支給事業費

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		妊婦の夫や妊娠を希望する女性等を対象とし，妊婦が風疹に罹患することによる先天性風疹症候群児の出生を防ぐため予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
								任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業


		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド		H26.4.1以降に始めた治療を対象に，不妊治療を受けている方の治療費の負担軽減を図るため，県の助成に加え，75,000円を上限に助成します。 イコウ ハジ チリョウ タイショウ フニン チリョウ ウ カタ チリョウヒ フタン ケイゲン ハカ ケン ジョセイ クワ エン ジョウゲン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド								不妊治療助成金制度		不妊治療助成金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド		健診費用の負担軽減を図るため，妊婦健診助成を14回から15回に増やしています。 ケンシン ヒヨウ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンシン ジョセイ カイ カイ フ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド								妊婦健康診査助成制度		妊婦健康診査助成制度

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ		第3子以上の子を出産された方に、一人につき30万円までの奨励金を支給。支給時期は、出産後、3歳の誕生日後、小学校入学後に10万円ずつ。 ダイ シ イジョウ コ シュッサン カタ ヒトリ マンエン ショウレイキン シキュウ シキュウ ジキ シュッサン ゴ サイ タンジョウビ ゴ ショウガッコウ ニュウガクゴ マンエン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ								出産子育て奨励金支給事業		出産子育て奨励金支給事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		結婚・子育て		出産		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド		子どもの多いご家庭の経済的な負担軽減などを目的として、第３子以上の子どもを出産されたご家庭に最大50万円を限度とした、出産奨励金を支給する。
 コ オオ カテイ ケイザイテキ フタン ケイゲン モクテキ ダイ シイジョウ コ シュッサン カテイ サイダイ マンエン ゲンド シュッサン ショウレイキン シキュウ		福祉課 フクシカ		0280-81-1305		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド								子育て出産奨励金支給制度		子育て出産奨励金支給制度

		085642		茨城県		利根町		結婚・子育て		出産		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		H22.年度以降に生まれた第2子以降の子どもに対し出生年から次の額を15年間分割支給。
第2子：50万円(出生年3.8万、2年目～3.3万)、第3子以降：100万円(出生年7.6万、2年目～6.6万) ネンド ツギ ガク		福祉課 フクシカ		0297-68-2211		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		中 チュウ		赤ちゃん2人目50万円、3人目100万円を15年間分割支給 アカ ニン メ マンエン ニン メ マンエン ネンカン ブンカツ シキュウ				利根町子育て応援支給制度		利根町子育て応援支給制度

		092037		栃木県		栃木市		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金		第２子以降のお子さんが誕生した保護者に祝金を支給します。
第２子：1万円第３子以降：2万円		保健福祉部
こども課		0282-21-2221		赤ちゃん誕生祝金								赤ちゃん誕生祝金		赤ちゃん誕生祝金

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		出産		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ		鹿沼市に１年以上居住しており、不妊治療を希望する法律上の婚姻をしている夫婦に助成対象経費の1/2以内で、１回１５万円を限度に通算５回まで助成。 カヌマシ ネンイジョウ キョジュウ フニン チリョウ キボウ ホウリツ ジョウ コンイン フウフ ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ カイ マンエン ゲンド ツウサン カイ ジョセイ		保健福祉部
健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		0289-63-2819		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ								鹿沼市不妊治療支援事業		鹿沼市不妊治療支援事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		出産		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・第二子以降の誕生に祝い金３万円を支給する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業								・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ		第3子以降の子出生の日まで、引き続き1年以上住所を有し、第3子以降の子の他2人以上の児童（満18歳の年度末までの児童）を養育している場合、第3子以降の子1人につき20万円を支給。		福祉課		0285-56-9130 		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ								第３子以降出産祝金事業		第３子以降出産祝金事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン		妊娠届を提出した妊婦の一般健康診査費用（1回目20,000円、2回～7回各5,000円、8回目11,000円、9回～10回目各5,000円、11回目9,000円、12～14回目各5,000円）を補助		健康課		0285-56-9132		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン								母子健康教育事業（妊婦検診）		母子健康教育事業（妊婦検診）

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		要件を満たす夫婦に対し、保険診療適用外の不妊治療にかかる治療費（国・県の同様の制度又は各種保険等により給付があるときは、その給付額を控除した額）の1/2の額を助成。1年度あたり上限20万円。通算5年。		健康課 ケンコウ カ		0285-56-9132		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）								母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		妊産婦医療費自己負担分の助成 ニンサンプ イリョウ ヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								妊産婦医療費助成事業		妊産婦医療費助成事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ		赤ちゃん１人に対し３万円を助成 アカ ニン タイ マンエン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ								出産準備手当事業		出産準備手当事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費1/2（年間上限15万円）を助成。最大５年間 トクテイ フニン チリョウ ヒ ネン カン ジョウゲン マンエン ジョセイ サイダイ ネン カン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ								不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し出産祝金を交付 シュッサン イワイ キン		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン								過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載された後6か月以上住所を有し、出産後引き続き町内に在住する見込みのある方を対象に、出産児童1人につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ アト ゲツ イジョウ ジュウショ ユウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ ミコ カタ タイショウ シュッサン ジドウ リ マンエン シキュウ		総務課住民係 ソウムカ ジュウミン カカリ		0274-82-2112		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド								出産祝金支給制度		出産祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		出産		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン		１子以上を養育し、２子以上を出産した世帯に、第２子10万円、第３子30万円、第４子以降50万円を支給し、出産を奨励するとともに、定住化の促進を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン								出産奨励手当金		出産奨励手当金

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		出産		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		第３子以上の出産に際し誕生を祝い、出産祝金を支給する。対象児１人につき３０万円。 ダイ コ イジョウ シュッサン サイ タンジョウ イワ シュッサン イワ キン シキュウ タイショウジ ニン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ								片品村出産祝金支給事業		片品村出産祝金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ		子の出生日において6ヶ月以上みなかみ町の住民である父または母を対象に、次代を担う子供の健全な育成育成と福祉の増進を図ることを目的として祝金を贈る。第1子7万円。第2子7万円。第3子15万円。 コ シュッセイ ビ ゲツ イジョウ マチ ジュウミン チチ ハハ タイショウ ジダイ ニナ コドモ ケンゼン イクセイ イクセイ フクシ ゾウシン ハカ モクテキ イワイキン オク ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ								出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療を受けた夫婦に対して費用を一部助成。夫婦の合計所得が730万円未満等の要件あり。治療費から埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額を、10万円/年度を限度に通算5年度助成 ウ フウフ ゴウケイ ショトク マンエン ミマン トウ ヨウケン ネンド		市民部健康づくり課 シミン ブ ケンコウ カ		048-528-0601(直通)		不妊治療費助成事業								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、出産の奨励と子育て世帯への支援を目的とし、祝い金を支給（一子につき３万円） イワ キン シキュウ イッシ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		113654		埼玉県		小鹿野町		結婚・子育て		出産		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン		健全な乳幼児を育成するために第１子10,000円、第２子30,000円、第３子以降50,000円の報奨金を支給。対象は、母親が出産まで６箇月以上の居住期間を有すること、出生児の住所が本町にあること。 ケンゼン ニュウヨウジ イクセイ ダイ コ エン ダイ コ エン ダイ コ イコウ エン タイショウ ハハオヤ シュッサン カゲツ イジョウ キョジュウ キカン ユウ シュッショウ ホン		住民課 ジュウミン カ		0494-75-4170		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン								出産報奨金		出産報奨金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		１年以上前から引き続き住所を有し、かつ居住している方で２子以上を養育し、第３子以降を出産して養育する父母に２０万円を支給。 ネンイジョウ マエ ヒ ツヅ ジュウショ ユウ キョジュウ カタ シ イジョウ ヨウイク ダイ シ イコウ シュッサン ヨウイク フボ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ		１年以上前から市内に住所を有している夫婦に対し、年額１０万円を上限として、平成２６年４月１日以降の特定不妊治療で要した治療費から県による助成額を引いた残りの自己負担額の２分の１を助成。 ネンイジョウ マエ シ ナイ ジュウショ ユウ フウフ タイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		0479-63-8766		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ								特定不妊治療助成		特定不妊治療助成

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		出産		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ		第３子以降の子どもを出産し、本市に住み始めてから１年を経過している保護者に対し、１０万円を支給する。 ダイ コ イコウ コ シュッサン ホン シ ス ハジ ネン ケイカ ホゴシャ タイ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ								出産子育て支援事業		出産子育て支援事業

		124419		千葉県		大多喜町		結婚・子育て		出産		大多喜町出産祝い金支給		第１子及び第２子については新生児１人につき１０万円
第３子以降は新生児１人につき３０万円を支給 シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0470-82-2152		大多喜町出産祝い金支給								大多喜町出産祝い金支給		大多喜町出産祝い金支給

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン		３人目の子どもの出産を祝福して祝金を支給。（３０万円）
【対象】御宿町に１年以上住所を所有し、居住している方で、２人の子どもを養育し、かつ３人目以降の出生児を養育する方 ニン メ コ シュッサン シュクフク イワ キン シキュウ マンエン タイショウ オンジュク マチ ネン イジョウ ジュウショ ショユウ キョジュウ カタ ニン コ ヨウイク ニン メ イコウ シュッセイ ジ ヨウイク カタ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン								出産育児祝金		出産育児祝金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ		身体の異常の有無を早期発見し、適切な指導をするための健康診査を行っています。
（町内に住所を有しているが、出産等で他市町村に一時的に里帰りする方も対象） カラダ イジョウ ウム ソウキ ハッケン テキセツ シドウ ケンコウ シンサ オコナ チョウナイ ジュウショ ユウ シュッサン ナド タ シチョウソン イチジテキ サトガエ カタ タイショウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ								妊婦健康診査		妊婦健康診査

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ		妊娠届出以降の全ての妊婦健診及び産後健診に係る費用を助成しています。 ニンシン トドケデ イコウ ゼン ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ケンシン カカ ヒヨウ ジョセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ								妊産婦健診事業		妊産婦健診事業

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ		不妊治療費助成制度を設けています。１回の申請につき８万円を限度として助成します。助成回数は、年１回の申請で、通算５回まで可能です。
 モウ マンエン ゲンド ジョセイ ジョセイ カイスウ ネン カイ シンセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ								妊娠アシスト事業		妊娠アシスト事業

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ		出生届の際に申請してもらい、新生児1人につき1回支給する。支給品は「一時預かり利用無料券（2枚）」と「カタログから申請者が選んだ1品」とする。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ								出生祝品支給		出生祝品支給

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		入・通院医療費の保険適用分を全額助成。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ								妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。特定不妊治療（体外受精、顕微授精）：通算6回、1治療当たり上限13万円。人工授精：1年度1回・通算2年度、上限3万円。 フウフ イッポウ マタ リョウホウ ミナミウオヌマ シ ジュウショ ユウ モノ ホケン テキヨウ ガイ チリョウヒ タイショウ ジョセイ トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ツウサン カイ チリョウ ア マンエン ジンコウ ジュセイ ネン ド カイ ツウサン ネンド マンエン		保健課 母子保健班 ホケンカ ボシ ホケン ハン		025-773-6811		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ								不妊治療費助成		不妊治療費助成

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		●第1子5万円●第2子・5万円●第3子以降1人につき10万円		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		出産等支援交通費助成事業		市内に住所がある又は出産（死産含む）のため市内に里帰りをした妊産婦の負担を軽減する目的で交通費（１万円上限）の助成を行います。（１回の出産で１回のみ） シ カイ シュッサン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606		出産等支援交通費助成事業								出産等支援交通費助成事業		出産等支援交通費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療に要した費用を1夫婦年間30万円を上限に助成します。 フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ フウフ ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不育症治療費助成事業		不育症治療に要した費用を年間30万円を上限に助成します。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606		不育症治療費助成事業								不育症治療費助成事業		不育症治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ		通常のお祝品（バラの花束、ネームプレート、セーフティサイン）に加え、第３子以降には米１俵又は稲葉メルヘン牛を贈呈しています。 ツウジョウ イワ シナ ハナタバ クワ ダイ コ イコウ コメ ヒョウ マタ イナバ ギュウ ゾウテイ		秘書広報課 ヒショ コウホウ カ		0766-67-1760		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ								誕生お祝い事業		誕生お祝い事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッショウ イワ キン		お子様の誕生を祝い健やかな成長を願って、お子様が出生された場合、出生祝い金を支給する。
支給される金額（出生児1名につき）は、第1子から3子は3万円、第4子は5万円、第5子以降は10万円。 イコウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053		出生祝い金 シュッショウ イワ キン								出生祝い金		出生祝い金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ		所得基準を満たす一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療対象経費の2分の1以内を連続2年間助成。（1年あたり5万円以内、累計10万円以内） ショトク キジュン ミ イッパン フニン チリョウ ウ フウフ タイ チリョウ タイショウ ケイヒ ブン イナイ レンゾク ネンカン ジョセイ ネン マンエン イナイ ルイケイ マン エン イナイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ								一般不妊治療支援事業		一般不妊治療支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		新生児一人につき1万円分の地域限定商品券を支給。 シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン チイキ ゲンテイ ショウヒン ケン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		出産祝金 シュッサン イワイ キン								出産祝金		出産祝金

		172090		石川県		かほく市		結婚・子育て		出産		赤ちゃんすくすく応援事業		新生児の健やかな成長を願い出生祝品として、出生届出時に新生児一人につきかほく市共通商品券３万円分を贈ります。		市民部
子育て支援課 シミン ブ		076-283-7155		赤ちゃんすくすく応援事業								赤ちゃんすくすく応援事業		赤ちゃんすくすく応援事業

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療制度		「妊娠・出産のため生じた疾病」の医療費（保険診療分）を助成します。		子育て支援課		0761-58-2232		妊産婦医療制度								妊産婦医療制度		妊産婦医療制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的に祝金（商品券）を交付。第１子の出産５万円分。第２子の出産１０万円分。第３子以降の出産１５万円分。 イワイ キン ショウヒンケン コウフ マンエン ブン マン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122		出産祝金交付事業								出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療のため支払った検査費および検診費を助成。特定不妊治療は、県の助成金を除いた額の7割を助成。一般不妊治療は、2分の1以内（上限7万円）を助成。（特定・一般あわせた上限70万円）		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122		不妊治療費助成事業								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		0

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ		出産時に住所を有する養育者（父または母）を対象。
第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円 シュッサン ジ ジュウショ ユウ ヨウイクシャ チチ ハハ タイショウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3134		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ								出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		結婚・子育て		出産		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン		出生後初めて登録した住所が能登町の乳児へ、お祝い金として第1子は70千円、第2子は100千円、第3子は150千円のお祝い金を給付する。 シュッセイ ゴ ハジ トウロク ジュウショ ノトチョウ ニュウジ イワ キン ダイ シ センエン ダイ コ センエン ダイ コ センエン イワ キン キュウフ		町民課 チョウミン カ		0768-62-8500		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン								すこやかあかちゃんお祝い金		すこやかあかちゃんお祝い金		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		健やか育児支援祝金		市内に１年以上在住（住民登録）し、第３子以降の出生に１０万円の祝金。 ナイ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111		健やか育児支援祝金								健やか育児支援祝金		健やか育児支援祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成制度		不妊治療に要した医療費の自己負担額の２分の１の額とし、１５万円を上限。助成金の交付回数は、１年度の治療期間を１回とし通算５回（５年間）まで助成。		健康増進課
健康支援担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シエン タントウ		0553-22-1111		不妊治療費助成制度								不妊治療費助成制度		不妊治療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ		不妊症のため子どもをもてない夫婦が、保険適用外の体外受精・顕微授精をうけた場合、その治療費の一部を助成する。要件をすべて満たす方に、１年度において１回の治療につき10万円を限度に２回助成する。 フニンショウ コ フウフ ホケン テキヨウ ガイ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ バアイ チリョウヒ イチブ ジョセイ ヨウケン ミ カタ ネン ド カイ チリョウ マンエン ゲンド カイ ジョセイ		保健課
保健指導担当 ホケンカ ホケン シドウ タントウ		0551-23-4310		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ								不妊症対策支援事業		不妊症対策支援事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド		両親のいずれかが韮崎市に住民登録をし、新生児の住民登録も韮崎市にされた方が対象。出生した新生児の保護者に出生をお祝いし、１万円を支給する。 リョウシン ニラサキシ ジュウミン トウロク シンセイジ ジュウミン トウロク ニラサキシ カタ タイショウ シュッセイ シンセイジ ホゴシャ シュッショウ イワ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド								おめでとう赤ちゃん出生祝金制度		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		出産祝金		身延町に住所を有する方が出産し、新生児とともに定住する場合に支給。第1子3万円、第2子5万円、第3子以降20万円。(それぞれに印鑑と希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給)		政策室		0556-42-4801		出産祝金								出産祝金		出産祝金

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成　		不妊症と診断された夫婦で1年以上町内に住所を有し居住している方。自己負担額の2分の1、上限20万円、年度1回、通算5回		福祉保健課		0556-20-4611		不妊治療費の助成　								不妊治療費の助成　		不妊治療費の助成　

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不妊症の治療費の２分の１を助成します。
ただし、助成上限を２０万円とし、１年度内１回、通算５年度まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217		不妊治療助成事業								不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不育症治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不育症の治療に関する１治療期間毎の医療費を助成します。ただし、助成上限を２０万円とし、通算５回まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217		不育症治療助成事業								不育症治療助成事業		不育症治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊娠中の異常を早期に発見し、母体や胎児の健康確保と経済的負担の軽減のため、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう、受診票（補助券）をお渡しします。		健康づくり課		0263-34-3217		妊婦一般健康診査								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊治療を受けた夫婦に治療費の一部を補助（所得制限有） アリ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244		不妊治療費補助								不妊治療費補助		不妊治療費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		健やかな出産を迎えられるよう母子健康手帳交付の際、14枚の基本健診受診票、４種類（５枚）の追加検査受診票、４枚の超音波受診票を交付		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244		妊婦一般健康診査								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		全国唯一の自治体経営の産婦人科の単科病院 ゼンコク ユイツ ジチタイ ケイエイ サンフジンカ タンカ ビョウイン		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		0268-22-1573		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン								上田市立産婦人科病院		上田市立産婦人科病院

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の特定治療費助成決定を受けている夫婦で、住民登録して１年以上経過し医療保険に加入している方に県助成金を控除した額の2分の１以内を年度で1回、通算5回補助。1回の上限額10万円。3回目以降上限額5万円 ケン トクテイ チリョウ ヒ ジョセイ ケッテイ ウ フウフ ジュウミン トウロク ネンイジョウ ケイカ イリョウ ホケン カニュウ カタ ケン ジョセイ キン コウジョ ガク ブン イナイ ネンド カイ ツウサン カイ ホジョ カイ ジョウゲン ガク マンエン カイメ イコウ ジョウゲン ガク マンエン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2333		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン		子どもの出産前６月以上対象地域に住所を有し、定住する意思がある保護者
第１子３万円、第２子５万円、第３子７万円及び第４子以降、１人につき１０万円※年齢要件及び地域要件有り コ シュッサン マエ ツキ イジョウ タイショウ チイキ ジュウショ ユウ テイジュウ イシ ホゴシャ ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン オヨ ダイ コ イコウ ニン マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン								過疎地域定住促進補助金／出産祝金		過疎地域定住促進補助金／出産祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		大町市に住所を有し、出産して児童を養育する父母を対象に、お祝金を贈ります。第１子・第２子５万円、第３子以降１０万円。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420		出産祝い金								出産祝い金		出産祝い金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		誕生祝金		出生したお子さんに１人２万円を支給します。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)		誕生祝金								誕生祝金		誕生祝金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		すこやかな出産を迎えられるよう健康管理を充実させることと、経済的な負担の軽減のために、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう受診券を渡します。		保健センター		0266-27-8384		妊婦一般健康診査								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		下諏訪町では、町に住民登録をして１年以上経過し、医療保険に加入しているご夫婦を対象に治療費の助成を行います。		保健センター		0266-27-8384		不妊治療助成事業						1		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン シュク キン		出産について下記のとおり祝金を支給。①第１子２万円②第２子２万円③第３子５０万円 シュッサン カキ シュク キン シキュウ ダイ コ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		出産祝金 シュッサン シュク キン								出産祝金		出産祝金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産を祝い保護者の出生児育成の一助とするため出産祝金を支給。第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降２０万円 シュッサン イワ ホゴシャ シュッセイ ジ イクセイ イチジョ シュッサン イワイ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500		出産祝金 シュッサン イワイ キン								出産祝金		出産祝金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊（不育症）治療に要した医療保険適用外医療費について1/2を補助		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116		不妊治療費補助								不妊治療費補助		不妊治療費補助

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		出産		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン		お子さんの出生、また成長に合せ、お祝い金を贈呈。①出産―第１、２子…3万円、第３子…10万円、第４子以降…20万円②満4歳到達時…3万円③小学校入学時…5万円 コ シュッショウ セイチョウ アワ イワ キン ゾウテイ シュッサン ダイ シ ００００エン ダイ シ ００００ エン ダイ シ イコウ ００００ エン マン サイ トウタツ ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		保健センター ホケン		026-269-2104		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン								出生成長祝金		出生成長祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費のうち、県から受けた助成を控除した額について助成します。（限度額１０万円／回、妻の年齢によって回数制限あり） ケン ジョセイ		福祉部
保健センター		(0584)75-2322		特定不妊治療費助成事業								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7092		出産祝金支給事業								出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、支給対象児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ニン マンエン ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ								山県市新生児出産祝金事業		山県市新生児出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、第３子以降の新生児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ダイ シ イコウ シンセイジ ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ								山県市出産祝金事業		山県市出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		お子さんの出産を祝福し、健やかな成長を支援するため、第三子以降のお子さんを出産された場合に保護者に支給します。第三子…３０万円。第４子以降…５０万円。 コ シュッサン シュクフク スコ セイチョウ シエン ダイ サンシイコウ コ シュッサン バアイ ホゴシャ シキュウ ダイ サンシ マンエン ダイ シイコウ マンエン		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753		出産祝金 シュッサン イワイ キン								出産祝金		出産祝金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ		不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る費用に対し助成します。（助成額は治療1回につき治療に直接要した費用で岐阜県から給付される額を除く額。ただし、22万5千円を上限に助成）		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費一部助成		妊娠健康診査費14回分を助成します。		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101		妊婦健康診査費一部助成								妊婦健康診査費一部助成		妊婦健康診査費一部助成

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		出産		予防接種事業		妊娠希望者などに対する風しん予防接種を行い、疾病予防の更なる充実を図ります。		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171		予防接種事業								予防接種事業		予防接種事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ		①新生児聴覚検査費用助成3千円②不妊治療助成1人年間上限10万円・5年間③ヤング健康診査（19～39歳を対象とする健診）自己負担5百円④歯周疾患検診（30歳以上全員を対象とする）自己負担5百円 セン ヒャク ヒャク		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		0585-23-1511		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ								各種助成（検診・その他）		各種助成（検診・その他）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー祝い金		住民基本台帳に６か月以上登録されており、かつ出産後も引き続き１年以上居住すると見込まれる方に、出産子１人につき50,000円支給されます。		住民福祉部子育て支援課 コソダ シエン カ		0585-22-2111		すこやかベビー祝い金								すこやかベビー祝い金		すこやかベビー祝い金

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		出産		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン		第３子以降の出産に対し、出産育児奨励金を交付する。
（第３子：１０万円、第４子以降２０万円） ダイ コ イコウ シュッサン タイ シュッサン イクジ ショウレイキン コウフ ダイ コ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン								出産育児奨励金		出産育児奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		出産		出産祝い金交付事業		次世代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進を図ることを目的に第１子に５万、第２子に１０万、第３子以降の出産には２０万を支給する。		国保診療所 コクホ シンリョウ ショ		0574-78-2100		出産祝い金交付事業								出産祝い金交付事業		出産祝い金交付事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されない体外受精・顕微受精による治療について、１回の治療につき最大５万円を助成。		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ								特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ		出生時の体重が2,000g以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した赤ちゃんに医療費と食事療養費を助成。 ショクジ リョウヨウヒ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ								未熟児養育医療費助成		未熟児養育医療費助成

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。 フニン チリョウ ウ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ		健やか・こども部健康づくり課 スコ ブ ケンコウ カ		0547-34-3281		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。		健康づくり課 ケンコウ カ		0537-37-1112		不妊治療費助成事業								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド		子どもの出産に係る費用の一部を軽減をすることにより、子育てする家庭の負担を軽減し、子どもを産みやすい環境を整備することを目的とする制度。1回の出産（単胎）につき10万円（多児加算1人5万円）助成 ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド								出産費助成制度		出産費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費等助成事業		不妊治療を受けた方に治療費等の一部を助成。①一般不妊治療：経費の１/２以内（1回2万円・年間10万円上限）②特定不妊治療：経費の１/２以内（県助成金制度併用の場合は残額を上限）、1回15万円・年2回 チリョウ ヒ トウ イチブ ジョセイ ジョウゲン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		不妊治療費等助成事業								不妊治療費等助成事業		不妊治療費等助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン		妊婦健康診査のうち、基本健診14回分、超音波検査4回分、後期血液検査1回分を公費（公費負担分を超える分は自己負担）で受診。県外で妊婦健康診査を受診した場合は、還付申請が可能。 ジュシン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン								妊婦健康診査の補助金		妊婦健康診査の補助金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		町内在住で出産された方に祝金を支給。
・出産祝金第１子20,000円、第２子30,000円、第３子以降１子につき50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ シュッサン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		出産		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン		子どもの誕生を祝い、出産納金として、新生児1人につき10万円を保護者に給付する。 コ タンジョウ イワ シュッサン ノウキン シンセイジ ヒトリ マンエン ホゴシャ キュウフ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン								森っ子出産祝金		森っ子出産祝金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励 シュッサン ショウレイ		２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金を支給 ニン メ マンエン ニン メ マンエン ニン メ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514		出産奨励 シュッサン ショウレイ								出産奨励		出産奨励

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を指定医療機関で受けており、前年の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦に県の助成に上乗せし、上限10万円を限度に１年度１回、通産５年助成を行う。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ シテイ イリョウ キカン ウ ゼンネン フウフ ガッサン ショトク マンエン ミマン フウフ ケン ジョセイ ウワノ ジョウゲン マンエン ゲンド ネンド カイ ツウサン ネン ジョセイ オコナ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン		新生児を出産された方に祝い金を支給します		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン								すこやかベビー出産祝金		すこやかベビー出産祝金

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		出産		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ		第三子以上の出産に、20万円助成 ダイ サン シ イジョウ シュッサン マン エン ジョセイ		行政経営課 ギョウセイ ケイエイ カ		(0599)66-1366		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ								第三子以上出産祝金助成事業		第三子以上出産祝金助成事業

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		第３子以降の出産に、第３子１０万円、第４子以降３０万円を支給。		福祉課		0735-33-0339		出産祝金支給事業								出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励祝い金		出産の祝い金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝い金として助成。（３人目５万円、４人目１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115		出産奨励祝い金								出産奨励祝い金		出産奨励祝い金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		育児支援助成金		育児に必要な紙オムツ、粉ミルクの購入経費の一部を助成する制度。（満１歳まで月額上限２千円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115		育児支援助成金								育児支援助成金		育児支援助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助金		不妊治療に必要な経費の一部を助成。（上限１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115		不妊治療費補助金								不妊治療費補助金		不妊治療費補助金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診診査費用助成		定期妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115		妊婦健診診査費用助成								妊婦健診診査費用助成		妊婦健診診査費用助成

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		結婚・子育て		出産		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		第２子以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として５万円を支給します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 								洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ		妊婦さんが医療機関や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000円）をお渡しします。 ニンプ イリョウ キカン ガイシュツ サイ リヨウ ジョセイ ケン エン ワタ		健康福祉部　　健康介護課　　　　健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カイゴ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		0791-22-7168		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ								マタニティータクシークーポン事業		マタニティータクシークーポン事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		相生市内にお住まいの方が出産した場合、出生児1人当たり5万円の「お祝い金」を贈ります。 カタ シュッサン バアイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

		出産祝金支給事業								出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		出産費助成事業		出産（妊娠12週目以降の死産も含む）の日までに赤穂市在住の母親に出産費の一部を助成。1子あたり5万円を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808		出産費助成事業								出産費助成事業		出産費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		市内に住所を有する法律上婚姻し、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の決定を受けるなど要件を満たす方に対し、治療1回あたり10万円を上限に通算10回を超えない範囲で助成を行う。		保健センター		0791-43-9855		特定不妊治療費助成事業								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		産婦健康診査費補助事業		平成24年2月1日以降に出産された市内に住所を有する産婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回1,500円を上限として2回助成する。		保健センター		0791-43-9855		産婦健康診査費補助事業								産婦健康診査費補助事業		産婦健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		妊婦検診検査費補助事業		市内住所を有する妊婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回5,000円を上限として11回分、1回10,000円を上限として3回分、合計85,000円分を助成する。		保健センター		0791-43-9855		妊婦検診検査費補助事業								妊婦検診検査費補助事業		妊婦検診検査費補助事業

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		出産		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド		第３子以降の出産・養育される方に対して、出産祝金を支給。第３子以降１人につき２０万円、第３子を含む３人以上（２０歳未満）を養育する者、出産後も引き続き出生児とともに５年以上定住する意思のある者 ダイ コ イコウ シュッサン ヨウイク カタ タイ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ コ イコウ ニン マンエン ダイ コ フク ニン イジョウ サイ ミマン ヨウイク モノ シュッサン ゴ ヒ ツヅ		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシカ		0795-74-1130		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド								ツープラス１出産祝金支給制度		ツープラス１出産祝金支給制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		市内にお住まいの方で、お子さんを出産された方を対象に支給。第１子、第２子の出産、１子につき３万円支給。第３子以降の出産、１子につき１０万円支給。 シナイ スマ カタ コ シュッサン カタ タイショウ シキュウ ダイ コ ダイ コ シュッサン コ マンエン シキュウ ダイ コ イコウ シュッサン コ マンエン シキュウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の助成制度に上乗せして、治療１回１０万円を上限に助成。 ケン ジョセイ セイド ウワノ チリョウ カイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康課 ケンコウ カ		0799-44-3004		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ								特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出生届提出時2万円の祝い金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501		出産祝金								出産祝金		出産祝金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ		妊娠判定にかかった費用を助成する。
（上限：7,000円／回、年度２回まで） ニンシン ハンテイ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン エン カイ ネンド カイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ								妊娠判定受診費用		妊娠判定受診費用

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン		県内の医療機関・助産院で使用できる受診券（95,000円分）を交付する。 ケンナイ イリョウ キカン ジョサンイン シヨウ ジュシン ケン エン ブン コウフ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン								妊婦健康診査助成金		妊婦健康診査助成金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費用を助成する。 ヒヨウ ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン						1		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成します。		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン		町民で第3子以降の子の出産に対し10万円を支給します。		住民福祉課福祉係 ジ フクシ カカリ		0736-22-0300(内線2064)		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン								出産奨励祝金		出産奨励祝金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を14回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担分についても一部助成します。 ニンプ ケンコウ シンサ ヒョウジュンテキ ナイヨウ キホン ジュシン ヒヨウ カイブン ジョセイ ジュシン ヒヨウ イガイ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ								妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		出産		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン		第２子以上の出産に対する報奨金。
第２子は５万円、第３子以降は１０万円を支給。 ジョウ シュッサン タイ ホウショウキン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン								第２子以上の出産報奨金		第２子以上の出産報奨金

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産児1人に対して５万円を助成 シュッサンジ ニン タイ マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		出産		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		出産の日以前から継続して１年以上、出産後も引き続き住民登録し居住される家庭の出生時第１、２子には１０万円分、３子以降には１５万円分の町商工会商品券をお祝いとして贈る。 シュッサン ヒ イゼン ケイゾク ネンイジョウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ ジュウミン トウロク キョジュウ カテイ シュッセイ ジ ダイ シ マンエンブン シ イコウ マンエンブン チョウ ショウコウカイ ショウヒンケン イワ オク		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン								すさみっ子誕生祝金		すさみっ子誕生祝金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド		第3子：10万円、第4子以降：30万円を支給する。町民かつ出産後も町内に居住することが条件。 ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ チョウミン シュッサンゴ チョウナイ キョジュウ ジョウケン		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド								出産祝い金制度		出産祝い金制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		出産手当		第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。		総務部 市民課 シミンカ		0858-22-8155		出産手当								出産手当		出産手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用の一部（年間10万円を限度）を5年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670		特定不妊治療費助成事業								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療（人工授精）助成事業		人工授精に要した経費の一部（治療費の２割・上限年間２万円）を通算２年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670		一般不妊治療（人工授精）助成事業								一般不妊治療（人工授精）助成事業		一般不妊治療（人工授精）助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		不育治療費助成事業		不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670		不育治療費助成事業								不育治療費助成事業		不育治療費助成事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		町内に住所を有する方が出産し届出が受理されたとき、2万円を交付。 チョウナイ ジュウショ ユウ カタ シュッサン トド デ ジュリ マンエン コウフ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ								出産祝金（いきいき定住促進条例）		出産祝金（いきいき定住促進条例）

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療自己負担金の一部を助成します。（上限30,000円／年）		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243		一般不妊治療費助成事業								一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		出産		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ		乳児健診（２回）と妊婦健診（１４回）を無料で受診できる。 ニュウジ ケンシン カイ ニンプ ケンシン カイ ムリョウ ジュシン		健康づくり課 ケンコウ カ		0867-72-6129		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ								乳児・妊婦個別健診事業		乳児・妊婦個別健診事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業		不妊症のご夫婦が医療保険対象外の不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を年間１０万円以内で助成する		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054		不妊治療支援事業								不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不育治療支援事業		専門の医療機関で不育症の診断を受けて治療をされている方に、保険外の治療費の一部を助成する。１年度３０万円が上限 ネンド マンエン ジョウゲン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054		不育治療支援事業								不育治療支援事業		不育治療支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦が安心して無事出産を迎えられるよう，妊婦から出産までの間における当該妊婦健診に係る助成金（50,000円）を交付する。 ニンプ アンシン ブジ シュッサン ムカ ニンプ シュッサン アイダ トウガイ ニンプ ケンシン カカ ジョセイキン エン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ								妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		現在妊娠しているまたは妊娠を予定・希望している女性とその配偶者，同世帯家族に対し風しん単独ワクチンなら上限7,710円，麻しん風しん混合ワクチンなら上限11,530円の助成金を交付する。 ゲンザイ ニンシン ニンシン ヨテイ キボウ ジョセイ ハイグウシャ ドウ セタイ カゾク タイ フウ タンドク ジョウゲン エン マ フウ コンゴウ ジョウゲン エン ジョセイキン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ								風しん任意予防接種費用助成事業		風しん任意予防接種費用助成事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド		出生時に矢掛町に住所を有する第３子以降の新生児の親権者について，新生児１人につき１０万円の誕生祝金を交付する。 シュッセイジ ヤカゲチョウ ジュウショ ユウ ダイ シ イコウ シンセイジ シンケンシャ シンセイジ ニン マンエン タンジョウ イワ キン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド								誕生祝金制度		誕生祝金制度

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産準備金 シュッサン ジュンビキン		出産の経費を軽減するため費用の一部として、出産準備金を贈る。／出産準備金は10万円とする。ただし、第3子から1人につき30万円とする。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627		出産準備金 シュッサン ジュンビキン								出産準備金		出産準備金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療費の一部を助成する制度。1回の補助の上限額：100,000円。※費用の２分の1以内を助成※１年度２回、通算５年まで		健康福祉部		0868-38-7102		不妊治療助成事業								不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 キン		出産祝い金３０，０００円。勝央町に６カ月以上在住が要件で、出生届出時に申請・支給します。		税務住民部		0868-38-3115		誕生祝い金 キン								誕生祝い金		誕生祝い金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		出産		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		出産費用から部屋代、食事代、出産育児一時金・高額医療費等を差し引いた金額を助成。【上限5万円】		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ								出産費用助成事業		出産費用助成事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ		妊婦健康診査を受ける時の費用を助成。妊婦健康診査補助券(14回分)，妊婦歯科健康診査受診券（1回分），妊婦一般健康診査検査券(1回分)，子宮頸ガン検診受診券(1回分)，クラミジア検査受診券(1回分)		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ								妊婦健診費用の助成		妊婦健診費用の助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		広島県不妊治療支援事業の承認決定夫婦を対象に治療費の一部を助成。指定医療機関で，体外受精または顕微授精に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く）に対し，1回15万円を上限に助成。		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ								不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		庄原市に住所を有し，出生児と同居および養育している保護者で，出産後3年以上庄原市に在住しようとする方が対象。第１子，第２子は20万円，第３子以降は35万円を交付		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192		出産祝い金								出産祝い金		出産祝い金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		出産		妊産婦健康診査等支援制度		妊婦健診の受診を促し、安全で安心な出産ができるようにするため、妊婦健診の受診回数に応じて、1回当たり2,000円、最高で14回分、28,000円を助成します。		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148		妊産婦健康診査等支援制度								妊産婦健康診査等支援制度		妊産婦健康診査等支援制度

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費助成		妊婦に対し妊婦健診における交通費の一部を助成。【助成額】1回の受診につき1,000円【対象者】町に住民登録を有する期間に，町外の医療機関で妊婦健診を受けた者		福祉課		0826-25-0250		妊婦健康診査交通費助成								妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		352012		山口県		下関市		結婚・子育て		出産		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン		過疎・離島地域への人口定住促進。（地域限定）
対象地域居住者で、第3子以降の子を出産し、生計を同じくして6ヶ月以上養育した方へ20万円支給。 マン		企画課 キカクカ		083-231-1911		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン								　人口定住促進対策事業（出産祝金）		　人口定住促進対策事業（出産祝金）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		出産		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド		第３子以降の対象児１人につき10万円の祝金を支給します。		こども支援課 シエン カ		0827-29-5075		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド								出産祝金制度		出産祝金制度

		362069		徳島県		阿波市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業		出産を祝福し祝い金を支給。市内に出産前６ケ月以上居住し、出産後３ケ月以上居住する意思のある方		市民部
市民課		0883-35-7800		出産祝い金支給事業								出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサンイワ キン		町内居住者が出産をした際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ シュッサン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194		出産祝い金 シュッサンイワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド		出産時に交付する祝い金（2万円）に加えて合併後（H17.3.1）の出産からの経過年数（５年後、10年後、15年後）に応じて加算金が交付される制度。		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド								出産祝い金加算制度		出産祝い金加算制度

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を１４回分交付。		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0880-63-1113		妊婦一般健康診査								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		子どもが生まれた方で、町に１年以上住所を有し、かつ居住し、引き続き将来共土佐町に居住する意思を有する方に支給。
第１子及び第２子：５０，０００円
第３子以降：１５０，０００円 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717		出産祝金 シュッサン イワ キン								出産祝金		出産祝金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		新生児一人につき5,000円支給 シンセイジ ヒトリ エン シキュウ		越知町社会福祉協議会 オチ チョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		0889-26-1149		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ								出産祝い金支給		出産祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		一人につき２万円の出産祝い支給 ヒトリ マンエン シュッサン イワ シキュウ		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ								出産祝い金支給		出産祝い金支給

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		母親学級 		妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を実施します。		筑後市立病院 チクゴ シリツ ビョウイン		0942-53-7511		母親学級 								母親学級 		母親学級 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		出生届の価値創出事業		新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈します。		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112		出生届の価値創出事業								出生届の価値創出事業		出生届の価値創出事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付。妊娠全期間を通じて使用可能。 ニンプ ケンシン コウモク クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ケン カイ ブン コウフ ニンシン ゼンキカン ツウ シヨウ カノウ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		406023		福岡県		添田町		結婚・子育て		出産		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン		出産児１人につき50,000円、３子目（２児養育中）200,000円、４子以上（３児養育中）500,000円の出産奨励金。３子以上につき（現在２児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。 シュッサン ジ ヒト エン コ メ ジ ヨウイクチュウ エン コ イジョウ ジ ヨウイクチュウ エン シュッサン ショウレイキン コ イジョウ ゲンザイ ジ ヨウイク ツキ ガク エン イクジ ショウレイキン シキュウ		保健福祉環境課 ホケン フクシ カンキョウ カ		0947-82-1232		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン								添田町出産育児奨励金		添田町出産育児奨励金

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助事業		保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106		不妊治療費補助事業								不妊治療費補助事業		不妊治療費補助事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ		【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万円を支給します。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支給します。 シュッサン イワ キン チョウナイ ネンイジョウ テイジュウ フウフ ダイ コ イジョウ シュッサン バアイ シンセイジ ニン アタ マンエン シキュウ イクジ ホウショウキン チョウナイ シュッセイ ダイ シ イジョウ コサマ マン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ								新生児祝い金支給事業		新生児祝い金支給事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ		町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療につき１０万円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通算３年間）。 チョウナイ ネン イジョウ テイジュウ フウフ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ウ バアイ カイ チリョウ マンエン トウケツ ハイ イショク トウ マンエン ジョセイ ショネンド カイ ネンド メ イコウ カイ ゲンド ツウサン ネンカン		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ								特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		治療に要した額から県の助成額を控除した額で、1回10万円（凍結胚移植等は5万円）を限度に助成。（初年度は3回、以降年2回を限度に通算3年間）		健康推進課健康増進係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ ゾウシン カカ		0956-85-2483		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン		第３子以降の出産に対し母親に誕生祝金１０万円を贈る。		住民福祉課子育て支援係り ジュウミン フクシカ コソダ シエン カカ		0956-85-2333		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン								誕生祝い金		誕生祝い金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン		母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ） ボシ ケンコウ テチョウ トウ コウフ ウ ニンシン キカンチュウ シカ ケンコウ シンサ ウ ニンプ エン カイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン								妊婦歯科健康診査費助成金		妊婦歯科健康診査費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン		第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ エン ダイ コ マンエン ダイ シイコウ マンエン キョジュウ ネンゲン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン								関所っ子誕生祝金		関所っ子誕生祝金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝金		出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。 ヒト ダイ シ ００００エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724		出生祝金								出生祝金		出生祝金

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出生児１人につき3万円の出産祝い金を給付しています。 ス カタ タンジョウ バアイ シュッセイジ ニン マンエン シュッサンイワ キン キュウフ		健康福祉課		0967-72-1229		出産祝い金 シュッサン イワ キン								出産祝い金		出産祝い金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		出産		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ		産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育児の困難さが見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／日の利用です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ								産前産後ホームヘルプサービス事業		産前産後ホームヘルプサービス事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッセイ イワ キン		・出生児の養育者に対し出生祝い金を支給する制度。
・支給額：出生児1人につき50,000円 シュッショウ ジ ヨウイクシャ タイ シュッセイ イワ キン シキュウ セイド シキュウガク シュッショウ ジ ニン エン		福祉課 フクシカ		0966-45-7214		出生祝い金 シュッセイ イワ キン								出生祝い金		出生祝い金

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。 コ ノゾ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ								不妊治療の助成		不妊治療の助成

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ		妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。 ニンプ ケンシン クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ヒョウ カイブン コウフ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ								妊婦健康診査の一部助成		妊婦健康診査の一部助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付します。妊娠全期間を通じて使用できます。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		妊婦一般健康診査								妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦超音波検査		出産予定日に３５歳以上となる妊婦さんを対象に、妊娠後期での超音波検査が無料となる受診券を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		妊婦超音波検査								妊婦超音波検査		妊婦超音波検査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		にこにこ赤ちゃんブックスタート		小さな頃から読書の楽しさにふれてもらうため､豊後高田市で出生したお子さんに､布絵本をプレゼントします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100		にこにこ赤ちゃんブックスタート								にこにこ赤ちゃんブックスタート		にこにこ赤ちゃんブックスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため、年間１５万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		不妊治療費の助成								不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不育治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、一治療期間につき１０万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		不育治療費の助成								不育治療費の助成		不育治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限10万円/年
（県事業との併用可）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ								不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		妊婦教室 ニンプ キョウシツ		夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を無料で開催しています。 ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111		妊婦教室 ニンプ キョウシツ								妊婦教室		妊婦教室

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		１４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 カイ ケンシン イガイ ケンシン フタン ガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ								妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→30万円） ソンナイ キョジュウ ヒト コ ウ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111		出産祝金 シュッサン イワイ キン								出産祝金		出産祝金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） ソンナイ キョジュウ ニンプ ケンシン イ ウンチン ジョセイ ツキソイ ニン フク		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ								妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ		不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽減するための制度です。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ								不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		お母さん教室 カア キョウシツ		初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		お母さん教室 カア キョウシツ								お母さん教室		お母さん教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		両親学級 リョウシン ガッキュウ		これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深めるために両親学級を開催しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		両親学級 リョウシン ガッキュウ								両親学級		両親学級

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン		以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給 マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン シ イコウ マンエン シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン								新生児誕生祝金		新生児誕生祝金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン								出産育児一時金		出産育児一時金

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		都農町に１年以上住所を有し、現に２子以上の児童を養育している方を対象に、第３子以降の子を出産した場合に１０万円を支給する。また、小学校就学時には５万円を支給する。 ツノ チョウ ネン イジョウ ジュウショ ユウ ゲン シ イジョウ ジドウ ヨウイク カタ タイショウ ダイ シ イコウ コ シュッサン バアイ マン エン シキュウ ショウガッコウ シュウガク ジ マン エン シキュウ		福祉課 フクシ カ		0983-25-5714		子宝祝金 コダカラ イワ キン								子宝祝金		子宝祝金

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		１回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成する。 ジョセイ		保健課 ホケンカ		099-474-1111		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								志布志市特定不妊治療費助成事業		志布志市特定不妊治療費助成事業		1		沼津→志布志 ヌマヅ シブシ

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出産時に10万円を支給する。		福祉課 フクシカ		099-474-1111		出産祝金 シュッサン イワイ キン								出産祝金		出産祝金		0

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		出産		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ		南九州市内に，出産前１年以上住所を有している方を対象に，２人目以降の子どもを出産し，養育する方に対し支給するもの。●第２子・・・５万円●第３子以降・・・１０万円 シ シュッサン マエ イチネンイジョウ ジュウショ ユウ カタ タイショウ ニン メ イコウ コ シュッサン ヨウイク カタ タイ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マ エン		福祉課 フクシカ		0993-83-2511
(代)		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ								出生祝金の支給		出生祝金の支給

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額２０万円を限度に助成。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		出産		出産祝い金		第１子３万円第2子５万円第3子以降１０万円を支給（地元商工会商品券）		町民課		0997-72-1060		出産祝い金								出産祝い金		出産祝い金

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		出産		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン		独自の子育て支援策として平成19年4月1日から町民の出産を祝福すると共に、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、町民の子育てを支援し、もっと活力のある町づくりを目的として出産祝金を支給しています。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン								子育て支援出産祝金		子育て支援出産祝金

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		結婚		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン		結婚したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（結婚1組10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン								「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		0		リンク修正 シュウセイ

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		結婚		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン		婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行った方へ商品券を交付。ただし、夫婦とも初婚かつ５０歳未満であること。①祝い金３万円②後継者祝い金５万円 カタ ショウヒンケン コウフ イワ キン マン エン コウケイシャ イワ キン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン								蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		若年者の定住人口を増やすことを目的に、町内在住者が結婚したときに結婚祝金を支給します。夫婦１組に対して20万円 ジャクネン シャ テイジュウ ジンコウ フ モクテキ チョウナイ ザイジュウシャ ケッコン ケッコン イワ キン シキュウ フウフ クミ タイ マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		中 チュウ		結婚祝い金20万円 ケッコン イワ キン マンエン				結婚祝い金支給事業		結婚祝い金支給事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内在住のかたの結婚に際し、町から3万円を贈呈。 チョウナイ ザイジュウ ケッコン サイ チョウ マンエン ゾウテイ		総務課庶務係 ソウムカ ショムガカリ		0165-32-2421		結婚祝金 ケッコン イワ キン								結婚祝金		結婚祝金

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		結婚		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ		婚活イベントの実施や自分磨きのための講座等の開催、出会いの場の提供、結婚を希望する方への結婚相談対応や出会いの仲介、これらにより結婚した夫婦へ祝い金10万円を交付します。 コン カツ ジッシ ジブン ミガ コウザ トウ カイサイ デア バ テイキョウ ケッコン キボウ カタ ケッコン ソウダン タイオウ デア チュウカイ ケッコン フウフ イワ キン マンエン コウフ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ								縁結び支援事業		縁結び支援事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		結婚		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ		婚姻の届出から１年以内の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成する。実質家賃額から３万円を差し引いた額で、月額上限１万円を２年間助成。 コンイン トドケデ ネン イナイ シンコン セタイ シナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ バアイ ヤチン ジョセイ ジッシツ ヤチン ガク マンエン サ ヒ ガク ツキ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ								新婚生活応援家賃助成事業		新婚生活応援家賃助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド		独身の男女の仲をサポートすることに意欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりはら婚活プランナー」として認定し、その活動を支援する。認定期間は２年間（更新可）。 ニンテイ キカン ネンカン コウシン カ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド								くりはら婚活プランナー認定制度		くりはら婚活プランナー認定制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド		独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、イベント経費の一部を助成する。１事業につき対象経費の1/2、上限３０万円。１団体につき、年２回まで交付可。		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド								婚活促進事業費補助金制度		婚活促進事業費補助金制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ		各種婚活イベントの開催、婚活講演会の開催 カクシュ コンカツ カイサイ コンカツ コウエンカイ カイサイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ								市主催の婚活イベント		市主催の婚活イベント

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		結婚		出会い・結婚支援事業		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、「あきた結婚支援センター」を核に、会員登録制によるマッチング、出会いイベントの開催支援等を促進。		少子化対策局		018-860-1248		出会い・結婚支援事業								出会い・結婚支援事業		出会い・結婚支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		結婚		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ		あきた結婚支援センターへの入会金、１万円を助成。 ケッコン シエン ニュウカイキン マンエン ジョセイ		企画政策課
企画係 キカク セイサク カ キカク ガカリ		0185-85-4817		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ								あきた結婚支援センター入会金助成事業		あきた結婚支援センター入会金助成事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		結婚		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ		農業後継者と村内外の若者との出会いの場を提供する。
交流会開催の他、結婚支援センターの登録料を村が負担。（1人１万円） ノウギョウ コウケイシャ ソンナイ ガイ ワカモノ デア バ テイキョウ コウリュウ カイ カイサイ ホカ ケッコン シエン トウロクリョウ ムラ フタン ヒトリ マン エン		農業委員会 ノウギョウ イインカイ		0185-45-3654		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ								異業種交流会事業		異業種交流会事業

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ		平成23年に「つるおか婚活支援ネットワーク」を立ち上げ、地域の企業や団体等と連携しながら、婚活イベントなど結婚に関する情報提供をはじめ、活動団体への補助金による支援や婚活イベント・セミナー等を実施。 コン カツ ホジョキン コン カツ		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ								婚活支援事業		婚活支援事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		結婚		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ		町内にお住まいの方が結婚した場合、１組につき祝品（商品券）３万円を贈呈。 チョウナイ ス カタ ケッコン バアイ クミ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ								飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】

		072052		福島県		白河市		結婚・子育て		結婚		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ		白河市及び西白河郡（４町村）の広域的な範囲で、結婚を希望する独身の男女（２０歳以上から４０歳代）を対象に、実行委員会を立ち上げ、出逢いの場を提供する事業を実施。 シラカワシ オヨ ニシシラカワグン チョウソン コウイキテキ ハンイ ケッコン キボウ ドクシン ダンジョ サイ イジョウ サイ ダイ タイショウ ジッコウ イインカイ タ ア デア バ テイキョウ ジギョウ ジッシ		市民生活部地域支援課 シミン セイカツ ブ チイキ シエン カ		0248-22-1111		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ								「ふれあいの場」創出事業		「ふれあいの場」創出事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内に定住する意思のある新婚夫婦に対し、祝金10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限38,000円/月）を支給。 チョウナイ テイジュウ イシ シンコン フウフ タイ イワ キン マンエン チンタイ ジュウタク ヤチン ゲツ ブン ジョウゲン エン ツキ シキュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		結婚祝金 ケッコン イワ キン								結婚祝金		結婚祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ		若者が交流できるイベントを実施し、町内在住の男性を対象に出会いの場を創出する。結婚活動支援イベント。 ワカモノ コウリュウ ジッシ デア バ ソウシュツ ケッコン カツドウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ								後継者対策事業		後継者対策事業

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		結婚		ハッピーサポート事業 ジギョウ		市内花貫渓谷周辺でバーベキューを行い、市内観光を通じて独身男女の出会いの場を創出する。事業開始時期についてはお問い合わせください。 シナイ ハナ ヌキ ケイコク シュウヘン オコナ シナイ カンコウ ツウ ソウシュツ		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316		ハッピーサポート事業 ジギョウ		中 チュウ		バーベキューで男女の出会い ダンジョ デア				ハッピーサポート事業		ハッピーサポート事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		結婚		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ		結婚を希望する男女を応援するため，出会いの場の提供，自己啓発等のセミナーの開催，婚活相談員の配置を行う。 ケッコン キボウ ダンジョ オウエン デア バ テイキョウ ジコ ケイハツ ナド カイサイ コンカツ ソウダンイン ハイチ オコナ		社会福祉課 シャカイ フクシ カ		029-240-7112		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ								婚活応援推進事業		婚活応援推進事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		結婚		やいた未来クラブ運営事業		結婚サポーターによるイベント開催、婚活支援		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600		やいた未来クラブ運営事業								やいた未来クラブ運営事業		やいた未来クラブ運営事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		結婚		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し結婚祝金を交付		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン								過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載され、結婚後も引き続き町内に在住する意思をもつカップル1組につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ ケッコンゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ イシ クミ マンエン シキュウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド								結婚祝金支給制度		結婚祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ		婚姻届受理後、引き続き住所を置くか、１月以内に中之条町に住所を移し、１年以上住み続ける予定のものに６０ｋｇ分の米引換券を贈呈 コンイントドケ ジュリ ゴ ヒ ツヅ ジュウショ オ ツキ イナイ ナカノジョウマチ ジュウショ ウツ ネン イジョウ ス ツヅ ヨテイ ブン コメ ヒキカエケン ゾウテイ		企画政策課 キカク セイサクカ		0279-75-8802		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ								新婚家庭へのお米プレゼント		新婚家庭へのお米プレゼント

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		「おやべの縁結びさん」を設置、「結婚活動支援イベント」に助成金を交付するなど、人口増対策の一環として結婚活動の支援事業を実施します。		市民協働課 シミン キョウドウ カ		0766-67-1760		結婚活動支援事業								結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供や、結婚する力を高める自分磨き講座を実施する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		結婚活動支援事業								結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		結婚		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ		しあわせアドバイザー「縁結びist」による結婚相談の実施、異性とのコミュニケーション等を指南する「いしかわ婚活実践大学校」の開催、男女の交流イベントを行う企業等に対し、5万円/件を上限に助成。 エンムス ケッコン ソウダン ジッシ イセイ トウ シナン コンカツ ジッセン ダイガッコウ カイサイ ダンジョ コウリュウ オコナ キギョウ トウ タイ マン エン ケン ジョウゲン ジョセイ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ								しあわせ発見事業		しあわせ発見事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		毎週火曜日（土曜日は受付のみ）、「フォーラム七尾」で結婚相談を実施。 マイシュウ カヨウビ ドヨウビ ウケツケ ケッコン ソウダン ジッシ		男女共同参画室 ダンジョ キョウドウ サンカク シツ		0767-52-5222		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ								結婚相談事業		結婚相談事業

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		町内に定住を決めた「新婚夫婦」でいずれかが40歳以下である夫婦に対し交付。交付額は、夫婦とも転入者である場合10万円、いずれかが転入者である場合5万円、転入者でない場合3万円。		町民課 チョウミン カ		(076)288-2124		結婚祝金 ケッコン イワイ キン								結婚祝金		結婚祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談所の設置、婚活イベント・セミナーの開催。 セッチ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ								結婚相談事業		結婚相談事業

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金		身延町に住所を有する方が結婚し、定住する場合に5万円を支給。		政策室		0556-42-4801		結婚祝金								結婚祝金		結婚祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン		平成２６年４月１日以降に結婚した市内に住民登録のある満５０歳未満の夫婦に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ケッコン マン サイ フウフ		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン								新婚さん応援します！新婚生活応援		新婚さん応援します！新婚生活応援

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		結婚		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ		結婚相談所と連携し、飯山市民の独身男女で結婚後も飯山市内に住むことを希望する方には、結婚相談所への入会諸費用を補助 ケッコン ソウダンジョ レンケイ イイヤマシミン ドクシン ダンジョ ケッコンゴ イイヤマシナイ ス キボウ カタ ケッコン ソウダンジョ ニュウカイ ショヒヨウ ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ								いいやまお見合い本気婚活支援事業		いいやまお見合い本気婚活支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		結婚		出会い・婚活の場の提供		婚活プロジェクト委員による婚活パーティーやセミナーの企画・運営など、地域の魅力の再発見を通した、町ぐるみによる婚活機運の盛り上げなど様々な面から婚活を応援しています。		総務課企画係		0266-27-1111(内線257)		出会い・婚活の場の提供								出会い・婚活の場の提供		出会い・婚活の場の提供

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		結婚		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド		結婚による定住を目指して取組んでいるエキサイト恋愛結婚「ふるさと婚活」や町主催の出会い・婚活イベントへの参加（登録）者同士が成婚・定住した際に、１組３万円の祝い金を贈呈（成婚のみは祝い品を贈呈） ケッコン テイジュウ メザ ト ク レンアイ ケッコン コン カツ マチ シュサイ デア コン カツ シャ ドウシ セイコン テイジュウ サイ クミ マンエン イワ キン ゾウテイ セイコン イワ ヒン ゾウテイ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド								結婚・定住祝金（結婚祝品）制度		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン シュク キン		国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して２万円を支給 コクナイ ガイコク ジン ケッコン ト クミ タイ マンエン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		結婚祝金 ケッコン シュク キン								結婚祝金		結婚祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		結婚		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ		結婚したいと考えている独身男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供し、皆さんの婚活を応援しています。これまで開催したイベントでは、１２３組のカップルが誕生しています。（２６年度は６回開催） ケッコン カイサイ クミ タンジョウ ネンド カイ カイサイ		かがやきライフ推進部
市民活動推進課		0584-47-7169		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ								かがやき婚活事業		かがやき婚活事業

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		結婚		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ		結婚したい男女（男性は市内のみ）に、結婚情報の提供やセミナー、カップリングイベント、紹介等を実施。市民の結婚相談員が運営協議会を設け、毎月の結婚相談や年数回のカップリングパーティー、研修会等を開催 ダンセイ シナイ トウ ジッシ トウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ								ことぶき結婚相談所		ことぶき結婚相談所

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン		晩婚化・未婚化の対策として、出会いの場の創出、体験イベント等を通じた結婚のきっかけづくりとなる事業について１０万円を上限として補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン								婚活支援事業費補助金		婚活支援事業費補助金

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		結婚		婚活イベント企画運営事業		定期的に結婚相談所を開設し、市委嘱相談員６名により相談業務を行う。（HP参照：http://mariage-gujo.org/）
田舎でしか出来ない婚活プロジェクトにより、年3回婚活イベントを開催。		市長公室
企画課		0575-67-1831		婚活イベント企画運営事業								婚活イベント企画運営事業		婚活イベント企画運営事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談窓口、出会いの場を提供するイベントなどを開催します。		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシ カ		 0576-52-3936		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）								結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		結婚		新婚世帯定住奨励金		結婚後も3年以上定住することを前提とした新婚世帯を対象に奨励金を支給。婚姻日において夫婦ともに満50歳未満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要です。奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111		新婚世帯定住奨励金								新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン		沼津市役所に婚姻届を提出するカップルを対象に、提出する際の写真を撮影し、記念シートとして贈呈する。また、希望者には協賛施設でスペシャルサービスが受けられる「Vipパスカード」を併せて贈呈する。 キボウシャ キョウサン シセツ ウ アワ ゾウテイ		市民課 シミンカ		055-934-4720		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン								婚姻届提出記念サービス		婚姻届提出記念サービス

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		新たに夫婦となった2人の門出を祝うとともに、町の少子化対策、定住促進、地域福祉の向上を図ることを目的に、夫婦1組につき10万円を支給。 アラ フウフ ニン カドデ イワ マチ ショウシカ タイサク テイジュウ ソクシン チイキ フクシ コウジョウ ハカ モクテキ フウフ クミ マンエン シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		結婚祝金 ケッコン イワイ キン								結婚祝金		結婚祝金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内在住で結婚された方に祝金を支給。
・結婚祝金１組50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ ケッコン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221		結婚祝い金 ケッコン イワ キン								結婚祝い金		結婚祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		結婚		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ		委託先：森町社会福祉協議会
結婚相談：月一回第二日曜日午前9時00分～11時30分 イタクサキ モリマチ シャカイ フクシ キョウギカイ ケッコン ソウダン ツキ イッカイ ダイニ ニチヨウビ ゴゼン ジ フン ジ フン		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0538-85-5769		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ								結婚相談委託事業		結婚相談委託事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		結婚		婚姻奨励 コンイン ショウレイ		婚姻または婚姻後６カ月以内に転入した方に３万円の報奨金を支給 コンイン コンイン ゴ ゲツ イナイ テンニュウ カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514		婚姻奨励 コンイン ショウレイ								婚姻奨励		婚姻奨励

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		結婚を希望する独身男女に対して、出会い・交流の場を提供するため、会員登録制によるイベントやセミナーを開催。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」								婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		結婚		ハッピーマジックの会 カイ		出会いの場が少ない若者に、イベントの開催など交流の場を提供。２０～６０歳未満の独身の方で、男性は淡路島在住、在勤または出身者、女性は住所要件なし。 デア バ スク ワカモノ カイサイ コウリュウ バ テイキョウ サイミマン ドクシン カタ ダンセイ アワジシマ ザイジュウ ザイキン シュッシンシャ ジョセイ ジュウショ ヨウケン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040		ハッピーマジックの会 カイ								ハッピーマジックの会		ハッピーマジックの会

		294497		奈良県		十津川村		結婚・子育て		結婚		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ		村外の20歳以上40歳未満の独身女性と村内独身男性が、十津川村の自然や温泉を体験するツアーを通して、交流を深める。 ソンガイ サイイジョウ サイ ミマン ドクシン ジョセイ ソンナイ ドクシン ダンセイ トツカワムラ シゼン オンセン タイケン トオ コウリュウ フカ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		0746-62-0004		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ								十津川村縁活ツアー		十津川村縁活ツアー

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		結婚		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ		結婚を希望する独身の男女に、出会いや交流の機会を提供するため、婚活イベントを開催します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2065)		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ								若者交流促進事業		若者交流促進事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活事業 コンカツ ジギョウ		町民、もしくは将来町民となる意志のある方を対象に婚活イベントを実施。
今年度は、１０月頃実施予定。 チョウミン ショウライ チョウミン イシ カタ タイショウ コンカツ ジッシ コンネンド ガツ ゴロ ジッシ ヨテイ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000		婚活事業 コンカツ ジギョウ								婚活事業		婚活事業

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド		婚姻届を提出した夫婦に対し、1組につき5万円を支給する。町民かつ結婚後も町内に居住すること、滞納がないこと等が条件。 コンイン トド テイシュツ フウフ タイ クミ マンエン シキュウ チョウミン ケッコンゴ チョウナイ キョジュウ タイノウ トウ ジョウケン		企画課 キカク カ		0735-62-0556		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド								結婚祝い金制度		結婚祝い金制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		結婚		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ		独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」が実施する「出会いの場」イベントの情報を発信します。平成２５年度イベント１３８回実施２０９組カップル成立（主催者報告） ドクシン カタ トウロク コンカツ オウエン キギョウ ダンタイ ジッシ デア バ ジョウホウ ハッシン ヘイセイ ネン ド カイ ジッシ クミ セイリツ シュサイシャ ホウコク		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ								とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		夫婦ともに町内に住所を有し引き続き居住する意思のある方が結婚したとき、3万円を交付。 フウフ チョウナイ ジュウショ ユウ ヒ ツヅ キョジュウ イシ カタ ケッコン マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ								結婚祝金（いきいき定住促進条例）		結婚祝金（いきいき定住促進条例）

		322032		島根県 シマネケン		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		結婚		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ		未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナーの開催、結婚相談開催支援、支援者養成セミナーの開催など ミコンカ バンコンカ タイサク チイキ ダンタイ トウ レンケイ ハカ ドクシン ダンジョ コンカツ シエン サク ト ク ナイヨウ コンカツ シエン カイサイ ケッコン ソウダン カイサイ シエン シエンシャ ヨウセイ カイサイ		縁結び定住課 エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ								縁結びプロジェクト推進事業		縁結びプロジェクト推進事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		結婚		縁結び事業		縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー」や商工会議所等の市内各種団体と連携し、独身男女の出会いを応援します。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243		縁結び事業								縁結び事業		縁結び事業

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		結婚		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		隠岐の島町内で披露宴を行うことで25万円を交付します。
また、披露宴内で本町の伝統である「孫抱きの儀」を実施することで更に5万円を交付します。 オキ シマチョウ ナイ ヒロウエン オコナ マンエン コウフ ヒロウエン ナイ ホンチョウ デントウ マゴ ダ ギ ジッシ サラ マンエン コウフ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		大 ダイ		ウェディングに25万円
孫抱きの儀式でさらに5万円 マンエン マゴ ダ ギシキ マンエン				隠岐の島町孫抱き交付金事業		隠岐の島町孫抱き交付金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		ブライダルセンター		結婚相談所によるカウンセリング，婚活イベントの開催等，出会いの場を提供します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		ブライダルセンター								ブライダルセンター		ブライダルセンター

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		新婚定住祝い金支給事業		新婚の夫婦にこうげん通貨3万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		新婚定住祝い金支給事業								新婚定住祝い金支給事業		新婚定住祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ		新婚の夫婦の仲人に対して，「こうげん通貨」１０万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ								結婚仲人報奨金支給事業		結婚仲人報奨金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		縁むすびの会 エニシ カイ		結婚を希望する男女の出会いを仲立ちする住民ボランティア組織。月２回の相談室（会員対象）及び、年数回の婚活イベント（町内外）を開催。 ゲツ カイ ソウダンシツ カイイン タイショウ オヨ ネン スウカイ コンカツ チョウナイガイ カイサイ		縁むすびの会事務局（企画情報課内） エニシ カイ ジムキョク キ ナイ		0884-62-2200		縁むすびの会 エニシ カイ								縁むすびの会		縁むすびの会

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内居住者（婚姻後も引き続き居住の意思がある者に限る）が婚姻した際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ コンインゴ ヒ ツヅ キョジュウ イシ モノ カギ コンイン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194		結婚祝い金 ケッコン イワ キン								結婚祝い金		結婚祝い金

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		結婚		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ		若者に出会いの場を提供してくれる団体に対して、１０万円を上限とし補助金を交付（１回につき）。現在、海陽町婚活実行委員会では、海陽町に住みたい方を募り、婚活イベントを開催。 ワカモノ デア バ テイキョウ ダンタイ タイ マンエン ジョウゲン ホジョキン コウフ カイ ゲンザイ カイヨウチョウ コンカツ ジッコウ イインカイ カイヨウチョウ ス カタ ツノ コンカツ カイサイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ								出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）

		372064		香川県		さぬき市		結婚・子育て		結婚		結婚定住奨励事業		婚姻日がＨ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１までにあって、年齢や住所など５つの要件を全て満たした夫婦に対し、さぬき市共通商品券１０万円分を交付。		総務部政策課		087-894-1112		結婚定住奨励事業								結婚定住奨励事業		結婚定住奨励事業

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		４０歳未満で、町に住民登録し、婚姻後引き続き３年以上土佐町に定住する意思を有する方に対し、土佐地区商工会の発行する商品券１００，０００円分を支給。 カタ タイ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717		結婚祝金 ケッコン イワ キン								結婚祝金		結婚祝金

		402079		福岡県		柳川市		結婚・子育て		結婚		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ		独身男女に出会いの場を提供する会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、みやま市に居住又は勤務の方、女性は全国登録可能。休所日（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。 ドクシン ダンジョ デア バ テイキョウ カイイン トウロク セイ ヤナガワ シ オオムタシ シ キョジュウ マタ キンム カタ ジョセイ ゼンコク トウロク カノウ キュウショ ヒ ヒ ミズ イガイ ヒ ショウゴ ジ ジョウチュウ ケッコン ソウダン ジッシ チュウ		大牟田・柳川・みやま結婚サポートセンター オオムタ ヤナガワ ケッコン		0944-77-8787		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ								結婚サポートセンター事業		結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		八女・筑後結婚サポートセンター事業		筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座や教室のほか、結婚相談などを実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		八女・筑後結婚サポートセンター事業								八女・筑後結婚サポートセンター事業		八女・筑後結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届の価値創出事業		新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。 アラ		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112		婚姻届の価値創出事業								婚姻届の価値創出事業		婚姻届の価値創出事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い品贈呈事業 		結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定）		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025		結婚祝い品贈呈事業 								結婚祝い品贈呈事業 		結婚祝い品贈呈事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		結婚		うきコン		うきは市婚活実行委員会主催の婚活イベント
毎年春と秋の年2回開催 シ コンカツ ジッコウ イインカイ シュサイ コンカツ マイトシ ハル アキ ネン カイ カイサイ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984		うきコン								うきコン		うきコン

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		結婚		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		結婚応援のための若者の出会いの場を提供する事業への支援を行う。公益の増進を図る５人以上で構成される団体へ上限５０万円を補助する。 ケッコン オウエン ワカモノ デア バ テイキョウ ジギョウ シエン オコナ コウエキ ゾウシン ハカ ニンイジョウ コウセイ ダンタイ ジョウゲン マンエン ホジョ		子ども未来課
子育て支援係 コ ミライ カ コソダ シエン カカリ		0946-22-1111
(内線126)		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		中 チュウ		若者の出会いに50万円 ワカモノ デア マンエン				縁結び応援事業		縁結び応援事業

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		結婚		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる新婚世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス シンコン セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド								新婚世帯家賃補助制度		新婚世帯家賃補助制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		結婚		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ		菊池市への移住定住を目的とし、菊池市の資源を生かした交流会を提供。
自然体験や農業体験など体験型交流や食事会を開催。 キクチシ イジュウ テイジュウ モクテキ キクチシ シゲン イ コウリュウカイ テイキョウ シゼン タイケン ノウギョウ タイケン タイケン ガタ コウリュウ ショクジ カイ カイサイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0968-25-7250		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ								菊池市婚活事業		菊池市婚活事業

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		結婚		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン		婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住する50歳未満の夫婦5万円 コンイン ビ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ コンイン ビ ネン イナイ ナンカン マチ テンニュウ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ サイ ミマン フウフ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン								結婚報奨金		結婚報奨金

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援事業		婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し新婚生活応援金（1組10万円）を交付します（2年以上居住要件有り）。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		新婚さん応援事業								新婚さん応援事業		新婚さん応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		婚活応援事業		独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するとともに、婚活のお手伝いをしています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		婚活応援事業								婚活応援事業		婚活応援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		・婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者
・夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者の場合６万円支給する コンイン トドケデ フウフ トモ ソンナイ テイジュウ モノ フウフ トモ ソンナイ バアイ マンエン ハイグウシャ ソンガイ シャ バアイ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111		結婚祝い金 ケッコン イワ キン								結婚祝い金		結婚祝い金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		結婚		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ								出会い応援事業		出会い応援事業

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		結婚		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン		独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与することを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体上限15万円 ダンジョ デア バ オコナ ジギョウ タイ ホジョ オコナ ダンタイ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン								婚活サポート事業補助金		婚活サポート事業補助金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		結婚		出逢い創出支援事業		独身者の「出逢いの場づくり」等の活動をしている団体に対して支援を実施。予算総額100万円。 ヨサン ソウガク マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011		出逢い創出支援事業								出逢い創出支援事業		出逢い創出支援事業

		454052		宮崎県		川南町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭家賃助成事業		平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成を行います。助成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円） ネンカン		まちづくり課 カ		0983-27-8002		新婚家庭家賃助成事業								新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成費 コ ヒ		小学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。所得制限あり（H26年7月までは，小学生は入院・訪問看護のみ）。 ショトク セイゲン		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446		子ども医療費助成費 コ ヒ								子ども医療費助成費		子ども医療費助成費

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ		ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ								ひとり親家庭等医療費助成費		ひとり親家庭等医療費助成費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ		乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者等の方が診療を受けたときの、保険診療の自己負担額から一部負担額を除いた額を助成 ニュウヨウジ オヤ カテイ ジュウド シンシン ショウガイシャ トウ ホウ シンリョウ ウ		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0143-25-3026   		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ								医療費助成		医療費助成

		012084		北海道		北見市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		医療機関等にかかった時の医療費のうち、就学前までの乳幼児は入院・訪問看護・通院、小学校就学児は入院・訪問看護を対象に自己負担額の一部を助成。		保健福祉部　　国保医療課		0157-25-1130		乳幼児等医療費助成								乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学前までの医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガッコウ ニュウガクマエ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学生卒業前までの入院・指定訪問看護利用に係る医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガクセイ ソツギョウ マエ ニュウイン シテイ ホウモン カンゴ リヨウ カカ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		義務教育就学（小学校入学）前までの子どもの医療費を助成しています。
また、小学生の入院に係る医療費も助成しています。		こども支援課		0144-32-6416		乳幼児等医療費助成								乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。		こども支援課		0144-32-6416		ひとり親家庭等医療費助成制度										定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		安心して子育てができるよう、小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成。また、小学生の入院医療費の一部を助成。 アンシン コソダ ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		市民部市民課
保険年金グループ シミン ブ シミンカ ホケン ネンキン		0126-62-3144		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		市内に住所のある中学生以下の子どもの保険適用となる医療費を全額助成する。		子ども未来・　　医療給付係 コ ミライ イリョウ キュウフ ガカリ		0125-32-2216		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ		市では市立小中学校、幼稚園、保育所に在学(園)する子どもたちが怪我などをした際に給付を受ける「日本スポーツ振興センター災害共済給付契約」を結んでおり、これらの共済掛金の全額を市で負担(無料)している。		学校教育係 ガッコウ キョウイクガカリ		0125-32-1822		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ								独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小児インフルエンザ等の予防接種の助成を行なう。小児インフルエンザ予防接種については中学生以下を対象に1回の接種につき1,000円助成している。 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ オコ ショウニ ヨボウ セッシュ チュウガクセイ イカ タイショウ カイ セッシュ ０００エン ジョセイ		健康づくり推進係		0125-32-5665		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ								小児インフルエンザ等予防接種助成事業		小児インフルエンザ等予防接種助成事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		小学生以下の入院、通院医療費無料。中学生の入院医療費無料。 ショウガクセイ イカ ニュウイン ツウイン イリョウヒ ムリョウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ムリョウ		市民部市民課 シミン ブ シミンカ		0165-23-3121		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		012211		北海道		名寄市 ナヨロシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療制度		３歳未満児及び住民税非課税世帯は、医療機関で初診時一部負担金のみを支払い、残額を助成。上記以外の方は、医療費の1割を自己負担し、残額を助成。		こども未来課 ミライ カ		01654-3-2111		ひとり親家庭医療制度								ひとり親家庭医療制度		ひとり親家庭医療制度

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		未就学児は医療費無料、小学生は入院医療費一部助成（所得制限あり） ミシュウガクジ イリョウヒ ムリョウ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		市民生活部保険医療課 シミン セイカツ ブ ホケン イリョウ カ		0125-28-8018		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		医療		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児の医療費無料（通院、入院）		市民生活課保険係 シミン セイカツ カ ホケン カカリ		0125-54-2121		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								未就学児医療費助成事業		未就学児医療費助成事業

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		未就学児童までの保健診療分の指定訪問看護・入院費、通院費の助成（所得制限有り）
小学生は指定訪問看護・入院費の助成（所得制限有り）		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		親の入院・指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）
児童の入院、通院、指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り） シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ ジョセイ シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137		ひとり親家庭等医療費助成制度								ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の自己負担額の一部を助成。
ただし、小・中学生については入院時のみ。(保護者の所得制限あり。) ショウ チュウガク セイ ニュウイン ジ ホゴシャ ショトク セイゲン		保健福祉部国保医療課医療助成担当		0123-33-3131 
内線1242		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前：自己負担は初診時一部負担金のみ。市内医療機関受診は無料。小中学生（通院は対象外）：自己負担は市民税課税世帯は総医療費の1割相当額、市民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ（各所得制限有） シュウガクマエ ジコ フタン ショシン ジ イチブ フタンキン シナイ イリョウ キカン ジュシン ムリョウ ショウチュウガクセイ ツウイン タイショウガイ ジコ フタン シミンゼイ カゼイ セタイ ソウ イリョウヒ ワリ ソウトウ ガク シミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン カク ショトク セイゲン アリ		国保医療課 コクホ イリョウカ		011-372-3311		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ		１８歳まで医療費が無料
（医療保険の適用を受けない自己負担分については対象外） サイ イリョウヒ ムリョウ イリョウ ホケン テキヨウ ウ ジコ フタンブン タイショウガイ		住民課 ジュウミンカ		0126-57-2111		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ								乳幼児等健やか助成		乳幼児等健やか助成

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		【子どもの医療費助成】  18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、医療費を全額助成		保健福祉課		0139-47-4682		子ども医療費助成								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		対象：就学前の乳幼児（入院・通院）、児童（入院のみ）負担：５歳未満児及び住民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ負担。前記以外の受給者は１割負担（月上限：入院外12,000円、入院44,000円） タイショウ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ジドウ ニュウイン フタン サイ ミマン ジ オヨ ジュウミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン フタン ゼンキ イガイ ジュキュウシャ ワリ フタン ツキ ジョウゲン ニュウイン ホカ エン ニュウイン エン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0137-62-2111		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ								乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		013625		北海道 ホッカイ ドウ		上ノ国町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		18歳以下を対象に医療費の自己負担分を全額補助 サイ イカ タイショウ イリョウヒ ジコ フタンブン ゼンガク ホジョ		住民課 ジュウミン カ		0139-55-2311		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ								乳幼児等医療費支給事業		乳幼児等医療費支給事業

		013641		北海道 ホッカイ ドウ		乙部町 オトベ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学生まで医療費が無料		町民課保健衛生係 チョウミン カ ホケン エイセイ カカ		0139-62-2311		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児等が医療機関で保険証を使用して診療を受けたときの医療費の一部が助成されます。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780		乳幼児医療費助成								乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		医療		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		高校生まで医療費が無料 コウコウセイ イリョウヒ ムリョウ		住民福祉課医療給付係 ジュウミン フクシカ イリョウ キュウフ カカ		0136-57-5111		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド								医療費の助成制度		医療費の助成制度

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学生まで医療費が無料（健康保険適用の範囲内） チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ ケンコウ ホケン テキヨウ ハンイナイ		保健福祉課保健医療係 ホケン フクシ カ ホケン イリョウ カカ		0136-44-2121		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		予防接種（一部有料）、乳幼児検診及び歯科検診の実施 ヨボウ セッシュ イチブ ユウリョウ ニュウヨウジ ケンシン オヨ シカ ケンシン ジッシ		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		0136-44-2121		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子どもの医療費を「全額」または「一部」助成。０歳から１２歳になる年度の末日（小学校６年生の年度末）までが対象。外来は６歳まで、入院は１２歳までが対象。 コ イリョウヒ ゼンガク イチブ ジョセイ サイ サイ ネンド マツジツ ショウガッコウ ネンセイ ネンドマツ タイショウ ガイライ サイ ニュウイン サイ タイショウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		18歳までの児童生徒の保健医療費（入院・通院）の自己負担額の２割を助成（自己負担1割、所得制限あり） サイ ジドウ セイト ホケン イリョウヒ ニュウイン ツウイン ジコ フタン ガク ワリ ジョセイ ジコ フタン ワリ ショトク セイゲン		住民課　　　　　医療介護　　　グループ ジュウミンカ イリョウ カイゴ		011-378-2121		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								児童生徒等医療費助成事業		児童生徒等医療費助成事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド		中学校卒業までお子さんの医療費が無料
（※所得制限があります） コ ショトク セイゲン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド								由仁っ子医療助成制度		由仁っ子医療助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド		ワクチン接種（ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん、水ぼうそう、おたふく）費用の全額助成 セッシュ ハイエン キュウキン シキュウ ケイ ミズ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド								ワクチン接種助成制度		ワクチン接種助成制度

		014290		北海道		栗山町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳児から中学校卒業までのお子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての「全額」又は「一部」を助成します。
		住民福祉課		0123-73-7508		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ		０歳から中学３年生までの子供の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。 コドモ		住民課保険グループ ジュウミンカ ホケン		0164-32-2411		子どもの医療費無料化 コ								子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		高校3年生までの医療費（保険診療分の自己負担分）にかかる費用を全額助成します。 コウコウ ネン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ブン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								医療費助成事業		医療費助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ		乳幼児（9-10カ月健診～小学校就学前までの虫歯予防としてフッ素塗布を無料で実施 ニュウヨウジ ゲツ ケンシン ショウガッコウ シュウガクマエ ムシバ ヨボウ ソ トフ ムリョウ ジッシ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ								歯科検診・フッ素塗布		歯科検診・フッ素塗布

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		各種予防接種全額助成（定期接種） カクシュ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ テイキ セッシュ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		医療		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		中学生以下の子どもは医療費無料 チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		01658-6-5111		子育て支援制度 コソダ シエン セイド								子育て支援制度		子育て支援制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		医療		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内居住で、満22歳までの子がいる方（※一部在学要件有）
・保険適用の自己負担額を全額助成（入院時の食事代等は対象外） チョウナイ キョジュウ マン サイ コ カタ ホケン テキヨウ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ニュウイン ジ ショクジダイ ナド タイショウガイ		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		大 ダイ		22歳まで医療費全額助成 サイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ				すこやか子ども医療費助成事業		すこやか子ども医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの通院、入院に係る医療費の自己負担分を助成(保険診療以外の費用を除く)。町内の医療機関であれば、窓口負担なしで受診可能。(町外の医療機関を受診した場合は、後日領収証を添付して申請が必要) チュウガクセイ ツウイン ニュウイン カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ ホケン シンリョウ イガイ ヒヨウ ノゾ チョウナイ イリョウ キカン マドグチ フタン ジュシン カノウ チョウガイ イリョウ キカン ジュシン バアイ ゴジツ リョウシュウショウ テンプ シンセイ ヒツヨウ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ								わっさむ健やかこども医療費助成		わっさむ健やかこども医療費助成

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ		任意の予防接種のうち、ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜ、インフルエンザ、成人の風しん、成人用肺炎球菌の予防接種にかかる費用の全部または一部を助成。 ニンイ ヨボウ セッシュ ミズ セイジン フウ セイジンヨウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンブ イチブ ジョセイ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ								予防接種料金助成		予防接種料金助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児、中学校卒業までの児童の医療費（保険適用内）を全額助成（所得制限なし） ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ イリョウヒ ホケン テキヨウ ナイ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		医療		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ		中学生までの医療費が無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ								音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		医療		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の医療費が無料となります。 マン サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ カタ イリョウヒ ムリョウ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								中川町乳幼児等医療費助成事業		中川町乳幼児等医療費助成事業

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		医療		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ		満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の医療費無料
（町内の医療機関）		住民課 ジュウミン カ		0165-35-2124		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ								子育て支援事業（子供医療費助成）		子育て支援事業（子供医療費助成）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		生まれてから中学生修了までにかかる医療費の自己負担額を全額助成。 ウ チュウガクセイ シュウリョウ イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ		町民課町民生活グループ チョウミン カ チョウミン セイカツ		0152-25-3577		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		医療		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ		高校３年生までの通院入院にかかる医療費自己負担の一部を、町内で使用可能な金券で還元。 コウコウ ネンセイ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン イチブ チョウナイ シ ヨウ カノウ キンケン カンゲン		地域福祉センター
福祉係 チイキ フクシ フクシ カカ		0157-52-3333		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ								健やか子育て応援事業		健やか子育て応援事業

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		結婚・子育て		医療		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費の保険診療分を全額助成します。（所得制限なし） チュウガクセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		保健福祉課
医療保険係 ホケン フクシカ イリョウ ホケン カカリ		01587-2-1212		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								さろま子育て応援医療費助成事業		さろま子育て応援医療費助成事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度		遠軽町内の乳幼児と小中学生が受けた保険診療による医療費の自己負担分について一部を助成します。（年齢に応じて助成内容が変わります。）
 ナイ ウ		民生部 住民生活課 保健医療年金担当 ミンセイ ブ ジュウミン セイカツ カ ホケン イリョウ ネンキン タントウ		0158-42-4812		乳幼児医療助成制度								乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化事業		１８歳までの子どもを持つ村内の家庭に対し、その子どもの医療費を世帯の所得に関わらず全額助成する。 サイ モ		住民課		0158-87-2111		子ども医療費無料化事業								子ども医療費無料化事業		子ども医療費無料化事業

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校卒業年度までの子どもを対象とした、医療費を助成します。 コウコウ ソツギョウ ネンド コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課 ホケンフクシカ		0158-84-2121		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども）の入院・通院に係る保険適用の医療費全額を助成 チョウナイ ジュウショ ユウ ニュウヨウジ ショウガクセイ チュウガクセイ サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ コ ニュウイン ツウイン カカ ホケン テキヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0142-66-2121		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		中学生以下の医療費無料（所得制限有り） チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ ショトク セイゲン ア		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小学生以下のインフルエンザ予防接種料金について、１，５００円助成 ショウガクセイ イカ ヨボウ セッシュ リョウキン エン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ								予防接種助成事業		予防接種助成事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		医療		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ		０歳から中学生までの子どもに係る自己負担分医療費の全額を地域商品券で助成（千円単位） サイ チュウガク セイ コ カカ ジコ フタン ブン イリョウヒ ゼンガク チイキ ショウヒンケン ジョセイ センエン タンイ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0146-26-9002		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ								子育て家庭医療支援事業		子育て家庭医療支援事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		子供が６歳到達後の最初の３/３１まで通院・入院医療費の一部助成（所得制限あり）子供が１２歳到達後の最初の３/３１まで入院医療費の一部助成（所得制限あり） コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		重度心身障がい者療費助成制度		身体障害者手帳１・２級及び３級の内部障がいの方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又は診断された方の通院入院、精神障害者保健福祉手帳１級の方の通院医療費の一部助成。		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111		重度心身障がい者療費助成制度								重度心身障がい者療費助成制度		重度心身障がい者療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等療費助成制度		母子及び父子家庭等で１８歳までの児童と親、配偶者が重度の障害者である世帯の１８歳までの児童と親への通院入院医療費の一部助成。（※親は入院のみ）※１８歳以上２０歳未満での特例もあり。 ボシ オヨ フシ カテイ トウ サイ ジドウ オヤ ハイグウシャ ジュウド ショウガイ シャ セタイ サイ ジドウ オヤ オヤ ニュウイン サイ イジョウ サイ ミマン トクレイ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111		ひとり親家庭等療費助成制度								ひとり親家庭等療費助成制度		ひとり親家庭等療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		新ひだか町健康づくり商品券発行事業		予防接種料や住民健診料の、個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しする。対象項目それぞれの金額に、５００円未満の端数がある場合は切り捨て。（Ｈ２６年７月より予定） ヨテイ		経済部商工労働観光課		0146-43-2111		新ひだか町健康づくり商品券発行事業								新ひだか町健康づくり商品券発行事業		新ひだか町健康づくり商品券発行事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子どもの医療費助成		中学生まで医療費が無料（所得制限なし）		保健福祉課 ホケン フクシカ		01564-2-2111(内144)		子どもの医療費助成								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成		乳幼児及び中学校修了前のお子さんの医療費を助成。所得制限なし。		福祉課 フクシカ		0156-66-1311		乳幼児等医療費の助成								乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		医療		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額全額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ		町民課国保年金係 チョウミンカ コクホ ネンキンガカリ		0156-64-0528		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ								小中学生医療費助成		小中学生医療費助成

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する０歳～中学校卒業（卒業年度の３月31日）までの子どもにかかる医療費（保険診療分のみ）を助成する。 チョウナイ ジュウショ ユウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ ソツギョウ ネンド ガツ ニチ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		町民生活課 チョウミン セイカツ カ		0156-62-1151		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		医療		更別村児童医療費助成		児童（中学３年生まで）にかかる医療費（基本利用料・食事療養標準負担額・附加給付される額を控除して得た額）に対し、助成金を交付。		保健福祉課		0155-53-3000		更別村児童医療費助成								更別村児童医療費助成		更別村児童医療費助成

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		医療		 子どもの医療費助成		中学生まで医療費を一部または全額助成（所得制限あり）		住民課 ジュウミンカ		0156-22-8128		 子どもの医療費助成								 子どもの医療費助成		 子どもの医療費助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児及び児童医療費助成制度		未就学児童：医療費全額無料（所得制限あり）
小中学生：住民税非課税世帯は医療費全額無料、課税世帯は医療費自己負担3割を1割に低減（所得制限あり）		住民課住民室保険担当 ジュウミンカ ジュウミン シツ ホケン タントウ		0156-25-2141内線215		乳幼児及び児童医療費助成制度								乳幼児及び児童医療費助成制度		乳幼児及び児童医療費助成制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		医療		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業まで医療費を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ								児童・生徒医療費助成		児童・生徒医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		町内に在住する中学卒業までの医療費全額免除 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ソツギョウ イリョウヒ ゼンガク メンジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								医療費助成		医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		ワクチン接種料金助成		乳幼児から中学3年生までを対象にインフルエンザワクチン接種料金の助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515		ワクチン接種料金助成								ワクチン接種料金助成		ワクチン接種料金助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子どもの医療費に関して、就学前については、通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額を、小学生については、入院に係る保険診療分の医療費自己負担額をそれぞれ助成します。（所得制限あり）		国保医療年金課		017-734-5345		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		弘前市に在住する小学生から満18歳に達した日の属する年度末までの入院に係る医療費を無料化。ただし、所得制限有り。 ヒロサキシ ザイジュウ ショウガクセイ マン サイ タッ ヒ ゾク ネンドマツ ニュウイン カカ イリョウヒ ムリョウカ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7039		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		健康保険に加入している中学校卒業までの児童を対象に、就学前児童は通院・入院、小・中学生は入院の医療費を助成。所得制限や、年齢によっては自己負担あり。 タイショウ		こども家庭課		0178-43-9428		乳幼児等医療費給付事業								乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。		家庭福祉課児童家庭係		0173-35-2111(内線2436)		ひとり親家庭等医療費給付事業								ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付制度		市内在住の0歳時から6歳児(小学校入学前まで）を養育し、所得が限度額以内の保護者を対象とし、入院・外来における医療費自己負担部分を給付。（高額療養費の支給等がある場合は、それらを差し引いた金額）		国保年金課 コクホ ネンキン カ		0173-35-2111(内線2334~2337)		乳幼児医療費給付制度								乳幼児医療費給付制度		乳幼児医療費給付制度

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		むつ市内に住所を有する未就学児童の入院・外来医療費・調剤費、及び小・中学生の入院医療費を助成（所得制限有り） ミシュウガク ジドウ オヨ ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲンア		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ								乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成事業		むつ市に住民登録があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母とその児童あるいは、養育者家庭の児童を対象に、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで医療費を助成（所得制限有り） ショトク セイゲンア		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111		ひとり親家庭等医療費助成事業								ひとり親家庭等医療費助成事業		ひとり親家庭等医療費助成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		予防接種費用助成事業		「インフルエンザワクチン」、「B型肝炎ウィルスワクチン」、「ロタウィルスワクチン」、「おたふくかぜワクチン」、「高齢者肺炎球菌ワクチン」について助成対象者に費用の一部、又は全額を助成 ガタ カンエン コウレイシャ ハイエン キュウキン ジョセイ タイショウシャ ヒヨウ イチブ マタ ゼンガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111		予防接種費用助成事業								予防接種費用助成事業		予防接種費用助成事業		0		区分の変更 クブン ヘンコウ

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		医療		つがる市子ども医療費助成制度		中学校修了までの子どもの医療費無料。健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者に対して助成。対象となる医療費・療養費は保険診療分のみ（入院時の食事療養費、予防接種等は助成の対象外）		福祉課		0173-42-2111		つがる市子ども医療費助成制度								つがる市子ども医療費助成制度		つがる市子ども医療費助成制度

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業		0歳児～小学校就学前（所得制限有）を対象に医療費を助成（0歳～3歳は医療費全額、4歳～就学前は、通院1,500円/月、入院500円/日の負担有）。H26.11月～小学校就学前まで医療費全額助成 アリ タイショウ イリョウヒ ジョセイ アリ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)		乳幼児医療費助成事業								乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母・父母のいない児童（児童が18歳到達後の最初の年度末まで。所得制限あり）対。保険適用分医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関・月毎に1,000円を超える額を助成 ショトク セイゲン		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)		ひとり親家庭等医療費給付事業								ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給する。 ニュウヨウジ コ イリョウ ホケン イリョウ キュウフ ウ バアイ ジコ フタン カカ ヒヨウ ホゴシャ タイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		017-755-2114		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								乳幼児・こども医療費給付事業		乳幼児・こども医療費給付事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		医療		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		子どもが中学校卒業の終期に達するまで医療費を全額助成 コ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0174-27-2111		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業								蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		医療		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまでの子の保護者
【内容】医療費を全額助成 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ チュウガッコウ ソツギョウ シュウキ タッ コ ホゴシャ ナイヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ								外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		町内に住所を有する、0歳児から6歳児（小学校就学前）までの乳幼児の医療費を助成しております。［0歳～3歳までは全額助成］、［4歳～就学前までは一部助成］ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111		乳幼児医療費給付事業								乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		町内に住所を有するひとり親家庭等の18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する父又は母とその児童へ医療費を助成。児童は全額、父又は母は医療機関毎に1月に千円を控除した額（所得制限有） マタ イリョウヒ ジョセイ マタ ゴト セン アリ		保健福祉課		0172-48-2111		ひとり親家庭等医療費給付事業								ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		０歳から小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成：入院及び通院に係る医療費（医療保険対象分の自己負担金） イリョウヒ ジョセイ ニュウイン オヨ ツウイン カカ イリョウヒ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタンキン		健康福祉課　　　　　　　　　 ケンコウ フクシカ		0172-73-2111(代表)		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド		年齢6歳に達する日以降の最初の4月1日～15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の医療費を全額助成。 ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ カン ジドウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0175-64-2111
(296)		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド								子ども医療給付制度		子ども医療給付制度

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		住民である15歳までの子供の医療費補助世帯主の所得による制限なし		福祉課		0176-55-3111		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録がある0歳児から中学校卒業までの乳幼児等の外来及び入院に係る医療費を全額助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク サイ ジ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ トウ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録があるひとり親家庭等で扶養されている児童（0歳児から18歳に達した最初の3月31日まで）及び児童を扶養している父または母の外来及び入院に係る医療費を助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク オヤ カテイ トウ フヨウ ジドウ サイ ジ サイ タッ サイショ ツキ ヒ オヨ ジドウ フヨウ チチ ハハ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウ ヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。所得制限あり オヤ カテイ トウ チチ ハハ ジドウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・子ども医療費助成事業		中学校卒業までの児童及び生徒の、医療保適用分の医療費全額を助成します。所得制限なし		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246		乳幼児・子ども医療費助成事業						1		乳幼児・子ども医療費助成事業		乳幼児・子ども医療費助成事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		（条件）町内に住所を有する0歳児から就学前の乳幼児
（内容）0歳～3歳までは医療費を全額助成、4歳～就学前までは一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119		乳幼児医療費給付事業								乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		（条件）町内に居住する中学生以下の児童・生徒。（ただし、町内医療機関で受診した場合のみ。）
（内容）医療費を全額助成。 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～就学前の子どもの通院及び入院分の医療費を全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		小学生と中学生の通院及び入院分の医療費全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		医療		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ		子供に係る医療費の一部を助成。支給概要通院の場合：外来・調剤医療費を1ヶ月分合算して1,500円を超えた分を支給。入院の場合：入院日数×500円を引いて支給。 コドモ カカ イリョウヒ イチブ ジョセイ シキュウ ガイヨウ ツウイン バアイ ガイライ チョウザイ イリョウ ヒ ゲツブン ガッサン ５００エン コ ブン シキュウ ニュウイン バアイ ニュウイン ニッスウ エン ヒ シキュウ		住民生活課
住民グループ ジュウミン セイカツ カ ジュウミン		0178-78-2111
内線602		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ								新郷村子ども医療費助成		新郷村子ども医療費助成

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド		妊産婦及び乳幼児から中学生までの医療費の一部を給付。（所得制限有） ニンサンプ オヨ ニュウヨウジ チュウガク セイ イチブ キュウフ ショトク セイゲン アリ		総務部市民課 ソウム ブ シミン カ		0198-62-2111		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド								医療費給付制度		医療費給付制度

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ		水痘・おたふくかぜの予防接種全額助成。 スイトウ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） シュウガクマエ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） ショウガクセイ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								小学生医療費助成事業		小学生医療費助成事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		雫石町では、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を行っております。 シズクイシ		町民課		019-692-6400		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ								医療費助成制度（中学生まで医療費無料）		医療費助成制度（中学生まで医療費無料）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～小学校入学前までの子どもが、入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の一部を町が助成します。 サイ ショウガッコウ ニュウガクマエ コ ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学から18歳の児童・生徒などが入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ショウガッコウ ニュウガク サイ ジドウ セイト ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ								児童生徒等医療費助成		児童生徒等医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の医療費の一部を町が助成。
※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含む。 オヤ カテイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ オヤ カテイ ハイグウシャ ジュウド ショウ バアイ フク		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ								ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		心身に重度の障がいのある方が、通院及び入院をした時の医療費の一部を町が助成 シンシン ジュウド ショウ カタ ツウイン オヨ ニュウイン トキ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ								重度心身障害者医療費助成		重度心身障害者医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ		身体の発育が未熟なまま出生し、入院が必要な乳児に対して指定養育医療機関でその養育に必要な医療給付を行う。 シンタイ ハツイク ミジュク シュッショウ ニュウイン ヒツヨウ ニュウジ タイ シテイ ヨウイク イリョウ キカン ヨウイク ヒツヨウ イリョウ キュウフ オコナ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ								未熟児養育医療		未熟児養育医療

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ		18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、医療を行わないと将来障がいが残る可能性がある児童に対して、その治療にかかる医療費の軽減を図る サイ ミマン ジドウ カラダ ショウ ビョウキ イリョウ オコナ ショウライ ショウ ノコ カノウセイ ジドウ タイ チリョウ イリョウヒ ケイゲン ハカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ								自立支援医療（育成医療）		自立支援医療（育成医療）

		042021		宮城県 ミヤギケン		石巻市 イシノマキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで医療費を助成（所得制限あり） ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ ニュウイン チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0225-95-1111		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		医療		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学生までの児童が、県内の医療機関で受診した場合、医療費の支払いが不要となる。保護者の所得に関わらず助成を受けることが可能。 カノウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-22-2360		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子育て応援医療費助成事業		子育て応援医療費助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		町内に住む子ども（18歳到達後最初の3月31日まで）の医療費を助成します。（入院・通院ともに助成の対象となり、所得制限はなし。） チョウナイ ス ジョセイ		子育て支援室		0229-63-7870
		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児、小学生およびひとり親家庭の児童の医療費（保険診療）自己負担分を助成する。（助成内容は、保護者の所得状況や入院・通院の別等によって異なる） オヤ カテイ ジドウ ジョセイ ナイヨウ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ ニュウイン ツウイン ベツ トウ コト		子ども未来部子ども総務課 コ ミライ ブ コ ソウムカ		018-866-8846		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ								子ども福祉医療費給付事業		子ども福祉医療費給付事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生までの子どもの医療費のうち、外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成（小学生の外来にかかる自己負担分は所得制限あり） ショウガクセイ コ イリョウヒ ガイライ ニュウイン ホケン シンリョウ ジコ フタン フン ジョセイ ショウガクセイ ガイライ ジコ フタン フン ショトク セイゲン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0185-24-9112		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								医療費助成事業		医療費助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費の助成		こどもが心身ともに健康ですこやかに成長するよう、市が医療費の自己負担分を助成。対象者は乳幼児(未就学児)及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)のすべて。助成を受けるには申請が必要。 シ タイショウシャ		市民課 国保年金班 		0183-73-2116		乳幼児医療費の助成								乳幼児医療費の助成		乳幼児医療費の助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業		乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の福祉医療費の支給について保険適用の自己負担分を支給する。ただし、等級により自己負担あり		住民福祉課		0186-77-2222		福祉医療費支給事業								福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		所得制限で非該当となった方への自己負担額の助成。
対象者：0歳～小学校卒業まで タイショウシャ サイ ショウガッコウ ソツギョウ		町民課
健康推進係		0185-79-2113		福祉医療費助成事業								福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン		１歳から18歳までのインフルエンザ予防接種への一部助成。 サイ サイ ヨボウ セッシュ イチブ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン								感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド		全ての乳幼児及び小中学生の医療費自己負担相当額を助成する制度。
ひとり親家庭の児童は18歳まで助成。 スベ ニュウヨウジ オヨ ショウチュウガクセイ イリョウヒ ジコ フタン ソウトウ ガク ジョセイ セイド オヤ カテイ ジドウ サイ ジョセイ		健康推進課
後期高齢係 ケンコウ スイシンカ コウキ コウレイ ガカリ		0185-85-4834		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド								福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		対象者の医療費を助成する。対象者は以下の通り。
高齢身体障がい者、重度心身障がい者（児）、ひとり親家庭児童、乳幼児及び小学生、中学生（※中学生はＨ２６．８から） タイショウシャ イリョウヒ ジョセイ タイショウシャ イカ トオ コウレイ シンタイ ショウ シャ ジュウド シンシン ショウ シャ コ オヤ カテイ ジドウ ニュウヨウジ オヨ ショウガクセイ チュウガクセイ		住民生活課 ジュウミン セイカツカ		0185-45-2114		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ								福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		医療		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ		子育て環境の整備・促進を図るため、中学3年生までの医療費自己負担額の完全無料化をH26.7より実施。 コソダ カンキョウ セイビ ソクシン ハカ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ガク カンゼン ムリョウカ ジッシ		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ クニ タモ ネンキン カ		0235-25-2111		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ								子育て支援医療給付事業		子育て支援医療給付事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ		0歳～中学3年生の自己負担額を助成する医療証を交付。3歳～中学3年生で扶養者が所得税を課税されている場合は一部負担あり。（０～２歳、第３子以降は０歳～小学3年生まで外来･入院問わず全自己負担額を助成） サイ チュウガク ネンセイ ジコ フタン ガク ジョセイ イリョウ ショウ コウフ サイ チュウガク ネンセイ フヨウシャ ショトクゼイ カゼイ バアイ イチブ フタン サイ ダイ シイコウ サイ ショウガク ネンセイ ガイライ ニュウイン ト ゼン ジコ フタン ガク ジョセイ		子育て推進課
子育て企画室 コソダ スイシン カ コソダ キカクシツ		0233-22-2111
(内線544)		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ								子育て支援医療		子育て支援医療

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費完全無料化事業		中学３年生までの医療費の無料化		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132		中学生以下医療費完全無料化事業								中学生以下医療費完全無料化事業		中学生以下医療費完全無料化事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度		町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限なし。		保健福祉課		0237-35-2111		子育て支援医療制度								子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		医療		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費の無料化。 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ								医療費の助成		医療費の助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療		中学生まで医療費は全て無料（所得制限なし、自己負担分全額助成）で、入院時の食事負担金も給付。		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511		子育て支援医療								子育て支援医療		子育て支援医療

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		0歳～中学生までの子どもの医療費が扶養者の所得等に関係なく、一部負担なし。 サイ チュウガクセイ コ イリョウヒ フヨウシャ ショトク トウ カンケイ イチブ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5875		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド								子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		福島市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）のお子さんの保険診療の自己負担分を助成 ジュウミンヒョウ ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン ジョセイ		地域福祉課 チイキ フクシ カ		024-525-3747
		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		0歳から18歳までの保険診療が無料。所得制限なし ホケン シンリョウ ムリョウ ショトク セイゲン		市こども家庭課		0242-39-1243		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ		１８歳までの子どもの医療費が無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで サイ コ イリョウ ヒ ムリョウ ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ニチ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ								子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		医療		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ		18歳までの医療費における自己負担分を全て町が負担（18歳までの医療費が無料）。 サイ イリョウヒ ジコ フタン ブン スベ マチ フタン サイ イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ								子育て医療費サポート事業		子育て医療費サポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成制度		磐梯町に住所を有する０歳児から１８歳（高校）までの乳幼児及び児童・生徒に対し、医療費を全額助成する。 バンダイマチ タイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		こども課 カ		0242-74-1216		乳幼児・児童医療費助成制度								乳幼児・児童医療費助成制度		乳幼児・児童医療費助成制度

		082040		茨城県 イバラギケン		古河市		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（マル福） セイド フク		マル福の対象とならない小学校3年生までの小児および小学校4年生から中学校3年生までの児童（平成26年10月1日から18歳まで拡大）の医療費を一部助成する。		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ コクホ ネンキン カ		0280-22-5111		医療費助成制度（マル福） セイド フク								医療費助成制度（マル福）		医療費助成制度（マル福）

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		医療		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド		０歳～中学３年生の医療費の一部を助成します。入院は無料、外来は１回600円の自己負担で受診できます（小学４年生～中学３年生は１０月１日から事業開始）。また、妊産婦に対しても同様の助成を実施。 サイ ネンセイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ムリョウ ニンサンプ タイ ドウヨウ ジョセイ ジッシ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0293-23-2117		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド								医療福祉支給制度		医療福祉支給制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		医療		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク		医療保険各法の規定による患者負担分を公費で助成する。 イリョウ ホケン カク ホウ キテイ カンジャ フタン ブン コウヒ ジョセイ		保健衛生部
保険年金課 ホケン エイセイブ ホケン ネンキン カ		0296-77-1101		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク								医療福祉費助成制度（マル福）		医療福祉費助成制度（マル福）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		医療		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ		マル福の対象者を中学3年生まで拡大する（平成26年10月から）。 フク タイショウシャ チュウガク ネンセイ カクダイ ヘイセイ ネン ツキ		保険課 ホケン カ		029-240-7113		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ								マル福医療費助成事業（拡大）		マル福医療費助成事業（拡大）

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		医療		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド		中学3年生までのお子さんの入院及び外来分の医療費を助成し，無料化を行っています。また，所得基準について撤廃しています。（外来・入院・入院時食事療養費については，一部負担金があります。） チュウガク ネン セイ コ ニュウイン オヨ ガイライ ブン イリョウヒ ジョセイ ムリョウカ オコナ ショトク キジュン テッパイ ガイライ ニュウイン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウヒ イチブ フタンキン		住民課 ジュウミン カ		029-267-5111		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド										南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		医療		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		妊産婦の方，０歳～１５歳到達後，最初の３月３１日までのお子さんが健康保険証を使って医療機関で受診した場合，その自己負担額を助成します。 ガク		町民課 チョウミン カ		0295-72‐1112		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）								医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		医療		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ		平成26年10月から県の行う医療福祉費支給の対象範囲を、中学校3年生までに拡大する。 ヘイセイ ネン ガツ ケン オコナ イリョウフクシヒシキュウ タイショウ ハンイ チュウガッコウ ネンセイ カクダイ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ								医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		中学校３年生までの子供にかかる医療費の一部を助成。小学校就学前は１レセプト当たり５００円の自己負担なし。入院時の食事療養費は自己負担。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウイン		保健福祉部
こども支援課		0289-63-2172		こども医療費助成制度								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校3年生相当までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を助成。県内医療機関窓口での支払不要。 ケンナイ イリョウ キカン マドグチ シハラ フヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		医療		・こども医療費助成制度		・高校３年生相当までの医療費(保険診療分)を全額助成する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600		・こども医療費助成制度								・こども医療費助成制度		・こども医療費助成制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		医療		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ		出生の日から中学校卒業までの保険診療した医療費全額（予防接種や証明料などは対象外）を助成。		福祉課		0285-56-9130 		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ								児童医療費助成		児童医療費助成

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費無料化 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化（群馬県内の市町村で一律実施） チュウガッコウ ソツギョウ コ タイショウ ホケン シンリョウヒ ムリョウカ グンマ ケンナイ シチョウソン イチリツ ジッシ		医療保険課　　　医療助成係 イリョウ ホケンカ イリョウ ジョセイ カカリ		0277-46-1111(内線272)		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ								子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。		市民課　医療助成係		0277-76-0972		子ども医療費助成事業								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学卒業までの子どもの医療費について無料化。 チュウガク ソツギョウ コ イリョウヒ ムリョウカ						子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ								子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		医療		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ		義務教育を終了する１５歳の３月３１日まで医療費無料。 ギム キョウイク シュウリョウ サイ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ								片品村子ども医療費補助		片品村子ども医療費補助

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		医療		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		１５歳年度末までの子、重度心身障害者、母（父）子家庭所得税非課税で１８歳年度末までの子と扶養している配偶者のいない女子または男子に対し、医療費の自己負担分を支給。※県内で一律実施		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0278-25-5011		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ								子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		中学校卒業までの児童にかかる医療費の一部を助成。対象は、入通院医療費の保険診療一部負担金と入院時食事療養標準負担額（高額療養費や附加給付金を除く。）。保護者の所得制限なし。 タイショウ ツウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ イチブ フタンキン ノゾ ホゴシャ ショトク セイゲン		福祉部こども課		048-524-1452(直通)		こども医療費助成事業								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		医療		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までのお子さんが医療機関（整骨院等を含む）に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成。 チュウガッコウ ネンセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								旭市子ども医療費助成事業		旭市子ども医療費助成事業

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学3年生までの子どもの医療費の一部を助成。
○自己負担金：入院一日または通院一回当たり200円若しくは無料、○調剤費無料		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳児から中学３年生まで、保険診療分の自己負担額について全額助成。
 サイジ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ		健康こども部家庭支援課 ケンコウ ブ カテイ シエン カ		043-421-6124		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学校3年生までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。 サイ チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン セタイ ショトク カカ ゼンガク ジョセイ		健康管理課健康管理班 ケンコウ カンリカ ケンコウ カンリ ハン		0479-73-1200		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		０歳から中学校３年生までの子ども医療費を助成する。
【通院】０歳～小３：無料、小４～中３：３００円／１回（非課税世帯：無料）、【入院】０歳～中３：無料 サイ チュウガッコウ ネンセイ コ イリョウヒ ジョセイ ツウイン サイ ショウ ムリョウ ショウ チュウ エン カイ ヒカゼイ セタイ ムリョウ ニュウイン サイ チュウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		124109		千葉県		横芝光町		結婚・子育て		医療		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド		保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るため、0歳児から高校2年生までの医療費を助成。
こども医療費助成制度0歳児から中学3年生まで
児童医療費助成制度高校1、2年生 ホケン タイサク ジュウジツ ホゴシャ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ サイジ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イリョウヒ ジョセイ セイド サイジ チュウガク ネンセイ ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド コウコウ ネンセイ		健康管理課・
福祉課 ケンコウ カンリカ フクシカ		0479-82-3400
0479-84-1257		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド								こども・児童医療費の助成制度		こども・児童医療費の助成制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		０歳児から中学校３年生までの入通院医療費を助成。
通院１回または入院１日あたりの自己負担額が無料もしくは３００円。（住民税の課税状況による） サイ ジ チュウガッコウ ネンセイ ニュウ ツウイン イリョウヒ ジョセイ ツウイン カイ ニュウイン ニチ ジコ フタン ガク ムリョウ エン ジュウミンゼイ カゼイ ジョウキョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		通院は0歳から小学3年生まで、入院は0歳から中学3年生まで医療費を助成します（一部自己負担あり）。また、高校3年生までの子が3人以上いる世帯は、入院・通院ともに0歳から高校3年生まで助成します。 ツウイン サイ ショウガク ネンセイ ニュウイン サイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イチブ ジコ フタン コウコウ ネンセイ コ ニンイジョウ セタイ ニュウイン ツウイン サイ コウコウ ネンセイ ジョセイ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								こども医療費助成		こども医療費助成

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成をします。		福祉課		0254-53-2111(内線246)		子ども医療費助成								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		通院は、１回530円。（530円以下だった場合はその額）小学校卒業までの者が対象です。入院は、１日1,200円で、高校卒業までの者が対象です。 ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ モノ タイショウ ニュウイン コウコウ ソツギョウ モノ タイショウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		生まれた日または転入の日から、中学校卒業までの子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。		健康福祉部 こども課		025-526-5111		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		①入・通院ともに5歳の誕生月まで全額助成。②2人以下のこどもを有する世帯の3歳以上小学校6年生までの全子について通院のみ一部助成。 ゼンガク ジョセイ		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		医療		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ		１８歳到達の３月末まで、医療費の助成をする。 サイ トウタツ ガツ マツ イリョウヒ ジョセイ		住民福祉課福祉保険班 ジュウミン フクシ カ フクシ ホケン ハン		0254-64-1471		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ								子ども通院・入院医療費助成		子ども通院・入院医療費助成

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		市内在住の0歳～中学3年生までの子どもで、各種健康保険に加入している場合、保険診療の自己負担分（入院：中学校3年まで、通院：小学6年まで）を助成。10月から通院の対象年齢を中学３年生まで拡大 ザイジュウ バアイ		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381		こども医療費助成								こども医療費助成		こども医療費助成

		162060		富山県		滑川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学３年生までの子どもの保険医療費を助成。（現物給付または償還払い） チュウガク ネンセイ コ ホケン イリョウヒ ジョセイ ゲンブツ キュウフ ショウカン ハラ		子ども課 コ カ		076-475-2111		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校３年生までの児童の入・通院にかかる保険診療の医療費を助成します。（所得制限なし。） チュウガッコウ ネンセイ ジドウ ニュウ ツウイン ホケン シンリョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0766-67-8603		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		市内に在住する子どもの医療費（保険適用分）の自己負担額を助成。入院は中学3年生まで、通院は小学6年生まで対象。平成26年10月診療分より中学3年生の通院も対象。ただし、保護者負担が必要。 シナイ ザイジュウ コ イリョウヒ ホケンテキヨウブン ジコ フタンガク ジョセイ ニュウイン チュウガク ネンセイ ツウイン ショウガク ネンセイ タイショウ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン チュウガク ネンセイ ツウイン タイショウ ホゴシャ フタン ヒツヨウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								こども医療費助成		こども医療費助成

		162116		富山県		射水市		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子ども医療費助成制度		子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、市内に住所を有する子ども（中学校３年生修了前）の医療費を助成。 シナイ ジュウショ ユウ		福祉保健部
子育て支援課 フクシ ホケン ブ コソダ シエン カ		0766-82-1953		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ		難病または小児特定疾患のため治療中の市民で県知事の認定者に対し、年額5千円を助成。 ナンビョウ ショウニ トクテイ シッカン チリョウ チュウ シミン ケンチジ ニンテイシャ タイ ネンガク センエン ジョセイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ								特定疾患等治療経費一部助成事業		特定疾患等治療経費一部助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		6か月児から中学生までを対象に、指定医療機関でのインフルエンザ予防接種時に1回1千円の助成が受けられる接種券を発行。（6か月児～小学生：年2回、中学生：年1回） ゲツ ジ チュウガクセイ タイショウ シテイ イリョウ キカン ヨボウ セッシュ ジ カイ セン エン ジョセイ ウ セッシュ ケン ハッコウ ゲツ ジ ショウガクセイ ネン カイ チュウガクセイ ネン カイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ								インフルエンザ予防接種助成事業		インフルエンザ予防接種助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの児童を対象に、保険適用分の医療費（通院費・薬剤費・入院費など）を助成（小学生以上は入院費を除き月1千円の自己負担あり）。 チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ タイショウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ツウイン ヒ ヤクザイヒ ニュウインヒ ジョセイ ショウガクセイ イジョウ ニュウイン ヒ ノゾ ツキ セン エン ジコ フタン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド		ひとり親家庭の父または母及び児童（高校生以下）を対象に、保険適用分の通院・入院費を助成。中学生以下の児童を除き一部自己負担あり。（所得制限あり） オヤ カテイ チチ ハハ オヨ ジドウ コウコウセイ イカ タイショウ ホケン テキヨウ ブン ツウイン ニュウインヒ ジョセイ チュウガクセイ イカ ジドウ ノゾ イチブ ジコ フタン ショトク セイゲン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド								ひとり親家庭等医療費給付制度		ひとり親家庭等医療費給付制度

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療補助制度		１８歳までの子どもの医療費が無料		子育て支援課		0761-58-2232		乳幼児等医療補助制度								乳幼児等医療補助制度		乳幼児等医療補助制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成		０歳～満１８歳の児童の保険適用となった医療費の一部負担支払額（入院及び通院費）の全額助成。 ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122		乳幼児・児童医療費助成								乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ		１８歳に達する日以降の３月３１日まで、乳幼児・児童・生徒の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカキュウフブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ								乳幼児・児童及び生徒養育医療費		乳幼児・児童及び生徒養育医療費

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ		ひとり親家庭等において、対象児童が１８歳に達する日以降の３月３１日まで、親・児童の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） オヤ カテイ トウ タイショウ ジドウ サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ オヤ ジドウ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカ キュウフ ブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ								ひとり親家庭等医療費給付		ひとり親家庭等医療費給付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		医療		都留市すこやか子育て医療費助成制度		満15歳になる年度の年度末まで(中学校終了まで）医療費の助成をいます。		市民生活課
年金・医療担当 シミン セイカツ カ ネンキン イリョウ タントウ		0554-43-1111
(内線116)		都留市すこやか子育て医療費助成制度								都留市すこやか子育て医療費助成制度		都留市すこやか子育て医療費助成制度

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		小学校６年まで窓口無料化、中学生の入院費助成。		健康増進課
国民健康保険担当 ケンコウ ゾウシン カ コクミン ケンコウ ホケン タントウ		0553-22-1111		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ		市内に住所のあるひとり親の方とその子ども（高校3年生まで）方が病院を受診されたときにかかる健康保険の自己負担分の医療費を助成する。 シナイ ジュウショ オヤ カタ コ コウコウ ネンセイ カタ ビョウイン ジュシン ケンコウ ホケン ジコ フタン ブン イリョウ ヒ ジョセイ		市民課
国保医療担当 シミンカ コクホ イリョウ タントウ		0551-22-1111
(内線127~129)		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ								ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		192074		山梨県		韮崎市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進を図ることを目的に、中学3年生までの医療費の保険対象負担分を全額助成します。 コ ホケン コウジョウ キヨ ジドウ フクシ スイシン ハカ モクテキ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン タイショウ フタンブン ゼンガク ジョセイ		市民課 シミンカ		0551-22-1111		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド		中学卒業までの医療費個人負担分の無料化 チュウガク ソツギョウ イリョウヒ コジン フタンブン ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0553-32-5081		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド								子ども医療費窓口無料化制度		子ども医療費窓口無料化制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費の助成		町内に住所を有する、出生から中学校3年生までの小児の保護者に医療費の保険対象負担分を全額助成。		子育て支援課		0556-20-4580		子育て支援医療費の助成								子育て支援医療費の助成		子育て支援医療費の助成

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成制度		０歳から中学3年生までの医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限なし）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額が支給		こども福祉課		0263-33-9855		子育て支援医療費助成制度								子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭支援医療費助成制度		１８歳未満（高校卒業まで）の児童と扶養している父・母、父母のいない児童を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限有）。自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給 アリ		こども福祉課		0263-33-9855		ひとり親家庭支援医療費助成制度								ひとり親家庭支援医療費助成制度		ひとり親家庭支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		障害者支援医療費助成制度		障害のある児童及び成人の方を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限あり）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給		こども福祉課		0263-33-9855		障害者支援医療費助成制度								障害者支援医療費助成制度		障害者支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育事業		就労している保護者を支援するため、病中の子どもを預かる病児保育を２カ所の病院で実施するとともに、病気の回復期にある子どもを預かる病後児保育を２カ所のこどもプラザで実施		こども育成課		0263-34-3261		病児・病後児保育事業								病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた子どもの治療費の一部を市が負担する制度 シュッショウ ジ タイジュウ イカ シンタイ ハツイク ミジュク ウ イシ ニュウイン ヒツヨウ ミト コ チリョウヒ イチブ シ フタン セイド		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ		夜間の急な症状（突発的な発熱、激しい嘔吐等）に対する応急的な内科診療体制		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク		病気治療中の児童を保護者が仕事などの都合により家庭で看護できない場合に利用できる保育センター		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク								病児・病後児保育センター		病児・病後児保育センター

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ		出生から中学3年生までの通院入院医療費自己負担分を支給		福祉課 フクシカ		0268-22-4100 		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ								こども医療費給付		こども医療費給付

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		結婚・子育て		医療		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ		０歳から中学３年生までの方を対象に医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などに支払った医療費の一部を助成 サイ チュウガク ネンセイ カタ タイショウ イリョウ ホケン ツカ ビョウイン シカ イイン ヤッキョク シハラ イリョウヒ イチブ ジョセイ		厚生課 コウセイカ		0267-22-1700		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ								小諸市医療費特別給付金(福祉医療）		小諸市医療費特別給付金(福祉医療）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド		中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（１レセプトあたり５００円の自己負担） チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ イリョウ ヒ イチブ ジョセイ エン ジコ フタン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2342		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド								福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		中学生以下の入・通院にかかる窓口負担のうち、保険適用分について助成（保険適用分については、中学生以下の医療費が無料） チュウガクセイ イカ ニュウ ツウイン マドグチ フタン ホケン テキヨウ ブン ジョセイ ホケン テキヨウ ブン チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0269-62-3111		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ								乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク		生後6カ月から小学校3年生までの病気または病気回復期のお子さんを一時的に預かり、保育を実施。茅野市のお子さんは無料で利用可能 セイゴ ゲツ ショウガク コウ ネンセイ ビョウキ ビョウキ カイフク キ コ イチジテキ アズ ホイク ジッシ チノシ コ ムリョウ リヨウ カノウ		幼児教育課 ヨウジ キョウイク カ		0266-72-2101		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク								病児・病後児保育		病児・病後児保育

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度		乳幼児、障害者、母子父子家庭等の方が医療を受けたとき、医療費の一部を助成します。		住民環境課国保年金係		0266-27-1111(内線138)		福祉医療費給付金制度								福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育		病気又は病気回復期にある生後６ケ月から小学校３年生までのお子さんを、保育ができない期間、一時的に預かる事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237		病児・病後児保育												0		追加 ツイカ

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		医療		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ		１８歳までのお子様を対象に、医療費の支給を受けることができる。 サイ コサマ タイショウ イリョウヒ シキュウ ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ								福祉医療給付		福祉医療給付

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		0歳から18歳まで医療費自己負担分を助成		福祉グループ		026-214-9108		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもの医療費の助成		子どもの医療費の助成

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給		18歳に達した日以後最初の3月31日まで医療費自己負担額から500円を控除した額を支給		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116		福祉医療費支給								福祉医療費支給		福祉医療費支給

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		医療		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド		高等学校卒業までの乳幼児・児童・生徒の医療費一部負担金を手数料を除き、補助 コウトウ ガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウヒ イチブ フタンキン テスウリョウ ノゾ ホジョ		住民福祉課　住民係 ジュウミン フクシ カ ジュウミン カカリ		026-269-2323		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド								特別療養費(福祉医療)制度		特別療養費(福祉医療)制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		高校生相当年齢者の１８歳到達後初めて迎える３月３１日までを助成対象とし、入院、通院医療費の全額を助成します。所得制限はありません。 ショトク セイゲン		福祉部
窓口サービス課		0584-47-8140		子ども医療費支給事業								子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		出生～中学校卒業まで、医療費無料（入院・通院）のほか、子どものインフルエンザ予防接種費等に市独自で上乗せ助成。		障害援護課 ショウガイ エンゴ カ		0573-66-1111		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業								乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)の医療費を助成
※乳幼児から中学生…保険診療の自己負担分※高校生…入院費		民生部
健康福祉課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ		0575-33-1122		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)								福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)

		212083		岐阜県		瑞浪市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費の自己負担額を助成します。		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0572-68-2119		福祉医療費助成制度 セイド								福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ		0歳から中学校卒業までの医療費の自己負担分を助成します		保険年金課医療交付係 ホケン ネンキンカ イリョウ コウフ ガカリ		0573-26-2111(内150､151､152)		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ								子ども福祉医療費助成		子ども福祉医療費助成

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等の医療費助成制度		中学校３年生までのお子さんの保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。 チュウガク コウ ネンセイ コ		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111		乳幼児等の医療費助成制度								乳幼児等の医療費助成制度		乳幼児等の医療費助成制度

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		高校生等（15歳から18歳の学生証等を有する者）の保険の対象となる医療費（通院・入院・歯科）、薬代、補装具などから保険給付費を控除した金額または徴収額等の相当額をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								山県市福祉医療費助成事業		山県市福祉医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 ジギョウ		0歳から中学校3年生終了までの者に対し入院及び外来に係る保険診療の自己負担分を助成。 サイ モノ タイ ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827		子ども医療費助成事業 ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		医療		高校生等医療費助成事業		市単独で、高校生等を対象に、通院・入院費を助成する。医療費の支給は郡上市商工会が発行する、郡上市共通商品券をもって行う		健康福祉部
社会福祉課 ケンコウ フクシ ブ シャカイ フクシ カ		0575-67-1811		高校生等医療費助成事業								高校生等医療費助成事業		高校生等医療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ		中学生までの医療費(保険内自己負担分）を全額助成します。（所得制限なし）		市民部
市民課 シミン ブ シミンカ		0576-24-2222		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ								乳幼児・小学生・中学生医療費助成		乳幼児・小学生・中学生医療費助成

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ		国で定められた子どもに対する定期予防接種を全額助成します。
また、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそうの任意予防接種に対し、費用の一部を助成します。 ニンイ ヨボウ セッシュ タイ		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ								子育て支援予防接種事業		子育て支援予防接種事業

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		医療		福祉医療給付費		若者の定住・転入を期待し、子を持つ若者への配慮と将来の町を担うべき子供を安心して産み育てられるように乳幼児・児童・生徒（中学校卒業まで）の個人負担医療費（食事療養費を除く保険適用内）の全額を助成		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171		福祉医療給付費								福祉医療給付費		福祉医療給付費

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		医療		高校生世代までの子どもの医療費助成		対象者の保護者が、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで、対象医療機関においては医療費が無料（各種医療保険適用による自己負担分の支払いが不要。岐阜県内の医療機関でのみ適用）。 ムリョウ		住民福祉部住民課 ジュウミンカ		0585-22-2111		高校生世代までの子どもの医療費助成								高校生世代までの子どもの医療費助成		高校生世代までの子どもの医療費助成

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		医療		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ		助成対象者は乳幼児・児童・生徒等で、対象の範囲は満１８歳に達する日以降における最初の３月３１日以前の者まで。但し、他の福祉医療制度に該当する者を除く。助成内容は保険内診療分。所得制限はなし。 ジョセイ タイショウシャ ニュウヨウジ ジドウ セイト トウ タイショウ ハンイ マン サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ヒ イゼン モノ タダ タ フクシ イリョウ セイド ガイトウ モノ ノゾ ジョセイ ナイヨウ ホケン ナイ シンリョウ ブン ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ								医療扶助事業		医療扶助事業

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ		０歳児から中学校卒業前までの医療費を全額助成します。 サイジ チュウガッコウ ソツギョウマエ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ								福祉医療助成事業		福祉医療助成事業

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		１８歳到達後初めてむかえる３月３１日まで、入院、外来医療費の全額助成。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111		子ども医療費支給事業								子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		結婚・子育て		医療		村単児童医療費助成事業		１５歳（中学３年生）までの医療費を全額助成する		村民課 ソンミン カ		05769-6-1311		村単児童医療費助成事業								村単児童医療費助成事業		村単児童医療費助成事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		０歳から中学校３年生までの入院、通院にかかる医療費の一部を助成及び高校１年生相当年齢から高校３年生相当年齢までの入院にかかる医療費の一部を助成。 サイ ニュウイン ツウイン イチブ オヨ コウ ソウトウ ネンレイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								こども医療費助成		こども医療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具（15品目）を給付。（所得に応じた自己負担金あり）		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児～中学生までの保険診療に係る治療に要する医療費の助成を行う。 ミシュウガクジ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ チリョウ ヨウ イリョウヒ ジョセイ オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費の助成。①乳幼児（６歳以下の未就学児）は入院時食事療養標準負担額②児童（小学１年生から中学３年生修了まで）は入院１日500円と入院時食事療養標準負担額、通院は１回500円 ニュウヨウジ サイ イカ ミシュウガクジ ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ジドウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ シュウリョウ ニュウイン ニチ エン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ツウイン カイ エン		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0558-22-2216		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		母子家庭等医療費助成		母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成する。		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914		母子家庭等医療費助成						1		母子家庭等医療費助成		母子家庭等医療費助成

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。 チュウ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914		こども医療費助成制度								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		中学3年生までの子どものが、医療機関で受診した際にかかる保険対象医療費の自己負担分が無料 チュウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ジュシン サイ ホケン タイショウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937		こども医療費助成制度								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度		乳幼児が医療機関を利用した際、医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成。
○助成の対象：本来の医療保険の自己負担金(２割)○助成対象者：出生児から小学校就学前まで		福祉課 フクシカ		055-981-8215		乳幼児医療費助成制度								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		小・中学生の医療費自己負担金の一部を助成。対象は①医療保険分負担金額②健康保険適用補装具の医療保険分負担金額ほか（その他要件有）。額は、助成対象額ー(5百円×入院日数)か助成対象額ー(5百円×通院数) タ ヨウケン アリ ヒャク ヒャク		福祉課 フクシカ		055-981-8215		こども医療費助成制度								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年までの医療費助成（入院、通院）し、今年度から入院自己負担金無料で、子育て世代の経済的な負担軽減の拡充を図る。 チュウガク ネン イリョウヒ ジョセイ ニュウイン ツウイン コンネンド ニュウイン ジコ フタンキン ムリョウ コソダ セダイ ケイザイテキ フタン ケイゲン カクジュウ ハカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		出生から高等学校卒業までの医療費一部負担金の全額助成 シュッセイ コウトウ ガッコウ ソツギョウ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		中学3年生まで医療費無料 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウ		福祉課 フクシカ		0536-76-1815		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド								子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		妊産婦医療費助成制度		妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担額から1,500円を控除した額を助成（調剤薬局分は除控除しません）。また、健康診査費助成金として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有 ニンシン ゲツイジョウ ニンサンプ ノゾ コウジョ ジョセイ ホンニン オヨ ハイグウシャ アリ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158		妊産婦医療費助成制度								妊産婦医療費助成制度		妊産婦医療費助成制度		0		区部、事業概要修正 クブ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ		０歳～小学生を対象に、医療機関等で支払った医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり タイショウ ジョセイ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ								子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（中学生）		中学生を対象に、医療機関等で支払った入院分医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり チュウ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158		子ども医療費助成制度（中学生）								子ども医療費助成制度（中学生）		子ども医療費助成制度（中学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		医療		中学３年生まで子どもの医療費無料		義務教育終了（15歳になる年度末）までの子ども医療費を助成。所得制限無し。		市民課
保険年金係		0599-25-1148		中学３年生まで子どもの医療費無料								中学３年生まで子どもの医療費無料		中学３年生まで子どもの医療費無料

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校卒業までの医療費を助成 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		健康ほけん課 ケンコウ カ		0598-82-3785		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年生（15歳年度末）までの子どもに対し、医療費助成 チュウガク ネンセイ サイ ネンドマツ コ タイ イリョウヒ ヒ ジョセイ		医療保険課 イリョウ ホケン カ		(0599)66-1708		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ		１５歳年度末（中学校卒業まで）の児童の医療費が無料
（所得制限あり） イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課
福祉係 ケンコウ フクシカ フクシ カカリ		05979-3-0515		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ								福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉課		0735-33-0339		子ども医療費補助								子ども医療費補助		子ども医療費補助

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る）		税務住民課 ゼイム ジュウミン カ		0749-48-8114		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」								福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ		中学卒業までの乳幼児、児童生徒の病気、けがなどで医療機関にかかった場合の医療日に助成。１カ月１医療機関２００円で受診できます。 チュウガク ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト ビョウキ イリョウ キカン バアイ イリョウ ヒ ジョセイ ゲツ イリョウ キカン エン ジュ		保険事業課 ホケン ジギョウ カ		0772-69-0220		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ								子ども医療費補助事業		子ども医療費補助事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		中学3年までの入院・通院にかかる医療費の無料化を実施します。（所得制限があります） ツウイン		市民生活部　　市民課　　　　国保年金係 セイカツ		0791-23-7154 

		こども医療費助成事業								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳児健康診査費補助事業		市内に住所を有する乳児（乳児健康診査受診時において満1歳6ヶ月満たない者を含む）に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回3,500円を上限に2回分を助成する。		保健センター		0791-43-9855		乳児健康診査費補助事業								乳児健康診査費補助事業		乳児健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		市内在住の4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児の健康診査と2歳児の歯科健康診査に対し、健康診査費を無料とする。		保健センター		0791-43-9855		乳幼児健康診査								乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		義務教育就学前の乳幼児及び中学3年生までの児童に対し、外来・入院にかかる医療費の自己負担を無料化する。		医療介護課		0791-43-6813		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学３年生までの医療費の無料化（お子さまが0歳の間を除いて、所得制限がある）。 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ ノゾ		健康部
国保・医療課 ケンコウ ブ コクホ イリョウ カ		0795-82-6690		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		０歳児～小学校３年生までの医療費（保険診療分）助成。 サイジ ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学４年生～中学３年生までの医療費（保険診療分）を助成。 ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								こども医療費助成		こども医療費助成

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子どもの健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成。対象：五條市に住所を有し、健康保険に加入している０歳～１５歳（中学校卒業まで）の子ども。※中学生は入院診療のみ		保険課		0747-22-4001		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		医療		子供医療費助成制度		0歳児から中学生まで（小中学生は入院時のみ）のお子様が病院にかかった場合助成金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501		子供医療費助成制度								子供医療費助成制度		子供医療費助成制度

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン		乳幼児、妊娠前の予防接種費用を全額助成する。 ニュウヨウジ ニンシン マエ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン								任意予防接種費補助金		任意予防接種費補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		０歳～就学前の乳幼児の医療費を全額助成する。 サイ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学～中学校卒業までの児童・生徒の医療費を全額助成する。 ショウガッコウ ニュウガク チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ セイト イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		医療		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		小学生以下の子どもの医療費を全額助成します。		やすらぎ対策課保険係 ホケン カカリ		0736-22-0300(内線2058)		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ								かつらぎ町子ども医療費支給事業		かつらぎ町子ども医療費支給事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校１年生から中学校３年生までの就学児を対象とし、健康保険適用後の自己負担額全額を助成する制度です。 ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ シュウガク ジ タイショウ ケンコウ ホケン テキヨウ ゴ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ セイド		福祉課 フクシカ		0736-54-2019		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド								就学児医療費助成制度		就学児医療費助成制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド		生後６週間から２４週の乳児を対象とし、ロタウイルス予防接種費用全額を助成する制度です。 セイゴ シュウカン シュウ ニュウジ タイショウ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ セイド		住民課 ジュウミンカ		0736-54-2019		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド								ロタウイルス予防接種費用助成制度		ロタウイルス予防接種費用助成制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		医療		児童の医療費無料化 ジドウ		中学校卒業までの医療費無料化。※就学児の受給対象は、町内の小中学校に在籍している児童が原則。 シュウガク ジ ジュキュウ タイショウ チョウナイ ショウチュウガッコウ ザイセキ ジドウ ゲンソク		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000		児童の医療費無料化 ジドウ								児童の医療費無料化		児童の医療費無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児と中学校卒業までの子どもに係る保険適用後の自己負担分の医療費を町で全額負担 ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ ホケン テキヨウゴ ジコ フタンブン イリョウヒ チョウ ゼンガク フタン		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児医療及び子ども医療費助成		乳幼児医療及び子ども医療費助成

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		すさみ町に住所を有する０歳～１５歳に達する最初の３月３１日までにある児童の医療機関にかかる際の保険診療の自己負担分を助成する制度。ただし、所得制限あり。		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ		すさみ町に住所を有する重度心身障害児者の入院時の食事代を補助 ジ シャ ニュウイン ジ ショクジダイ ホジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ								重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		医療		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ		中学生以下の児童の医療費を村が負担する制度。 チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ								若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		小児医療費助成制度		０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成しています。自己負担額通院１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、入院１日１，２００円（各負担上限あり）		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148		小児医療費助成制度								小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		医療		小児の医療費助成		中学校卒業までの児童の医療費を助成。対象は、０歳～15歳に達する年度末まで（中学校卒業まで）の子ども。自己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関月4回まで）薬局は無料。入院医療費1日1,200円。		福祉保健部 医療保険課		0858-22-8124		小児の医療費助成								小児の医療費助成		小児の医療費助成

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		医療		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ		病気やケガにより小中学生が医療機関で受診したとき、１医療機関毎に、１回当たり５３０円を超えた医療費（５回目からは全額）を助成。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ								小中学生特別医療費助成		小中学生特別医療費助成

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者負担を助成します（3歳以上就学前までは一部負担必要）。26年7月以降、制度改正により0歳から就学前まで医療費は無料となります。 シンリョウ サイ イジョウ シュウガク マエ イチブ フタン ヒツヨウ ネン ツキ イコウ セイド カイセイ サイ シュウガク マエ イリョウヒ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6963		乳幼児等医療費助成制度								乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成事業		小学校６年生までの医療費を一部助成。小学生は平成２６年７月以降の医療費が対象。医療費の自己負担額は１割。１医療機関あたりの上限額は通院（月1,000円）、入院（2,000円）、調剤薬局等（無料）		福祉環境部保険課 フクシ カンキョウブ ホケンカ		0856-31-0215		乳幼児・児童医療費助成事業								乳幼児・児童医療費助成事業		乳幼児・児童医療費助成事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		中学校卒業までの子どものいる家庭の経済的負担を軽減するため、保険適用の本人負担額について、下記の負担上限額を超える医療費を助成しています。また、平成25年10月診療分より全ての区分を無料化します。		医療政策課 イリョウ セイサク カ		0854-82-1600		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度								乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		町内に居住する中学生以下のお子さまが医療機関で診療を受ける場合、医療費が無料となります。
（食事代、ベッド代等対象外となる費用があります。） チョウナイ キョジュウ チュウガクセイ イカ コ イリョウ キカン シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ ムリョウ ショクジダイ ダイ ナド タイショウガイ ヒヨウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0854-72-1770		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ								中学生以下医療費無料		中学生以下医療費無料

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		医療		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		誕生から義務教育終了まで医療費は無料で、定期予防接種費用は全額助成（インフルエンザ予防接種は高校卒業まで） タンジョウ ギム キョウイク シュウリョウ イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ ヨボウ セッシュ コウコウ ソツギョウ		住民課
健康福祉課 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カ		0855-75-1213
0855-75-1932		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ								医療費無料・定期予防接種費用全額助成		医療費無料・定期予防接種費用全額助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ		保険適用分の医療費が無料（０歳～中学校卒業まで）となります。 ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ムリョウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ								子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ		知夫診療所・知夫歯科診療所・隠岐島前病院から紹介された通院について交通費を支給。本土：中学生１回８，０００円、小学生１回４，０００円、島後：中学生１回４，０００円、小学生１回２，０００円。 チブ シンリョウ ショ チブ シカ シンリョウ ショ オキ シマ マエ ビョウイン ショウカイ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド チュウガクセイ カイ エン ショウガクセイ カイ エン シマ アト		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ								子どもの通院費助成		子どもの通院費助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ		特定疾患、自立支援医療・小児慢性特定疾患・育成医療・療育医療・妊婦健診等通院にかかる交通費を支給します。本土：１回８，０００円、島後：１回４，０００円。 トクテイ シッカン ジリツ シエン イリョウ ショウニ マンセイ トクテイ シッカン イクセイ イリョウ リョウイク イリョウ ニンプ ケンシン トウ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド カイ エン シマ アト カイ エン		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ								公費負担患者の通院助成		公費負担患者の通院助成

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		小学校６年生まで（倉敷市に住民票があり，健康保険に加入している人）の保険適用内の医療費は，入院・通院とも無料です。自己負担はありません。		医療給付課		086-426-3395		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		０歳から１８歳（１８歳に達した年度末）までの医療費の自己負担部分が無料となるよう助成		子ども課 コ カ		0866-21-0288		子ども医療費支給事業								子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までの医療費の自己負担分を全額補助する。 チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ホジョ		こども課 カ		0867-72-6115		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子育て支援医療費助成事業		子育て支援医療費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		医療		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド		中学校卒業までの入院・通院医療費に対し、医療費の保険適用部分の自己負担額が無料となる。 チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン イリョウヒ タイ イリョウヒ ホケン テキヨウ ブブン ジコ フタン ガク ムリョウ		市民課 シミン カ		0869-22-3958		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド								小児医療費給付制度		小児医療費給付制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費給付制度		中学校卒業までの幼児・児童生徒に係る医療費を市が負担 チュウガッコウ ソツギョウ ヨウジ ジドウ セイト カカ イリョウヒ シ フタン		市民課 シミンカ		0867-42-1112		乳幼児・児童生徒医療費給付制度								乳幼児・児童生徒医療費給付制度		乳幼児・児童生徒医療費給付制度

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費が無料になる制度です。 ギム キョウイク シュウリョウ コ イリョウヒ ムリョウ セイド		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0868-75-3911		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド								乳幼児等医療費給付制度		乳幼児等医療費給付制度

		334235		岡山県		早島町 ハヤシマチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド		中学校卒業まで、お子様の病院などの医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ コサマ ビョウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		086-482-0612		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド								小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学３年生までの子どもにかかる医療費の自己負担を無料とする。 チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ジコ フタン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド								小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費補助		中学生まで医療費自己負担分が無料。出生児の保険証ができたら申請にお越しください。（勝央町国保の
場合は、出生届出時に発行します。）		税務住民部		0868-38-3115		乳幼児・児童生徒医療費補助								乳幼児・児童生徒医療費補助		乳幼児・児童生徒医療費補助

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		出生から18歳までのお子さんの医療費の保険診療分を全額助成。 シュッセイ サイ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411		乳幼児等医療費給付事業								乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児から中学3年生までの児童に対して医療費を助成。医療費（一部負担金）1医療機関あたり：入院500円（月14日），通院500円（月4日） ニュウヨウジ		子育て支援部
育児支援課
児童家庭相談係		0824-62-6247		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		小学校６年生まで（Ｈ26年８月１日より，中学３年生まで）の乳幼児・児童が医療機関を受診する際の医療費を助成。自己負担額は通院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1日500円（1ヶ月14日まで）		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0824-73-1175		乳幼児等医療費助成								乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ		小学6年生までの子どもが，医療機関に通院・入院したときの医療費の自己負担分の一部を助成
（自己負担分を1医療機関1日500円の通院は1ヵ月4回まで，入院は1ヵ月14日まで負担） ショウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ イリョウ キカン ヒ エン フタン		健康福祉部保険介護課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カイゴ カ		0827-59-2141		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ								乳幼児等医療助成事業		乳幼児等医療助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児の医療費の自己負担分を無料とする（保護者の所得制限あり）。		福祉保健部保険課		0829-30-9160		乳幼児医療費助成								乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		中学校3年生までの乳幼児等の方が受けた医療費の自己負担分の一部を助成
・通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）・入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283		乳幼児等医療費助成								乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		0歳～18歳までの医療費について一部支給
【自己負担額】１医療機関ごとに１日500円、通院：月4日まで、入院：月14日まで		住民生活課		0826-28-2116		子ども医療費支給事業								子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		歯科相談等事業		妊婦歯科検診（妊婦歯科検診1回）、乳幼児フッ素塗布事業（希望者にフッ素塗布（無料））、むし歯予防・ブラッシング教室、食育指導事業（栄養指導に合わせた歯の健康教室）		健康づくり課		0826-22-0196		歯科相談等事業								歯科相談等事業		歯科相談等事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		医療		児童医療費支給事業		小学校入学から中学生までの児童生徒が医療機関を受診する際の医療費を助成する。（保護者負担額：通院一回500円、月４回まで。入院一日500円、月14日まで。）		子育て支援課		0847‐25‐0295		児童医療費支給事業								児童医療費支給事業		児童医療費支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		医療		こども医療費支給		こどもの医療に要する費用を一部支給します。（１診療機関で500円自己負担）		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335		こども医療費支給								こども医療費支給		こども医療費支給

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの児童の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成 ショウガッコウ シュウガクマエ ジドウ ケンコウ ホケン テキヨウ イリョウヒ ジコ フタン ブブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0835-25-2348		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		医療		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学校３年生までのこどもの医療費（医療保険の自己負担相当分）を全額助成（年齢により所得制限有） ショウガッコウ ネンセイ ゼンガク ジョセイ ネンレイ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ								こどもの医療費助成		こどもの医療費助成

		352110		山口県		長門市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		所得制限をなくし、小学校入学前の全乳幼児の保険診療に係る医療費を完全無料化しています。		市民福祉部福祉課		0837-23-1243		福祉医療費助成事業								福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		医療		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校6年生までの医療費を無料化 ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								ちびっこ医療費助成事業		ちびっこ医療費助成事業

		363014		徳島県		勝浦町 カツウラチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校を卒業するまでの子ども医療費を助成。所得制限なし。 コウコウ ソツギョウ コ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0885-42-1502		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子どもはぐくみ医療費の助成		子どもはぐくみ医療費の助成

		363413		徳島県		石井町 イシイチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで助成。（入院・通院１レセプトあたり６００円の自己負担あり。） コ トウ イリョウヒ トクシマケン ジギョウ ショウガッコウ シュウリョウ クワ チョウ ドクジ ジギョウ ジョセイ ニュウイン ツウイン エン ジコ フタン		すくすく子育て課 コソダ カ		088-674-1623		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ								子どもはぐくみ医療費助成事業		子どもはぐくみ医療費助成事業

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ ホケン		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0875-23-3927		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド		平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より小学校終了前までの子どもの歯科外来診療に係る医療費助成を開始。（乳幼児は入院、通院とも無料） ヘイセイ ネン ガツ ショウチュウガッコウ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ カイシ ヘイセイ ネン ガツ ショウガッコウ シュウリョウ マエ コ シカ ガイライ シンリョウ カカ イリョウヒ ジョセイ カイシ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ムリョウ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド								こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		西条市内在住の未就学の子で、医療保険に加入している方に対し、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。		国保医療課		0897-52-1212		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生の入院にかかる一部負担金を助成。ただし、入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象外。また、一部負担金が医療保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を控除した額となる。 ジョセイ ガイ		　国保医療課		0897-52-1212		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド								小・中学生入院医療費助成制度		小・中学生入院医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		医療保険に加入している市内在住小中学生の歯科外来受診による医療費の自己負担分を全額助成。ただし、保険診療外の治療については、対象外。平成２６年１０月診療分から助成対象とする。 シナイ ザイジュウ ショウチュウガクセイ シカ ガイライ ジュシン イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ ホケン シンリョウ ガイ チリョウ タイショウ ガイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン ジョセイ タイショウ		　国保医療課		0897-52-1212		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド										鹿追町企業振興条例

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド		現在、母子家庭等に限定されている医療費助成を平成２６年１０月診療分からひとり親世帯医療費助成制度として拡充し、父子家庭等にも拡大。 ゲンザイ ボシ カテイ ラ ゲンテイ イリョウヒ ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン オヤ セタイ イリョウヒ ジョセイ セイド カクジュウ フシ カテイ ラ カクダイ		　国保医療課		0897-52-1212		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド										ふるさと創生基金事業助成金

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの乳幼児にかかる入・通院費及び中学校卒業までの児童にかかる入院費について、医療費の自己負担分を助成。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヒ オヨ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ ニュウインヒ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		母子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） ボシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド								母子家庭医療費助成制度		母子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		父子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） フシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド								父子家庭医療費助成制度		父子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ		体重2,000g以下又は生活力が特に未熟で、入院医療が必要な子ども（1歳未満）にかかる医療費を助成。 タイジュウ イカ マタ セイカツリョク トク ミジュク ニュウイン イリョウ ヒツヨウ コ サイミマン イリョウヒ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		089-966-2191		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ								未熟児養育医療給付		未熟児養育医療給付

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		小学校卒業まで医療費を無料化		保健福祉課 ホケン フクシカ		0893-44-6154		子ども医療費助成制度								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		385069		愛媛県		愛南町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		・出生から就学前までの乳幼児が医療機関を受診（外来・入院）した場合に、医療費の自己負担額を助成。
・小学校1年生から中学校３年生までの児童が入院した場合、医療費の自己負担額を助成。 シュッショウ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウ キカン ジュシン ガイライ ニュウイン バアイ イリョウ ヒ ジコ フタン ガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0895-72-7300		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド		高知市内に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが病気やケガで医療機関に受診したときに、保険医療の自己負担額の全額または一部を助成。 コウチシ ナイ ジュウショ ケンコウ ホケン カニュウ コ ビョウキ イリョウ キカン ジュシン ホケン イリョウ ジコ フタン ガク ゼンガク イチブ ジョセイ		子育て給付課 コソダ キュウフ カ		088-823-9447		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド								乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		医療		未就学児医療費負担		①入院：０歳～１５歳まで全額助成②通院：（非課税世帯）０歳～１５歳まで全額助成、（課税世帯）０歳～就学前まで全額助成、就学～１５歳まで第１～２子１割助成、第３子～全額助成 ニュウイン サイ サイ ゼンガク ジョセイ ツウイン ヒカゼイ セタイ サイ サイ ゼンガク ジョセイ カゼイ セタイ サイ シュウガクマエ ゼンガク ジョセイ シュウガク サイ ダイ コ ワリ ジョセイ ダイ コ ゼンガク ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジムショ		0887-22-1111室戸市(代)		未就学児医療費負担								未就学児医療費負担		未就学児医療費負担

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ		中学生以下の児童は、医療費無料。乳幼児・児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費（保険診療分）を助成。 チュウガクセイ イカ ジドウ ニュウヨウジ ジドウ ビョウキ ビョウイン トキ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0880-63-1114		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ								乳幼児・児童福祉医療費助成事業		乳幼児・児童福祉医療費助成事業

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		医療		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド		0歳～中学生以下のお子さまの医療費(通院・入院)の病院窓口での自己負担分が無料。(一部負担あり) サイ チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ツウイン ニュウイン ビョウイン マドグチ ジコ フタン ブン ムリョウ イチブ フタン		福祉事務所		0880-82-1118		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド								医療費無料制度		医療費無料制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		各種医療保険に加入している児童（15歳未満に達する日以降における最初の3月末まで）の医療費の自己負担分（全額）を助成。 ゼンガク		住民課住民係 ジュウミンカ ジュウミン カカ		0887-82-1110		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド								医療費助成制度		医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳から中学校卒業の3月31日までの間、医療費の助成を行う。 サイ チュウガッコウ ソツギョウ ガツ ニチ アイダ		住民課 ジュウミン カ		0889-26-1170		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン		乳幼児の定期健診 ニュウヨウジ テイキ ケンシン		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン								乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児の健康を守るため、医療費の助成。中学校卒業まで入院・通院とも自己負担なし。 ニュウヨウジ ケンコウ マモ イリョウヒ ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン ジコ フタン		健康福祉課　　保健衛生係 ケンコウ フクシ カ ホケン エイセイ カカリ		0880-43-2836		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日まで）の保健医療費自己負担額の全額助成をする。（平成26年10月診療分から） チュウガクセイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ ホケン イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン		市民生活部
市民課 シミン セイカツ ブ シミン カ		0947-44-2000		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		妊婦歯科健康診査		母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231		妊婦歯科健康診査								妊婦歯科健康診査		妊婦歯科健康診査

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成		幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の一部を公費で負担する制度です。		市民課
医療保険係 シミンカ イリョウ ホケン ガカリ		0942-65-7016		子どもの医療費助成								子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】・３歳未満の乳幼児…通院、入院とも無料
・３歳から就学前までの乳幼児…通院６００円/月（上限）入院５００円/日（月に７日を限度） ジコ フタン ガク ムリョウ		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ								乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成		【自己負担額】
・入院500円/日（月に7日を限度）・通院800円/月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973		ひとり親医療費助成								ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】※各種要件あり。
・（一般）入院500円／日（月20日限度）（低所得）入院300円／日（月20日限度）・通院500円／月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ								障害者医療費助成		障害者医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ		①満1歳以上3歳未満の幼児の水ぼうそう予防接種無料
②満70歳以上の肺炎球菌予防接種費用一部補助（自己負担4千円） マン サイ イジョウ サイ ミマン ヨウジ ミズ ヨボウ セッシュ ムリョウ マン サイ イジョウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ イチブ ホジョ ジコ フタン センエン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ								予防接種の助成		予防接種の助成

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		医療		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド		就学前児童医療費の無料化と小学生入院費の一部助成を行う。小学生入院費は、一月に５００円/日（一医療機関につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。 シュウガク マエ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ ショウガクセイ ニュウイン ヒ イチブ ジョセイ オコナ ショウガクセイ ニュウイン ヒ ヒトツキ エン ニチ イチ イリョウ キカン ニチ ジョウゲン ジコ フタン ゲンド ガク コ フタン ガク ジョセイ		保険年金課
公費医療係 ホケン ネンキン カ コウヒ イリョウ カカリ		0946-22-1111
(内線138･139)		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド								朝倉市子ども医療費助成制度		朝倉市子ども医療費助成制度

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		市内に住んでいる健康保険加入の小学校３年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 シナイ ス ケンコウ ホケン カニュウ ショウガッコウ ネンセイ コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		健康づくり課		0944-64-1529		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド								乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		概要、問い合わせ先、リンク先修正 ガイヨウ ト ア サキ サキ シュウセイ

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費支給制度 		健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）を全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123		乳幼児医療費支給制度 								乳幼児医療費支給制度 		乳幼児医療費支給制度 

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給制度 		健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費の一部を助成する。自己負担額は、外来：医療機関ごと８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬局分は全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123		子ども医療費支給制度 								子ども医療費支給制度 		子ども医療費支給制度 

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		医療		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ		小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や校長会などで実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。 ガッコウ ガッコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ								多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度		【小・中学生】入院した場合、一部負担金（２割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療費助成交付申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,0００円の自己負担を差し引いて助成する。		こども課 カ		0952-37-6109		子どもの医療費助成制度								子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業								ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		0歳から中学生までの児童を対象に保険診療分の自己負担額の一部を助成。※（助成例）児童1人が1医療機関を１日受診した場合800円、2日以上受診した場合は1,600円を控除した額を助成		子育て・こども課		0956-72-1111(内線146･148)		こども医療費助成								こども医療費助成		こども医療費助成

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を補助する。（最大補助額医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円を差し引いた額。上限600円） トウ ツギ ホジョ サイダイ ホジョ ガク ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0959-37-0069		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		結婚・子育て		医療		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド		障がい児、０歳から中学生までの児童などを対象に保険診療分の自己負担額の内800円（月/1，600円を限度）を控除した額を助成します。 ショウ ジ サイ チュウガクセイ ウチ ツキ エン ゲンド コウジョ ガク ジョセイ		市民福祉部
子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		0957-36-2500		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド								福祉医療制度		福祉医療制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額 ショウガッコウ ニュウガク マエ コサマ ビョウイン ヤッキョク サイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ヒト イリョウ キカン ヒ エン ヒ イジョウ バアイ ツキ エン コウジョ ガク		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								医療費助成事業		医療費助成事業

		432067		熊本県		玉名市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		中学生まで医療費を全額を助成します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-75-1120		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が適用されない費用や入院時の食事代は対象外です）。 チュウガッコウ ネンセイ コ ツウイン オヨ ニュウイン イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ケンコウ ホケン テキヨウ ヒヨウ ニュウイン ジ ショクジダイ タイショウガイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ		インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ コウコウセイ ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ								インフルエンザ予防接種助成		インフルエンザ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ		水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ サイ シュウガクマエ ジ エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ								水痘（水ぼうそう）予防接種助成		水痘（水ぼうそう）予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ		風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶者、家族を対象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。 ヒヨウ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク ニンシン キボウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク タイショウ カイ ア ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ								風しん・ＭＲ予防接種助成		風しん・ＭＲ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。この取り組みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。 チョウナイ ホイクエン ショウ チュウガッコウ カ ブツ セン コウ エキ ジッシ ヒヨウ マチ ジョセイ ト ク ギョクトウ マチ コ ムシバ ホユウリツ クマモト ケンナイ モット ヒク		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ								フッ化物洗口		フッ化物洗口

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		医療		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン		町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分） チョウナイ ザイジュウ シンセイジ チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ゼンガク ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン		保健センター ホケン		0968-53-3298		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン								こども医療費助成金		こども医療費助成金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ		高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額負担します。 コウコウ ネンセイ コ カカ イリョウヒ イチブ フタンキン マチ ゼンガク フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ								子ども医療費無料		子ども医療費無料

		434426		熊本県		嘉島町 カシマ チョウ		結婚・子育て		医療		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等についての、医療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金）を差し引いた額を助成します。		町民課 チョウミン カ		096-237-1111		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								嘉島町子ども医療費助成事業		嘉島町子ども医療費助成事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児から中学校3年生までの子どもを持つ保護者に対して医療費（保険診療の範囲内）を助成します。		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成金		生まれてから15歳までの医療費の助成を行っています。 イリョウヒ オコナ		健康福祉課		0967-72-1229		子ども医療費助成金								子ども医療費助成金		子ども医療費助成金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ		ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医療費の補助を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医療費により無料 オヤ カテイ イリョウヒ フタン ケイゲン モクテキ オヤ オヨ サイ ミマン ジドウ タイ イリョウヒ ホジョ オコナ ジコ フタン ガク ホジョ チュウガクセイ イカ ジドウ ジドウ イリョウヒ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ								ひとり親家庭医療費補助		ひとり親家庭医療費補助

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン		町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発達障害の早期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実施 ジッシ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン								5歳児健診（5歳児相談）		5歳児健診（5歳児相談）

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		町内全保育園幼稚園において、年中年長児の希望者を対象にフッ化物洗口を実施しています。週5回法で実施し、子どもたちのむし歯予防の一つとして取り組んでいます。小中学生においても今年度から開始する予定です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ								フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		1歳児健診 サイジ ケンシン		成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健師や歯科衛生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けします。 セイチョウ ハッタツ フシメ サイ タンジョウ ツキ サイジ ケンシン ジッシ イシ シンサツ ホケンシ シカ エイセイシ カンリ エイヨウシ シンリシ ホゴシャ フアン ヨ ソ ソウダン ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852		1歳児健診 サイジ ケンシン								1歳児健診		1歳児健診

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特別な場合を除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。 ヒカワ チョウ キョジュウ アカ チュウガク ネンセイ コサマ イリョウヒ ゼンガク ホジョ セイド ニュウイン トクベツ バアイ ノゾ ジドウ イリョウヒ ジュキュウシャ ショウ イリョウ キカン マドグチ テイジ マドグチ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								氷川町児童医療費助成事業		氷川町児童医療費助成事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		・中学校全課程修了までのお子様を持つ保護者に対し保険診療により、病院や薬局へ支払った負担金を助成する制度。※平成26年3月31日までは、小学生までが対象。 チュウガッコウ ゼン カテイ シュウリョウ コサマ モ ホゴシャ タイ ホケン シンリョウ ヤマイ イン ヤッキョク シハラ フタンキン ジョセイ セイド ヘイセイ ネン ガツ ヒ ショウガクセイ タイショウ		町民課 チョウミン カ		0966-45-7213		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料 ホケン テキヨウ ブン コ イリョウヒ ショウ チュウガクセイ ニュウイン ブン タイショウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ								子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ		市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの解消等により、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができます。（有料） シナイ ス オオム セイゴ ゲツ シュウガクマエ コ モ カタ キュウ シゴト ビョウキ イクジ ツカ カイショウ ナド イチジ ホイク キボウ カタ イチジテキ ホイク ショ アズ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ								一時預かり事業		一時預かり事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		お子さんの成長と健康状態が確認できる集団健診（4か月、8か月、1歳6か月、3歳6か月、5歳）を無料で実施します。また医療機関での無料の個別健診受診券（生後3～6か月、9～11カ月）を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		乳幼児健康診査								乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		予防接種費の助成		定期予防接種に加え、乳幼児や高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌、水痘、流行性耳下腺炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する助成も行っています。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100		予防接種費の助成								予防接種費の助成		予防接種費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化		保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100		子ども医療費の無料化								子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		保険適用分の子どもの医療費を助成します。①０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無料。②小中学生の入院医療費が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己負担） ケン ジョセイ イガイ ジコ フタン ソン タンドク ジョセイ ミシュウガクジ ジコ フタン ショウチュウガクセイ ツウイン オヨ ニュウイン ジコ フタン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		任意の予防接種の助成 ニンイ ヨボウ セッシュ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ								予防接種事業		予防接種事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ		4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイ ゲツ ジ タイショウ ケンコウ シンサ オコナ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ								乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		２歳児歯科教室		２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生士が行います。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		２歳児歯科教室								２歳児歯科教室		２歳児歯科教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用の助成		おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成します。 ミズ フウ ヨボウ セッシュ セッシュ ヒヨウ イチブ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		任意予防接種費用の助成								任意予防接種費用の助成		任意予防接種費用の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 オヤ カテイ オヤ ジドウ フボ ジドウ タイ イリョウヒ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ								ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業		乳幼児は、医療機関ごとに月額350円、小学生は月額1,000円を超える額について、市が助成を行う。なお、調剤薬局はどちらも無料。		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0983-43-0376		医療費助成事業								医療費助成事業		医療費助成事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校卒業まで、保険対象分の医療費の助成を行います。入院は無料、外来等は3歳未満を350円、3歳以上を800円に軽減します。※Ｈ26.7.1以後は、対象が中学校卒業までに拡充されます。 ショウガッコウ ソツギョウ ホケン タイショウ ブン イリョウヒ ジョセイ オコナ ニュウイン ムリョウ ガイライ トウ サイミマン エン サイイジョウ エン ケイゲン イゴ タイショウ チュウガッコウ ソツギョウ カクジュウ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		医療		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ		日之影町に住所を有する子どもの医療費の一部を補助。医療費０歳から小学校就学前まで（診療報酬明細書350円／月）。小学生から中学生まで（診療報酬明細書1,000円／月） ヒノカゲチョウ ジュウショ ユウ コ イリョウヒ イチブ ホジョ イリョウヒ サイ ショウガッコウ シュウガクマエ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ ショウガクセイ チュウガクセイ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ		町民福祉課 チョウミン フクシ カ		0982-87-3902		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ								日之影町子ども医療費助成		日之影町子ども医療費助成

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの医療費の保険診療分の全額助成		福祉課 フクシ カ		0993-72-1111		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2千円を超えた医療費の保険診療分が助成されます。 シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ センエン コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエンカ		0995-45-5111(内線2061)		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		一般医科診療・歯科診療について、高等学校終了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成する。 イッパン イカ シンリョウ シカ シンリョウ コ ホケン シンリョウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		099-474-1111		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		南九州市に住所を有している方を対象に，中学生までの保険診療に係る医療費自己負担分を助成するもの。 ミナミキュウシュウシ ジュウショ ユウ カタ タイショウ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0993-83-2511
(代)		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ								子ども医療費助成		子ども医療費助成

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 ナカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		お子さんの健康と健やかな育成を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド								子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク		こどもに係る医療費につき、４歳から就学前までの通院一部負担金を助成。対象者は市内に住所を有するこどもの保護者とし、申請が必要。また県内医療機関、調剤薬局、歯科受診したときは、自動償還払方式を利用可 ツウイン ヒツヨウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		(098)893-4411 		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク								こども医療費助成事業（単独）		こども医療費助成事業（単独）

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク		水痘・おたふくかぜワクチン接種を任意の予防接種であることを認識し希望する者に、予防接種費用を公費で全額を助成する。対象者は、宜野湾市に住民登録を有し、接種日において１歳以上２歳に至るまでの者。 ゼンガク		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		(098)898-5583		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク								任意予防接種費用助成事業（単独）		任意予防接種費用助成事業（単独）

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		本町に住む中学校卒業までのこども達に対し、入院及び通院の全額助成、入院時食事療養費の半額助成を行っています。 ホンチョウ ス チュウガッコウ ソツギョウ タチ タイ ニュウイン オヨ ツウイン ゼンガク ジョセイ ニュウインジ ショクジ リョウヨウヒ ハンガク ジョセイ オコナ		こども課 カ		098-889-7028		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ								こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		仕事		起業・事業・就職		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ		商業起業者（市外からの移住を含む）の経営安定化と空き店舗解消を目的に店舗家賃等の一部を助成。【助成額】起業に資すると認められる研修費用の２／３（上限３万円）、家賃の２／３、期間１年間（上限月額５万円） ショウギョウ キギョウ シャ シガイ イジュウ フク ケイエイ アンテイ カ ア テンポ カイショウ モクテキ テンポ ヤチン トウ イチブ ジョセイ ジョセイガク キギョウ シ ミト ケンシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ヤチン キカン ネンカン ジョウゲン ゲツガク マンエン		産業港湾部
商業労政課 サンギョウ コウワン ブ ショウギョウ ロウセイ カ		(0134)32-4111
内線265		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ								商業起業者支援事業		商業起業者支援事業

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規創業支援資金		本市で起業する方を対象とした低利融資制度。また，本制度融資借入者のうち市が定める特定事業・業種を営む場合は、借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042		新規創業支援資金								新規創業支援資金		新規創業支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		中心市街地新規出店支援資金		本市が定める中心市街地区域で新たに起業する方等（業種条件有り）を対象とした低利融資制度。本制度融資の貸付とあわせて借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。 サダ クイキ アラ トウ ギョウシュ ジョウケン ア		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042		中心市街地新規出店支援資金								中心市街地新規出店支援資金		中心市街地新規出店支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援利子補給制度		本市で起業するに際し日本政策金融公庫から新規開業向けの融資を受けた場合、本融資に係る借入当初1年間の支払済利子の2/3相当額を補給。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042		新規開業支援利子補給制度								新規開業支援利子補給制度		新規開業支援利子補給制度

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		就職支援カウンセリング事業		求職者へのカウンセリングを実施 キュウショク シャ ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0143-22-1127		就職支援カウンセリング事業								就職支援カウンセリング事業		就職支援カウンセリング事業

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力創出及び賑わいの再生を図るため、室蘭市商店街空き店舗情報に掲載されている空き店舗を活用して事業を開始する事業主に対し、改修工事に係る費用の一部を助成		産業振興課		0143-22-1109   		商店街空き店舗出店促進支援事業								商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街空き店舗出店促進支援事業

		012068		北海道 ホッカイ ドウ		釧路市 クシロシ		仕事		起業・事業・就職		魅力ある個店づくり支援事業補助金		建物の１階に存在する20㎡以上の空き店舗を活用し小売・飲食・サービス業を展開する場合、地元業者で店舗改修・広告宣伝を行う場合、1/2、20万円以内を補助		産業振興部　商業労政課　商業労政担当		0154-31-4548		魅力ある個店づくり支援事業補助金								魅力ある個店づくり支援事業補助金		魅力ある個店づくり支援事業補助金

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ		毎年8月に網走商工会議所と共催で、合同企業説明会を実施。 マイネン ガツ アバシリ ショウコウ カイギショ キョウサイ ゴウドウ キギョウ セツメイカイ ジッシ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ								合同企業説明会・就職相談会等の実施		合同企業説明会・就職相談会等の実施		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン		市内で新たに事業を起こそうとする方に対して、店舗開業に要する経費の一部（50万円以内）を助成。 シナイ アラ ジギョウ オ カタ タイ テンポ カイギョウ ヨウ ケイヒ イチブ マンエン イナイ ジョセイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン								起業（創業）支援①		起業（創業）支援①		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン		中心市街地商店街の空き店舗を活用して起業する方に家賃費用や店舗改修費用を補助。 チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ キギョウ カタ ヤチン ヒヨウ テンポ カイシュウ ヒヨウ ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン								起業（創業）支援②		起業（創業）支援②		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う初期段階の研究開発やアイデアプランなどを支援（対象経費の10/10、上限30万円） チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ ショキ ダンカイ ケンキュウ カイハツ シエン タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン								起業（創業）支援③		起業（創業）支援③		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う新製品開発事業を支援。新製品・新技術事業（対象経費の1/2、200万円以内）、商品化事業（対象経費の1/2、100万円以内）。 チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ シンセイヒン カイハツ ジギョウ シエン シンセイヒン シンギジュツ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ショウヒンカ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン								起業（創業）支援④		起業（創業）支援④		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン		起業を行う市内中小企業者等に対し、低利融資制度を設けるとともに信用保証料の全額を補助。 キギョウ オコナ シナイ チュウショウ キギョウ シャ トウ タイ テイリ ユウシ セイド モウ シンヨウ ホショウ リョウ ゼンガク ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン								起業（創業）支援⑤		起業（創業）支援⑤		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		中心市街地内の空き店舗で新規開業する事業者に対し、店舗賃借料（月額賃借料の1/2以内、月額上限5万円、最長12か月）または店舗改装費（補助対象経費の1/2以内、上限30万円）を補助します。		商業観光課		0144-32-6445		空き店舗活用事業補助金								空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金交付制度		Ｕ・Ｉターンによって市内に移住し、市内事業所へ就職した方に対して市内で使用できる商品券を交付。（3年間で30万円の地域限定商品券）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111		ふるさと就職奨励金交付制度								ふるさと就職奨励金交付制度		ふるさと就職奨励金交付制度

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		看護師就業支援金貸与制度		市立芦別病院に看護師（正職員）として従事することが決定している方に対して、就業支援金を貸与。（市外から転入を予定している方30万円以内）		市立芦別病院事務局総務係		0124-22-2701		看護師就業支援金貸与制度								看護師就業支援金貸与制度		看護師就業支援金貸与制度

		012254		北海道		滝川市		仕事		起業・事業・就職		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ		市内で起業する場合、対象経費の１/３、上限１００万円を補助。		経済部産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0125-28-8009		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ								滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等対策事業		空き店舗を購入又は賃貸借等をして小売業等を新規開業した場合、補助金を交付する。（１）店内改装費用の３割を補助。（限度額200万円）（２）店舗賃借料の７割を補助。（限度額月10万円、12か月分）		商工労働観光課商工観光係 ショウコウ ロウドウ カンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0125-54-2121		商店街空き店舗等対策事業								商店街空き店舗等対策事業		商店街空き店舗等対策事業

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金		登別市内における、地域の資源や技術を活用した新たな地場産業の創出する起業家の事業を支援するため、事業拠点開設費、商品化推進費になどにかかる経費の1/2を補助（最長２年上限３００万円）		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171		起業化支援事業補助金								起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		指定区域内の空き店舗を賃借し、商店街の活性化、地域の賑わい創出が見込める小売業、飲食業、サービス業などを営む場合に賃料の1/2を補助（最長１年月額上限５万円） コウリギョウ インショクギョウ イトナ バアイ チンリョウ ホジョ サイチョウ ネン ゲツガク ジョウゲン マンエン		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171		空き店舗活用事業補助金								空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		若年者等キャリアカウンセリング事業		「キャリアサポートのぼりべつ」のキャリアカウンセラーが、若年層の市内での就職活動をサポート		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171		若年者等キャリアカウンセリング事業								若年者等キャリアカウンセリング事業		若年者等キャリアカウンセリング事業		OK		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		「ジョブガイドのぼりべつ」を設置し、地域住民の就職の促進及び利便性の向上を図っている		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171		地域職業相談室								地域職業相談室		地域職業相談室		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		仕事		起業・事業・就職		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ		市内の商店街に新たに出店する事業者に対し経費の一部を補助することで、起業者の支援と空き店舗の利用促進を図ります。対象は、家賃・店舗改修費等に要する経費の補助。（上限35万円） トウ ジョウゲン		経済部 商業労政課 		0123-33-3131 
内線3331		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ								恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を活用し開業する事業者への助成を実施する北広島商工会に対して、市が相当額を補助します。		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ								空き店舗利用促進事業		空き店舗利用促進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ		創業支援事業の指定を受けた事業に対し、対象経費の1/2（上限100万円）を助成します。また、アドバイザーによるコミュニティビジネス創業相談を実施します。 ウ タイ ジッシ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ								コミュニティビジネス創業支援事業		コミュニティビジネス創業支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ		ふるさとハローワークを運営し、求人情報の提供、職業相談、失業者相談を行ないます。 ウンエイ キュウジン ジョウホウ テイキョウ ショクギョウ ソウダン シツギョウシャ ソウダン オコ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ								地域職業相談室運営事業		地域職業相談室運営事業

		013323		北海道		福島町		仕事		起業・事業・就職		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド		ほぼ全ての業種の企業支援として、施設投資助成1/3、３００万円以内。雇用奨励助成一人５０万円、２５０万円以内、１年限り。外国人技能実習生受入助成一人３０万円、１８０万円以内/年） キギョウ シエン イナイ イナイ イナイ ネン		水産商工課		0139-47-3004		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド								福島町企業等振興支援制度		福島町企業等振興支援制度

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、農業の後継者、商工業等の後継者又は新規就業者として就業する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円、有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ シンキ ガクソツシャ マンエン カタ マンエン カタ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン								蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、町内又は通勤可能な町外の対象事業所等に就職する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円③Ｕターン者等のうち配偶者等を有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン								蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ		本町を所在地として、新たに対象事業所等を開設する方へ２０万円を助成。ただし、他の事業所等の実質的支配を受けていないものとする。 カタ マンエン ジョセイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ								蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ		中小企業の運転資金200万円、設備資金200万円を融資（両方を借りるときは、合わせて300万円以内、条件あり） チュウショウ キギョウ ウンテン シキン マンエン セツビ シキン マンエン ユウシ リョウホウ カ ア マンエン イナイ ジョウケン		商工観光課商工労働係 ショウコウ カンコウ カ ショウコウ ロウドウ カカ		0136-44-2121		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ								中小企業特別融資事業		中小企業特別融資事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ		10名以上を雇用し、製造事業、情報通信技術事業または旅館業を行うための新設や増築した家屋、償却資産、家屋建設の土地を2,700万円を越えて新設または増設・取得した場合に、固定資産税を３年間免除 メイイジョウ コヨウ セイゾウ ジギョウ ジョウホウ ツウシン ギジュツ ジギョウ リョカンギョウ オコナ シンセツ ゾウチク カオク ショウキャク シサン カオク ケンセツ トチ マンエン コ シンセツ ゾウセツ シュトク バアイ コテイ シサンゼイ ネンカン メンジョ		税務課固定資産税係 ゼイム カ コテイ シサンゼイ カカリ		0136-44-2121		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ								過疎法に基づく固定資産税の免除		過疎法に基づく固定資産税の免除

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等活用対策事業		空き店舗については店舗改装費の1/2以内（上限50万円）を助成。新規店舗建築については店舗建築費の1/2以内（上限100万円）を助成。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0135-21-2125		商店街空き店舗等活用対策事業								商店街空き店舗等活用対策事業		商店街空き店舗等活用対策事業

		014290		北海道		栗山町		仕事		起業・事業・就職		栗山町空き店舗活用支援事業		市街地商店街の区域内に点在する空き店舗を有効活用する新規出店者に対し、開業までに係る経費の一部を補助し、賑わいのある商店街づくりを推進します。		くりやまブランド推進室		0123-73-7516		栗山町空き店舗活用支援事業								栗山町空き店舗活用支援事業		栗山町空き店舗活用支援事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		最大100万円の企業支援
最大100万円の起業支援 サイダイ マンエン キギョウ シエン サイダイ マンエン キギョウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0164-35-2112		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		中 チュウ		企業＆起業支援100万円 キギョウ キギョウ シエン マンエン				北海道で社長になりませんか		北海道で社長になりませんか

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ		新たに取り組む商業活動やまちおこし事業及び自主的・継続的にまちづくりに取り組もうとする者に対し、費用の一部を助成。 アラ ト ク ショウギョウ カツドウ ジギョウ オヨ ジシュテキ ケイゾクテキ ト ク モノ タイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ								まちづくり活性化支援事業		まちづくり活性化支援事業

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ		魅力ある店舗づくりを応援するため、起業者等の皆さまには新たに空き地や空き店舗を活用し新築・改修等にかかる費用に対し、１００万円を上限に１/２以内の助成があります。 ミリョク テンポ オウエン アラ ア チ ア テンポ カツヨウ シンチク カイシュウ トウ ヒヨウ タイ マンエン ジョウゲン イナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		01658-6-5111		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ								愛別町商店街活性化支援事業		愛別町商店街活性化支援事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ		起業者・従業員とその家族全員が町内に居住し、3年以上の事業継続が見込まれ、商工会の会員となる者で、新たに商工業等で起業する際、施設、設備等整備費100万円以上の場合1/3助成（限度額200万円） モノ アラ ショウコウギョウ ナド キギョウ サイ シセツ セツビ ナド セイビ ヒ マンエン イジョウ バアイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		産業課商工観光係 サンギョウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0167-52-2178		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ								商工業等起業支援事業		商工業等起業支援事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ		①就業から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円)
②事業用建物の新築・購入補助(上限50万円) シュウギョウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン ジギョウヨウ タテモノ シンチク コウニュウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業振興課商工観光労政係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ ロウセイガカリ		0165-32-2423		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ								商工業新規就業対策事業補助		商工業新規就業対策事業補助

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町中小企業特別融資制度		町内で1年以上事業を営む企業者で、常時雇用する従業員が個人の事業所は20人以下、法人の事業所は50人以下の事業所に対して賃金貸付、または利子補給。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)		剣淵町中小企業特別融資制度								剣淵町中小企業特別融資制度		剣淵町中小企業特別融資制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町産業経営者育成資金		本町に居住する商業経営者に、経営の改善、技術の習得、研究開発等に対して、個人は1,500千円以内で、会社は4,000千円以内で、既貸付額がある場合は、限度額からその額を除いた額を貸付します。 イナイ イナイ		農林課 ノウリンカ		0165-34-2121
(内線 232)		剣淵町産業経営者育成資金								剣淵町産業経営者育成資金		剣淵町産業経営者育成資金

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町起業化支援事業補助金		新たに起業を目指す者に、事業経費の一部補助。補助金額３００万円上限、補助対象経費の２分の１以内で、予算の範囲内の額を補助。補助対象期間は、起業化計画の認定日から翌会計年度の３月３１日まで。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)		剣淵町起業化支援事業補助金								剣淵町起業化支援事業補助金		剣淵町起業化支援事業補助金

		015628		北海道		西興部村		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		村民等が新たに事業を起こしたり、既にある事業所でも異業種事業として取り組む場合に、対象経費の3/4以内で最高300万円を限度とした補助金を交付し支援する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0158-87-2111		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン								起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		仕事		起業・事業・就職		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ		町内商工業の振興と活性化を目的に、空き家・空き店舗を活用し、地域に根ざした特色あるショップ開業者、起業者等を支援するため洞爺湖町規則と予算の範囲内において、チャレンジショップ支援事業補助金を交付する。 チョウナイ ショウコウギョウ シンコウ カッセイカ モクテキ ア ヤ ア テンポ カツヨウ チイキ ネ トクショク ヒラ ギョウ シャ キギョウ シャ ナド シエン トウヤコ チョウ キソク ヨサン ハンイナイ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ								洞爺湖チャレンジショップ支援事業		洞爺湖チャレンジショップ支援事業

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業（創業）支援		農林商工等連携・ビジネス創出促進事業：新商品開発や販路開拓など、産業間の連携による新たな事業への進出や起業を、財政的に支援		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		01564-2-2111(内241)		起業（創業）支援								起業（創業）支援		起業（創業）支援

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		仕事		起業・事業・就職		鹿追町企業振興条例		当町の企業の振興を促進するため、町内に事業所を新設・増設および事業転換する方に対して、助成措置を行っている。補助率や補助限度額は事業所等の区分によって異なるが、500万円を上限に助成している。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0156-66-4034		鹿追町企業振興条例								鹿追町企業振興条例		鹿追町企業振興条例

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		ふるさと創生基金事業助成金		地域づくり対策事業、特産品開発チャレンジ事業、商店街活性化事業、ふるさとづくり事業について助成金を交付（各事業によって助成額等が異なる）。 ジョセイキン コウフ カクジギョウ ジョセイガク トウ コト		企画政策課 キカク セイサク カ		0155-52-2114		ふるさと創生基金事業助成金								ふるさと創生基金事業助成金		ふるさと創生基金事業助成金

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ		新規に従業員を雇用する事業主に対し、月額給料の一部を助成（月額上限7万円）。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ								更別村地元雇用促進事業実施要綱		更別村地元雇用促進事業実施要綱

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ		更別村中小企業近代化資金特別融資に関する条例に基づく融資。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ								更別村中小企業近代化資金特別融資		更別村中小企業近代化資金特別融資

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ		町内で新しく起業する場合、対象経費の1/2以内で限度額300万円まで助成。空き家等を利用した場合は10/10。		企画振興課 キカク シンコウカ		0156‐22‐8121		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ								起業家等支援事業		起業家等支援事業

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン		これまでに事業活動を行っていない者が、事業を開始する場合又は町外から移転して町内で事業を開始する場合に、3,000,000円を限度に経費の２分の１以内を助成		経済課林業商工観光室商工観光担当 ケイザイ カ リンギョウ ショウコウ カンコウ シツ ショウコウ カンコウ タントウ		0156-25-2141内線252		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン								産業振興事業補助金		産業振興事業補助金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド		将来医師又は看護師として足寄町に勤務志望者に対し、医師は月額２０万円以内、看護師は月額10万円以内を貸付し、貸付年数（看護師は貸付年数の1.5倍）の期間、在職した場合は償還金免除。 モノ タイ ネンスウ カンゴシ カシツケ ネンスウ バイ キカン		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケン フクシ シツ ホケン スイシン タントウ		0156-25-2141内線133		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド								医師等就学資金貸付制度		医師等就学資金貸付制度

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		起業・事業・就職		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		新たに店舗・事務所・事業所を町内に開設等を行う、個人・法人に対し補助。対象経費が687万5千円未満の場合、対象経費の50％以内、687万5千円以上、対象経費の8％以内で1,000万円を限度に補助。 トウ オコナ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		015-485-2111		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金								ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン		村内において新たに起業しようとする者に対し、補助対象経費の1/2以内で500万円を上限額とした補助金を交付。 ソンナイ アラ キギョウ モノ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョキン コウフ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0154-64-2114		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン								起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ		町内在住者が新たに町内に企業創業を目指す方に対して開業費用の一部助成する。
助成上限額300万円 チョウナイ ザイジュウシャ アラ チョウナイ キギョウ ソウギョウ メザ カタ タイ カイギョウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ジョウゲンガク マンエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0153-82-2131		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ								企業支援補助の拡充		企業支援補助の拡充

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		市内で新たに中小企業者として事業を開始する方等に対して、青森県融資制度「未来を変える挑戦資金」利用者のうち、一定の条件で融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を行います。 トウ タイ イッテイ ジョウケン		商工業政策課		017-734-2379		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)								中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		起業･創業等相談ルーム		青森市内で起業・創業をしようとする方に対して、起業・創業後において継続的かつ安定的に事業を展開できるよう、企業経営者としての経営ノウハウなどについて、専門家が助言・指導を行います。 カタ タイ		商工業政策課		017-734-2379		起業･創業等相談ルーム								起業･創業等相談ルーム		起業･創業等相談ルーム

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン		中心市街地の空き店舗に新たに出店する（小売・サービス業）方に対し、店舗の改装に要する経費を補助。 チュウシン シガイチ ア テンポ アラ シュッテン コウリ ギョウ カタ タイ テンポ カイソウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン								空き店舗活用支援補助金		空き店舗活用支援補助金

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用し新規出店を目指す方に対し起業に向けてチャレンジしやすい環境を整えるため、店舗スペースを細分化し、低家賃で貸し出すチャレンジショップの設置と運営者の支援を行う。 チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ シンキ シュッテン メザ カタ タイ キギョウ ム カンキョウ トトノ テンポ サイブンカ テイヤチン カ ダ セッチ ウンエイ シャ シエン オコナ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ								店舗シェアリング支援事業		店舗シェアリング支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ		中心市街地区域において新たな事業所等の設置者が新規で5名以上を常勤雇用し、うち、市内在住者を3名以上雇用する場合に人件費の一部を補助。 チュウシン シガイチ クイキ アラ ジギョウショ トウ セッチ シャ シンキ メイ イジョウ ジョウキン コヨウ シナイ ザイジュウシャ メイイジョウ コヨウ バアイ ジンケンヒ イチブ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ								中心市街地雇用促進支援事業		中心市街地雇用促進支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		UJIターンにより市内で起業する方に対し、借上げする事務所等の賃料・共益費の一部を補助。補助率は2分の1とし、上限は月額25,000円。 シナイ キギョウ カタ タイ カリア ジム ショ トウ チンリョウ キョウエキヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ブン ジョウゲン ゲツガク エン		産業育成課 サンギョウ イクセイ カ		0172-32-8106		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ								ひろさきUJIターン起業支援事業		ひろさきUJIターン起業支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		アントレプレナー情報ステーション事業		創業希望者を対象に、創業に向けた情報発信、マーケティング強化等スムーズな創業に取り組む拠点として設置。		商工政策課		0178-43-9242		アントレプレナー情報ステーション事業								アントレプレナー情報ステーション事業		アントレプレナー情報ステーション事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		離職者対策・若年者定着セミナー		若年求職者及び新入社員を対象に、就職活動や自己改革に役立つセミナーを開催（受講料無料）		雇用支援対策課		0178-43-9038		離職者対策・若年者定着セミナー								離職者対策・若年者定着セミナー		離職者対策・若年者定着セミナー

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン就職希望者登録		現在、県外で働いている方で、将来八戸市で就職を希望されている方を対象に、Ｕターン求人情報（市・八戸公共職業安定所作成）を送付する（登録料無料） タイショウ シ ハチノヘ コウキョウ ショクギョウアンテイジョ サクセイ		雇用支援対策課		0178-43-9038		Ｕターン就職希望者登録								Ｕターン就職希望者登録		Ｕターン就職希望者登録

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		雇用支援対策課内に八戸市無料職業紹介所を開設、職業紹介事業を実施。公共職業安定所と連携をとりながら市の商工・産業振興策に附帯する事業として効率的かつ集中的な求人・求職のマッチングを行う。		雇用支援対策課		0178-43-9038		無料職業紹介事業								無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		雇用奨励金交付事業		障がい者、高年齢者、未就職新規高卒者、中年齢離職者等を常用雇用した事業主に対し雇用奨励金を交付し、雇用の促進と市民生活の安定を図る。		雇用支援対策課		0178-43-9038		雇用奨励金交付事業								雇用奨励金交付事業		雇用奨励金交付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		フロンティア八戸職業訓練助成金制度		未就職新規高等学校卒業者及び若年未就職者の主体的な職業能力開発を支援し、早期就職を促進するために、厚生労働大臣指定教育訓練講座等を受講、修了した場合に、受講料の一部を助成する。 トウ		雇用支援対策課		0178-43-9038		フロンティア八戸職業訓練助成金制度								フロンティア八戸職業訓練助成金制度		フロンティア八戸職業訓練助成金制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		県空き店舗活用チャレンジ融資		県制度を活用して融資を受ける中小企業者に対し、貸付当初から5年間信用保証料を全額補助。さらに、中心商店街の空き店舗で開業する方で、要件を満たした方に対し、1/2の利子を5年間補給する。 セイド タイ カタ		商工政策課		0178-43-9242		県空き店舗活用チャレンジ融資								県空き店舗活用チャレンジ融資		県空き店舗活用チャレンジ融資

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ産業集積促進事業		中心市街地への質の高いオフィスの整備促進や、八戸ハイテクパークなど、自然環境に恵まれた区域への環境配慮型オフィスの整備促進により、ＩＴ関連企業の集積を図る。		産業振興課		0178-43-9048		ＩＴ産業集積促進事業								ＩＴ産業集積促進事業		ＩＴ産業集積促進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街の空き店舗・空き床の有効活用を促進するため、店舗等の改装工事等に要する経費の一部について、補助金を交付する。		まちづくり文化推進室		0178-43-9426		中心商店街空き店舗・空き床解消事業								中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街空き店舗・空き床解消事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		女性チャレンジ講座の開催		20～40代の働く女性に対し、ビジネススキルの習得に資する学習機会を提供し、職場等における活躍と積極的登用を促進するとともに、参加者同士のネットワーク構築により新たな女性人材の育成及び発掘を図る。		市民連携推進課		0178-43-9217		女性チャレンジ講座の開催								女性チャレンジ講座の開催		女性チャレンジ講座の開催

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン		市内に立地・操業する一定要件を満たす企業で、正社員を5人以上雇用し、企業が正社員に対して市外からの転居費用を補助した企業に対し、転居した正社員1人につき10万円を交付。 イッテイヨウケン ミ キギョウ		産業振興課		0178-43-9048		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン								八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証を行う。（一企業1,000万円以内、貸付利率3.30%以内、保証期間7年以内、保証料は市が全額負担） シ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111(内線2552･2554)		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）								五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証（一企業2,000万円以内、貸付利率3.60%以内、保証期間10年以内、保証料は中小企業が全額負担） チュウショウ キギョウ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111(内線2552･2554)		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）								五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		青森県・つがる市連携融資制度		青森県特別保証融資制度により融資を受けた方の信用保証料を補助。補助割合2分の1（限度額20万円）		商工観光課		0173-42-2111		青森県・つがる市連携融資制度								青森県・つがる市連携融資制度		青森県・つがる市連携融資制度

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		企業、団体等が、雇用拡大を目指して若年者等を有期雇用契約にて雇い入れ、人材育成計画に基づいて1年間の研修等を実施し、市がそれに対して人経費、研修費等の経費を助成するもの		地域振興対策室		0173-42-2111		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）								地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		起業・事業・就職		新規就農施設等整備事業		国の経営体育成支援事業を活用して導入した機械や施設整備経費の5割までを嵩上げ助成（上限2,000千円）。条件は①市内に住所を有する市内継続就農者②県の就農認定を受けた45歳以下の者③就農2年以内の者 ワリ カサア ジョウケン シュウノウ シャ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)		新規就農施設等整備事業								新規就農施設等整備事業		新規就農施設等整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ		空き店舗を利用して店舗の経営するための改装・備品購入・宣伝広告に要する経費に対して助成※要件有り
○交付額:100万円上限（1/2以内の額） カイソウ ビヒン コウニュウ センデン コウコク ヨウ ケイヒ タイ ジョセイ		経済課 
		0172-73-2111(代表)		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ								空き店舗利活用推進事業費補助		空き店舗利活用推進事業費補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ		商店街の入居者に対し、開店に要する店舗内外装工事費の1/2以内（限度100万円）を補助します。商工会議所が窓口となり、開業に関連する相談から受付け、会議所を通じて補助します。 ショウテンガイ ニュウキョシャ タイ カイテン ヨウ テンポ ナイ ガイ ソウ コウジヒ イナイ ゲンド マンエン ホジョ ショウコウ カイギショ マドグチ カイギョウ カンレン ソウダン ウケツケ カイギショ ツウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8412		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ								空き店舗入居者支援事業		空き店舗入居者支援事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド		市内の中小企業への融資を行います。また、制度利用の際に利子、及び保証料補給の補助があります。 シナイ チュウショウ キギョウ ユウシ オコナ セイド リヨウ サイ リシ オヨ ホショウリョウ ホキュウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8413		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド								中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン		市の指定地域に用地を取得し工場等を新設する場合、要する経費(固定資産投資額)の10～15%を補助金として交付します。また、指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースした場合)は、要する経費の１割を補助します。 シ シテイ チイキ ヨウチ シュトク コウジョウトウ シンセツ バアイ ヨウ ケイヒ コテイ コウフ ワリ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン								企業立地促進奨励事業費補助金		企業立地促進奨励事業費補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン		立地企業が市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助します。 リッチ キギョウ シナイ コウジョウ ジギョウショ トウ セツビ シン ゾウセツ バアイ タイショウ シサン カカ コテイ シサン ゼイ カゼイ ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン								生産設備等投資促進補助金		生産設備等投資促進補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ		市内において工場等を新設又は増設をする場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく低金利融資を受けることができます。 シナイ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト テイキンリ ユウシ ウ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ								企業立地促進資金貸付		企業立地促進資金貸付		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン		市内において「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく融資を受け工場等の新設又は増設をする場合、融資実行日から3年を限度として支払利息相当額を補助します。 シナイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト ユウシ ウ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ ユウシ ジッコウ ビ ネン ゲンド シハライ リソク ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン								企業立地促進資金利子補給補助金		企業立地促進資金利子補給補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ		立地企業が操業する際に行う社員の人材育成事業に要する経費について、補助します。 リッチ キギョウ ソウギョウ サイ オコナ シャイン ジンザイ イクセイ ジギョウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ								立地企業操業支援事業		立地企業操業支援事業		0

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		起業・事業・就職		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		町内在住の新卒者の雇用拡大と地元への定着を促進するため、町内在住の新卒者を雇用した事業主に対して補助金を交付する。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業								一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資額と、市内在住者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合、投下固定資産に対して課される固定資産税相当額を奨励金として交付(3か年）。 ネン		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン								企業立地促進奨励金		企業立地促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資（投下固定資産）額と、市内在住（住民登録）者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合に、規模に応じて奨励金を交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン								企業立地投資奨励金		企業立地投資奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン		市内で設備投資（事業所の新設、移設、増設）をしたことで、市内在住者の新規雇用人数等一定の要件を満たした場合、その人数に応じて奨励金を交付。設備投資を伴わない場合でも一定要件を満たせば交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン								雇用促進奨励金		雇用促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）した企業等が、常時雇用している従業員の住居を市外から市内へ移すために要した費用に対し、設備投資額・新規転入人数等について一定の要件を満たした場合、奨励金を交付
		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン								誘致企業社員定住促進奨励金		誘致企業社員定住促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ		新規学卒者等を雇用した企業等に対し、その人数に応じた奨励金を交付します。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ								雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ		中心市街地の空き店舗や大型商業施設の空きテナントへの出店、新店舗の建築や設備投資などに対し支援する。
対象経費：賃借料および共益費の１２ヶ月分
補助率：１／２限度額：２５０万円 チュウシン シガイチ ア テンポ オオガタ ショウギョウ シセツ ア シュッテン シンテンポ ケンチク セツビ トウシ タイ シエン タイショウ ケイヒ チンシャクリョウ キョウエキヒ ゲツ ブン ホジョリツ ゲンドガク マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ								中心市街地商業集積促進事業		中心市街地商業集積促進事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街区域の空き店舗出店における改装費補助。①改装費補助：事業費2/5以内、限度額100万円)、②賃借料補助：１年目）賃借料2/5以内、限度額月額8万円、２年目)賃借料1/5以内、限度額月額4万円 クイキ ア テンポ タイ トウ ホジョ マンエン マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ								商店街空き店舗対策事業		商店街空き店舗対策事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン		秋田市インキュベーション施設「チャレンジオフィスあきた」が、新規創業者等へオフィスを安価に提供。専門家が常駐し起業創業支援の相談等に応じる。
月額使用料（１０，２８５円～５１，４２９円、光熱水費別途） アキタシ シセツ シンキ ソウギョウ シャ トウ アンカ テイキョウ センモンカ ジョウチュウ ソウダン トウ オウ ゲツガク シヨウリョウ エン エン コウネツスイヒ ベット		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン								チャレンジオフィスあきたによる入居者支援		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		秋田市資格取得助成事業補助金		若年求職者の雇用促進や若年の非正規雇用者の正規雇用への転換を支援するため、就職や仕事に役立つ資格の取得費用の一部を補助。補助額は、補助対象経費の1/2以内の額で10万円上限。（1人年度1回を限度） ホジョガク		商工労働課
雇用労働担当 ショウコウ ロウドウカ コヨウ ロウドウ タントウ		018-866-2114		秋田市資格取得助成事業補助金								秋田市資格取得助成事業補助金		秋田市資格取得助成事業補助金

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ		新規就農に必要な基礎知識や生産・経営技術等を習得するため、県内試験場等で県が実施する未来農業のフロンティア育成研修を受講する市内就農予定者に対して支援。研修生に、月額7万5千円の研修奨励金を交付。 シンキ シュウノウ ヒツヨウ キソ チシキ セイサン ケイエイ ギジュツ トウ シュウトク ケンナイ シケンジョウ トウ ケン ジッシ ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ ジュコウ シナイ シュウノウ ヨテイシャ タイ シエン ケンシュウセイ ゲツガク マン セン エン ケンシュウ ショウレイ キン コウフ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ								未来農業のフロンティア育成研修		未来農業のフロンティア育成研修

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ		園芸部門の就農希望者に対し、専任指導員による現地指導や営農相談を行う。 エンゲイ ブモン シュウノウ キボウシャ タイ センニン シドウイン ゲンチ シドウ エイノウ ソウダン オコナ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ								園芸振興センターの専任指導員の設置		園芸振興センターの専任指導員の設置

		062031		山形県		鶴岡市		移住・体験		起業・事業・就職		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ		「仕事をつくる」体験を通じて、ＵＩターンを実現できない要因である「つながり不足」「情報不足」を解消し、人生の選択肢として検討する機会を創出。		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ								つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興事業		雇用を伴う設備投資等を行う中小企業に対し、最高で１億円の補助金を交付。これにより就労の場を確保し、労働力の流失防止と若者の定住促進を図る。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523		中小企業振興事業								中小企業振興事業		中小企業振興事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		雇用調整助成事業		国の雇用調整助成金制度による助成を受けた方に、３００,０００円を上限として助成金額の１０％を補助。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523		雇用調整助成事業								雇用調整助成事業		雇用調整助成事業

		073083		福島県		川俣町		仕事		起業・事業・就職		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン		町内の企業に就職した（正規雇用された）場合に、５万円の一時金 チョウナイ キギョウ シュウショク セイキ コヨウ バアイ マンエン イチジキン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン								新規学卒者奨励金		新規学卒者奨励金

		074055		福島県		西会津町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ		次世代を担う人材の育成や、若者のコミュニティ形成を支援。
①起業へ向けた実践コース②町を盛り上げる入門コース ジセダイ ニナ ジンザイ イクセイ ワカモノ ケイセイ シエン キギョウ ム ジッセン マチ モ ア ニュウモン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ								若者まちづくりプロジェクト会議		若者まちづくりプロジェクト会議

		082163		茨城県		笠間市		仕事		起業・事業・就職		笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼の後継者育成、創業支援及び定住化支援として、新たに市内で創業するための窯、ろくろ等の設備購入費補助や、賃貸物件の家賃の一部や住居購入費の一部を補助する。		産業経済部
商工観光課		0296-77-1101		笠間焼陶芸家支援事業		中 チュウ		笠間焼のろくろ補助 カサマ ヤキ ホジョ				笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼陶芸家支援事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン		茨城工業団地及び茨城中央工業団地立地企業に対し，企業奨励金（固定資産税相当額）及び雇用奨励金（新規雇用者1人当たり10万円）を交付する（3年間）。 イバラキ コウギョウ ダンチ オヨ イバラキ チュウオウ コウギョウ ダンチ リッチ キギョウ タイ キギョウ ショウレイキン コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク オヨ コヨウ ショウレイキン シンキ コヨウシャ ニン ア マンエン コウフ ネンカン		地域産業課 チイキ サンギョウ カ		029-240-7124		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン								企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ		地域活性化事業やボランティア活動等を自主的及び主体的に行う行政区に対し，補助金を交付する（（補助期間）3年間，（補助金額）初年度20万円，以降2年間10万円が限度）。 チイキ カッセイカ ジギョウ カツドウ ナド ジシュテキ オヨ シュタイテキ オコナ ギョウセイク タイ ホジョキン コウフ ホジョ キカン ネンカン ホジョ キンガク ショネンド マンエン イコウ ネンカン マンエン ゲンド		まちづくり推進課 スイシン カ		029-240-7126		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ								ふるさと元気づくり推進事業		ふるさと元気づくり推進事業		0		リンク切り替え キ カ

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		栃木市空き店舗活用促進事業補助金		対象地域の空き店舗を利用して新規開店される方に、改装費用・家賃（最長１２か月分）・専門家相談費用（５回まで）の一部を補助。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2508		栃木市空き店舗活用促進事業補助金								栃木市空き店舗活用促進事業補助金		栃木市空き店舗活用促進事業補助金

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		中小企業創業資金		市内で新たに事業を起こす方にご利用いただける栃木市制度融資。運転資金又は設備資金として利用可能で、年利１．７％、融資限度額５００万円、返済期間５年以内。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2372		中小企業創業資金								中小企業創業資金		中小企業創業資金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン		操業開始した年度から起算して、１年以上雇用された年度の１回限り、新規常用雇用者１人当たり１０万円を補助する。 ソウギョウ カイシ ネンド キサン ネンイジョウ コヨウ ネンド カイ カギ シンキ ジョウヨウ コヨウ シャ ニン ア マンエン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2266		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン								雇用創出補助金		雇用創出補助金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン		鹿沼市内における空き店舗等を活用した新規出店事業を支援。空き店舗（空き家・空き店舗含）等への出店者に対し、店舗家賃、経営指導等に要する費用等の一部を補助。 タイ トウ イチブ ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン								鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		仕事		起業・事業・就職		茂木町中小企業融資制度		町内に事業所を有し、引続き１年以上の事業を営む中小企業の融資制度		商工課 ショウコウカ		0285-63-5625		茂木町中小企業融資制度								茂木町中小企業融資制度		茂木町中小企業融資制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ		①空き店舗等の全部又は一部の改装に要する経費について助成。
補助率１/３上限１００万円（重点地域は１５０万円）
②店舗賃借料補助率１/２上限月額７万円 ジョセイ ホジョ リツ ジョウゲン マンエン ジュウテン チイキ マンエン テンポ チンシャクリョウ ホジョリツ ジョウゲン ゲツガク マンエン		環境経済部産業振興課 カンキョウ ケイザイ ブ サンギョウ シンコウ カ		043-421-6134
		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ								空き店舗等活用事業		空き店舗等活用事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ		町内の中小企業が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の２分の１(限度額5万円)を町が補助します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2513		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ								HP作成費補助		HP作成費補助

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ		町内で新たに立地する企業や事業を拡張する企業に対し、固定資産税相当額の奨励金、従業員の新規雇用の奨励金を交付します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2514		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ								企業誘致・雇用促進制		企業誘致・雇用促進制

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ		Ｕターンに関する相談窓口（ながおか就職・Ｕターンサポートデスク）の設置や、ポータルサイト（でーｊｏｂら、ネット）による情報発信、合同企業説明会、都内での個別相談会を実施。 カン ソウダン マドグチ シュウショク セッチ ジョウホウ ハッシン ゴウドウ キギョウ セツメイカイ トナイ コベツ ソウダンカイ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ								地元就職・Ｕターン支援事業		地元就職・Ｕターン支援事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ		市役所内に就職、暮らしなどＵターンに関する様々な相談を受け付ける総合窓口を開設。相談内容によって市担当窓口への案内や必要な情報提供を実施。 シヤクショ ナイ シュウショク ク カン サマザマ ソウダン ウ ツ ソウゴウ マドグチ カイセツ ソウダン ナイヨウ シ タントウ マドグチ アンナイ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ								Ｕターン総合窓口事業		Ｕターン総合窓口事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		仕事		起業・事業・就職		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン		市内の病院や訪問看護ステーションで働く看護職員を応援するための就職助成金を交付。 シナイ ビョウイン ホウモン カンゴ ハタラ カンゴ ショクイン オウエン シュウショク ジョセイキン コウフ		国保医療課 コクホ イリョウカ		0257-21-2210		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン								柏崎市看護師就職助成金		柏崎市看護師就職助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職資金貸付制度		糸魚川市で就職する方（市内における転職は除く。）に通勤用自動車の購入など就職に伴い必要となる資金を低利でお貸しします。（年利１．５％※利息分は補助、貸付限度額100万円～300万円）		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511		ふるさと就職資金貸付制度								ふるさと就職資金貸付制度		ふるさと就職資金貸付制度		0

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン登録制度		糸魚川市内で就職を希望される方（学生、Ｕ・Ｉターンして定住・就職をお考えの方、ならびに会社を退職し新たな就職先をお探しの方）に様々な情報・サービスを提供する制度です。		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511		Ｕ・Ｉターン登録制度								Ｕ・Ｉターン登録制度		Ｕ・Ｉターン登録制度

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ビジネスチャレンジ支援事業		糸魚川市内で新たに店舗を構えて事業を営む若しくは営もうとする方に、創業するために必要となる初期費用の一部を助成します。（補助率1／2以内、補助限度額50万円～100万円） イトイガワ シ ジョセイ リツ ホジョ ゲンド ガク		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511		ビジネスチャレンジ支援事業								ビジネスチャレンジ支援事業		ビジネスチャレンジ支援事業

		152269		新潟県		南魚沼市		仕事		起業・事業・就職		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ		商店街の振興及び活性化を図るため、市内の商業地域等の空き店舗に新規出店し、3年間引き続き店舗経営を行う者に1年間の家賃補助を行う。補助額：月額家賃の2分の1の額（上限3万円） オヨ ネンカン ヒ ツヅ テンポ ケイエイ オコナ モノ オコナ ガク ジョウゲン マンエン		商工観光課 商工振興班 ショウコウ カンコウカ ショウコウ シンコウ ハン		025-773-6665		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ								自主的出店者支援事業補助		自主的出店者支援事業補助

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		働くことに悩みをお持ちの方(おおむね15～39歳)のほか、お子様の就職や進路についてお悩みの保護者やご家族の方に相談いただけます。		産業振興部商業雇用課 サンギョウ シンコウ ブ ショウギョウ コヨウ カ		0766-20-1297		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）								たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		母子家庭等自立支援給付金		母子・父子家庭の経済的自立のための就労支援として、児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準の方に給付金を支給。自立支援教育訓練給付金は受講料の２割（4千円～十万円）、高等職業訓練促進給付金は月額十万円 マタ カタ キン シキュウ ワリ セン １０ １０		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381		母子家庭等自立支援給付金								母子家庭等自立支援給付金		母子家庭等自立支援給付金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		起業家育成支援事業補助金		事業継続の展開見込みのある起業家に対し経費1/2以内を補助。事業所等開設事業／1事業所200万円、事業所等借上事業／1事業所月額25,000円（最長3年間）、販売促進事業／1回40万円、年度内1回限り ケイゾク イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018		起業家育成支援事業補助金								起業家育成支援事業補助金		起業家育成支援事業補助金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策支援事業補助金		商店街・団体・個人等が、空き店舗・空き家等を購入又は賃貸、改装する際の費用を補助。空き店舗等改装事業補助率1/2以内2百万円限度。空き店舗等借上事業補助率1/2以内2.5万円限度、3年以内 ショウテンガイ マタ サイ ヒヨウ ア テンポ トウ カイソウ ジギョウ ホジョリツ イナイ ヒャク ゲンド ア テンポ トウ カ ア ジギョウ ホジョリツ イナイ マンエン ゲンド ネン イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018		空き店舗対策支援事業補助金								空き店舗対策支援事業補助金		空き店舗対策支援事業補助金

		170003		石川県		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ		ＵＩターン就職に関する相談・情報提供を一元的に実施。
（県産業政策課内） シュウショク カン ソウダン ジョウホウ テイキョウ イチゲン テキ ジッシ アガタ サンギョウ セイサク カ ウチ		産業政策課 サンギョウ セイサク カ		076-225-1508		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ								ＵＩターン促進事業		ＵＩターン促進事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		起業・事業・就職		シャッターオープン事業 ジギョウ		市内商店街の空き店舗、空き家などを活用し、開業する事業者を対象に、対象事業の全額を助成。（最高150万円（ただし、飲食関係は200万円）） シナイ ショウテンガイ ア テンポ ア ヤ カツヨウ カイギョウ ジギョウ シャ タイショウ タイショウ ジギョウ ゼンガク ジョセイ サイコウ マンエン インショク カンケイ マンエン		産業部
産業振興課 サンギョウ ブ サンギョウ シンコウカ		0767-53-8565		シャッターオープン事業 ジギョウ								シャッターオープン事業		シャッターオープン事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		起業・事業・就職		仕事場創業・拡大支援助成金		①本市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業に対し、経費の2/3以内、上限100万円を助成。
②雇用拡大を伴う増設に対し、経費の1/2、上限100万円を助成。		産業振興課		0768-82-7775		仕事場創業・拡大支援助成金								仕事場創業・拡大支援助成金		仕事場創業・拡大支援助成金

		172111		石川県		能美市		仕事		起業・事業・就職		ワーク・イン・レジデンス制度		市内で店舗・工房等を開設し、起業と共に移住する人、伝統工芸品後継者等に対し支援基本５０万円。加算要件により最大１５０万円		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212		ワーク・イン・レジデンス制度								ワーク・イン・レジデンス制度		ワーク・イン・レジデンス制度

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用促進奨励金		町内に事業所を新設・増設したことに伴い、町民を新規雇用した事業者に対し、雇用者1人につき20万円（限度400万円）の奨励金を交付。		交流経済課 コウリュウ ケイザイ カ		(076)288-2129		新規雇用促進奨励金								新規雇用促進奨励金		新規雇用促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン		町が指定する人材育成事業等を受講したＵIターン者が、当町の基幹産業である第1次産業に従事し定住する場合、月額3万円を上限に家賃の2分の1以内を助成。（5年間）初年度は生活準備金として5万円を支給。 マチ シテイ ジンザイ イクセイ ジギョウ トウ ジュコウ トウチョウ キカン サンギョウ ダイ ジ サンギョウ ジュウジ テイジュウ バアイ ゲツガク マンエン ジョウゲン ヤチン ブン イナイ ジョセイ ネン カン ショネンド セイカツ ジュンビキン マンエン シキュウ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0768-76-8302		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン								能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進緊急助成金		町内に住所を有する新規学卒者や住所を有してから１年以内のＵ・Ｉターン者を雇用する町内に事業所を持つ企業・団体に１人につき、月額基本給の１／３（限度額50,000円×６カ月分）を助成するもの ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532		雇用促進緊急助成金								雇用促進緊急助成金		雇用促進緊急助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン		雇用促進緊急助成金の対象となった企業等に雇用され１年を経過する人で、対象になってから２年以上町内に定住する意志のある人に10万円を助成（申請年度末50,000円、翌年度末50,000円） トウ マン ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン								定住促進助成金		定住促進助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		市役所庁舎内にハローワークの分室を設置。「求人検索用パソコン」もあり、広く皆さんからの職業相談を受付。 ウケツケ		地域職業相談室		0553-20-1358		地域職業相談室								地域職業相談室		地域職業相談室

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗バンク制度 セイド		空き店舗の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。家賃補助あり（最大２万円（月額）、補助率２分の１で２年間）・改修費補助（最大２５万円、補助率２分の１）。 ア テンポ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ ホジョ サイダイ マンエン ゲツガク ホジョリツ ブン ネンカン サイダイ マンエン ホジョリツ ブン		農林商工課
商工労政担当
		0553-22-1111		空き店舗バンク制度 セイド								空き店舗バンク制度		空き店舗バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン		市外に１年以上居住し、かつ就職経験がある45歳未満の方で、再就職または起業のため、韮崎市に移住された方に対して、就職奨励金を支給する。就職後１年を経過した日に、10万円を支給する。 シガイ ネン イジョウ キョジュウ シュウショク ケイケン サイ ミマン カタ サイシュウショク キギョウ ニラサキシ イジュウ カタ タイ シュウショク ショウレイキン シキュウ シュウショクゴ ネン ケイカ ヒ マンエン シキュウ		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン								若者定住就職奨励金		若者定住就職奨励金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン		中心市街地にある空き店舗を利用した「空き店舗対策事業」に着手する個人、法人、その他の団体に助成（空き店舗への新規出店に係る店舗改修及び看板等の設置経費は上限50万円、店舗賃借料は月上限5万円で1年間） チュウシン シガイチ ア テンポ リヨウ ア テンポ タイサク ジギョウ チャクシュ コジン ホウジン タ ダンタイ ジョセイ ア テンポ シンキ シュッテン カカ テンポ カイシュウ オヨ カンバン トウ セッチ ケイヒ ジョウゲン マンエン テンポ チンシャクリョウ マンエン ネンカン		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン								商店街空き店舗対策事業費補助金		商店街空き店舗対策事業費補助金

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街の活性化と活力あるまちづくりのため、中心市街地の商店街にある空き店舗を利用し、飲食業及び小売店、若しくは商店街のイメージアップにつながる事業を行う方に対し、1年間、店舗改修費と店舗賃借料を助成。 ショウテンガイ カッセイカ カツリョク チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ リヨウ インショクギョウ オヨ コウリ テン モ ショウテンガイ ジギョウ オコナ カタ タイ ネン カン テンポ カイシュウ ヒ テンポ チンシャクリョウ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0551-22-1111		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ								空き店舗対策事業		空き店舗対策事業

		193658		山梨県		身延町		仕事		起業・事業・就職		就職奨励金		身延町に住所を有する新規学卒者及び町外から転入した方が、新たに就職し定住する場合に3万円を支給。		政策室		0556-42-4801		就職奨励金								就職奨励金		就職奨励金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン		開業前または開業後1年未満で市内に居住している方を対象とする貸付制度 カイギョウ マエ カイギョウゴ ネン ミマン シナイ キョジュウ カタ タイショウ カシツケ セイド		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン								上田市中小企業融資制度資金		上田市中小企業融資制度資金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン		商店街振興組合が誘致した出店者に対して、空き店舗改修費用の1/3（上限1,500千円）を補助 ショウテンガイ シンコウ クミアイ ユウチ シュッテン シャ タイ ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン ゼン エン ホジョ		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン								空き店舗新規出店支援事業補助金		空き店舗新規出店支援事業補助金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、３か月以上空いている物件、３年以上営業することを条件に、店舗改装費の一部を支援。助成額は改修費等及び店舗購入費の１/３以内（上限１００万円） チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ハジ カタ ゲツ イジョウ ア ブッケン ネンイジョウ エイギョウ ジョウケン ジョセイガク カイシュウヒ トウ オヨ テンポ コウニュウヒ イナイ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0267-22-1700		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ								空き店舗活用事業補助事業		空き店舗活用事業補助事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		仕事		起業・事業・就職		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン		住所を有する対象地域からその地域外の事業所に１年を通じ継続して通勤する者、片道１０ｋｍを超える１ｋｍにつき月額３００円とし、１月に５，０００円を限度とする。※年齢要件及び地域要件有 ジュウショ ユウ タイショウ チイキ チイキ ガイ ジギョウショ ネン ツウ ケイゾク ツウキン シャ カタミチ コ ゲツガク エン ツキ エン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン								過疎地域定住促進補助金／通勤助成金		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援資金		新規開業予定者で事業の実施のための資金を要する方に、設備資金１５００万円、最大で２５００万円を年利２％で融資します。		商工労政課		0261-22-0420		新規開業支援資金								新規開業支援資金		新規開業支援資金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（１）		空き店舗を商店街の集客に役立つ施設として改修する場合に、改修に要する経費の１/２以内で、５００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420		空き店舗活用事業（１）		中 チュウ		商店街の空き店舗に500万円補助 ショウテンガイ ア テンポ マン エン ホジョ				空き店舗活用事業（１）		空き店舗活用事業（１）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（２）		空き店舗を（1）に掲げるもの以外の事業の用に供するために改修する場合に、改修に要する経費の１/３以内で、１００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420		空き店舗活用事業（２）								空き店舗活用事業（２）		空き店舗活用事業（２）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（３）		空き店舗を商業及び集客に役立つ施設の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/２以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420		空き店舗活用事業（３）								空き店舗活用事業（３）		空き店舗活用事業（３）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（４）		空き店舗を（３）に掲げるもの以外の事業の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/３以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420		空き店舗活用事業（４）								空き店舗活用事業（４）		空き店舗活用事業（４）

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		仕事		起業・事業・就職		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ		飯山市の地域資源を活用し、起業する法人または個人に対して、製造及び営業のため新たに投資する資金のうち、最大で1/2、200万円を補助 イイヤマ シ チイキ シゲン カツヨウ キギョウ ホウジン コジン タイ セイゾウ オヨ エイギョウ アラ トウシ シキン サイダイ マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0269-62-3111		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ								地域資源活用型起業支援事業		地域資源活用型起業支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ起業支援事業補助金		町内に居住する個人及び法人が、初めて商業活動を行う場合又は社会公益団体等が新たに事業を行う場合に、店舗改装に係る経費に対し、１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)		チャレンジ起業支援事業補助金								チャレンジ起業支援事業補助金		チャレンジ起業支援事業補助金

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		空店舗活性化事業補助金		既存商店街における空店舗等を商業施設又は社会公益団体として活用する事業に対して、賃借料を１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)		空店舗活性化事業補助金								空店舗活性化事業補助金		空店舗活性化事業補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		飯島町若者就職応援補助金		町外在住の若者が定住し、飯島町はもとより通勤圏内で定職に就いた方に対し、就職祝金や引越費用の一部、社会人スタート・再スタートの意を込めて一律10万円を補助。 イチリツ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		飯島町若者就職応援補助金								飯島町若者就職応援補助金		飯島町若者就職応援補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン		飯島町商工業振興事業補助金（商工業経営確立支援事業）において、中小企業者の起業支援として、法人設立に要する直接的経費を最大25万円補助。 イイジマ マチ ショウコウギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン ホウジン セツリツ ヨウ チョクセツテキ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカ		0265-86-3111		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン								中小企業者起業支援		中小企業者起業支援

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		仕事		起業・事業・就職		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン		村外へ通勤する者に対し、月額６，０００円を限度に支給 ソンガイ ツウキン モノ タイ ゲツガク エン ゲンド シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン								通勤助成金		通勤助成金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		中途就職ポータルサイト上に本市の情報ページを作成・掲載します。また、市内企業が中途就職ポータルサイトへ求人情報を掲載する場合、掲載料の一部を支援します。〔予定〕 バアイ ケイサイ ヨテイ		経済部
商工観光課		0584-47-8596		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業								Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙製造技術等の保存伝承、後継者の育成・確保を図るため、手すき和紙製造技術等の習得をする者に奨励金の交付を行う。月額5万円（2年間）		美濃和紙の里会館 ミノ ワシ サト カイカン		0575-34-8111		美濃手すき和紙後継者育成奨励金								美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙後継者育成奨励金

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃市起業家支援制度		新しい事業等を始めようとする方を支援するため、美濃市民間活力創生基金（通称:うだつ基金）を活用した起業家支援制度。例：市街地活性化等融資制度創業資金の一部を無利子、無担保、無保証で300万円まで融資 レイ		産業振興部
産業課 サンギョウ シンコウ ブ サンギョウカ		0575-33-1122		美濃市起業家支援制度		中 チュウ		無利子・無担保で300万円の起業支援 ムリシ ムタンポ マンエン キギョウ シエン				美濃市起業家支援制度		美濃市起業家支援制度

		212083		岐阜県		瑞浪市		仕事		起業・事業・就職		新たな事業チャレンジ支援補助事業		市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、新規事業を支援するため、融資に係る支払利子相当額又は必要な経費の一部を補助します。（5事業所）		商工課 ショウコウカ		0572-68-9805		新たな事業チャレンジ支援補助事業								新たな事業チャレンジ支援補助事業		新たな事業チャレンジ支援補助事業

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン		飛騨市を拠点として新たな事業を創出する個人、団体等に対し、団体等企業化計画に基づいた事業費用の20％以内を助成します。（限度額100万円） ヒダシ キョテン アラ ジギョウ ソウシュツ コジン ダンタイ トウ タイ ダンタイ トウ キギョウカ ケイカク モト ジギョウ ヒヨウ イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン								起業化促進補助金		起業化促進補助金

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン		市内商店街の空き店舗を活用し、まちづくりと一体となって行う商業活動に対し、その改修費用の一部を支援。
○空き店舗の改修費用の1/3（限度額100万円）○空き店舗賃借料の1/3（限度額年間20万円） シナイ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ イッタイ オコナ ショウギョウ カツドウ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ シエン ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ゲンド ガク マンエン ア テンポ チンシャクリョウ ゲンド ガク ネンカン マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン								商店街空き店舗活用事業奨励金		商店街空き店舗活用事業奨励金

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		創業塾		商工会が主体となり、創業希望者に対し研修という形で創業のノウハウを伝授。
例：平成25年度実績：平成25年10月15日～12月12日のうち4日間（計12時間）、参加者32名（うち創業支援2名） レイ ネンド ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820		創業塾								創業塾		創業塾

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		次世代起業家育成		高校生に起業に関する学習（基礎知識、仮想企業経営、実演販売等）を通して起業という選択肢も知ってもらう。
例：平成25年度実績：平成25年7月～10月のうち10日間（計25時限）、講師は商工会職員
 レイ ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820		次世代起業家育成								次世代起業家育成		次世代起業家育成

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金事業		Iターン・Uターン等により村内に住所を移した人を、新規に雇用(常時雇用)した事業所へ、奨励金を交付する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111		雇用促進奨励金事業								雇用促進奨励金事業		雇用促進奨励金事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ		起業する個人、団体、法人について、設備投資等に係る費用の１０／１０を補助する（上限３００万円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ								起業者支援事業		起業者支援事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ		村内に住所を置き、村外に通勤する若者（４０歳未満）に対して、通勤費を助成する（月額２０，０００円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ								若者等通勤就職者助成事業		若者等通勤就職者助成事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		起業・事業・就職		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ		就労を希望する若者、女性、高齢者等に対して、セミナーや個別相談会を開催する。 シュウロウ キボウ ワカモノ ジョセイ コウレイシャ トウ タイ コベツ ソウダンカイ カイサイ		産業観光部商工課 サンギョウ カンコウ ブ ショウコウカ		0547-36-7166		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ								就労支援事業		就労支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		仕事		起業・事業・就職		新規店舗参入支援補助金		商店街の活性化、地域の賑わいの形成、市街地で暮らす高齢者等の生活環境における利便性を向上を目的に指定区域内で空き店舗等を活用して小売業等を行う方に対し、その店舗改装費と2年間分の店舗賃借料を補助する。 モクテキ カタ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0537-35-0936		新規店舗参入支援補助金								新規店舗参入支援補助金		新規店舗参入支援補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ		事業を起業する経費の１／２補助（上限１０万円） ジギョウ キギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ								起業家グループ事業補助		起業家グループ事業補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ		町内企業に就職した方に５万円の報奨金を支給 チョウナイ キギョウ シュウショク カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ								新規就業・就職奨励		新規就業・就職奨励

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		仕事		起業・事業・就職		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド		○ふるさと就労奨励金・・・新規学卒者7万円～10万円補助
○若者Ｕターン奨励金・・・5万円補助○若者Ｉターン奨励金・・・5万円補助 シュウロウ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ マンエン マン エン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		0536-76-0502		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド								若者定住奨励金制度		若者定住奨励金制度

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		起業・事業・就職		商店街等活性化推進事業補助制度		空き地・空き店舗の活用経費を補助。①集客施設として整備・活用(改装費の45%内・～450万円、賃借料の45%内・～月10万円）②事業者の誘致(改装費の1/3内・～300万円、賃借料の1/3内・～月7万円） ア チ ア テンポ カツヨウ ケイヒ ホジョ ヨンマン ツキ マンエン		商工観光部商業振興労政課 ショウコウ カンコウ ブ ショウギョウ シンコウ ロウセイ カ		059-229-3169		商店街等活性化推進事業補助制度								商店街等活性化推進事業補助制度		商店街等活性化推進事業補助制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン		コミュニティビジネスを起こそうとする地域団体（自治会、任意団体、NPO法人、個人等）に、立ち上げに必要な経費を、2/3以内で上限２００万円を補助。その他、専門家やコーディネータを派遣（無料）する制度有 オ チイキ ダンタイ ジチカイ ニンイ ダンタイ ホウジン コジン トウ タ ア ヒツヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ ホカ センモンカ ハケン ムリョウ セイド アリ		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン								コミュニティビジネス応援補助金		コミュニティビジネス応援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ		「くらし」と「しごと」の寄り添い支援センターを設置し、関係機関と連携を図りながら就労困難者に「仕事力アップ講座」や「就労体験セミナー」等を開催し、本人のステージに応じた支援を行います。 ヨ ソ シエン セッチ カンケイ キカン レンケイ ハカ シュウロウ コンナン シャ シゴト リョク コウザ シュウロウ タイケン トウ カイサイ ホンニン オウ シエン オコナ		寄り添い支援総合サポートセンター ヨ ソ シエン ソウゴウ		0120-125-294		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ								生活困窮者終了準備支援事業		生活困窮者終了準備支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン		事業拡大、新商品・新製品開発、起業、事業転換、空き店舗・空き工場等活用、ジオパーク関連商品開発、国内外販路開拓、知的財産権取得などの事業に、1/4～1/2以内で上限20万～１００万を補助。 ジギョウ カクダイ シンショウヒン シンセイヒン カイハツ キギョウ ジギョウ テンカン ア テンポ ア コウジョウ トウ カツヨウ カンレン ショウヒン カイハツ コクナイガイ ハンロ カイタク チテキ ザイサンケン シュトク ジギョウ イナイ ジョウゲン マン マン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン								京丹後市商工業支援補助金		京丹後市商工業支援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン		大学等研究機関が持つ高度な学術資源を活用した「新商品・新サービスの開発」や「新技術の導入」を目的に、大学等研究機関と「共同研究」や「委託研究」に取り組む事業に、1/2以内で上限１００万円を補助。 ダイガク トウ ケンキュウ キカン モ コウド ガクジュツ シゲン カツヨウ シンショウヒン シン カイハツ シンギジュツ ドウニュウ モクテキ ダイガクナド ケンキュウ キカン キョウドウ ケンキュウ イタク ケンキュウ ト ク ジギョウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン								京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン		一定規模以上の投資及び市民正規雇用者の増加を伴い京丹後市内に事業所を新設又は増設された事業主に対し、市民の正規雇用増加数に応じて助成。事業所の新設にともない増加した市民の正規雇用者数×１００万円を上限 イッテイ キボ イジョウ トウシ オヨ シミン セイキ コヨウシャ ゾウカ トモナ キョウタンゴシナイ ジギョウショ シンセツ マタ ゾウセツ ジギョウヌシ タイ シミン セイキ コヨウ ゾウカスウ オウ ジョセイ ジギョウショ シンセツ ゾウカ シミン セイキ コヨウシャ スウ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン								京丹後市企業立地助成金		京丹後市企業立地助成金

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		仕事		起業・事業・就職		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド		市内に在住で、通勤・通学にＪＲ西日本発売の回数特急券を利用されている方を対象に一カ月一冊限り最大で１，５００円補助 シナイ ザイジュウ ツウキン ツウガク ニシ ニホン ハツバイ カイスウ トッキュウケン リヨウ カタ タイショウ イッ ゲツ イッサツ カギ サイダイ エン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド								ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		小売業や飲食業、サービス業などで、新たに起業される方を支援。起業する際の店舗改装費や設備導入費、店舗等賃借料などを支援。 コウリギョウ インショクギョウ ギョウ アラ キギョウ カタ シエン キギョウ サイ テンポ カイソウ ヒ セツビ ドウニュウ ヒ テンポ トウ チンシャクリョウ シエン		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド								新規起業者支援事業補助金交付制度		新規起業者支援事業補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ		市内で起業しようとする人たちの支援窓口「たんばチャレンジカフェ」を開設。資金面での補助制度の紹介や、経営ノウハウを学ぶセミナーの開催、起業後のフォローに至るまで、起業を支援するワンストップ窓口。 シナイ キギョウ ヒト シエン マドグチ カイセツ シキン メン ホジョ セイド ショウカイ ケイエイ マナ カイサイ キギョウ ゴ イタ キギョウ シエン マドグチ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ								起業家支援窓口の設置		起業家支援窓口の設置

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		地域に密着した行政サービスを提供するためにハローワーク柏原と丹波市が共同で運営し、雇用や就業をサポート。 ギョウセイ テイキョウ カイバラ タンバシ キョウドウ ウンエイ コヨウ シュウギョウ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業								丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		仕事		起業・事業・就職		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン		地域資源を活かした地域性の高い商品の開発や新産業の創出などの事業に対し、補助金を交付する。
補助率：補助対象経費の半額、上限額：300万円 チイキ シゲン イ チイキセイ タカ ショウヒン カイハツ シン サンギョウ ソウシュツ ジギョウ タイ ホジョキン コウフ ホジョリツ ホジョ タイショウ ケイヒ ハンガク ジョウゲンガク マンエン		地域振興課 チイキ シンコウカ		0746-52-0111		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン								川上村産業復興支援補助金		川上村産業復興支援補助金

		300004		和歌山県		-		仕事		起業・事業・就職		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、地域資源を活用した起業をする方（60歳未満）に、初期経費の補助金として最大100万円を支給。（※応募時期／第1次：7月、第2次：11月予定、審査会有）		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン								移住者起業補助金		移住者起業補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ		働き手が不足している農業者（求人者）と、農作業のお手伝いを希望される方（求職者）との紹介・斡旋を行います。 ハタラ テ フソク ノウギョウシャ キュウジンシャ ノウサギョウ テツダ キボウ カタ キュウショク シャ ショウカイ アッセン オコナ		産業観光課 サ		0736-22-0300(内線2101)		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ								無料職業紹介所		無料職業紹介所

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		仕事		起業・事業・就職		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド		町内の中小企業を対象にした資金融資制度。利率1.2％以下、貸付期間７年以内で最大1,250万円まで融資。 チョウナイ タイショウ シキン ユウシ セイド リリツ イカ カシツケ キカン ネンイナイ サイダイ マンエン ユウシ		まち未来課 ミライ カ		0736-56-3000		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド								しゃくなげ融資制度		しゃくなげ融資制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ホームヘルパー講座など指定された教育訓練講座を受講する場合に受講料の20％に相当する額（上限10万円、下限4千円）を支給します。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金								ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		高等技能訓練促進費：看護師や介護福祉士などの資格取得のため、母子家庭高等技能訓練促進費を支給。入学支援修了一時金：高等技能訓練促進費の支給対象者が対象資格に係る養成訓練を修了した場合に一時金を支給。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金								ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジショップあきない塾		お店を始めたい方に安価な家賃で貸し出しを行い、起業のノウハウを習得します。契約期間は最長1年間。利用者負担は家賃月額5,400円（店舗面積により異なる）、光熱費、上下水道使用料、共益費。		倉吉商工会議所		0858-22-2191		チャレンジショップあきない塾								チャレンジショップあきない塾		チャレンジショップあきない塾

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗マッチング事業		空き店舗情報の提供から契約までサポート。貸し手と借り手をつなぎます。倉吉商工会議所HPでの空き店舗情報の公開。相談対応など。		倉吉商工会議所		0858-22-2191		空き店舗マッチング事業								空き店舗マッチング事業		空き店舗マッチング事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		対象エリア内の空き店舗を商業用施設等として活用する開業者に、店舗賃貸料の3分の2（上限1万8千円、期間は１年間）、改装工事費の３分の２（借主：上限200万円）を補助します。		産業環境部 商工課		0858-22-8129		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業								にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		倉吉市短期融資		中小企業信用保険法の対象となるもので、市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者の運転資金を融資。融資限度額500万円、融資利率は保証付年1.89％、保証無年2.23％。融資期間：3年以内。		産業環境部 商工課		0858-22-8129		倉吉市短期融資								倉吉市短期融資		倉吉市短期融資

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		起業、異業種参入、新製品の開発又は事業の経営改善をしようとする事業者に対し、調査研究費、販売拡大に係る経費、建物や構築物の建築・修繕費、機械・工具・備品の購入費など、経費の1/2、上限50万円を助成。 タイ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ								チャレンジ企業支援事業		チャレンジ企業支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ		工業等の土地の確保に要する経費、購入費の1/2、上限2000万円、または賃貸料の1/2、上限20万円を補助。 コウギョウ トウ トチ カクホ ヨウ ケイヒ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン チンタイリョウ ジョウゲン マンエン ホジョ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ								企業立地奨励条例		企業立地奨励条例

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		県外在住の方が円滑にＵＩターン就職できるように、ふるさと島根定住財団が仲介役として、無料職業紹介を実施。県内企業等の求人情報の提供や就職マッチングを行う。2014年5月現在、約1,000件の求人有。 ケンガイ ザイジュウ カタ エンカツ シュウショク シマネ テイジュウ ザイダン チュウカイヤク ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジッシ ケン ナイ キギョウ トウ キュウジン ジョウホウ テイキョウ シュウショク オコナ ネン ガツ ゲンザイ ヤク ケン キュウジン アリ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ								ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ		地域のＮＰＯや地域づくり団体が受け皿となり、県外在住の体験希望者とのマッチングを経て、一定期間（３か月～２年間）地域体験を行う場合に、6～12万円／月の助成を行う。親子連れ加算あり。 チイキ チイキ ダンタイ ウ ザラ ケン ガイ ザイジュウ タイケン キボウシャ ヘ イッテイ キカン ツキ ネンカン チイキ タイケン オコナ バアイ ツキ ジョセイ オコナ オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ								ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク		大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校の卒業予定者を対象とした地元企業情報掲載サイトを運営している。掲載企業193社（平成26年4月末時点） ダイガク ダイガクイン タンキ ダイガク センシュウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ソツギョウ ヨテイシャ タイショウ ジモト キギョウ ジョウホウ ケイサイ ウンエイ ケイサイ キギョウ シャ ヘイセイ ネン ガツマツ ジテン		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク								新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム		求職者及び求人企業が、互いに情報を登録・検索することができる求職・求人支援サイトを運営している。 キュウショク シャ オヨ キュウジン キギョウ タガ ジョウホウ トウロク ケンサク キュウショク キュウジン シエン ウンエイ		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム								一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		出雲市内の事業所への無料職業紹介を実施しています。職業相談員が、仕事をお探しの方の希望や状況にあった職業紹介を行います。		出雲総合雇用情報ｾﾝﾀｰ「ｼﾞｮﾌﾞ・ｽﾃｰｼｮﾝ出雲」　		0853-24-7620		無料職業紹介事業								無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		出雲市地域商業再生支援事業		「空店舗活用事業」、「中山間地域商業機能維持・向上事業」により、市内地域において、地域経済の活性化と中小企業の振興に取り組む事業者に対し、その事業費の一部を補助します。		産業観光部 商工労働課		0853-21-6572		出雲市地域商業再生支援事業								出雲市地域商業再生支援事業		出雲市地域商業再生支援事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		起業・事業・就職		益田市産業創出協働事業補助金		地域の雇用の維持拡大に寄与する取り組み（新規創業、事業拡大など）に対し、金融機関などの支援機関と連携して支援。創業、販路開拓に要する経費や事業拡大に要する経費の1/2（上限5,000千円）を補助。		産業経済部産業支援センター サンギョウ ケイザイ ブ		0856-31-0341		益田市産業創出協働事業補助金								益田市産業創出協働事業補助金		益田市産業創出協働事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ		大田市内で就職を希望されるＵＩターン希望者等と市内事業者等の求職・求人のマッチングを図ります。		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ								大田市無料職業紹介事業		大田市無料職業紹介事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと大田創業支援事業		主要観光地、中心市街地等の空き店舗等を利用して起業・創業をされる方に対し、起業・創業経費の一部を助成。（１）改装費の１／２（２）空き店舗賃借料の２／３（原則１年）。（１）（２）合計１５０万円上限 ゴウケイ		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600		ふるさと大田創業支援事業								ふるさと大田創業支援事業		ふるさと大田創業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン		美郷町で新たな雇用を創出する事業を行う法人の事業に対して、雇用した人の人件費を補助する。（初年度：100%補助、2年次：70%補助、3年次50%補助）※1年度あたりの限度額は1,000万円以内 ミサトチョウ アラ コヨウ ソウシュツ ジギョウ オコナ ホウジン ジギョウ タイ コヨウ ヒト ジンケンヒ ホジョ ショネンド ホジョ ネンジ ホジョ ネンジ ホジョ ネンド ゲンド ガク マンエン イナイ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン								新たな雇用創出企画提案事業補助金		新たな雇用創出企画提案事業補助金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ		町外から美郷町に移住し起業する人を対象に、早期の自立を目的に補助（補助額：1世帯当たり年額24万円） チョウガイ ミサトチョウ イジュウ キギョウ ヒト タイショウ ソウキ ジリツ モクテキ ホジョ ホジョ ガク セタイ ア ネンガク マンエン		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ								ＵＩターン者起業支援事業		ＵＩターン者起業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		将来の美郷町を担う起業者の支援を目的として起業コンテストを行い、審査に合格すれば、必要と認められる設備整備資金・運転資金を補助（1事業につき1,000万円を限度） ショウライ ミサトチョウ ニナ キギョウ シャ シエン モクテキ キギョウ オコナ シンサ ゴウカク ヒツヨウ ミト セツビ セイビ シキン ウンテン シキン ホジョ ジギョウ マン エン ゲンド		企画財政課
町づくり係 キカク ザイセイカ マチ カカリ		0855-75-1924		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		大 ダイ		起業コンテストで1000万円の資金援助 キギョウ マンエン シキン エンジョ				みさとカレッジ起業支援事業		みさとカレッジ起業支援事業

		330001		岡山県		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		仕事		起業・事業・就職		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		津山広域事務組合〔津山市・鏡野町・奈義町・勝央町・美咲町・久米南町〕が設置している無料職業紹介センター。専門の相談員が、希望職種や業務内容、勤務条件等の相談を受けて、仕事の紹介をします。 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ ツヤマシ カガミノチョウ ナギチョウ ショウオウチョウ ミサキ チョウ クメナンチョウ セッチ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ センモン ソウダンイン キボウ ショクシュ ギョウム ナイヨウ キンム ジョウケン トウ ソウダン ウ シゴト ショウカイ		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		0868-24-3633		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ								津山圏域無料職業紹介センター		津山圏域無料職業紹介センター

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業就業奨励金		新たに農林漁業に従事し，年齢が申請年度の４月１日現在で３９歳以下の人に奨励金１０万円を支援します（一度限り）。 ショウレイキン マンエン シエン イチド カギ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		086-426-3425		農林漁業就業奨励金								農林漁業就業奨励金		農林漁業就業奨励金

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		くらしき創業サポートセンター		創業者・創業希望者に向け，市内の５商工団体と連携し，専門の相談員が対応する窓口を設置し，また年に２回起業塾を開催しています。 ソウギョウシャ ソウギョウ キボウシャ ム		商工課 ショウコウカ		086-426-3405		くらしき創業サポートセンター								くらしき創業サポートセンター		くらしき創業サポートセンター

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ		市内の空き店舗等を賃借し、新たに事業を始める場合、その賃借料の１/２（月額４万円が上限）を１年間補助する。 シナイ ア テンポ トウ チンシャク アラ ジギョウ ハジ バアイ チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ジョウゲン ネンカン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-72-6137		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ								空き店舗・空き工場活用事業		空き店舗・空き工場活用事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		仕事		起業・事業・就職		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金		市が指定する空き店舗等において体験、実演又は直売できる店舗を開設する者に対し、補助金を交付する。改装費補助：上限２００万円、家賃補助：36月分以内の家賃の2/3以内で月額３万円。 テンポ モノ ジョウゲン マンエン イナイ		商工観光課		0868-72-6693		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		空き家や空き店舗を改修し、起業する方へ改修費用の4割を補助。【上限200万円】 ア ヤ ア テンポ カイシュウ キギョウ カタ カイシュウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン								起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		三次市空店舗出店支援事業補助金		空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため，新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し，店舗改修等に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部
商工振興課
産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171		三次市空店舗出店支援事業補助金								三次市空店舗出店支援事業補助金		三次市空店舗出店支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		女性・シニア起業支援事業補助金		女性の社会進出と生涯現役社会の推進による経済の活性化を図るため，新たに市内で起業する女性または50歳以上の新規起業者等に対し，起業に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部
商工振興課
産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171		女性・シニア起業支援事業補助金								女性・シニア起業支援事業補助金		女性・シニア起業支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		農家民宿開業支援事業補助金		農林水畜産業者等が農家民宿を開業するために必要な経費の一部を助成。旅館業及び飲食店の営業許可を受けて開業する場合は100万円，旅館業の営業許可のみを受けて開業する場合は50万円（対象経費の1/2以内） オヨ		産業部
商工振興課
産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171		農家民宿開業支援事業補助金								農家民宿開業支援事業補助金		農家民宿開業支援事業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		庄原市転入定住者起業補助金		移住者が起業する際に補助する制度
審査会を実施し，通過すれば対象経費の3分の1を補助（上限200万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		庄原市転入定住者起業補助金								庄原市転入定住者起業補助金		庄原市転入定住者起業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン		市内に居住する若者を雇用した、一定の条件を満たす雇用主に対して奨励金を交付する（雇用１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン								若者就業奨励金（雇用奨励金）		若者就業奨励金（雇用奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として家業の後継者となる方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン								若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として新たに事業を開始する方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン								若者就業奨励金（起業奨励金）		若者就業奨励金（起業奨励金）

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		店舗リフォーム助成事業		・市内の建設関連業者により，店舗のリフォームを行う工事に対して費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191		店舗リフォーム助成事業								店舗リフォーム助成事業		店舗リフォーム助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援施設		・新たに事業を開始しようとする人や，新分野への事業展開を目指す人を支援する施設。
・入居者には事業拠点となるスペースを提供し，インキュベーション・マネージャー等が総合的な支援を行う。		環境産業部商工労政課		0829-30-9140 		起業家支援施設								起業家支援施設		起業家支援施設

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		安芸太田町無料職業紹介所事業		毎週木曜日10時から16時まで，役場本庁東館で町内求人・求職情報を面談形式で実施。求人の有無の調査等の情報収集を行い，町ＨＰ等で求人情報及び求職者情報を発信。 オヨ		産業振興課		0826-28-1973		安芸太田町無料職業紹介所事業								安芸太田町無料職業紹介所事業		安芸太田町無料職業紹介所事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業①		【起業化の促進】施設改修，設備導入等に要する経費1/2以内（補助限度額200万円）
技術取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961		起業化促進事業①								起業化促進事業①		起業化促進事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業②		【新規開業支援事業補助】宣伝広告（ホームページ開設，チラシ印刷，新聞折込，広告掲載等）に要する経費1/2以内（補助限度額20万円）		商工観光課		0826-28-1961		起業化促進事業②								起業化促進事業②		起業化促進事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業③		【空き店舗出店支援事業】店舗の改修に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
家賃の月額の1/2以内（補助額は月5万円まで，年間60万円まで）1年間のみ		商工観光課		0826-28-1961		起業化促進事業③								起業化促進事業③		起業化促進事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業①		【創意工夫ビジネス支援事業】施設改修や設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）		商工観光課		0826-28-1961		新分野進出事業①								新分野進出事業①		新分野進出事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業②		【新技術・新製品の開発支援事業】研究開発に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961		新分野進出事業②								新分野進出事業②		新分野進出事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業③		【地域産品開発支援事業補助】商品開発，認証取得，意匠登録等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961		新分野進出事業③								新分野進出事業③		新分野進出事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		事業継承事業		【事業継承事業】施設改修，設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
技術の取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961		事業継承事業								事業継承事業		事業継承事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ活用ビジネス支援事業		【ＩＴ活用ビジネス事業】技術の取得，研修に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）
ＩＴ環境整備に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961		ＩＴ活用ビジネス支援事業								ＩＴ活用ビジネス支援事業		ＩＴ活用ビジネス支援事業

		352047		山口県		萩市 ハギシ		仕事		起業・事業・就職		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド		起業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等、事業所開設に係る設備投資を行う事業に対して補助します。○補助率2分の1以内で補助限度額は50万円 キギョウ モクテキ ジギョウショ チンタイ セツビ ビヒン コウニュウトウ ジギョウショ カイセツ カカ セツビ トウシ オコナ ジギョウ タイ ホジョ ホジョリツ ブン イナイ ホジョ ゲンド ガク マン エン		商工振興・企業誘致推進課 ショウコウ シンコウ キギョウ ユウチ スイシン カ		0838-25-3811		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド								萩市起業化支援助成制度		萩市起業化支援助成制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド		新たに成長性、独創性のある事業内容で創業してから6ヶ月以内の事業者を対象に事業所開設費や販売促進費の50％相当額を補助（50万円が上限、ただし補助対象経費が販売促進費のみの場合は30万円が上限） アラ セイチョウセイ ドクソウセイ ジギョウ ナイヨウ ソウギョウ ゲツ イナイ ジギョウ シャ タイショウ ジギョウショ カイセツ ヒ ハンバイ ソクシン ヒ ソウトウ ガク ホジョ マンエン ジョウゲン ホジョ タイショウ ケイヒ ハンバイ ソクシン ヒ バアイ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド								防府市創業支援補助金制度		防府市創業支援補助金制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を借り上げて出店する際に家賃の2分の1以内を最高2年間補助（1年目は5万円/月、2年目は3万円/月が上限）※開店前1年以内に転入してきた事業者は家賃の3分の2以内とし、上限額を１万円ずつ上乗せ ア テンポ カ ア シュッテン サイ ヤチン ブン イナイ サイコウ ネンカン ホジョ カイテンマエ テンニュウ ジギョウシャ ヤチン ブン イナイ ジョウゲン ガク マンエン ウワノ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ								防府市空き店舗活用促進事業		防府市空き店舗活用促進事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド		中心市街地で新たに事業所を設置する際に賃借料と改装費用の1/2を補助（50平方ｍ以上は賃借料10万円/月・改装費用20万円/1回限り、100平方ｍ以上は賃借料20万円/月・改装費用50万円/一回限り） チュウシン シガイチ アラ ジギョウショ セッチ サイ チンシャクリョウ カイソウ ヒヨウ ホジョ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン カイ カギ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン イッカイ カギ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド								防府市事業所誘致促進補助制度		防府市事業所誘致促進補助制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド		「ふるさとに帰って仕事がしたい」「徳島で働きたい」Ｕ・Ｉターン希望者と「即戦力が欲しい」「人材を確保したい」県内求人企業の登録を受付中。登録すれば県外にいながら最新の就職情報を得ることができる。		とくしまジョブステーション		088-625-3190		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド								Ｕ・Ｉターン就職登録制度		Ｕ・Ｉターン就職登録制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド		過疎市町村の産業振興と活性化を図るため、県外在住で、クリエイティブ事業等を営む事業者が、県内過疎地域に事業所を新設する際、補助金の交付を３年間行い、県外事業者の誘致を推進。 カソ シチョウソン サンギョウ シンコウ カッセイカ ハカ ケンガイ ザイジュウ ジギョウ トウ イトナ ジギョウシャ ケンナイ カソ チイキ ジギョウショ シンセツ サイ ホジョキン コウフ ネンカン オコナ ケンガイ ジギョウシャ ユウチ スイシン		企業支援課 キギョウ シエンカ		088-621-2155		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド								徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		起業・事業・就職		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ		移住希望者に登録をしてもらい、求人情報をメールで提供。 イジュウ キボウシャ トウロク キュウジン ジョウホウ テイキョウ		土佐清水市
地域雇用創造協議会 トサシミズシ チイキ コヨウ ソウゾウ キョウギカイ		0880-83-0232		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ								移住希望者向け求人情報提供		移住希望者向け求人情報提供

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用奨励事業 ジギョウ		工場の新設・増設に伴う新規雇用があった場合に、事業者への奨励金の給付や課税免除を実施します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024		新規雇用奨励事業 ジギョウ								新規雇用奨励事業		新規雇用奨励事業

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド		中小企業の施設、設備の設置等に必要な資金の一部を補助（補助対象経費の3分の1以内、最大30万円） チュウショウ キギョウ シセツ セツビ セッチ トウ ヒツヨウ シキン イチブ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイダイ マンエン		農林商工観光課農商工観光連携係 ノウリン ノウショウコウカンコウ		0943-75-4975		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド								商工振興事業補助制度		商工振興事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ		履歴書の書き方・面接の仕方講座、資格取得講座等、再就職に向けた各種講座（託児あり）
他に子育て女性の無料就業相談、母子家庭・父子家庭向けの自立支援教育訓練給付金制度や高等技能訓練促進給付金制度もある。 リレキショ カ カタ メンセツ シカタ コウザ シカク シュトク コウザ トウ サイシュウショク ム カクシュ コウザ ホカ コソダ ジョセイ ムリョウ シュウギョウ ソウダン ボシ カテイ フシ カテイ ム ジリツ シエン キョウイク クンレン キュウフキン セイド コウトウ ギノウ クンレン ソクシン キュウフキン セイド		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガクシュウカ ダンジョ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ								子育て女性のための再就職準備講座		子育て女性のための再就職準備講座

		422088		長崎県		松浦市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金		44歳以下の新規転入者が、転入に合わせて転職する場合、市内への長期居住を応援するため、5年間で最大30万円の奨励金を交付		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)		ふるさと就職奨励金								ふるさと就職奨励金		ふるさと就職奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン		五島市の地域資源を活用した事業、または新しく人を雇用して行う事業で、これから起業するもしくは、起業後３年以内の方が対象）２年間で最大３００万円助成（１年目2/3、２年目1/3） ゴトウシ チイキ シゲン カツヨウ ジギョウ アタラ ヒト コヨウ オコナ ジギョウ キギョウ キギョウ ゴ ネン イナイ カタ タイショウ ネンカン サイダイ マンエン ジョセイ ネンメ ネンメ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン								起業支援補助金		起業支援補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン		農林漁業民泊に取り組む方で、民泊の開業に伴う営業許可手数料（1/2助成）及び民泊施設の改修工事に係る費用の一部助成（1/2で上限５万円） ノウリン ギョギョウ ミンパク ト ク カタ ミンパク カイギョウ トモナ エイギョウ キョカ テスウリョウ ジョセイ オヨ ミンパク シセツ カイシュウ コウジ カカ ヒヨウ １ブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン								農林漁業体験民宿拡大事業費補助金		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		仕事		起業・事業・就職		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ		町内空き店舗等を賃借して、開業する方に、以下の補助を行います。①賃借料：補助率1/2、限度額25千円/月、期間１年間②改修費補助：補助率1/2、限度額500千円③経営開始補助：定額２００千円 チョウナイ ア テンポ トウ チンシャク カイギョウ カタ イカ ホジョ オコナ チンシャクリョウ ホジョリツ ゲンド ガク セン エン ツキ キカン ネンカン カイシュウヒ ホジョ ケイエイ カイシ ホジョ テイガク センエン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ								東彼杵町空き店舗等活用促進事業		東彼杵町空き店舗等活用促進事業

		430005		熊本県		-		仕事		起業・事業・就職		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ								林業就業支援講習		林業就業支援講習		0

		432024		熊本県		八代市		仕事		起業・事業・就職		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ		商店街振興組合等が実施する新規出店者誘致並びに既存店舗の魅力創出推進のための事業※①新規建設費：1/3（限度額200万円）②出店改装費：1/3（限度額200万円）③家賃：1/3（限度額月5万円） ショウテンガイ シンコウ クミアイ ナド シンキ シュッテン シャ ユウチ ナラ キソン テンポ ミリョク ソウシュツ スイシン ジギョウ シンキ ケンセツ ヒ ゲンド ガク マンエン シュッテン カイソウ ヤチン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0965-33-8513		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ								八代市商店街再生事業補助金		八代市商店街再生事業補助金

		433675		熊本県		南関町		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン		町内の空き店舗等を活用（賃貸借）し、新たに商業を営む人
賃借料の1/2（月額2万円を限度）助成期間3年間 チョウナイ ア テンポトウ カツヨウ チンタイシャク アラ ショウギョウ イトナ ヒト チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ゲンド ジョセイ キカン ネンカン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン								空き店舗等活用事業助成金		空き店舗等活用事業助成金

		434477		熊本県		山都町		仕事		起業・事業・就職		商店街店舗改修事業補助金		商店街にある店舗の改修工事（外装工事を伴う）をしようとする方に改修工事費の一部を補助（借用している店舗１/2補助50万限度、所有している店舗1/3補助３０万限度）します。 ホジョ ゲンド ホジョ ゲンド		商工観光課		0967-72-1158		商店街店舗改修事業補助金								商店街店舗改修事業補助金		商店街店舗改修事業補助金

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ		・就職、転職のために必要な資格の取得等にかかる経費の一部を補助
する制度。・補助金額：経費の１/２とし、２万円以上、１０万円以下。 シュウショク テンショク ヒツヨウ シカク シュトク トウ ケイヒ イチブ ホジョ セイド ホジョ キンガク ケイヒ マンエン イジョウ マンエン イカ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7200		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ								あさぎり町元気支援研修費補助事業		あさぎり町元気支援研修費補助事業

		442020		大分県		別府市 ベップシ		仕事		起業・事業・就職		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド		市内において開業を目指す創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う。 シナイ カイギョウ メザ ソウギョウシャ タイ カイギョウ シキン ユウシ エンカツカ ハカ チュウショウ キギョウ シンコウ イクセイ ハカ モクテキ ユウシ オコナ		商工課 ショウコウカ		0977‐21‐1132		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド								中小企業開業資金融資等		中小企業開業資金融資等

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業		まちづくりの趣旨に沿って､商店街で空き店舗を借りて起業される場合に､家賃や内装改修の一部を支援します｡また、外観修景の支援もあります。		商工観光課		0978-22-3100		空き店舗活用事業								空き店舗活用事業		空き店舗活用事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		市内企業の求人情報サイト		メールアドレスを登録されると市内の求人情報をメールで無料配信します。
hotnavi@star7.jpに空メールをお送りください。		商工観光課		0978-22-3100		市内企業の求人情報サイト								市内企業の求人情報サイト		市内企業の求人情報サイト

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		企業合同就職説明会 カイ		求職者と市内へのＵＪＩターン希望者に対して、市内企業合同の就職説明会を毎年開催しています。		商工観光課		0978-22-3100		企業合同就職説明会 カイ								企業合同就職説明会		企業合同就職説明会

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		豊後高田市就職応援企業ガイドブック		若者や女性、移住者等の雇用の相談、応援をしていただける企業のガイドブックを商工観光課等で配布いたします。		商工観光課		0978-22-3100		豊後高田市就職応援企業ガイドブック								豊後高田市就職応援企業ガイドブック		豊後高田市就職応援企業ガイドブック

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		開業資金（融資）		開業しやすい環境をづくりのため、自己資金なしの低利融資を利用できます。		商工観光課		0978-22-3100		開業資金（融資）								開業資金（融資）		開業資金（融資）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		起業チャレンジ若者支援事業		45歳以下の若者が、市内で新たに開業する場合、開業に必要な費用の一部を助成します。（上限50万円、補助率1/2）		商工観光課		0978-22-3100		起業チャレンジ若者支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		ふるさとハローワーク		ハローワークと連携して、求人・求職の相談、紹介を行っています。		商工観光課		0978-22-3100		ふるさとハローワーク								ふるさとハローワーク		ふるさとハローワーク

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター		高年齢者が生きがいをもち、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供しています。		商工観光課		0978-22-3100		シルバー人材センター								シルバー人材センター		シルバー人材センター

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		工業団地		市内には４つの工業団地があります。
精密機器、自動車関連等の多様な企業が進出・立地し、地域での大きな雇用の受け皿となっています。		商工観光課		0978-22-3100		工業団地								工業団地		工業団地

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		起業・事業・就職		USA・UIターン雇用拡大推進事業		UIターン者向けの雇用・企業情報を収集し、希望者に提供します。		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0978-32-1111		USA・UIターン雇用拡大推進事業								USA・UIターン雇用拡大推進事業		USA・UIターン雇用拡大推進事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		仕事		起業・事業・就職		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン		学業終了後新たに、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、村内に定住する者に３万円支給する ガクギョウ シュウリョウゴ アラ コウキョウダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウシャ シュウギョウ ソンナイ テイジュウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン								就業奨励金		就業奨励金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ		中心商店街の空き店舗の解消を図ることにより、地域のにぎわいづくりへの貢献、住民の方の生活の質の向上に資することを目的として、新たに出店する事業者に対し必要な資金の一部を助成 ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-73-3158		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ								空き店舗助成事業		空き店舗助成事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター ジンザイ		高年齢者が、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-75-9620		シルバー人材センター ジンザイ								シルバー人材センター		シルバー人材センター

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		仕事 シゴト		起業・事業・就職		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		空き店舗に出店する事業者への助成を行う。（１）店舗改装費・・当該改装費の2分の１又は50万円のいずれか低い額（２）家賃・・出店者が借受けた店舗の家賃の1/2又は5万円いずれか低い額 オコナ シュツ		日向商工会議所 ヒュウガ ショウコウ カイギショ		0982-52-5131		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金								日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		起業・事業・就職		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド		高校生以上の就学者で学校等を卒業後２年以内の研修を受けたあと，直ちに農業又は漁業に５年以上従事する者※月額４万１千円を上限とする奨学金の支給（貸与期間は在学期間中，毎年度更新する。） コウコウセイ イジョウ シュウガクシャ ガッコウ トウ ソツギョウゴ ネン イナイ ケンシュウ ウ タダ ノウギョウ マタ ギョギョウ ネンイジョウ ジュウジ モノ ゲツガク マン センエン ジョウゲン ショウガクキン シキュウ タイヨ キカン ザイガク キカンチュウ マイネンド コウシン		農政課
水産商工課 ノウセイ カ スイサン ショウコウカ		0993-72-1111		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド								産業後継者育成奨学金制度		産業後継者育成奨学金制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		宜野湾市内の空き店舗に入居する者に対し、家賃の半額（上限5万円）、最長6ヶ月間を補助する。		商工農水課 ショウコウ ノウスイ カ		(098)893-4411 		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ								空き店舗対策事業		空き店舗対策事業

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン		営農に直接必要となる機械、施設等の設備投資費用の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限300万円（5年間累計）		農政部
農政課		0166-25-7417		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン								営農開始支援補助金		営農開始支援補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン		営農に直接必要となる農地、機械、施設等の賃借料の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限20万円/年		農政部
農政課		0166-25-7417		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン								農場等リース事業補助金		農場等リース事業補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン		農地を取得する際の資金を低金利で融資：5年間無利息(6年目～1.60％)、償還期限15年間、上限1,800万円		農政部
農政課		0166-25-7417		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン								農地等取得資金		農地等取得資金

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		新規参入就農支援事業		北海道就農計画認定制度に基づく認定を受け、２年間の農業研修を終え、北見市内で農地を確保して就農し、年齢が２０歳以上４６歳未満の方を対象に、経営を開始したときから、毎月５万円を２４ヶ月間を限度に補助。		農林水産部　　農政課		0157-25-1142		新規参入就農支援事業								新規参入就農支援事業		新規参入就農支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農地借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農地の借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142		経営開始農地借上支援事業								経営開始農地借上支援事業		経営開始農地借上支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農業施設借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し、借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142		経営開始農業施設借上支援事業								経営開始農業施設借上支援事業		経営開始農業施設借上支援事業

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		経営開始から5年以内に借り入れた融資に関する債務保証料及び取得した農地等に係る固定資産税相当額を助成。 ケイエイ カイシ ネン イナイ カ イ ユウシ カン サイム ホショウ リョウ オヨ シュトク ノウチトウ カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ジョセイ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン								農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農家子弟及び他産業からの新規就農者に対し、1万円相当のギフトセットを贈る（網走市農政推進協議会事業）。 ノウカ シテイ オヨ タ サンギョウ シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ソウトウ オク アバシリシ ノウセイ スイシン キョウギカイ ジギョウ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン								農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012122		北海道		留萌市 ルモイシ		仕事		農林水産業		留萌市新規就農者支援事業		経営責任者の年齢が概ね22歳以上55歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する耕作面積２ｈａ以上の経営計画を有する方が市内において新たに農業を営む場合、必要な支援を行います。 カタ オコナ		地域振興部農林水産課 チイキ シンコウ ブ ノウリン スイサンカ		0164-42-1837		留萌市新規就農者支援事業								留萌市新規就農者支援事業		留萌市新規就農者支援事業

		012165		北海道		芦別市		仕事		農林水産業		新規就農者支援制度		農業をしたい方が、準備不足などの理由から挫折しないよう、就農相談、農業体験実習、営農実習などを行う。		経済建設部農林課農政係		0124-22-2111		新規就農者支援制度								新規就農者支援制度		新規就農者支援制度

		012203		北海道		士別市 シベツシ		仕事		農林水産業		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン		農業の新規就農を目指す方への支援。 ノウギョウ シンキ シュウノウ メザ カタ シエン		経済部農業振興課 ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0165-23-3121		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン								新規就農支援		新規就農支援

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ		新規就農に向けた研修期間中の２年間を対象に住宅費を助成（家賃の１/２、上限２万円） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン チュウ ネンカン タイショウ ジュウタクヒ ジョセイ ヤチン ジョウゲン マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ								新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ		新規就農に向けた自主的な研修活動費を助成（月額４万円、研修期間の２年間を対象） シンキ シュウノウ ム ジシュテキ ケンシュウ カツドウ ヒ ジョセイ ゲツガク マンエン ケンシュウ キカン ネンカン タイショウ		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ								新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド		就農後に基準を満たす対象者の営農への支援。設備等（農地賃貸借料含む）の取得費１/２を助成（就農後３年以内、限度額３００万円） シュウノウ ゴ キジュン ミ タイショウシャ エイノウ シエン セツビ トウ ノウチ チンタイシャク リョウ フク シュトク ヒ ジョセイ シュウノウ ゴ ネン イナイ ゲンド ガク マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド								就農後の営農支援制度		就農後の営農支援制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		農地の賃借や農業機械や資材の購入に対し、助成金を交付する。①農地の年間賃借料（2分の1以内（限度額5万円）、5年分）②農業用機械、施設又は資材の購入経費（100分の30以内（限度額90万円））		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカリ		0125-54-2121		新規就農者支援事業								新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ		農業後継者等の育成を目的として、農業技術習得などの研修費等の一部を補助します。 モクテキ イチブ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ								農業後継者等育成事業		農業後継者等育成事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者に、就農年度から3年度の期間、農地賃借料の1/2（年間上限25万円）を助成します。 シナイ キョジュウ シナイ ノウギョウ ジュウジ ニンテイ シュウノウ シャ シュウノウ ネンド ネンド キカン ノウチ チンシャク リョウ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ								新規就農経営安定支援事業		新規就農経営安定支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者で就農年度の翌年度から起算して3年を経過した方に、2年間対象経費の1/3（年間上限30万円）を助成します。 シュウノウ ネンド ヨクネン ド キサン ネン ケイカ カタ ネンカン タイショウ ケイヒ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ								新規就農者支援金交付事業		新規就農者支援金交付事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		農林業担い手養成事業		【農林業への就業支援】 農林業を新規に営む方への支援		農林課		0139-47-3002		農林業担い手養成事業								農林業担い手養成事業		農林業担い手養成事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		水産業担い手支援事業		【水産業への就業支援】 水産業を新規に営む方への支援		水産商工課		0139-47-3004		水産業担い手支援事業								水産業担い手支援事業		水産業担い手支援事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ		新たに農業経営を開始する農業者に対し、営農開始時に必要な資金を貸付する。１人１回限り、２００万円を上限、無利子、５年均等償還 アラ ノウギョウ ケイエイ カイシ ノウギョウシャ タイ エイノウ カイシ ジ ヒツヨウ シキン カシツケ ヒトリ カイ カギ マンエン ジョウゲン ムリシ ネン キントウ ショウカン		農林課 ノウリンカ		0137-62-2111		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ								新規就農支援資金貸付事業		新規就農支援資金貸付事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン		本町に定住する新規就農者で、農地法又は農業経営基盤強化法に基づき農地を取得し、又は農地の使用収益権を有している方へ２４万円の商品券を交付 カタ マンエン ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン								蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ		本町に定住し、かつ、卒業後において本町で農業に就業するため、北海道農業大学校等に入学した方へ年額２４万円を助成する。ただし、助成する対象年限はその大学校等の修学年限以内とする。 カタ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ								蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		農林水産業		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド		新規就農認定者の就農開始時に必要となる各種資金について、100万円を上限に融資（１回限り） シンキ シュウノウ ニンテイシャ シュウノウ カイシ ジ ヒツヨウ カクシュ シキン マンエン ジョウゲン ユウシ カイ カギ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド								新規就農資金貸付金制度		新規就農資金貸付金制度

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド		余市町に就農を希望する者に対し研修期間の家賃を助成（1/2以内、上限1万円/月）。		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0135-21-2123		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド								新規就農者研修農業研修家賃助成制度		新規就農者研修農業研修家賃助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		仕事		農林水産業		農業後継者関連各種祝金		本町にて新規に農業を開始する者及び後継者として農業に従事する者（就農祝い金）に5万円、本町にて農業に従事する（している）者が結婚した場合（結婚祝い金）として５万を助成。 マンエン バアイ ジョセイ		農政課農政グループ		0164-32-2411		農業後継者関連各種祝金								農業後継者関連各種祝金		農業後継者関連各種祝金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ		20～46歳未満の新規農業経営者。・家賃50％2万円以内、3年間、・農地取得25％100万円以内、・農地賃貸料50％50万円以内、5年間、・3年間固定資産税補助、・2年間就農奨励金120万円/年 サイ ミマン シンキ ノウギョウ ケイエイ シャ ヤチン マンエン イナイ ネン カン ノウチ シュトク マンエン イナイ ノウチ チンタイリョウ マンエン イナイ ネン カン ネンカン コテイ シサン ゼイ ネンカン シュウノウ ショウレイキン マンエン ネン		産業課農政係 サンギョウ カ ノウセイ カカリ		0167-52-2178		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ								新規就農者等育成事業		新規就農者等育成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ		就農から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円) シュウノウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ								新規就農対策事業(就農奨励補助)		新規就農対策事業(就農奨励補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ		就農後10年以内の農業者が農地を取得する費用の一部を補助。①購入：田15,000円/10ａ、畑5,000円/10ａを補助②賃貸：賃借料の1/2を補助(5年間) シュウノウ ゴ ネンイナイ ノウギョウシャ ノウチ シュトク ヒヨウ イチブ ホジョ コウニュウ タ エン ハタケ エン ホジョ チンタイ チンシャクリョウ ホジョ ネンカン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ								新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ		新規就農者の研修を受け入れる農家等に月額3万円を補助(2年以内) シンキ シュウノウシャ ケンシュウ ウ イ ノウカ トウ ゲツガク マンエン ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ								新規就農対策事業(受入農家支援補助)		新規就農対策事業(受入農家支援補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ		研修中の新規就農者に対し、家賃及び上下水道料の基本料金を全額補助(2年以内) ケンシュウチュウ シンキ シュウノウシャ タイ ヤチン オヨ ジョウゲスイドウ キホン リョウキン ゼンガク ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ								新規就農対策事業(生活支援補助)		新規就農対策事業(生活支援補助)

		014702		北海道		音威子府村		仕事		農林水産業		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ		概ね20歳から50歳までの同居の親族がいる新規就農者に対し、農地等賃借料の半額を５年間、農地等固定資産税相当額を３年間、借入資金償還利息分を５０万円以内で最大５年間補助。 オオム サイ サイ ドウキョ シンゾク シンキ シュウノウ シャ タイ ノウチ トウ チンシャクリョウ ハンガク ネンカン ノウチ トウ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン カリイレ シキン ショウカン リソクブン マンエン イナイ サイダイ ネンカン ホジョ		経済課産業振興室 ケイザイ カ サンギョウ シンコウ シツ		01656-5-3313		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ								音威子府村新規就農者等に関する条例		音威子府村新規就農者等に関する条例

		014818		北海道		増毛町		仕事		農林水産業		増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町の区域内において、新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する方に対し、特別な措置を行います。		経済課農林係		0164-53-1117		増毛町新規就農者招致特別措置事業								増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町新規就農者招致特別措置事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		仕事		農林水産業		新規就農者誘致促進事業		遠軽町で新たに農業を営む方（後継者は対象外）に助成を行います。（就農前２年間研修必要）
新規就農奨励金１８０万円、農地賃借料助成年間賃借料の１／２以内２０万円を限度に１０年間 カタ ジョセイ オコナ		経済部　農政林務課 農政係		0158-42-4819		新規就農者誘致促進事業								新規就農者誘致促進事業		新規就農者誘致促進事業

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		仕事		農林水産業		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド		新たに農業を営む方及び農業経営を継承する方に対し研修期間中の生活資金の貸し付け、就農時の農地取得、施設・購入に対する助成 アラ ノウギョウ イトナ カタ オヨ ノウギョウ ケイエイ ケイショウ カタ タイ ケンシュウ キカンチュウ セイカツ シキン カ ツ シュウノウジ ノウチ シュトク シセツ コウニュウ タイ ジョセイ		経済環境課 ケイザイ カンキョウカ		0142-66-2121		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド								就農者支援制度		就農者支援制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ		農業支援員として最長３年間農業研修を実施し、その間の住宅料や備品等を一部補助する ノウギョウ シエンイン サイチョウ ネンカン ノウギョウ ケンシュウ ジッシ カン ジュウタク リョウ ビヒン トウ イチブ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ								新規就農支援制度（住宅補助）		新規就農支援制度（住宅補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ		農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費等の実費補助 ノウギョウ ダイガク コウ トウ ケンシュウ ヒツヨウ ジュコウリョウ キョウザイ ヒ トウ ジッピ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ								新規就農支援制度（教育研修補助）		新規就農支援制度（教育研修補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ		就農施設整備費補助農地・施設・機械の取得に要する経費の２分の１を補助（５００万円限度） シュウノウ シセツ セイビヒ ホジョ ノウチ シセツ キカイ シュトク ヨウ ケイヒ ブン ホジョ マンエン ゲンド		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ								新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		15歳以上40歳未満の新規就農者に就農研修期間中、月額8万円を補助 サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ								農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		就農研修終了後、15歳以上～40歳未満の新規就農者に対し100万円を補助 シュウノウ ケンシュウ シュウリョウゴ サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ								農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		新規就農者に対し、就農開始年度の翌年から3年間必要な農業経費の1/2を補助（上限100万円） シンキ シュウノウ シャ タイ シュウノウ カイシ ネンド ヨクネン ネンカン ヒツヨウ ノウギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ								農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ		漁業後継者、漁業希望者、新規就漁者に対して条件により補助 ギョギョウ コウケイシャ ギョギョウ キボウシャ シンキ ツケル リョウ シャ タイ ジョウケン ホジョ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		0146-26-9014		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ								漁業担い手等支援事業補助		漁業担い手等支援事業補助

		016101		北海道		新ひだか町		仕事		農林水産業		新規就農支援制度		新規就農を目指す者で３ヵ月以内の農業体験実習を行う者に対し、日額3000円（住み込みの場合1500円）の手当、２年以内の就農研修を行う場合、日当6,000円の支給等。 イナイ		農林水産部　　農政課		0146-33-2111		新規就農支援制度								新規就農支援制度		新規就農支援制度

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農業体験：18～35歳の女性限定、原則３カ月以上、最低賃金以上、住込みまたは通勤宿泊施設利用可能		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)		農林水産業への就業支援								農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農業従業員：18～35歳、原則３カ月以上、月額160,000円、住込み		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)		農林水産業への就業支援								農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		新規就農希望者と、現在営農しているが「後継者がいない」などの経営移譲希望者の意向を聞き取りし、希望に合致する者同士を地域への周知等をした上で紹介		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）								農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		農家子弟の独立等、農家内からの新規就農希望者、農家外・町外からの新規就農希望者の農業の担い手に対し、36カ月以内に限り月額8万円を助成		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）								担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）

		016390		北海道		更別村		仕事		農林水産業		更別村新規就農者受入特別措置		おおむね２０歳以上４０歳以下で配偶者を有し、畑作・酪農ともに本村の平均規模以上の経営基盤が確保できる者に対し、奨励金を交付。		産業課		0155-52-2115		更別村新規就農者受入特別措置								更別村新規就農者受入特別措置		更別村新規就農者受入特別措置

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン		実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励金として、月額15万円（2年以内）を交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン								新規就農志向者営農実習奨励金		新規就農志向者営農実習奨励金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン		農業経営開始に必要な出資金等、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額200万円を上限（経営開始から３年間）に交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン								新規就農者経営開始奨励金		新規就農者経営開始奨励金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		○新規就農奨励金の交付(リースの場合：リース料の50%、経営継承事業利用の場合：継承資産額の25%)○農業関連資産に係る固定資産税相当額○農業関係制度資金に係る借入利息の2.5％以内各5年間助成 カカ カク ネンカン ジョセイ		農林課 ノウリン カ		015-485-2111		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド								新規就農支援制度		新規就農支援制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		農林水産業		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン		新規就農者に対し、経営安定支援金として100万円を２年間支給。また、公社営農場リース事業等の賃貸料の1/2を５年間補助。 シンキ シュウノウ シャ タイ ケイエイ アンテイ シエンキン マンエン ネンカン シキュウ コウシャ エイ ノウジョウ ジギョウ トウ チンタイリョウ ネンカン ホジョ		産業振興課
農政係 サンギョウ シンコウ カ ノウセイ カカリ		0154-64-2114		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン								新規就農者対策補助金		新規就農者対策補助金

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		農林水産業		新規就農者定着化支援事業		本市に住所を有する認定就農者（農業に新規参入した者に限る）に対して、就農時に3年以上の賃貸借による農地の利用権設定をした場合に、農地の賃借料を3年間支援（最大60千円）します。 タイ		農業政策課		0172-62-1156		新規就農者定着化支援事業								新規就農者定着化支援事業		新規就農者定着化支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン		弘前市に在住し、営農開始からおおむね2年以内の認定就農者である方に対し、農地の賃借料を補助。ただし、3年以上の農地の賃貸借契約をする場合に限るものとする。 ヒロサキシ ザイジュウ エイノウ カイシ ネン イナイ ニンテイ シュウノウ シャ カタ タイ ノウチ チンシャクリョウ ホジョ ネンイジョウ ノウチ チンタイシャク ケイヤク バアイ カギ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン								新規就農者営農開始支援事業費補助金		新規就農者営農開始支援事業費補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		八戸市担い手総合支援事業		担い手育成総合支援協議会の開催、認定農業者に対する補助事業等の関連情報提供活動の実施、認定農業者制度の周知活動の実施等		農業経営振興センター		0178-27-9163		八戸市担い手総合支援事業								八戸市担い手総合支援事業		八戸市担い手総合支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		企業等農業参入支援事業		企業等の農業参入を支援するため、各種制度、農作物生産技術等に関する「法人経営総合窓口」を設置		農業経営振興センター		0178-27-9163		企業等農業参入支援事業								企業等農業参入支援事業		企業等農業参入支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		農林水産業		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ		15歳～35歳までの研修生を受け入れる認定農業者及び農業法人、加工団体等を対象とし、農業体験研修生の受入経費の補助。（補助率80％で研修生1人当たり複数年で30日間まで）		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0173-35-2111(内線2512･2513)		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ								明日の農業者育成事業		明日の農業者育成事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		農業機械・施設導入等事業		①国・県の補助事業で対象となっていない機械・施設導入・更新経費確定額の4分の1以内（限度額100万円）②(同）農業に関連資格取得経費（除・更新）・組織活動費の確定額の2分の1以内（限度額20万）を助成 コウシン ドウ カンレン ノゾ		農林水産課		0173-42-2111		農業機械・施設導入等事業								農業機械・施設導入等事業		農業機械・施設導入等事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		堆肥等利用促進土づくり対策事業		つがる市農業振興地域内の農用地区域内に水稲、畑作物、野菜、花き、果樹等が作付されている農地に地力増進を図るため投入した堆肥・粉炭購入費の確定額の2分の1以内（限度額10万円）を助成		農林水産課		0173-42-2111		堆肥等利用促進土づくり対策事業								堆肥等利用促進土づくり対策事業		堆肥等利用促進土づくり対策事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（就農奨励金）		就農から1年を経過する毎に10万円を交付（3年間）。条件：①市内に住所を有し、市内で継続して就農する者②県の就農認定を受けた45歳以下の者。 ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)		新規就農支援事業（就農奨励金）								新規就農支援事業（就農奨励金）		新規就農支援事業（就農奨励金）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（農地賃借料補助）		農地賃借料を補助。補助単価は、田：13,000円/10a、畑：5,000円/10a50aまで。条件：①市内に住所を有し市内で継続就農する者②)県の就農認定を受けた45歳以下の者(3)就農2年以内の者 ノウチ ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)		新規就農支援事業（農地賃借料補助）								新規就農支援事業（農地賃借料補助）		新規就農支援事業（農地賃借料補助）

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ		新規就農者に対する12ヶ月分の家賃補助※要件有り
○交付額:月額4万円上限×1/2		経済課 
		0172-73-2111(代表)		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ								新規就農者住宅賃貸借料補助		新規就農者住宅賃貸借料補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ		新規就農者が対象となる有利子農業制度資金の利子補助※要件有り
○補助率:借入金の1.0％相当額		経済課 
		0172-73-2111(代表)		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ								新規就農者農業制度資金利子補給補助		新規就農者農業制度資金利子補給補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		新規就農した方に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間150万円給付※要件有り
○支援期間:最長5年間○支援額:年間最大150万円、夫婦ともに就農する場合は、1.5人分（225万円）給付		経済課 
		0172-73-2111(代表)		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン								青年就農給付金		青年就農給付金

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		仕事		農林水産業		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン		（条件）町内に住所を有し居住する農業者（農業に新規参入される方も含む）
（内容）先進技術や新規品目の栽培技術の習得に係る研修費等として、1件あたり15万円を上限に助成。 ジョウケン ナイヨウ シュウトク ジョセイ		産業振興課		0179-20-7115		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン								農業先進技術チャレンジ支援事業		農業先進技術チャレンジ支援事業		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		専ら農業で生計維持を目的に町内にUJIターン等をした者へ助成金を最大3年間交付①後継者対策型：15歳以上～48歳(町内出身者は60歳)未満→3万円／月②定住促進型は15歳以上65歳未満の者→2万円／月 ジョセイキン ガタ イジョウ		農林課 ノウリンカ		0178-76-2308		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ								新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ		新規就農者及び農業後継者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 シンキ シュウノウ シャ オヨ ノウギョウ コウケイシャ タイショウ ゲツガク ０００エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン ０００エン ジュウタク ヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ								新規就農希望者研修事業		新規就農希望者研修事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		農業で生計を維持することを目的に就農する新規就農者を対象に、機械整備等に要する経費の2/3以内で上限100万円を助成。 ノウギョウ セイケイ イジ モクテキ シュウノウ シンキ シュウノウ シャ タイショウ キカイ セイビ トウ ヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ								新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、住宅費家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ タイショウ ゲツガク エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ジュウタクヒ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン エン ジュウタクヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ								新規就業希望者研修支援事業		新規就業希望者研修支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者で、国、県等の研修機関で生産技術及び経営管理等の研修を行う方を対象に、研修受講料及び交通費上限年間50万円助成。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ クニ ケン トウ ケンシュウ キカン セイサン ギジュツ オヨ ケイエイ カンリ トウ ケンシュウ オコナ カタ タイショウ ケンシュウ ジュコウリョウ オヨ コウツウヒ ジョウゲン ネンカン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ								林業技術研修受講支援事業		林業技術研修受講支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		農林水産業		(株)一戸夢ファーム		新規就農希望者や農業後継者のための研修機関。・43歳以下で、一戸町内に就農する方・指定した研修内容に従っていただける方・青年就農給付金（準備型）年150万円や一戸町の支援を受けることができる		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111		(株)一戸夢ファーム								(株)一戸夢ファーム		(株)一戸夢ファーム

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		農林水産業		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ		新規に農業経営及び技術を習得するために、認定農業者、農業法人等の経営体や、農業試験研究機関等が実施する研修を受ける方で、研修終了後に栗原市内で就農する方に、研修に係る費用を助成。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0228-22-1135		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ								くりはらの担い手育成事業		くりはらの担い手育成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン		就農希望者に対し、営農プランの作成や、営農技術の指導、農地・機械施設等の営農基盤の整備、更には住居等の生活面までを総合的に支援する。 シュウノウ キボウシャ タイ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン								就農定着支援チーム		就農定着支援チーム

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ		対象を野菜・花きに特定し、生産から販売までの実践的な研修を２年間実施。就農予定時の年齢が原則４５歳未満で園芸（野菜、花き）の経営を志し、研修終了後１年以内に本市での独立・自営就農、雇用就農が確実な者。 タイショウ ヤサイ カ トクテイ セイサン ハンバイ ジッセンテキ ケンシュウ ネンカン ジッシ シュウノウ ヨテイ ジ ネンレイ ゲンソク サイ ミマン エンゲイ ヤサイ カ ケイエイ ココロザ ケンシュウ シュウリョウゴ ネン イナイ ホンシ ドクリツ ジエイ シュウノウ コヨウ シュウノウ カクジツ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ								新規就農研修（平成２７年４月から）		新規就農研修（平成２７年４月から）

		053279		秋田県		上小阿仁村		仕事		農林水産業		農業後継者育成技術習得研修事業		新規就農者及び既就農者が畑作営農に必要な知識や生産技術を習得する為、村野外生産試作センターで研修を行う。（上小阿仁村に居住する５０歳未満の者）・月額１２０，０００円を支給・研修期間は３年以内。 タメ		産業課		0186-77-2223		農業後継者育成技術習得研修事業								農業後継者育成技術習得研修事業		農業後継者育成技術習得研修事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		農林水産業		新規就農定着促進事業		月家賃１／２又は２万円のいずれか低い額を上限に助成（３年）。施設取得費の１％内で助成（３年）。年間１０ａあたりの契約賃借料と町参考賃借料の差額の１／２又は１万円のいずれか低い額で当該借入面積の額を助成 ツキ マタ マン ジョセイ ジョセイ マン ジョセイ		農林振興課農地管理室		0238-87-0524		新規就農定着促進事業								新規就農定着促進事業		新規就農定着促進事業

		064289		山形県		庄内町		仕事		農林水産業		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン		研修後も町で施設園芸農業に取り組む方を対象に、町の施設園芸農家で1年間週20～40時間の作業を手伝いながら、知識や技術を習得。研修期間中は、月額5万円の補助の他、扶養加算や家賃加算の措置あり。 ケンシュウ ゴ マチ シセツ エンゲイ ノウギョウ ト ク カタ タイショウ マチ シセツ エンゲイ ノウカ ネン カン シュウ ジカン サギョウ テツダ チシキ ギジュツ シュウトク ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ ホカ フヨウ カサン ヤチン カサン ソチ		 農林課
 農産係 ノウリンカ ノウサン カカリ		0234-42-0169		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン								園芸農業実践研修支援事業補助金		園芸農業実践研修支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ		経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に、経営開始型の給付金を給付。一人当たり年間150万円（最長5年間） ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ガタ キュウフキン キュウフ ヒトリ ア ネンカン マンエン サイチョウ ネン カン		産業課 サンギョウカ		0234-72-5882		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ								青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		仕事		農林水産業		就農希望者の研修受入		今後、市内での就農を検討している方が、農業研修を希望する際に、その受入先として市認定農業者や先進的取り組みを行っている農業者を紹介する。 コンゴ シナイ シュウノウ ケントウ ホウ ノウギョウ ケンシュウ キボウ サイ ウケイレ サキ シ ニンテイ ノウギョウシャ センシンテキ ト ク オコナ ノウギョウシャ ショウカイ		市農政課		0242-39-1253		就農希望者の研修受入								就農希望者の研修受入		就農希望者の研修受入

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン		独立して農業を開始する方に対して，経営が安定するまでの間，生活費相当額の青年就農給付金（経営開始型）を給付する。給付額：150万円/年（最長5年間） ドクリツ ノウギョウ カイシ カタ タイ ケイエイ アンテイ アイダ セイカツヒ ソウトウ ガク セイネン シュウノウ キュウフキン ケイエイ カイシ ガタ キュウフ キュウフガク マンエン ネン サイチョウ ネンカン		農業政策課 ノウギョウ セイサクカ		029-240-7118		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン								新規就農者対策事業（新規就農者給付金）		新規就農者対策事業（新規就農者給付金）

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン		市内に居住し、農業に従事していない方を対象に年額５，０００円、最長３年間農地を貸し出す。ただし、区画に空きがない場合には募集なし シナイ キョジュウ ノウギョウ ジュウジ カタ タイショウ ネンガク エン サイチョウ ネンカン ノウチ カ ダ クカク ア バアイ ボシュウ		新里支所地域振興整備課 　産業振興係 ニイサト シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-74-2217		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン								貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		ワーキングホリデー		農家生活を体験したい方を対象にぶどう、そば、シクラメンなどの農作業および栽培体験ができる ノウカ セイカツ タイケン カタ タイショウ ノウサギョウ サイバイ タイケン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367))		ワーキングホリデー								ワーキングホリデー		ワーキングホリデー

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		独立・自営就農時の年齢が45歳未満の農業経営に強い意志を持っている新規就農者に最長5年間、年間150万円の給付金が支給される制度の相談受付など ドクリツ ジエイ シュウノウ ジ ネンレイ サイミマン ノウギョウ ケイエイ ツヨ イシ モ シンキ シュウノウ シャ サイチョウ ネンカン ネンカン マンエン キュウフキン シキュウ セイド ソウダン ウケツケ		農業振興課　　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0277-46-1111(内線567)		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン								新規就農者支援		新規就農者支援

		124419		千葉県		大多喜町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン		４５歳未満の新規就農者を対象に、１人あたり年間１５０万円を最長５年間給付。夫婦で共同経営の場合は２２５万円給付 サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイショウ ニン ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ フウフ キョウドウ ケイエイ バアイ マンエン キュウフ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0470-82-2176		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン								青年就農給付金		青年就農給付金

		152226		新潟県		上越市		仕事		農林水産業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		全国農業会議所が実施する「農の雇用事業」により農業法人等で実践的な研修を受ける新規就業者を対象に、月額上限3万円×最長12カ月の助成金を交付します。		農林水産部 農業振興課 ノウリン スイサン ブ ノウギョウ シンコウカ		025-526-5111		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業								上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業

		162027		富山県		高岡市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業		新規就農者の経営が安定するまでの最長5年間、年間150万円の給付を受けることができます。		産業振興部農業水産課		0766-20-1308		青年就農給付金事業								青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		農林水産業		就農研修支援		研修資金を借り受けて長期研修を実施し、研修終了後南砺市で就農する人を対象に、借り受けた研修資金の償還助成をおこなう。		産業経済部
農政課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2016		就農研修支援								就農研修支援		就農研修支援

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業研修者支援事業		市内に住所を有し、富山県農林水産公社または富山県西部森林組合が行う農業、林業、漁業の体験研修の参加費用について助成。 シナイ ジュウショ ユウ トヤマケン ノウリン スイサン コウシャ トヤマケン セイブ シンリン クミアイ オコナ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイケン ケンシュウ サンカ ヒヨウ ジョセイ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959		就業研修者支援事業								就業研修者支援事業		就業研修者支援事業

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業者居住支援事業
		就業研修者支援を受けた方で、農林漁業で生計を維持することを目的に新たに市内の事業等に就職した方を対象に、一月一万円（最大12ケ月）支給。 ウ カタ ノウリン ギョギョウ セイケイ イジ モクテキ アラ シナイ ジギョウ トウ シュウショク カタ タイショウ ヒトツキ イチマンエン サイダイ ゲツ シキュウ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959		就業者居住支援事業
								就業者居住支援事業
		就業者居住支援事業


		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		農林水産業		新規就農者確保対策事業		新規就農者で市内の定住促進住宅への入居者に対し、最高月1万5千円を助成。 タイ サイコウ ジョセイ		産業部
農林課 サンギョウ ブ ノウリン カ		0767-53-8422		新規就農者確保対策事業								新規就農者確保対策事業		新規就農者確保対策事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		農林水産業		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		市民又は市内の法人に以下の事業費を助成（上限50万円／年で最長2年間）
(1)世界農業遺産の利活用（経費の2/3以内）
(2)里山里海環境等の保全継承のための活動（経費の10/10以内）		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金								珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		新規就農相談		農業委員会が窓口となり農地などの相談に対応。 タイオウ		農林商工課
農地担当
 ノウチ		0553-22-1111		新規就農相談								新規就農相談		新規就農相談

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		農業担い手支援資金		農機具などの整備に必要な資金の貸付や利子補給（新たに農業経営を始める年齢２０歳から６５歳までの者で、農業をもって生計を営む者の場合、償還利子のうち年利率０．２１％）。 モノ バアイ		農林商工課
農地担当
 ノウチ		0553-22-1111		農業担い手支援資金								農業担い手支援資金		農業担い手支援資金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ		新たに農業をはじめる方に対して、住居助成として最大２年間、１世帯あたり月額30,000円以内の助成金を交付する。 アラタ ノウギョウ カタ タイ ジュウキョ ジョセイ サイダイ ネンカン セタイ ゲツガク エン イナイ ジョセイキン コウフ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ								新規就農者住居助成事業		新規就農者住居助成事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド		遊休農地等を有効活用するため、荒廃した農地を再利用し、農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援
※賃借権を新規に設定した遊休農地10ａ当たり2万円、賃借権を新規に設定した荒廃農地10ａ当たり5万円等 ユウキュウ ノウチ トウ ユウコウ カツヨウ コウハイ ノウチ サイリヨウ ノウギョウ ケイエイ キボ カクダイ メザ ノウギョウシャ シエン チンシャクケン シンキ セッテイ ユウキュウ ノウチ ア マン エン チンシャクケン シンキ セッテイ コウハイ ノウチ ア マン エン トウ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド								遊休農地等利用促進補助金制度		遊休農地等利用促進補助金制度

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		農林水産業		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン		市内で新規就農する山梨県認定就農者に対して、2年間を限度とし助成金を支給します。生活支援…月額5万円、住居助成…月額3万円。 シナイ シンキ シュウノウ ヤマナシケン ニンテイ シュウノウ シャ タイ ネンカン ゲンド ジョセイキン シキュウ セイカツ シエン ゲツガク マンエン ジュウキョ ジョセイ ゲツガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0551-22-1111		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン								新規就農者に対する助成金		新規就農者に対する助成金

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		仕事		農林水産業		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ		就農を希望する方への農業技術の習得等を支援するため、優れた技術を持つ農業者の指導の下で実践的な技術習得を支援 シュウノウ キボウ カタ ノウギョウ ギジュツ シュウトク トウ シエン スグ ギジュツ モ ノウギョウシャ シドウ モト ジッセン テキ ギジュツ シュウトク シエン		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ								甲州市就農定着支援制度推進事業		甲州市就農定着支援制度推進事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		仕事		農林水産業		新規就農者育成対策事業		新規就農者に対して３年間の実践研修と就農支援を実施。JA等による営農指導、研修用農地の提供、農業機械の無償貸与、研修期間中毎月7万円支給。研修先は有限会社アグリランド松本（JA松本ハイランド子会社） シャ ジッシ		農政課		0263-34-3222		新規就農者育成対策事業								新規就農者育成対策事業		新規就農者育成対策事業

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		農林水産業		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ		新規就農者が必要な経費の一部について支援。農業大学校や長野県農業里親制度などで２年以上の研修の修了者で、専ら市内で農業を営んで生計を維持することを目的とした概ね４５歳までの方。一世帯あたり百万円以内 シンキ シュウノウ シャ ヒツヨウ ケイヒ イチブ シエン ノウギョウ ダイガッコウ ナガノケン ノウギョウ サトオヤ セイド ネンイジョウ ケンシュウ シュウリョウ シャ モッパ イトナ セイケイ イジ モクテキ オオム サイ カタ イッセタイ ヒャク マンエン イナイ		農林課 ノウリン カ		0267-22-1700		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ								新規就農者就農準備支援事業		新規就農者就農準備支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		仕事		農林水産業		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		農業技術を教える「指導者」、生活の拠点「住居」、生産の拠点「農地・機械」を１つのパッケージにして新規就農者へ提供		産業課営農推進係 サンギョウカ エイノウ スイシン カカリ		0266-62-9234		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド								新規就農支援パッケージ制度		新規就農支援パッケージ制度

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		若く意欲のある新規就農者を育成。金銭面だけでなく、農業体験から自営独立までのすべてのプロセスにおいて長期的視点に立った支援を実施 ジッシ		産業振興グループ サンギョウ シンコウ		026-214-9104		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン								新規就農者の支援		新規就農者の支援

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		就農・就業相談会		岐阜県内で就農を考えている人を対象として、県内各地の農業情報を提供したり、技術・知識レベルに応じた就農研修メニューの紹介を実施。年数回開催。 カズ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421		就農・就業相談会								就農・就業相談会		就農・就業相談会

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業やる気発掘夜間ゼミ		働きながら、夜間に農業の基礎を学ぶ講座。座学９回。
（※オプションメニューとして、①就農研修施設見学（バスツアー）、②農作業体験（３回程度）を実施） ザガク シュウノウ ケンシュウ シセツ ケンガク ノウサギョウ タイケン カイ テイド ジッシ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421		農業やる気発掘夜間ゼミ								農業やる気発掘夜間ゼミ		農業やる気発掘夜間ゼミ

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ		県内農家で２～４週間程度、農業を体験。
対象は、本格的に就農を考えている方。 ケンナイ ノウカ シュウカン テイド ノウギョウ タイケン タイショウ ホンカクテキ シュウノウ カンガ カタ		（一社）岐阜県農畜産公社 イチ シャ ギフケン ノウ チクサン コウシャ		058-276-4601		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ								短期農業体験研修		短期農業体験研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業で夢再発見研修		約４か月間、講義と実習で、就農に必要な知識・技術を県農業大学校で学ぶ研修。		岐阜県農業大学校 ギフケン ノウギョウ ダイガッコウ		0574-62-1226		農業で夢再発見研修								農業で夢再発見研修		農業で夢再発見研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		あすなろ農業塾		約１年間、農業者のもとで指導を受けながら、就農に必要な技術を習得する研修。		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421		あすなろ農業塾								あすなろ農業塾		あすなろ農業塾

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ		「トマト独立ポット耕栽培システム（開発：岐阜県）」を活用した栽培技術等を習得し、冬春トマト農家として自立するための研修。研修場所：岐阜県就農支援センター（海津市） ドクリツ コウ サイバイ カイハツ ギフケン カツヨウ サイバイ ギジュツ トウ シュウトク フユ ハル ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ギフケン シュウノウ シエン カイヅシ		岐阜県就農支援センター ギフケン シュウノウ シエン		0584-53-0175		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ								冬春トマト新規就農者研修		冬春トマト新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		いちご新規就農者研修		「高設ベンチ栽培（岐阜県方式）」による栽培技術を習得し、いちご農家として自立するための研修。
研修場所：ＪＡ全農岐阜いちご新規就農者研修所（岐阜市） コウ セツ サイバイ ギフケン ホウシキ サイバイ ギジュツ シュウトク ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ゼンノウ ギフ シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ショ ギフ シ		全農岐阜県本部営農対策課		058-276-5301		いちご新規就農者研修								いちご新規就農者研修		いちご新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ		新たに林業への就業を希望する方を対象に、林業に関する基礎的な学習と作業体験を行う研修。年３回 アラ リンギョウ シュウギョウ キボウ カタ タイショウ リンギョウ カン キソテキ ガクシュウ サギョウ タイケン オコナ ケンシュウ ネン カイ		（公社）岐阜県森林公社　担い手対策課（岐阜県林業労働力確保支援センター） コウシャ ギフケン シンリン コウシャ ニナ テ タイサク カ ギフケン リンギョウ ロウドウリョク カクホ シエン		0575-33-4011		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ								林業への就業を目指す方の研修		林業への就業を目指す方の研修

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		仕事		農林水産業		農地担い手対策事業		持続可能な農業の実現に向けた農業の担い手を確保するために、新規就農者に対して給付金交付（就農後５年間）、家賃補助などを行います。就農セミナーも実施。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0573-66-1111		農地担い手対策事業								農地担い手対策事業		農地担い手対策事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン		下呂市に初めて住所を移し、下呂市での就農を前提として研修する者の居住にかかる経費（ただし、対象は40歳未満とし、3年間を限度とする。）家賃の月額（上限35,000円） ゲロシ ハジ ジュウショ ウツ ゲロシ シュウノウ ゼンテイ ケンシュウ モノ キョジュウ ケイヒ タイショウ サイ ミマン ネンカン ゲンド ヤチン ゲツガク ジョウゲン エン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン								農業研修生住宅費助成金		農業研修生住宅費助成金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		農業を始めるために必要な買ったり借りたりする農地、農業施設などの情報について、市役所農務課で相談を受付。Uターン、脱サラ、これまで農業をやったことがない人でも農地を取得して農業を始めることが可能 ヒツヨウ カノウ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」								下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ		野菜、果樹、花き等園芸品目において、就農希望者が円滑に農地を確保できるようにするため、農地確保に協力する方に協力金を交付（就農支援協力金事業50,000円／反、機械等譲渡加算金事業20,000円／反） ヤサイ カジュ カ トウ エンゲイ ヒンモク シュウノウ キボウシャ エンカツ ノウチ カクホ ノウチ カクホ キョウリョク カタ キョウリョク キン コウフ シュウノウ シエン キョウリョク キン ジギョウ エン タン キカイ トウ ジョウト カサン キン ジギョウ エン タン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ								就農支援協力金事業		就農支援協力金事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ		就農前の研修段階において、指定する機関において研修をする青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（研修開始年度～最長２年度目までとし、年間150万円を給付） シュウノウ マエ ケンシュウ ダンカイ シテイ キカン ケンシュウ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケンシュウ カイシ ネンド サイチョウ ネンド メ ネンカン マンエン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ								青年就農給付金事業（準備型）		青年就農給付金事業（準備型）

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ		農業経営の不安定な就農初期段階の青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（経営開始年度～最長５年度目までとし、年間150万年を給付） ノウギョウ ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケイエイ カイシ ネンド サイチョウ ネン ド メ ネンカン マンネン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ								青年就農給付金事業（経営開始型）		青年就農給付金事業（経営開始型）

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		農林水産業		新規就農者定住促進事業		新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111		新規就農者定住促進事業								新規就農者定住促進事業		新規就農者定住促進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、農業経営を開始した直後の青年就農者に対して給付金を給付する。 セイネン シュウノウ イヨク カンキ オヨ シュウノウ ゴ テイチャク ハカ ノウギョウ ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ タイ キュウフキン キュウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7168		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン								青年就農給付金		青年就農給付金

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		①町内在住者で、新規就農及び農業後継によって５年以上農業経営を行う満50満以上の方に、最大84万の奨励金を交付
②新規就農者の農作業用機械器具購入に対して、経費の１／２、30万円を限度に助成金を交付 チョウナイ ザイジュウシャ シンキ シュウノウ オヨ ノウギョウ コウケイ ネン イジョウ ノウギョウ ケイエイ オコナ マン マン イジョウ カタ サイダイ マン ショウレイキン コウフ シンキ シュウノウ シャ ノウサギョウ ヨウ キカイ キグ コウニュウ タイ ケイヒ マン エン ゲンド ジョセイキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ								新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		仕事		農林水産業		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ		農業者人材育成事業の業務委託 ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ ジギョウ ギョウム イタク		産業課 サンギョウカ		0538-85-6319		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ								農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ		新規就農者に対して県農業振興基金からの貸し付けを受けた償還金の２／３を県・町で助成 シンキ シュウノウ シャ タイ ケン ノウギョウ シンコウ キキン カ ツ ウ ショウカンキン ケン マチ ジョセイ		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ								就農支援資金助成		就農支援資金助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ		農業・林業・営業のための設備投資経費の無利子貸付（上限３００万円・一人１回限り）。対象は４０歳未満の設備整備を行う方 ノウギョウ リンギョウ エイギョウ セツビ トウシ ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ヒトリ カイ カギ タイショウ サイミマン セツビ セイビ オコナ カタ		企画課		0536-62-0514		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ								設備整備資金貸付		設備整備資金貸付

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		市民農業塾		市内で新たに農業を始めたい人や農業法人などへの就職を希望する人を対象にした農業研修を開催する。（主催：津市農林水産物利用促進協議会） カイサイ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172		市民農業塾								市民農業塾		市民農業塾

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		農林業の就業希望者に対して指導研修等を行う団体に研修費、準備費等の補助を行う。 ノウリンギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ シドウ ケンシュウ トウ オコナ ダンタイ ケンシュウヒ ジュンビ ヒ トウ ホジョ オコナ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ								農林業就業促進対策事業		農林業就業促進対策事業

		245615		三重県		御浜町		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		【新規就農者支援】三重県紀南地域(熊野市・御浜町・紀宝町)で新規就農を希望する方を、行政(県・市町)、JA三重南紀、生産者が一体となってサポートを行っています。 ミエケン キ ナン チイキ クマノシ ミハマチョウ キホウチョウ シンキ シュウノウ キボウ カタ ギョウセイ ケン シ マチ ミエ ナンキ セイサンシャ イッタイ オコナ		三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会		05979-3-1707		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン								新規就農者支援		新規就農者支援

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		農林水産業		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ		生産・加工・流通・販売までの実践的研修のほか、農業経営の座学など、就農に必要な知識と技術を身に着ける研修制度。研修期間：２年、研修費：無料、対象者：概ね４０歳まで。年間１５０万円の就農給付制度もあり。		農政課 ノウセイカ		0772-69-0410		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ								丹後農業実践型学舎		丹後農業実践型学舎		OK		文字数オーバー モジスウ

		300004		和歌山県		-		仕事		農林水産業		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、農林水産業に独立就業する方（60歳未満）に、最大50万円を支給。（※随時受付、実施規模について要件有、所得制限有） ヨウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン								移住者農林水産就業補助金		移住者農林水産就業補助金

		310000		鳥取県 トットリケン		-		仕事		農林水産業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ		給料をもらいながら、約１年間の研修を受けることができます。先進農家の元で経営ノウハウを習得でき、研修後の就農まで総合的にサポートします。 キュウリョウ ヤク ネンカン ケンシュウ ウ センシン ノウカ モト ケイエイ シュウトク ケンシュウ アト シュウノウ ソウゴウテキ		（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 コウザイ トットリケン ノウギョウ ノウソン ニナ テ イクセイ キコウ		0857-26-8349		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ								鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド		1～2年間、農林業技術の習得を目的とした研修で、期間中は月額12万円の研修手当が支給されます。 ネンカン ノウリンギョウ ギジュツ シュウトク モクテキ ケンシュウ キカンチュウ ツキ ガク マンエン ケンシュウ テアテ シキュウ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド								農林業研修生制度		農林業研修生制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		新規就農者の就農時に必要な機械、施設を新規就農者が整備する場合、事業費の2/3、上限1200万円を助成。 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジ ヒツヨウ キカイ シセツ シンキ シュウノウ シャ セイビ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		中 チュウ		農業を始めるのに1200万円助成 ノウギョウ ハジ マンエン ジョセイ				就農条件整備事業		就農条件整備事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ		経営開始直後の青年就農者に年間150万円（最長5年間）を給付。 ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ								青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ		島根県（しまね農業振興公社）が実施する予約制の個別相談会（農業・林業・漁業が対象） シマネケン ノウギョウ シンコウ コウシャ ジッシ ヨヤクセイ コベツ ソウダンカイ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイショウ		しまね農業振興公社 ノウギョウ シンコウ コウシャ		0852-20-2872		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ								しまね就業相談会		しまね就業相談会

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ		県外在住の方が、島根県内の受入先で一定期間（３か月～１年間）農林漁業等の産業体験を行う場合に、滞在に要する経費の一部を助成（条件等により１か月あたり6万円～12万円。親子連れ加算あり）。 ケンガイ ザイジュウ カタ シマネケン ナイ ウケイレ サキ イッテイ キカン ツキ ネンカン ノウリン ギョギョウ トウ サンギョウ タイケン オコナ バアイ タイザイ ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジョウケン トウ ツキ マンエン マンエン オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ								ＵＩターンしまね産業体験事業		ＵＩターンしまね産業体験事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		アグリビジネススクールの実施及び、国や県、市独自の制度により、意欲のある方を支援。・経営が安定するまでの給付金・無利子融資・農業用施設・機械の整備に対する補助金他 ジッシ オヨ ホカ		産業観光部 農業振興課 農業支援センター		0853-21-6122		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン								新規就農者への支援		新規就農者への支援

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン		新規漁業就業者の施設整備（船舶、機械・機器の購入）に係る経費の助成や、漁業の担い手確保育成のため、規則で定める「新規自営漁業者」に対し、資金を無利息で貸与します。		産業観光部 水産振興課		0853-21-6795		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン								新規就漁者への支援		新規就漁者への支援

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		農林水産業		益田市農林水産業就業支援助成金		ＵＩターン者が農林水産業の産業体験を行う場合、100,000円／月×12月以内を上限に助成。（ただし、ふるさと島根定住財団の産業体験事業の対象者の場合、助成額：30,000円／月×12月以内） ジョウゲン ジョセイ		産業経済部農業振興課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0856-31-0312		益田市農林水産業就業支援助成金								益田市農林水産業就業支援助成金		益田市農林水産業就業支援助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド		町内での就農を目指す方に対して2年間の収入保障をします。期間中は町内の受け入れ先農家でOJTによる研修を受けていただき、就農までの経験を積んでいただきます。交付額：15万円/月。 チョウナイ シュウノウ メザ カタ タイ ネンカン シュウニュウ ホショウ キカンチュウ チョウナイ ウ イ サキ ノウカ ケンシュウ ウ シュウノウ ケイケン ツ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド								農林業定住研修制度		農林業定住研修制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		兼業農家を目指すUIターン希望者を対象に、研修期間と定着支援期間を１年間ずつ実施します。
研修期間中は助成金の交付をします。交付額：12万円/月。 ケンギョウ ノウカ メザ キボウシャ タイショウ ケンシュウ キカン テイチャク シエン キカン ネンカン ジッシ ケンシュウ キカンチュウ ジョセイキン コウフ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		中 チュウ		「半農半X」に毎月12万円支給 ハンノウ ハン マイツキ マンエン シキュウ				半農半X事業		半農半X事業

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		仕事		農林水産業		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン		新たに農業に従事し６ヶ月を経過し、将来にわたり専業として農業経営を続けていく認定農業者で、年齢が申請年度において５５歳以下の人に対し、１００万円の就農奨励金を支給 タイ		農林課 ノウリン カ		0866-21-0223		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン								就農奨励金		就農奨励金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ		ピオーネの生産を目指し農業実務研修（２年）を終えた人に対して、３年目の研修費（月額７万５千円）を支給する。 セイサン メザ ノウギョウ ジツム ケンシュウ ネン オ ヒト タイ ネンメ ケンシュウヒ ゲツガク マン センエン シキュウ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ								地域定着手当支給事業		地域定着手当支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅確保事業		新規就農者が、民間業者が低コストで住宅を新築し、１０年間リースした後、自己所有することができる。また、リース料を５年間（合計２４０万円）補助する。なお、一括購入した場合は１５０万円を補助する。 シンキ シュウノウ シャ ミンカン ギョウシャ テイ ジュウタク シンチク ネンカン アト ジコ ショユウ リョウ ネンカン ゴウケイ マンエン ホジョ イッカツ コウニュウ バアイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133		新規就農者住宅確保事業								新規就農者住宅確保事業		新規就農者住宅確保事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、空き家(公営住宅は除く)の入居に必要な賃借料の1/3を助成(賃借料の上限年額720千円)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）								新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、農業経営に必要な農地の賃借料の1/2を助成（賃借料の上限20千円/10ａ)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）								新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地で作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等に、再生作業5万円/10a（重機等を用いた場合は率1/2以内）、営農定着2.5万円/10aを交付。 マンエン コウフ		産業建設部		0868-38-3113		耕作放棄地再生利用緊急交付金								耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地再生利用緊急交付金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		就農促進トータルサポート事業		先進農家等で一か月程度の農業体験研修後、２年以内の技術の習得や農地・住宅の確保、地域の絆作り等により独立自営就農するための実践的な研修に年間１５０万円を最長２年間支給。 ノウギョウ シキュウ		産業建設部		0868-38-3113		就農促進トータルサポート事業								就農促進トータルサポート事業		就農促進トータルサポート事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		農林水産業		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定と初期投資の軽減を図るため，新規就農者の機械導に要する経費の一部を助成。農業用機械導入経費の2分の1以内（上限額100万円） イチブ ジョセイ ブン マンエン		産業部
農政課
農林振興係 サンギョウ ブ ノウセイカ ノウリン シンコウ カカリ		0824-62-6171		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ								新規就農者機械導入支援事業		新規就農者機械導入支援事業

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（準備型）		市内で新たに農業を始めたいという強い意志と意欲のある人を認定し，市内指定農家等で1年以上研修を受ける際，月70,000円を最長2年間給付。対象者は原則45歳未満。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131		新規就農者育成事業奨励金（準備型）								新規就農者育成事業奨励金（準備型）		新規就農者育成事業奨励金（準備型）

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）		就農初期の経営経費の軽減を図るため，就農後，月額7万円を最長3年間給付
対象者は原則45歳未満とし，自営就農若しくは親元就農される認定新規就農者とする		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農施設等整備補助金		認定新規就農者が農業経営を開始するのに必要となる施設・機械等の購入に必要な経費の一部を補助
対象経費を1,000万円以内とし，補助率は2分の1		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131		新規就農施設等整備補助金								新規就農施設等整備補助金		新規就農施設等整備補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農定着支援補助金		新規に農業専業経営を開始後5年以内の方の，専門技術の習得や先進農業研修に要する経費を補助
対象者は原則45歳未満の認定農業者とし，対象経費の2分の1を補助（上限は5年間通算で50万円以内）		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131		新規就農定着支援補助金								新規就農定着支援補助金		新規就農定着支援補助金

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		農林水産業		新規農業経営者育成事業		新たに農業経営を希望する者に対し、軟弱野菜の栽培についての研修事業を実施し、研修から経営開始までを総合的に支援（年齢制限あり）。		環境産業部農林水産課		0829-30-9143		新規農業経営者育成事業								新規農業経営者育成事業		新規農業経営者育成事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		農林水産業		営農用施設機械器具整備事業		ビニールハウスの整備に要する経費を補助（事業費上限額300万円，事業費の1/2以内）
※規模100㎡以上の耐雪型ビニールハウスで新規就農者，農業生産法人，認定農業者等が新設する場合		産業振興課		0826-28-1973		営農用施設機械器具整備事業								営農用施設機械器具整備事業		営農用施設機械器具整備事業

		344311		広島県		大崎上島町		仕事		農林水産業		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ		自ら独立して農業を開始する者に対し、生活支援（補助）を行う。【条件】新規就農者は営農を開始して5年以内のもので、3年後に認定農業者に認定申請する営農計画を立てることが可能な者。 ミズカ ドクリツ ノウギョウ カイシ モノ タイ セイカツ シエン ホジョ オコナ ジョウケン シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ ネン イナイ ネンゴ ニンテイ ノウギョウシャ ニンテイ シンセイ エイノウ ケイカク タ カノウ モノ		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0846-65-3120		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ								新規就農者育成交付金事業		新規就農者育成交付金事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		仕事		農林水産業		世羅町農業後継者育成確保事業		認定農業者及び認定就農者が、農業経営もしくは６次産業事業を開始した場合に、経営定着のための助成金を月額15万円支給する。		産業振興課 シンコウカ		0847‐22‐5304		世羅町農業後継者育成確保事業								世羅町農業後継者育成確保事業		世羅町農業後継者育成確保事業

		345458		広島県		神石高原町		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		新規就農者へ月額10万円までを支援し，さらに農地購入費の一部を補助します。		産業課 サンギョウカ		(0847)89-3337		新規就農者支援事業								新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械や施設等の初期投資の一部を助成します。 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ ソウキ アンテイ ハカ ノウギョウヨウ キカイ シセツトウ ショキ トウシ イチブ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0827-29-5113		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ								新規就農者経営安定対策事業		新規就農者経営安定対策事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		新規漁業就業希望者に対する研修に必要な経費の一部を、1年間支給します。 シンキ ギョギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ ケンシュウ ヒツヨウ ケイヒ イチブ ネンカン シキュウ		水産振興課 スイサン シンコウ カ		0827-29-5118		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ								新規漁業就業者確保育成推進事業		新規漁業就業者確保育成推進事業

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		就農円滑化対策事業(農業）		農業経験がなく、経営基盤の弱い新規就農希望者(認定就農者）が、農業経営を開始する際に必要な栽培技術、知識等の習得のため研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部農林課		0837-23-1237		就農円滑化対策事業(農業）								就農円滑化対策事業(農業）		就農円滑化対策事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業(農業）		独立・自営就農する方（就農時の年齢が45歳未満の新規就農者）に対し、就農後5年間の所得を確保するため給付金を給付します。		経済観光部農林課		0837-23-1237		青年就農給付金事業(農業）								青年就農給付金事業(農業）		青年就農給付金事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウスを設置し、地域にあった品種の栽培を行う場合、設置費用の一部を補助します。補助率：1/3以内(上限額：15万円）		経済観光部農林課		0837-23-1237		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）								小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		漁業経験がなく、経営基盤の弱い新規漁業就業希望者(18歳以上50歳未満）が、漁業者の下で漁業技術、知識等の習得に係る研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）								ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		新規漁業就業者（50歳未満で着業後3年以内）に対して経営開始に必要な漁船、漁具等をリースします。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）								ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		移住者支援事業		移住後、農地を購入又は借りて、耕作を行なう方又は、農林漁家民宿や地元食材を使用する飲食店など農林水産業を活用し起業する方に補助金を交付します。		企画総務部企画政策課		0837-23-1229		移住者支援事業								移住者支援事業		移住者支援事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ		農業の担い手を確保するための新規就農支援として、新規就農者育成補助金を交付 ノウギョウ ニナ テ カクホ シンキ シュウノウ シエン シンキ シュウノウ シャ イクセイ ホジョキン コウフ		産業建設部農林課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン カ		0820-79-1002		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ								新規就農者確保事業		新規就農者確保事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		漁業の担い手の育成支援 ギョギョウ ニナ テ イクセイ シエン		産業建設部水産課 サンギョウ ケンセツ ブ スイサン カ		0820-79-1004		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ								ニューフィッシャー確保育成推進事業		ニューフィッシャー確保育成推進事業

		384887		愛媛県 エヒメケン		鬼北町 オニ キタ マチ		仕事		農林水産業		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド		①青年研修コース（40歳未満・期間2年・月額12～15万円）②中年研修コース（40～50歳未満・期間1年・月額12～15万円）③熟年研修コース（50～55歳未満・期間1年・月額5万円） セイネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン チュウネン ケンシュウ サイミマン キカン ネン ゲツガク マンエン ジュクネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン		鬼北地域農業支援センター 		0895-45-2911		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド								新規就農促進事業（農業研修生制度）		新規就農促進事業（農業研修生制度）

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		おおむね１年から２年の農業生産に必要な能力を身につけるための研修を受講。研修期間内は月額１５万円以内の研修費を支給。 イチネン ネン ノウギョウ セイサン ヒツヨウ ノウリョク ミ ケンシュウ ジュコウ ケンシュウ キカンナイ ゲツガク マンエン イナイ ケンシュウヒ シキュウ		春野地域振興課
（春野地域）
土佐山地域振興課
（土佐山地域） ハルノ チイキ シンコウ カ ハルノ チイキ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ トサヤマ チイキ		088-894-4387

088-895-2312		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ								新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ		○短期研修３日以上７日以内の短期研修受講費用を全額負担。○長期研修原則６５歳未満、研修開始後２年以内の自立を目指す方、審査会で認められた方に、研修期間中、月額１５万円を限度に生活支援費支給。 タンキ ケンシュウ ニチ イジョウ ニチ イナイ タンキ ケンシュウ ジュコウ ヒヨウ ゼンガク フタン チョウキ ケンシュウ ゲンソク サイミマン ケンシュウ カイシ ゴ ネン イナイ ジリツ メザ カタ ミト カタ ケンシュウ キカンチュウ ゲツガク マンエン ゲンド セイカツ シエン ヒ シキュウ		農林水産課
 ノウリン スイサン カ		088-823-9458		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ								新規漁業就業者支援事業		新規漁業就業者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市漁業就労者支援事業		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)		室戸市漁業就労者支援事業								室戸市漁業就労者支援事業		室戸市漁業就労者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン								青年就農給付金		青年就農給付金

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ		※詳細に関しましてはお問い合わせください
土佐備長炭生産者の育成 トサ ビンチョウタン セイサン シャ イクセイ		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ								室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド		①新規漁業就業者支援事業：長期研修2年以内、月額15万円以内を限度に補助②新規漁業就業者漁船リース事業：中古船リースに対する補助を実施③漁業体験研修支援事業(3日以上7日以内の漁業研修) シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ チョウキ ケンシュウ ネン イナイ ゲツガク マンエン イナイ ゲンド ホジョ シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ ギョセン ジギョウ チュウコ セン タイ ホジョ ジッシ ギョギョウ タイケン ケンシュウ シエン ジギョウ ニチ イジョウ ニチ イナイ ギョギョウ ケンシュウ		産業振興課		0880-82-1115		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド								漁業就労支援制度		漁業就労支援制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド		市内で新たに自営の「農業」を始めたいと希望される方を支援（新規就農研修支援制度）
・受入対象：15～65歳未満・支援期間：６ヶ月～2年以内(月20日以上） シナイ アラ ジエイ ノウギョウ ハジ キボウ カタ シエン シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン セイド ウケイレ タイショウ サイ ミマン シエン キカン ゲツ ネン イナイ ツキ ニチ イジョウ		産業振興課		0880-82-1114		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド								農業就労支援制度		農業就労支援制度

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		県が指定する先進農家、先進農業法人等で研修を受け、基準の要件を全て満たす方に、年額180万円以内を最長2年間給付 ケン シテイ センシン ノウカ センシン ノウギョウ ホウジン トウ ケンシュウ ウ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ ネン ガク マンエン イナイ サイチョウ ネン カン キュウフ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ								新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額150万円を最長5年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン								青年就農給付金		青年就農給付金

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額75万円を最長2年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン								壮年就農給付金		壮年就農給付金

		394289		高知県		黒潮町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		対象者は町内居住者又は研修期間中に住民登録して町内に自立農家として定住しようとする者（15歳以上55歳未満）で研修期間は1年以上2年以内。対象経費は研修経費及び研修期間中の生活費等（月額上限15万円） キョジュウ シャ マタ		農業振興課　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0880-43-1888		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ								新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事 シゴト		農林水産業		青年就農給付金		新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の所得確保のため、国および市より給付金を給付します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025		青年就農給付金								青年就農給付金		青年就農給付金

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		農林水産業		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、作付面積１０aあたり定住型10,000円、通勤型5,000円を助成するほか、営農指導等 サクツケ メンセキ テイジュウ ガタ エン ツウキンガタ エン ジョセイ トウ		農林商工観光課農政係 ノウリンショウコウ		0943-75-4975		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ								新規就農促進事業		新規就農促進事業

		406422		福岡県		吉富町		仕事		農林水産業		農業補助金制度		野菜果樹等園芸品目へ栽培の転換を促進と、新規就農者誘致のため、種苗、苗及び資材購入費（例イチゴ１０ａ耕作経費９６万円中６４万円助成）や、パイプハウス設置費（最大１／２）の高補助率で助成している。 トウ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0979-24-4073		農業補助金制度								農業補助金制度		農業補助金制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		将来の農業経営に必要なスキルや栽培技術等の実践的な研修を行う。
研修期間は２年間（月額１０万円支給）で、１６歳～概ね４５歳の者。 ショウライ ノウギョウ ケイエイ ヒツヨウ サイバイ ギジュツ トウ ジッセンテキ ケンシュウ オコナ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ サイ オオム サイ モノ		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド								農業研修生支援制度		農業研修生支援制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		漁業者の直接指導（弟子入り）。研修期間は１年間（月額１２万円支給）で満６０歳未満の者。 ギョギョウシャ チョクセツ シドウ デシイ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ マン サイ ミマン モノ		水産課 スイサンカ		0959-72-7869		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		中 チュウ		漁師に弟子入りで毎月12万円支給 リョウシ デシイ マイツキ マンエン シキュウ				漁業研修生支援制度		漁業研修生支援制度

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ								林業体験学習会		林業体験学習会		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		林業従事希望者を対象に、森林組合や林業会社等の現場作業員として就業するための知識や技術を修得する研修を実施するものです。（177日間程度）※受講期間中は、月額１２万５千円の就業準備給付金を受給できます。 ジュウジ モノ ニチカン テイド ジュキュウ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ								くまもと緑の新規就業促進対策事業		くまもと緑の新規就業促進対策事業

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		農業関連の求人・求職者への無料職業紹介事業 ノウ カンレン キュウジン キュウショク シャ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		新規就農支援センター シン		096-385-2679		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ								就農無料職業紹介事業　		就農無料職業紹介事業　		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム		・新規就農相談業務（無料）・・・平日のみ・県内で年２回「新規就農・就業相談会、体験発表会」を開催（入場無料）・県外（東京・大阪等）において就農相談業務（新・農業人フェアに出展）（入場無料） シンキ シュウノウ ソウダン ギョウム ムリョウ ヘイジツ ケンナイ ネン ニカイ シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダンカイ タイケン ハッピョウ カイ カイサイ ニュウジョウ ケンガイ トウキョウ オオサカ トウ シュウノウ ソウダン ギョウム シン シュッテン		新規就農支援センター シン		096-385-2679		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム								新規就農・就業相談業務		新規就農・就業相談業務

		442097		大分県 オオイタケン		豊後高田市		仕事		農林水産業		農地バンク制度		新しく農業を始めたい方や、農地を借りたい・買いたい方に農地情報を提供し、農地所有者との橋渡しを行います。		農業委員会		0978-22-3100		農地バンク制度								農地バンク制度		農地バンク制度

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		アグリチャレンジスクール		小規模（家庭菜園等）での野菜､果樹､花き栽培の基本的な知識や技術を講義と実習で学びます｡受講料は年間２千円です｡年１回の募集です。		農林振興課		0978-22-3100		アグリチャレンジスクール								アグリチャレンジスクール		アグリチャレンジスクール

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農相談		豊後高田市で新規就農を目指す方に対し、研修・資金・補助金等様々な支援を行っています。		農林振興課		0978-22-3100		新規就農相談								新規就農相談		新規就農相談

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修制度（就農実践研修）		市が認定した研修受入農家（新規就農サポーター）のもとで１～２年間研修を行い、実践的な栽培・経営管理技術を習得します。		農林振興課		0978-22-3100		農業研修制度（就農実践研修）								農業研修制度（就農実践研修）		農業研修制度（就農実践研修）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者促進事業 ジギョウ		新規就農サポーターのもとで研修する場合の生活を、就農実践期間中最大１年間支援します。（上限２万５千円/月）		農林振興課		0978-22-3100		新規就農者促進事業 ジギョウ								新規就農者促進事業		新規就農者促進事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修期間中の家賃助成		農業を主業とすることを目的に先進農家で研修する方に､研修期間（半年～2年）中の家賃の1/2（上限2万5千円/月）を助成します｡		農林振興課		0978-22-3100		農業研修期間中の家賃助成								農業研修期間中の家賃助成		農業研修期間中の家賃助成

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者自立支援助成 ジョセイ		独立就農する場合に必要な種苗、肥料、農薬等にかかる費用の一部を助成します。
（上限20万円・１回のみ）		農林振興課		0978-22-3100		新規就農者自立支援助成 ジョセイ								新規就農者自立支援助成		新規就農者自立支援助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ		宇佐市椎茸栽培推進協議会の会員で、種駒業者から2万駒以上購入し、すべて植菌した場合、2万駒を超えた分に対して、1駒あたり1円補助します。（県事業との併用可） マン コマ コ ブン タイ ケン ジギョウ ヘイヨウ カ		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ								椎茸種駒購入費助成		椎茸種駒購入費助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ		椎茸栽培に新規参入する65歳未満の方に、機械等の整備費用の1/2を補助します。（県1/3、市1/6負担）		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ								しいたけ生産新規参入者サポート		しいたけ生産新規参入者サポート

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援（ぶどうの学校）		ぶどう生産の担い手を養成するため、実践的な栽培技術や経営手法を習得するための研修を無料で行っています。研修期間は短期5日間、長期2年間。		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111		新規就農者支援（ぶどうの学校）								新規就農者支援（ぶどうの学校）		新規就農者支援（ぶどうの学校）

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン		宇佐市産の農林水産物を活用した新商品の開発や地場産品の販路開拓などを行っている民間事業者に補助金を交付します。上限50万円		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン								地域資源２００％活用支援補助金		地域資源２００％活用支援補助金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		仕事		農林水産業		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ		農業体験プログラムの推進や、新規就農者に対する初期投資の緩和対策、市内の先進農家等での農業技術や経営手法の研修活動に必要な経費の助成などを行っています。 ノウギョウ タイケン スイシン シンキ シュウノウ シャ タイ ショキ トウシ カンワ タイサク シナイ センシン ノウカトウ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ カツドウ ヒツヨウ ケイヒ ジョセイ オコナ		畜産農政課担い手対策係 チクサン ノウセイ カ ニナ テ タイサク ガカリ		0984-35-1111(内線233)		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ								新規就農総合支援事業		新規就農総合支援事業

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室（東京・大阪・鹿児島）では，鹿児島県内の求人情報の提供や，相談員による無料職業相談を行っています。		雇用労政課		ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-445106 099-286-3026		ふるさと人材相談室								ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		鹿児島県新規就農相談所		就農アドバイザー等による新規就農希望者に対する，県内外での就農相談や各種情報提供に応じています。		（公社）鹿児島県農業・農村振興協会		099-213-7223		鹿児島県新規就農相談所								鹿児島県新規就農相談所		鹿児島県新規就農相談所

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		新たに農業に従事する者に対し，研修，就農に区分し，24月を限度にサラリーを交付する。
○研修：単身者・夫婦150千円/月○就農：単身者150千円/月，夫婦200千円/月 アラ ノウギョウ ジュウジ モノ タイ ケンシュウ シュウノウ クブン ツキ ゲンド コウフ ケンシュウ タンシンシャ フウフ センエン ツキ シュウノウ タンシンシャ フウフ		農政課 ノウセイ カ		0993-72-1111		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		大 ダイ		新規就農する夫婦に毎月20万円を2年間支給 シンキ シュウノウ フウフ マイツキ マンエン ネンカン シキュウ				農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン		当市内において漁業及び水産加工業に新たに従事し，１年を通して従事した漁業従業者及び節加工従事者で，就業時年齢35歳未満の者に交付する。○奨励金の額は，５万円とする。 トウシ ナイ ギョギョウ オヨ スイサン カコウギョウ アラ ジュウジ ネン トオ ジュウジ ギョギョウ ジュウギョウシャ オヨ フシ カコウ ジュウジシャ シュウギョウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ コウフ ショウレイキン ガク マンエン		水産商工課 スイサン ショウコウカ		0993-72-1111		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン								産業後継者育成奨励金		産業後継者育成奨励金

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農村農業人材育成確保事業		新規参入者にはファームサラリーの支給を1年間(研修が必要な場合は2年間)行い、農業後継者には就農一時金を支給する。		農水振興課農政係		0993-53-2111		農村農業人材育成確保事業								農村農業人材育成確保事業		農村農業人材育成確保事業

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農業担い手育成研修事業		新規参入者(研修2年間)及び新規就農者(研修1年間)に、研修手当を支給する。		公益社団法人南さつま市農業公社		0993-77-3811		農業担い手育成研修事業								農業担い手育成研修事業		農業担い手育成研修事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ		将来、農業を担う意欲ある人材の育成及びその確保を図るため、新たに専業的に就農する方に対して、補助金を交付する。 ショウライ ノウギョウ ニナ イヨク ジンザイ イクセイ オヨ カクホ ハカ アラ センギョウ テキ シュウノウ カタ タイ ホジョキン コウフ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ								新規就農支援事業		新規就農支援事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ		将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法についての研修を実施する。 ショウライ ノウカ ジリツ メザ ノウギョウ コウケイシャ シンキ シュウノウ シャ トウ ウ イ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ ジッシ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ								志布志市農業公社研修事業		志布志市農業公社研修事業

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ		農業後継者，新規就農者（４０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。長期研は２年間、短期研修は１年間。１０月～翌年９月まで（１年間）・研修生には，奨励金を支給 ケンシュウセイ ショウレイキン シキュウ		総合営農課 ソウゴウ エイノウ カ		0993-83-2511
(代)		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ								農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ		農業後継者，新規就農者（５０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。
研修期間は原則２年間（受入時期は原則４月１日）、募集人員は毎年２名程度 ゲンソク ウ イ ジキ ゲンソク ガツ ニチ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0993-83-2511
(代)		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ								農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社

		464686		鹿児島県		大崎町		仕事		農林水産業		就農奨励金補助金　 シュウノウ		大崎町に居住し，就農計画に基づき一定規模の農地，又は，施設等の保有者で中核的農業経営専従者になりうる者、支援終了後5年以上就農できる者に対し就農研修資金補助金を助成。 タイ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウカ		099-476-1111		就農奨励金補助金　 シュウノウ								就農奨励金補助金　		就農奨励金補助金　

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		仕事		農林水産業		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ		さとうきびの生産の増量・規模拡大をめざし、さとうきび収穫機械（ハーベスター）を利用した農家に対して、１ｔあたり５００円の補助をします。 セイサン ゾウリョウ キボ カクダイ シュウカク キカイ リヨウ ノウカ タイ エン ホジョ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		098-889-4430		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ								さとうきび振興対策事業		さとうきび振興対策事業

		012041		北海道		旭川市		移住・体験		移住体験		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク		１週間～１年程度の短期滞在型住宅１棟，１年～最長３年の長期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度（一泊一名4,900円～）。 シュウカン ネン テイド タンキ タイザイガタ ジュウタク トウ ネン サイチョウ ネン チョウキ タイザイガタ ジュウタク トウ イッコ ダ チンタイ セイド イッパク イチメイ エン		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク								旭川市移住生活体験住宅		旭川市移住生活体験住宅

		012301		北海道		登別市		移住・体験		移住体験		移住体験事業		北海道移住促進協議会が推進する北海道生活体験「ちょっと暮らし」に対応し、登別温泉町に移住体験用宿泊施設を整備（施設利用は有料）		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122		移住体験事業								移住体験事業		移住体験事業

		012335		北海道 ホッカイ ドウ		伊達市 ダテシ		移住・体験		移住体験		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ		移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた物件を2物件3部屋用意（物件利用は有料） ブッケン ヘヤ ヨウイ ブッケン リヨウ ユウリョウ		企画財政部企画課企画調整係 キカク ザイセイ ブ キカク カ キカク チョウセイ カカリ		0142-23-3331		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ								移住体験事業		移住体験事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		移住・体験		移住体験		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ		体験住宅で、北広島市の生活を体感してもらい、不安や疑問を解消することで、移住を支援します。（施設利用は有料） タイケン ジュウタク キタヒロシマシ セイカツ タイカン フアン ギモン カイショウ イジュウ シエン シセツ リヨウ ユウリョウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ								おためし移住事業		おためし移住事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		移住・体験		移住体験		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ		八雲町への移住に関心のある町外在住者に短期生活を体験できる施設を整備（施設利用は有料） ヤクモチョウ イジュウ カンシン チョウガイ ザイジュウシャ タンキ セイカツ タイケン シセツ セイビ シセツ リヨウ ユウリョウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ								短期生活体験事業		短期生活体験事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住体験		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド		１００日程度の農業体験や町内の各種行事等に参加した２０～４０歳の独身者で滞在期間１年間。
1ヶ月７万円の生活費、中古住宅の無償提供、引越し旅費の一部、社会保険料一部、暖房費５万円を補助。 ニチ テイド ノウギョウ タイケン チョウナイ カクシュ ギョウジトウ サンカ サイ ドクシンシャ タイザイ キカン ネンカン ゲツ マンエン セイカツヒ チュウコ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒッコ リョヒ イチブ シャカイ ホケンリョウ イチブ ダンボウ ヒ マンエン ホジョ		社会教育課 シャカイ キョウイク カ		0157-52-3075		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド								地遊人制度		地遊人制度

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験事業		（条件）田舎暮らしを希望する方。（内容）「移住体験住宅」の貸出。（利用料）2週間以内／2万円（定額、光熱水費含む）1ヶ月以上6ヶ月未満／2.5万円（月額、光熱水費別途） ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113		田舎暮らし体験事業								田舎暮らし体験事業		田舎暮らし体験事業

		052094		秋田県		鹿角市		移住・体験		移住体験		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		市で認定している体験物件を利用して、２泊以上７泊以内で、市内での暮らしを体験する場合、体験物件所有者に支払う利用料の一部を市が負担する。		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業								かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		ワーキングホリデー事業		農業や農村に関心を持ち、農作業や農村への滞在を希望されている方が農作業を手伝い、受入農家が作業料金の代わりに食事と宿泊を提供。		市農政課		0242-39-1253		ワーキングホリデー事業								ワーキングホリデー事業		ワーキングホリデー事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ		「ほたるの森移住体験住宅」を移住希望者に貸し出し本市での実際の生活体験の機会を提供する。（1ケ月～3ケ月、入居協力金：月額20,000円） モリ ニュウキョ キョウリョクキン ゲツガク エン		市定住・二地域居住推進協議会（市地域づくり課内） シ チイキ カ ナイ		0242-39-1202		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ								交流体験事業（移住体験住宅の提供）		交流体験事業（移住体験住宅の提供）

		092053		栃木県		鹿沼市		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		農山村地域の昔ながらの生活を体験し、地元住民との交流や農業体験を通して、定住の促進と地域の活性化を図る。		市民部　市民活動支援課 シミン ブ シミン カツドウ シエン カ		0289-62-3569		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」								田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」

		092118		栃木県		矢板市		移住・体験		移住体験		就農・定住者促進事業		田舎暮らしをしてみたい。そんな方のために、古民家での「お試し」田舎暮らしを提供しています。
田舎暮らしを１ヶ月から最長３年お試し体験することができます。		財）矢板市農業公社		0287-43-2650		就農・定住者促進事業								就農・定住者促進事業		就農・定住者促進事業

		102032		群馬県		桐生市		移住・体験		移住体験		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ		桐生市での暮らしを体験したい方を対象にお一人様1,500円/1泊～利用できる。ただし、布団はないので用意してもらう必要あり キリュウシ ク タイケン カタ タイショウ ヒトリ サマ エン ハク リヨウ フトン ヨウイ ヒツヨウ		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ								お試し暮らし事業		お試し暮らし事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		移住・体験		移住体験		貸し農園の設置		体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000円～）、そば打ち体験（1名1,050円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。 クカク テイキョウ トウ		農林課　基盤整備係		0277-76-1937		貸し農園の設置								貸し農園の設置		貸し農園の設置

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住体験		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		県外の若者等に1か月～6か月程度滞在型のインターンシップ（「匠の業」、「農業」などのメニュー）に参加してもらい、就業や地域での暮らしを個別支援するもの。		県民生活・環境部県民生活課		025-280-5112		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業								にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		移住・体験		移住体験		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ		ありのままの農山漁村の暮らしを体験していただくため、参加者の安全を第一に考えた体制を整えている。主な体験と宿泊は、山間部の山古志、栃尾、小国、川口、海岸部の寺泊で行っている。 ノウ ヤマ ギョソン ク タイケン サンカシャ アンゼン ダイイチ カンガ タイセイ トトノ オモ タイケン シュクハク サンカンブ ヤマコシ トチオ オグニ カワグチ カイガン ブ テラドマリ オコナ		農政課 ノウセイカ		0258-39-2223		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ								農業体験教育旅行の受け入れ		農業体験教育旅行の受け入れ

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		移住・体験		移住体験		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		「南砺市」へ移住又は定住を希望される方々のために、「なんと」の生活を経験していただくことを目的とした、南砺市「なんとに住んでみられ」住宅。1人1泊1,000円で、最長30泊31日まで利用可能。 ニン パク エン サイチョウ ハク ニチ リヨウカノウ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		中 チュウ		豊かな自然に囲まれた体験住宅に1泊1,000円で1か月滞在可能 ユタ シゼン カコ タイケン ジュウタク パク エン ゲツ タイザイ カノウ				南砺市体験ハウス		南砺市体験ハウス

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク		使用料：1週間21,000円～（6名まで利用可）、期間：1週間～6ヶ月、4LDK・オール電化・駐車場2台完備 シヨウリョウ シュウカン エン メイ リヨウカ キカン シュウカン ゲツ デンカ チュウシャジョウ ダイ カンビ		建設課 ケンセツ カ		076-462-9975		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク								立山の暮らし体験住宅		立山の暮らし体験住宅

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ		体験料：1人2,980円（体験料1泊1,080円、布団レンタル料400円、陶芸体験料1,500円）、期間：1泊～ キカン ハク		越中陶の里陶農館 エッチュウ スエ サト トウ ノウ カン		076-462-3929		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ								立山町里山暮らし体験施設		立山町里山暮らし体験施設		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住体験		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		本市への移住・定住を希望する方に対し、市内での生活を体験できる空き家を短期間貸出（定員5名程度、駐車場有）
11日間まで：15,000円、12～21日間：30,000円、22～31日間：45,000円		自然共生室		0768-82-7720		空き家短期滞在（ちょい住み）制度								空き家短期滞在（ちょい住み）制度		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		0

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		移住・体験		移住体験		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ		週末を利用し農業体験・農家民泊を実施 シュウマツ リヨウ ノウギョウ タイケン ノウカ ミン ハク ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ								おためし居住・農業体験事業		おためし居住・農業体験事業

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		移住・体験		移住体験		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		田舎暮らしに興味がある方等を対象としたお試し暮らしの制度。１か月単位で最長６ヶ月、各種体験やご近所さんとの交流、四季の体感や物件探しなどを目的に町所有の施設を格安（家賃＠6,400円／月～）で貸出し イナカ グ キョウミ カタ トウ タイショウ タメ グ セイド ゲツ タンイ サイチョウ ゲツ カクシュ タイケン キンジョ コウリュウ シキ タイカン ブッケン サガ モクテキ マチ ショユウ シセツ カクヤス ヤチン エン ツキ カシダシ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		中 チュウ		町の施設を家賃6400円/月で貸出 マチ シセツ ヤチン エン ツキ カシダシ				飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン		地方への移住をお考えの方や田舎暮らしを希望される方へ、田舎暮らしの体験プログラムを開催します。自然豊かな本市上石津地域において、地域イベントへの参加など、地域との交流を予定しています。（年３回程度） カイサイ チイキ コウリュウ ヨテイ ネン カイ テイド		上石津地域事務所地域政策課 カミイシヅ チイキ ジム ショ チイキ セイサクカ		0584-45-3111(内線)213		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン								田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		移住・体験		移住体験		里山暮らし体験事業 サトヤマ		里山暮らしの体験を快適に過ごしていただくため、「里山暮らしの館」の貸出。（利用協力金）６日以内／１泊２日2500円（大人１人様）寝具の有料リースあり サトヤマ ク タイケン カイテキ ス サトヤマ ク ヤカタ キョウリョクキン ヒ ハク ヒ エン オトナ ニン サマ シング ユウリョウ		 定住推進課		0573-66-1111		里山暮らし体験事業 サトヤマ												0

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住体験		農家民宿等モデル事業		農林業に対する理解及び関心を高めるとともに、多様な交流の機会の創出による地域の活性化を図る。
川根地域：２箇所		企画部政策推進課		0547-36-7197		農家民宿等モデル事業								農家民宿等モデル事業		農家民宿等モデル事業

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住体験		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ		県外からの移住を推進するため、平成26年度は８回程度県内各地で現地体験会を実施（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド カイ テイド ケンナイ カクチ ゲンチ タイケンカイ ジッシ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ								わかやま田舎暮らし現地体験会		わかやま田舎暮らし現地体験会

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		移住・体験		移住体験		体験交流施設「おおたき山の学校」
		廃校になった小学校跡を改修した施設を、短期貸出（最大2ヶ月）している。
実際に暮らしを体験し、地域住民の人柄や風土にふれることができる。 タンキ サイダイ ゲツ ジッサイ ク タイケン チイキ ジュウミン ヒトガラ フウド		まち未来課		0736-56-3000		体験交流施設「おおたき山の学校」
								体験交流施設「おおたき山の学校」
		体験交流施設「おおたき山の学校」


		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住体験		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ		まずは島根県の市街地で生活体験したい方のために、松江市・出雲市・大田市にお試し体験施設を用意し、県外在住のＵＩターン希望者に貸し出す。（貸出期間１週間～３か月。施設利用料はＨＰを参照）。 シマネケン シガイチ セイカツ タイケン カタ マツエシ イズモシ オオダシ タメシ タイケン シセツ ヨウイ ケン ガイ ザイジュウ キボウシャ カ ダ カシダシ キカン シュウカン ツキ シセツ リヨウリョウ サンショウ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ								しまね暮らしお試し体験施設		しまね暮らしお試し体験施設

		322041		島根県		益田市 マスダシ		移住・体験		移住体験		益田市立田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験や農林業体験を希望する人が、1月以上3年以内の期限で益田市匹見町に所在する期限付きのお試し施設をご利用いただけます。使用料は単身用8,100円、世帯用16,000円です。 ツキイジョウ ネン イナイ キゲン マスダシ ヒキミ チョウ ショザイ シヨウ リョウ タンシンヨウ １００エン セタイヨウ ０００エン		匹見総合支所地域づくり推進課		0856-56-0305		益田市立田舎暮らし体験施設								益田市立田舎暮らし体験施設		益田市立田舎暮らし体験施設

		322059		島根県		大田市 オオダシ		移住・体験		移住体験		田舎体験施設利用促進事業		ＵＩターン希望者が市内１２の「ツーリズムの宿」を利用しお試し体験をする場合、安価に施設を利用することができます（事前に施設の利用申請が必要）。 タメ シセツ ヒツヨウ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029		田舎体験施設利用促進事業								田舎体験施設利用促進事業		田舎体験施設利用促進事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住体験		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク		美郷町に移住を考えている人のための体験住宅（家賃7,500円/週～30,000円/月程度）で、最長2年間利用することができる。 ミサトチョウ イジュウ カンガ ヒト タイケン ジュウタク ヤチン エン シュウ エン ツキ テイド サイチョウ ネンカン リヨウ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク								移住体験住宅		移住体験住宅

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		移住・体験		移住体験		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ		隠岐の島町への移住に向けた生活体験及び生活への準備を行うことが出来る施設です。
入居期間は最大６月で、電化製品を完備してあります。利用料は月21,000円～30,000円です。 デキ ニュウキョ キカン サイダイ ツキ デンカ セイヒン カンビ リヨウリョウ ツキ エン エン		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ								定住促進施設		定住促進施設

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		移住・体験		移住体験		お試し住宅貸付事業		移住希望者が気軽に田舎を体験でき、地域のサポートも受けられる「お試し住宅」を整備している。家賃は2～3万円で、上下水道、光ケーブル、家電製品も完備しており、田舎暮らしのプレ体験が可能。 イジュウ キボウシャ キガル イナカ タイケン チイキ ウ タメ ジュウタク セイビ ヤチン マンエン ジョウゲ スイドウ ヒカリ カデン セイヒン カンビ イナカ グ タイケン カノウ		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631		お試し住宅貸付事業								お試し住宅貸付事業		お試し住宅貸付事業		0		追加 ツイカ

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住体験		田舎暮らしお試し体験住宅制度		2棟（１棟あたり農園1区画（50㎡）付き）
移住希望者を対象に，1週間単位として最短１週間から最長1か月まで，町での生活体験できる機会を提供。 キボウシャ		地域づくり課
商工観光課		0826-28-2112
0826-28-1961		田舎暮らしお試し体験住宅制度								田舎暮らしお試し体験住宅制度		田舎暮らしお試し体験住宅制度

		344311		広島県		大崎上島町		移住・体験		移住体験		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ		移住希望者の方に島の暮らしを体験してもらうために、中長期で滞在できる住宅を準備しました。3日間7,000円～3カ月（90日）93,000円家電製品や簡単な台所用品を整備しています。 イジュウ キボウシャ カタ シマ ク タイケン チュウチョウキ タイザイ ジュウタク ジュンビ カ カン ０００エン ゲツ ニチ ０００エン カデン セイヒン カンタン ダイドコロ ヨウヒン セイビ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ								定住促進用住宅　トライアルハウス大串		定住促進用住宅　トライアルハウス大串

		402079		福岡県		柳川市		移住・体験		移住体験		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		地方への移住検討者に対して、市が所有する空き家に10日～1か月単位で住んでもらい、地方での生活を実体験いただく事業。賃料・光熱費は無料。入居者へは取材やアンケート調査等について協力をお願いする予定。 チホウ イジュウ ケントウ シャ タイ シ ショユウ ア ヤ ニチ ゲツ タンイ ス チホウ セイカツ ジッタイケン ジギョウ チンリョウ コウネツヒ ムリョウ ニュウキョシャ シュザイ チョウサ トウ キョウリョク ネガ ヨテイ		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		中 チュウ		賃料・光熱費無料で1か月間の田舎生活 ムリョウ ゲツ カン イナカ セイカツ				柳川暮らし体験事業		柳川暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ		移住希望者にちくご暮らし体験施設「筑恋邸」へ一定期間居住してもらう体験事業を実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ								ちくご暮らし体験事業		ちくご暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ふるさと体験農園事業  		1人に1区画（30平方メートル）を1年間1区画3000円で貸出します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025		ふるさと体験農園事業  								ふるさと体験農園事業  		ふるさと体験農園事業  

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		移住・体験		移住体験		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための仮の住まいのこと。（家賃無料、光熱水費等は自己負担。最長３か月利用可能） ゴトウシ テイジュウ ソクシン モクテキ シナイ セイカツ タンキテキ タイケン カリ ス ヤチン ムリョウ コウネツスイヒ トウ ジコ フタン サイチョウ ツキ リヨウ カノウ		市長公室 シチョウ コウシツ		0959-72-6782		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		大 ダイ		家賃無料で最長3か月の田舎暮らし ヤチン ムリョウ サイチョウ ゲツ イナカ グ				ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		0		リンクの修正 シュウセイ

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ		市外居住者が当市への移住を検討、希望する場合に１ヶ月間無料で入居することが可能な施設。（２戸） シガイ キョジュウシャ トウシ イジュウ ケントウ キボウ バアイ ゲツカン ムリョウ ニュウキョ カノウ シセツ コ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ								田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験施設

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住体験		おためし暮らし事業 グ ジギョウ		市が所有する“おためし暮らし住宅”に一定期間滞在し、実際の生活を体験する事業。光熱水費込みで家賃月15,000円。１週間以上６か月以内で利用可能。 シ ショユウ グ ジュウタク イッテイ キカン タイザイ ジギョウ コウネツ スイ ヒ コ ヤチン ツキ ０００エン シュウカン イジョウ ゲツ イナイ リヨウ カノウ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421		おためし暮らし事業 グ ジギョウ								おためし暮らし事業		おためし暮らし事業

		434477		熊本県		山都町		移住・体験		移住体験		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ		町外から本町への移住を希望、検討する方（移住希望者等）が、本町への移住に向けて必要な調査や準備を行ったり、滞在することができる施設として、最大1年間を限定として貸し出します。		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ								短期滞在施設		短期滞在施設

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		”お試し”居住制度		市内の空き家物件で一定期間”お試し”居住し、豊後高田市での田舎暮らしを体験しながら、移住の準備を行っていただく制度です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		”お試し”居住制度								”お試し”居住制度		”お試し”居住制度

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		「半住半旅」田舎暮らし体験事業		２週間以内でコテージに滞在しながら空き家探しなど、移住の準備を行っていただく事業です。 イナイ		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100		「半住半旅」田舎暮らし体験事業								「半住半旅」田舎暮らし体験事業		「半住半旅」田舎暮らし体験事業

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在施設		市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設です。３ＬＤＫで、寝具や電化製品などを備え付けており、１日１，０００円（施設運営協力金）で最長１４日間使用いただけます。		市民協働課		0984-23-1148		お試し滞在施設								お試し滞在施設		お試し滞在施設

		452092		宮崎県		えびの市 シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行うため、えびの市国際交流センターに宿泊した場合に、滞在費の一部（使用料の2分の1以内・上限５泊分・同一年度内１回限り）を助成します。 シ イジュウ モクテキ ジュウキョ マタ シゴト サガ カツドウトウ オコナ シ コクサイ コウリュウ シュクハク バアイ タイザイヒ イチブ シヨウ リョウ ブン イナイ ジョウゲン ハク ブン ジョセイ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ								お試し滞在助成金交付事業		お試し滞在助成金交付事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		移住・体験		移住体験		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ		霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、本市のすばらしい自然や温泉といった魅力に触れながら、農業体験、移住者宅訪問、分譲地・空き家見学など多くのメニューを盛り込んだ2泊3日の体験研修です。 キリシマシ イジュウ キョウミ モ カタ タイショウ ホン ノウギョウ タイケン イジュウ シャ タク ホウモン ブンジョウチ ア ヤ ケンガク ハク ニチ		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ								霧島市移住体験研修事業		霧島市移住体験研修事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		移住・体験		移住・転入		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ		Ｕターン者等で、定住する世帯の人員が２人以上の方へ１世帯当たり精米６０㎏ カタ セタイ ア セイマイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ								蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		移住・体験		移住・転入		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ		1歳を迎える子どもの世帯、婚姻届を提出した世帯、転入世帯（単身者は除く）に対し、ニセコ町産米５キログラムの引き換え券を進呈 サイ ムカ コ セタイ コンイン トドケ テイシュツ セタイ テンニュウ セタイ タンシンシャ ノゾ タイ チョウ サン コメ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ								地産地消・販売促進事業		地産地消・販売促進事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		移住・体験		移住・転入		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ		町内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助し、ふるさと回帰のきっかけをつくり、定住を促進し、本町人口の増加と地域経済の活性化を応援します。1人1,000円で上限30,000円まで チョウナイ カイサイ ドウソウカイ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ カイキ テイジュウ ソクシン ホンチョウ ジンコウ ゾウカ チイキ ケイザイ カッセイカ オウエン ニン エン ジョウゲン ０００エン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ								ふるさと回帰同窓会開催事業		ふるさと回帰同窓会開催事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住・転入		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		小学生と保護者対象（留学期間、最長３年間）。１戸建て住宅を無償提供（一部負担あり）、受け入れ時の旅費支給。引越し費用補助（１０万円上限） ショウガク セイ ホゴシャ タイショウ リュウガク キカン サイチョウ ネンカン コ タ ジュウタク ムショウ テイキョウ イチブ フタン ウ イ ジ リョヒ シキュウ ヒッコ ヒヨウ ホジョ マンエン ジョウゲン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0157-52-3316		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		中 チュウ		1戸建て住宅を無償提供
しかも引っ越し費用補助 コ ダ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒ コ ヒヨウ ホジョ				親子山村留学制度		親子山村留学制度

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		移住・体験		移住・転入		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、引越すために係る費用を助成。町内移動（５万円）、管内移住（１０万円）、道内移住（１５万円）、道外移住（３０万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ヒッコシ カカ ヒヨウ ジョセイ チョウナイ イドウ マンエン カンナイ イジュウ マンエン ドウナイ イジュウ マンエン ドウガイ イジュウ マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン								引越助成金		引越助成金

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		移住・体験		移住・転入		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド		就農目的で移住を希望する方に対し、円滑な就農を支援することを目的に、利用希望者に情報提供と連絡調整を行う。 シュウノウ モクテキ イジュウ キボウ カタ タイ エンカツ シュウノウ シエン モクテキ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ レンラク チョウセイ オコナ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド								ひろさき農家住宅情報バンク制度		ひろさき農家住宅情報バンク制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		アーティスト・イン・レジデンス事業		八戸ポータルミュージアムの自主事業において、国内・海外から選定及び公募により決定したアーティストが、館内レジデンス施設に一定期間滞在し、地域住民と交流しながら創作活動を行う。 ジュウミン		八戸ポータルミュージアム		0178-22-8200		アーティスト・イン・レジデンス事業								アーティスト・イン・レジデンス事業		アーティスト・イン・レジデンス事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		八戸ウェルカムチケット事業		八戸市への転入者を対象に、博物館等の市内公共施設12施設を１回無料で利用できるチケットを配付する。		政策推進課		0178-43-9233		八戸ウェルカムチケット事業								八戸ウェルカムチケット事業		八戸ウェルカムチケット事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		移住・体験		移住・転入		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ		○対象・条件:町に住所を有しようとする者等○内容:平成26年4月現在全棟入居、外ヶ浜町定住促進団地○家賃：平屋3LDK(1棟)46,700円/月、2階建て3LDK(2棟)48,300円/月 タイショウ ジョウケン マチ ジュウショ ユウ モノ トウ ナイヨウ ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ ゼン トウ ニュウキョ ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ダンチ ヤチン ヒラヤ トウ エン ツキ カイダ トウ エン ツキ		建設課 ケンセツ カ		0174-31-1226		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ								外ヶ浜町定住促進住宅設置事業		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住化雇用促進事業		（条件）町内に事業所を有する事業者で、新規卒業者等を一年以上正規雇用すること
（内容）年額20万円を3年間支給。 ジョウケン ナイヨウ シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113		定住化雇用促進事業								定住化雇用促進事業		定住化雇用促進事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住移住促進事業（通勤助成金）		（条件）町内在住の新規学卒者又は50歳未満の転入者で、町外に1年以上勤務している方。※26歳～50歳未満の方は、町内の学校に通う子どもを扶養する場合に限る。（内容）通勤費用の一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113		定住移住促進事業（通勤助成金）								定住移住促進事業（通勤助成金）		定住移住促進事業（通勤助成金）

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ		①勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住宅の入居世帯主に商品券を交付（６ヶ月３万円）
②分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限１０万円）を商品券で補助。 キンロウシャ テイジュウカ ソクシン ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ セタイヌシ ショウヒンケン コウフ ゲツ マンエン ブンジョウチ ジュウタク ケンチク イジ ホシュウ トウ バアイ ヒヨウ ハンブン ジョウゲン マン エン ショウヒンケン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ								定住化促進事業（商品券交付）		定住化促進事業（商品券交付）		0

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ		芸術、スポーツ、研究等の活動を行う入村者を奨励。・宅地無償貸付（700㎡）、住宅建築・居住から７年経過後に無償譲渡。・活動支援として年間１０万円を上限に補助。 ゲイジュツ ケンキュウ トウ カツドウ オコナ ニュウソンシャ ショウレイ タクチ ムショウ カシツケ ジュウタク ケンチク キョジュウ ネン ケイカ ゴ ムショウ ジョウト カツドウ シエン ネンカン マン エン ジョウゲン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ								情報発信者入村事業		情報発信者入村事業		0

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ		飯豊町では、住みよい環境づくりと、にぎわいのあるまちづくりを推進するために、定住対策や子育て支援をはじめとする各種施策に積極的に取り組んでいます。 イイデマチ ス カンキョウ スイシン テイジュウ タイサク コソダ シエン カクシュ シサク セッキョクテキ ト ク		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ								定住促進・子育て促進事業		定住促進・子育て促進事業

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住・転入		にいがた暮らし相談窓口		「表参道・新潟館ネスパス」において、市町村や県の定住支援施策の紹介やにいがた暮らしや体験に関する相談、空き家情報、医療や教育に関する情報も紹介しています。		にいがた暮らし相談窓口		03-3479-1415		にいがた暮らし相談窓口								にいがた暮らし相談窓口		にいがた暮らし相談窓口

		152226		新潟県		上越市		移住・体験		移住・転入		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン		「上越市はどんなところか」「雪はどのくらい多いのか」「移住する前に上越市の暮らしを体験してみたい」など、上越市への移住に関するご相談を電話やメールで受け付けています。 デンワ		自治・市民環境部 自治・地域振興課 ジチ シミン カンキョウブ ジチ チイキ シンコウカ		025-526-5111		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン								上越市ふるさと暮らし支援センター		上越市ふるさと暮らし支援センター

		153851		新潟県		阿賀町		移住・体験		移住・転入		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド		●定住奨励【単身転入】２万円、【家族（複数）転入】５万円、【義務教育以下の子（１人あたり）】３万円加算●結婚祝3万円●就職祝3万円●遠距離通勤支援 テイジュウ ショウレイ タンシン テンニュウ マンエン カゾク フクスウ テンニュウ マンエン ギム キョウイク イカ コ ヒトリ マンエン カサン ケッコン イワ マンエン シュウショク イワ マンエン エンキョリ ツウキン シエン		総務課 ソウム カ		0254-92-3113		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド								阿賀町定住奨励制度		阿賀町定住奨励制度

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住・転入		若者定住促進支援事業		新規学卒者及び満40歳以下のＵ・Ｉターン者を対象に市内共通商品券（3万円相当）を交付。また、対象者の意見をまちづくり施策に反映するため市長を囲んで意見交換を実施。		産業振興課		0768-82-7775		若者定住促進支援事業								若者定住促進支援事業		若者定住促進支援事業

		192082		山梨県		南アルプス市		移住・体験		移住・転入		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ		地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図るため、南アルプスクラインガルテンを設置する。 チイキ シゲン カツヨウ ツチ シタ バ テイキョウ オヨ トシ ジュウミン コウリュウ ツウ チイキ カッセイカ ハカ ミナミ セッチ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ								クラインガルテン（二地域居住）		クラインガルテン（二地域居住）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		移住・体験		移住・転入		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン		Ｉ・Ｕターン後、１年が経過し、定住意思や自治会に加入し地域活動への参加意思が認められる者に、世帯につき十五万円（Ｕターンは十万円）、単身世帯等は七万円（Ｕターンは五万円）、※年齢要件及び地域要件有 アト ネン ケイカ テイジュウ イシ ジチカイ カニュウ チイキ カツドウ サンカ イシ ミト シャ セタイ １５ マンエン ジュウ マンエン タンシン セタイ トウ ７ マンエン ５ マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン								過疎地域定住促進補助金／定住助成金		過疎地域定住促進補助金／定住助成金

		202126		長野県		大町市		移住・体験		移住・転入		定住促進奨励事業		満５０歳未満のＩターン者又はＵターン者が、定住を目的として、市内に住民登録をした場合に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420		定住促進奨励事業								定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		移住・転入		移住コンシェルジュ イジュウ		移住コンシェルジュが空き家情報バンク登録物件とともに地域の紹介を行い、下諏訪町へ移住を希望する方の様々な不安を解消します。 オコナ カイショウ		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)		移住コンシェルジュ イジュウ								移住コンシェルジュ		移住コンシェルジュ

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		移住・体験		移住・転入		U・Iターン助成金 ジョセイキン		村外からの転入者に対し助成。①夫婦１０万円②単身５万円③子供１８歳以下１人につき２万円 ソンガイ テンニュウシャ タイ ジョセイ フウフ マンエン タンシン マンエン コドモ サイ イカ ニン マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001		U・Iターン助成金 ジョセイキン								U・Iターン助成金		U・Iターン助成金

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住・転入		三世代同居促進事業		６５歳以上の高齢者のみの世帯に、６４歳以下の二世代以上の子や孫などが市外から転入し、三世代以上で同居する場合、転居費用（引越し代）を補助します。（補助率４／５、限度額８万円）		福祉部
高齢介護課
		0584-47-7409		三世代同居促進事業								三世代同居促進事業		三世代同居促進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		移住・体験		移住・転入		新規定住者健康管理事業		20歳以上の新規定住者に対し、転入から１年以内に受けた人間ドックなどの健康診断費用の助成を１万円を上限に行います。（対象人数：90人） テンニュウ ネン イナイ ウ ニンゲン マンエン ジョウゲン		健康づくり課 ケンコウ カ		0572-67-2700		新規定住者健康管理事業								新規定住者健康管理事業		新規定住者健康管理事業

		212105		岐阜県		恵那市		移住・体験		移住・転入		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ		移住定住に関するご相談の総合窓口です。空き家バンクの運営管理、定住セミナなどを開催し、移住定住のお世話をさせて頂きます。 イジュウ テイジュウ カン ソウダン ソウゴウ マドグチ ア ヤ ウンエイ カンリ テイジュウ カイサイ イジュウ テイジュウ セワ イタダ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ								移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」

		212172		岐阜県		飛騨市		移住・体験		移住・転入		米10俵プロジェクト		個人世帯、家族世帯を問わず、飛騨市外から飛騨市に転入し、3年以内に生活の本拠とする住宅を新築または購入した方にお米を１０年間（1年あたり米1俵）支援します。		企画課 キカク カ		0577-73-6558		米10俵プロジェクト		中 チュウ		住宅購入者に米1俵を10年間支給 ジュウタク コウニュウシャ コメ タワラ ネンカン シキュウ				米10俵プロジェクト		米10俵プロジェクト

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住・転入		移住相談会への出展		首都圏の移住希望者を対象に、神奈川県横浜市で開催されるイベントに参加する(11月予定)。①市の定住施策の紹介②相談会		企画部政策推進課		0547-36-7197		移住相談会への出展								移住相談会への出展		移住相談会への出展

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		移住・体験		移住・転入		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。また、Ｕターン世帯には、１年間、月額１万円を加算して交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 								洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住・転入		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ		県外からの移住を推進するため、平成２６年度は東京、大阪、名古屋で計１５回程度セミナーもしくはフェアを開催（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド トウキョウ オオサカ ナゴヤ ケイ カイ テイド カイサイ カイサイ ジョウホウ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ								わかやま田舎暮らしセミナー・フェア		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア

		310000		鳥取県 トットリケン		-		移住・体験		移住・転入		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県での移住（就職を含む）を検討中の県外在住の方が事前申請を行い、鳥取空港、米子鬼太郎空港を利用して鳥取県に訪れた場合、運賃の半額を助成します。（ただし予算に達し次第、募集を終了します。）		交通政策課		0857-26-7099		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業								鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		移住・体験		移住・転入		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ		定住の意志のある町内に居住する新規学卒者、又は本町に転入した５０歳未満の者が、町内又は通勤可能な町外の事業所等に就職して３年を経過したとき、10万円を交付。 マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ								定住奨励金（いきいき定住促進条例）		定住奨励金（いきいき定住促進条例）

		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住・転入		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ		東京・大阪・広島にＵＩターンの相談窓口を開設。職業紹介事業の求職登録やＵＩターンに関する相談が可能。島根県内市町村情報の提供。 トウキョウ オオサカ ヒロシマ ソウダン マドグチ カイセツ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ キュウショク トウロク カン ソウダン カノウ シマネケン ナイ シチョウソン ジョウホウ テイキョウ		地域振興部しまね暮らし推進課 チイキ シンコウ ブ ク スイシンカ		0852-22-5687		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ								ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住・転入		定住ポイント制度 テイジュウ セイド		40歳以下を対象に、5年間以上の定住を条件として、定住ポイントを付与する。付与されたポイントは、1ポイント10,000円として地域商品券等に交換できる。（UIターン5ポイント、就職20ポイントほか） サイ イカ タイショウ ネンカン イジョウ テイジュウ ジョウケン テイジュウ フヨ フヨ エン チイキ ショウヒンケン トウ コウカン シュウショク		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212		定住ポイント制度 テイジュウ セイド								定住ポイント制度		定住ポイント制度

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		移住・体験		移住・転入		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		定住する際の引越費用として、１〜２人世帯には２０万円、３人以上世帯には２５万円を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者）		観光振興課 カンコウ シンコウ カ		08514-8-2211		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		大 ダイ		引っ越し費用を最大25万円支給 ヒ コ ヒヨウ サイダイ マンエン シキュウ				引越費用助成金		引越費用助成金

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		移住・体験		移住・転入		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン		家族並びに若者の転入を促進するため、義務教育以下の子供を含む家族又は50歳未満の家族及び35歳未満の若者が定住の意志をもつて転入した場合、1世帯につき10万円の転入奨励金を贈る。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン								転入奨励金		転入奨励金

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		定住相談		定住を希望・検討されて来市された方の最初の相談窓口として，お話を伺う
住民自治組織と連携して，地域情報の提供や地域への溶け込みをサポート		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		定住相談								定住相談		定住相談

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		「帰ろうや倶楽部」		会員(登録無料)に「定住情報」や「ふるさと情報」を定期的に発信
企業や市民団体と協力し、移住に役立つ情報を提供する		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		「帰ろうや倶楽部」								「帰ろうや倶楽部」		「帰ろうや倶楽部」

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		高速バス活用による定住対策補助金		高速バスで広島市へ通勤・通学する場合，定期乗車券購入費用から通勤手当等を差し引いた額が15,000円以上の場合15,000円を，または，通勤手当等を差し引いた額が15,000円未満の場合，その額を助成		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257		高速バス活用による定住対策補助金								高速バス活用による定住対策補助金		高速バス活用による定住対策補助金

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住・転入		高速道路通勤費補助金制度		◆65歳以下新規転入者で，引き続き5年以上町内に居住される方が片道100km以内の高速道路ETC通勤をされる場合，ETC料金の1/2を助成		地域づくり課		0826-28-2112		高速道路通勤費補助金制度								高速道路通勤費補助金制度		高速道路通勤費補助金制度

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		神石高原町に関する広報活動		定住促進PRパンフレット作成事業，広告掲載事業，観光大使設置事業		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		神石高原町に関する広報活動								神石高原町に関する広報活動		神石高原町に関する広報活動

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク		定住又は二地域居住を希望する者に対し，町で生活する上で必要となる情報の提供等の支援を行っている。 オコナ		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク								田舎暮らしアドバイザー		田舎暮らしアドバイザー

		352047		山口県		萩市 ハギシ		移住・体験		移住・転入		移住支援員 イジュウ シエン イン		萩市への移住経験者2名を移住支援員として配置し、移住希望者からの相談対応や空き家案内を行い、萩市への円滑な移住と定着を支援します。 ハギシ イジュウ ケイケンシャ メイ イジュウ シエン イン ハイチ イジュウ キボウシャ ソウダン タイオウ ア ヤ アンナイ オコナ ハギシ エンカツ イジュウ テイチャク シエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819		移住支援員 イジュウ シエン イン								移住支援員		移住支援員

		362069		徳島県		阿波市		移住・体験		移住・転入		阿波市移住ナビ		移住希望者及び市への転入者に対し、市の概要及び支援事業内容等をまとめたガイドブックを配布。		企画総務部
企画総務課 キカク ソウム		0883-35-4111		阿波市移住ナビ								阿波市移住ナビ		阿波市移住ナビ

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		移住・体験		移住・転入		e移住ネット イジュウ		住居、就労、生活関連情報や移住経験者の体験談など、移住交流希望者が移住先選定にあたって必要とする各種情報を一元的に提供するポータルサイト。 ジュウキョ シュウロウ セイカツ カンレン ジョウホウ イジュウ ケイケンシャ タイケンダン イジュウ コウリュウ キボウ シャ イジュウ サキ センテイ ヒツヨウ カクシュ ジョウホウ イチゲン カイイチ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 		e移住ネット イジュウ								e移住ネット		e移住ネット

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		移住・体験		移住・転入		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン		高知市の移住・定住促進に関する相談窓口 コウチシ イジュウ テイジュウ ソクシン カン ソウダン マドグチ		移住・定住促進室 イジュウ テイジュウ ソクシン シツ		088-823-8813		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン								移住・定住相談		移住・定住相談

		392090		高知県		土佐清水市		移住・体験		移住・転入		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム		移住相談員を配置し、移住希望者の方へ空き家の紹介などを行っております。物件の紹介等、移住を総合的にサポートしています。 イジュウ ソウダンイン ハイチ イジュウ キボウシャ カタ ア ヤ ショウカイ オコナ ブッケン ショウカイ トウ イジュウ ソウゴウ テキ		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム								移住総合案内業務		移住総合案内業務

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		転入者新幹線定期券購入補助事業		筑後市に転入された人で、九州新幹線筑後船小屋駅からの新幹線定期券を購入し、通勤や通学をする場合、その定期券の購入費の一部に対し1カ月あたり1万円の補助金を支給します。 タイ		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024		転入者新幹線定期券購入補助事業								転入者新幹線定期券購入補助事業		転入者新幹線定期券購入補助事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		定住促進PR事業 ジギョウ		ホームページや市外住民への定住促進ガイドブックの配布、駅貼りポスターなど様々な媒体を活用しながら、筑後市の魅力や空き家バンクの情報などの定住促進メニューを発信します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		定住促進PR事業 ジギョウ								定住促進PR事業		定住促進PR事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		ふるさと案内人事業 ジギョウ		「地域おこし協力隊」をふるさと案内人として委嘱し、市外住民に対して筑後市の魅力や住みやすさをPRする活動を行います。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		ふるさと案内人事業 ジギョウ								ふるさと案内人事業		ふるさと案内人事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		Uターン・Iターン推進 		郷土との関係を持ち続けてもらうため、都市圏に住む地元出身者などに筑後市の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245		Uターン・Iターン推進 								Uターン・Iターン推進 		Uターン・Iターン推進 

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		移住・体験		移住・転入		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が町外から転入した場合に、町の特産物を１年に限りプレゼントするもの。※特産物は合計２万円以内とし、年複数回に分けて贈る。 チョウガイ テンニュウ バアイ マチ トクサンブツ ネン カギ トクサンブツ ゴウケイ マンエン イナイ ネン フクスウカイ ワ オク		住民環境課 ジュウミン カンキョウ カ		093-282-1211
内線111		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ								ウエルカムキャンペーン事業		ウエルカムキャンペーン事業

		406023		福岡県		添田町		移住・体験		移住・転入		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ		町外に住む方々が添田町への定住を希望し、活力ある元気なまちづくりを推進するために支援金を交付する事業 チョウガイ ス カタガタ ソエダマチ テイジュウ キボウ カツリョク ゲンキ スイシン シエンキン コウフ ジギョウ		まちづくり課 カ		0947-82-5965		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ								添田町定住促進支援事業		添田町定住促進支援事業

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		移住・体験		移住・転入		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン		３年以上一世代又は二世代で市内に居住されている方と、小城市内で新たに三世代同居を始められた場合に１０万円を交付。 ネンイジョウ イッセ ダイ マタ ニ セダイ シナイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ アラ サン セダイ ドウキョ ハジ バアイ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン								三世代同居奨励金		三世代同居奨励金

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住・転入		定住希望者登録制度		登録者に、不動産情報、日常生活、イベント等の情報の提供を行うことで、市への関心を維持しながら移住への具体的な動きを支援します。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421		定住希望者登録制度								定住希望者登録制度		定住希望者登録制度

		432156		熊本県		天草市		移住・体験		移住・転入		天草市定住促進奨励金		交付対象となる世帯に奨励金（２人以上の世帯２０万円、１人世帯１０万円）を交付。過去に天草市へ居住したことがない方、３年以上天草市へ居住する意志のある方、世帯の構成員の１人以上が６５歳未満であること。 コウフ		地域政策課 チイキ セイサク カ		0969-23-1111
内線1374 ナイセン		天草市定住促進奨励金																99

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		Uターン奨励金 ショウレイキン		・Uターンして村内に定住する者で、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業した後、６ヶ月を経過している者・転入時の年齢が５０歳未満の者・独身者３万円、夫婦６万円、子供を扶養している者９万円支給する ソンナイ テイジュウ モノ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ノチ ゲツ ケイカ モノ テンニュウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ ドクシンシャ マンエン フウフ マンエン コドモ フヨウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111		Uターン奨励金 ショウレイキン								Uターン奨励金		Uターン奨励金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン		村内に定住し、村外の公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、通勤する者に５千円助成する ソンナイ テイジュウ ソンガイ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ツウキン モノ センエン ジョセイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン								姫島丸定期乗船券購入補助金		姫島丸定期乗船券購入補助金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ		町内外の人に日出町の「良いところ」を紹介する雑誌を作成		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ								定住促進雑誌		定住促進雑誌

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド		市外に住所がある方で、西都市への移住・定住を目的として、住居探しや仕事探し等をされる方を対象に、1泊1人当たり6,500円の宿泊代に対し、5,000円を2泊分まで助成。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド								西都市お試し滞在助成金制度		西都市お試し滞在助成金制度

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ		都市部から本市への移住・定住を推進するため「西都市移住相談会」を開催。相談会では空き家情報や就職情報、お試し滞在助成事業等の紹介を行う。 トウ オコナ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ								西都市移住相談会		西都市移住相談会

		454044		宮崎県		木城町		移住・体験		移住・転入		転入奨励金		・奨励金額３０万円・転入して１年後に申請・３回に分け年１０万円交付・１回目の申請期間は転入して１年経過した日から１年以内（２回目以降は文書により通知）		企画課		0983-32-4727		転入奨励金		中 チュウ		転入奨励金を最大30万円支給 テンニュウ ショウレイキン サイダイ マンエン シキュウ				転入奨励金		転入奨励金
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		12181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		若年の定住人口の増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に住む若者転入世帯および新婚世帯に対し、家賃の一部を市内で使用できる「まごころ商品券」を上限3万円として最長5年間支給し、助成する。 シヨウ		企画財政課企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ ガカリ		0125-32-1834										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を借りる		滝川市住み替え支援補助制度		滝川市住み替え支援補助制度		基準を満たす対象世帯に対して、入居から３年間に限り、家賃の一部を補助。上限２万５千円。		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040								1		滝川市住み替え支援補助制度		滝川市住み替え支援補助制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド		民間賃貸住宅入居者を対象とした家賃助成制度
（所得制限、入居期間等条件あり上限月額5,000円）		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										民間賃貸住宅家賃助成制度		民間賃貸住宅家賃助成制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を借りる		若者定住促進賃貸住宅		若者定住促進賃貸住宅		45才未満の方を対象とした市営住宅（１棟８戸） サイ ミマン カタ タイショウ シエイジュウタク ムネ コ		建築住宅課		0178-43-9109										若者定住促進賃貸住宅		若者定住促進賃貸住宅

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を借りる		六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町に借家を借りる若者夫婦（いずれも40歳未満）に対し、家賃を2年間補助する。		企画財政課		0176-55-3111										六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町若者定住支援事業補助金

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を借りる		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、戸建住宅を賃借する世帯で、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。１２ヶ月経過後１２万円で最大３年間 シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ コダテ ジュウタク チンシャク セタイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ゲツ ケイカ ゴ マンエン サイダイ ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273				中 チュウ		転入後12か月経過した世帯に家賃補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12万円を最大3年間 テンニュウ ゴ ゲツ ケイカ セタイ ヤチン ホジョ マンエン サイダイ ネンカン				地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅等入居支援事業		若者定住促進住宅等入居支援事業		（条件）世帯主が18歳～39歳の単身又は夫婦世帯及びU・Iターン世帯で、3年以上継続して定住すること。
（内容）月額2万円を3年間支給。ただし、家賃が2万円を下回る場合はその額。 ジョウケン セタイヌシ マタ ナイヨウ シキュウ バアイ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										若者定住促進住宅等入居支援事業		若者定住促進住宅等入居支援事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		住まい		家を借りる		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、中学3年生までの子どもと同居する世帯が、市が管理する定住促進住宅「東山団地」に入居した場合に、最大で2割の月額家賃の軽減を行う。 コソダ セタイ ケイザイテキフタンケイゲン ハカ チュウガク ネンセイ コ ドウキョ セタイ シ カンリ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヒガシヤマ ダンチ ニュウキョ バアイ サイダイ ワリ ゲツガク ヤチン ケイゲン オコナ		都市整備課 建築住宅室 トシ セイビ カ ケンチク ジュウタク シツ		0233-22-2111
(内線522)										新庄市定住促進住宅家賃軽減事業		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金交付制度		新婚世帯家賃助成金交付制度		市内の民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結(H25.4.1以降)し、居住している新婚夫婦を対象に家賃を助成（月額1万円を最長36月）。（年齢40歳未満等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090										新婚世帯家賃助成金交付制度		新婚世帯家賃助成金交付制度

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン		結婚届け出後１年以内の新婚世帯（就業世帯）が、民間借家に入居したとき、月額１万円の家賃補助を３年間、助成します。※世帯主満年齢５０歳以下 ケッコン トド デ ゴ ネン イナイ シンコン セタイ シュウギョウ セタイ ミンカン シャクヤ ニュウキョ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン ジョセイ セタイヌシ マンネンレイ サイイカ		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン		定住後３か月以内のUIターン世帯（就業世帯）に対し、月額１万円の家賃補助を３年間。※世帯主満年齢５０歳以下 テイジュウ ゴ ゲツ イナイ セタイ シュウギョウ セタイ タイ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										UIターン者定住奨励金		UIターン者定住奨励金

		075213		福島県		三春町		住まい		家を借りる		三春町賃貸住宅家賃助成事業		三春町賃貸住宅家賃助成事業		町内へ転入し賃貸住宅に入居した４０歳未満の単身・夫婦世帯、子育て世帯に賃貸住宅の家賃の一部（最大月額2万円×24か月）を助成。 サイダイ ゲツガク マンエン ゲツ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
										三春町賃貸住宅家賃助成事業		三春町賃貸住宅家賃助成事業

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		新婚家庭への家賃助成		新婚家庭への家賃助成		Ｈ22.4.1以降に新たに当市内の民間賃貸住宅を契約し入居した新婚世帯（結婚3年以内、夫婦ともに50歳以下）に対し、月額2万円を最大36月間助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										新婚家庭への家賃助成		新婚家庭への家賃助成

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		市営住宅の整備（住居条件緩和）		市営住宅の整備（住居条件緩和）		これまで当市内居住者又は当市内勤務者が対象であったが、子育て世帯又は新婚世帯、当市内の旧町村地区の市営住宅希望のいずれかであれば市外の方も申し込み可とした。		都市計画課		0294-72-3111										市営住宅の整備（住居条件緩和）		市営住宅の整備（住居条件緩和）

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		住まい		家を借りる		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ		助成金申請日前3年以内に婚姻届を提出している夫婦で、平成26年度以降新たに民間賃貸住宅の契約をした世帯に、家賃月額1万円の助成を行います。（他該当要件あり） ジョセイキン シンセイ ヒ マエ ネン イナイ コンイン トドケ テイシュツ フウフ ヘイセイ ネンド イコウ アラ ミンカン チンタイ ジュウタク ケイヤク セタイ ヤチン ツキ ガク マンエン ジョセイ オコナ タ ガイトウ ヨウケン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030										新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい ス		家を借りる		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド		申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以上、年間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助成。 シンセイ ヒ ネン イナイ コンイントドケ テイシュツ カテイ フウフ トモ サイ ミマン ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン マンエン イジョウ ネンカン ソウ シュウニュウ キンガク マンエン イカ マタ ソウ キンガク マンエン イカ セタイ ゲツガク エン ヤチン ジョセイ		都市建設課 トシ ケンセツカ		0295-52-1111										新婚家庭家賃助成金交付制度		新婚家庭家賃助成金交付制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		町営住宅において，１８歳未満の児童がいる世帯は，家賃の減額が受けられます。		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611										子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を借りる		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ		中心市街地にある民間賃貸住宅へ転居した，夫婦いずれもが４０歳未満の若年夫婦世帯，または義務教育終了前の子どもとその親がいる世帯に対して，家賃の一部を補助します。 フウフ サイ ミマン ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ オヤ セタイ イチブ		建設部住宅課		028-632-2735										宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に転入される世帯又は新婚世帯に対する家賃助成（月あたり家族：15,000円、単身7,000円（補助金1/2、商品券1/2）最大３年間） チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク テンニュウ セタイ マタ シンコン セタイ タイ ヤチン ジョセイ ツキ カゾク エン タンシン エン ホジョキン ショウヒンケン サイダイ ネン カン		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を借りる		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ		桐生市の市営住宅について相談・申込みを受付ける キリュウシ シエイ ジュウタク ソウダン モウシコ ウケツ		群馬県住宅供給公社　桐生支所 グンマケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ キリュウ シショ		0277-46-1111(内線625)										市営住宅の紹介（HP）		市営住宅の紹介（HP）

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を借りる		定住促進住宅事業		定住促進住宅事業		みどり市東町地域に定住する意志を有する方に、市有沢入住宅を賃貸します。平成5年建築2階建て、家賃1K7,000円（6部屋）、2DK10,000円（5部屋）。空状況はホームページに掲載。 カタ シ ユウ ヘイセイ ネン ケンチク カイダ ヤチン エン ヘヤ エン ヘヤ ソラ ジョウキョウ ケイサイ		建設課　住宅係		0277-76-1904										定住促進住宅事業		定住促進住宅事業

		104434		群馬県		片品村		住まい		家を借りる		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド		村に定住する意思を有する者に家賃の補助を行う。１ヶ月１最大１万円（最長３年間）の補助を行う。 ムラ テイジュウ イシ ユウ モノ ヤチン ホジョ オコナ ゲツ サイダイ マンエン サイチョウ ネンカン ホジョ オコナ		むらづくり観光課 カンコウ カ		0278-58-2112										片品村定住促進家賃補助金制度		片品村定住促進家賃補助金制度

		113611		埼玉県		横瀬町		住まい ス		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		若年層の居住促進と少子化の緩和を図るために、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に家賃の一部を補助。（補助額は実質家賃額の１／２の額とし、月１万円が上限） ホジョ ガク ツキ		総務課 ソウムカ		0494-25-0111										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を借りる		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン		新婚世帯及び市外から転入した中学生以下の子どもが同居する子育て世帯の家賃の一部を補助します。補助額は家賃月額から勤務先の住宅手当を引いた額で、月額１万円を上限とし、最長で36か月分の補助金を交付。 シンコン セタイ オヨ シガイ テンニュウ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク ヤチン ゲツガク キンムサキ ジュウタク テアテ ヒ ガク ゲツガク マンエン ジョウゲン サイチョウ ゲツ ブン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911										ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯へ補助金を交付。夫婦の満年齢の合計が100歳未満で、家賃月額に対し10,000円を交付。補助金交付期間は3年を限度。 コウフ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を借りる		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		転入世帯及び新婚世帯の市内定着を促進し、定住人口の増加を図るため、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を借りる		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン		民間賃貸住宅への家賃補助。市外からの転入世帯月額1万円1年間、新婚世帯月額1万円2年間、転入かつ新婚世帯月額2万円2年間（2年目1万円）、転入でかつ学生世帯月額2万円2年間。過疎地域は金額1.5～2倍 ヤチン シガイ カソ チイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市民間賃貸住宅居住補助金		南砺市民間賃貸住宅居住補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		家を借りる		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン		県外から転入し、民間賃貸住宅（集合住宅や一戸建て住宅）に入居した人に、家賃の一部（最高：月額1万5千円、補助期間：3年間）を助成。 ケンガイ テンニュウ ミンカン チンタイ ジュウタク シュウゴウ ジュウタク イッコ ダ ジュウタク ニュウキョ ヒト ヤチン イチブ サイコウ ゲツガク マン セン エン ホジョ キカン ネンカン ジョセイ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117										移住定住促進補助（住宅家賃）		移住定住促進補助（住宅家賃）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を借りる		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		市長が指定する人材育成事業等を受講し、市内の賃貸住宅等に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2以内を補助。上限3万円/月、最大5年、年を経るごとに上限額漸減。		自然共生室		0768-82-7720										珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を借りる		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		４０未満の新婚世帯が市内の民間賃貸住宅等に入居し生活する場合に月１万円を最大２年間補助します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112										かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を借りる		井倉団地に係る入居者負担額の特例		井倉団地に係る入居者負担額の特例		「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が受けられます。		基盤整備課
建築住宅担当 ケンチク ジュウタク タントウ		0554-43-1111
(内線137)										井倉団地に係る入居者負担額の特例		井倉団地に係る入居者負担額の特例

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン		市外より定住促進住宅へ入居する方を対象に、転入日から2年間、月額5,000円～10,000円家賃を助成する。 シガイ テイジュウ ソクシン ジュウタク ニュウキョ カタ タイショウ テンニュウ ビ ネンカン ツキ ガク エン エン ヤチン ジョセイ		建設課
管理担当 ケンセツ カ カンリ タントウ		0551-22-1111
(内線246,247)										定住促進住宅の家賃助成金		定住促進住宅の家賃助成金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		家を借りる		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅（社宅等は除く）若しくは空き家に新たにお住まいになる、50歳以下の世帯に対して家賃の一部を補助 チョウナイ モ ア ヤ サイ イカ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111										山ノ内町移住促進家賃補助金		山ノ内町移住促進家賃補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅		若者定住促進住宅		少子高齢化により地域活力の低下を防ぐため、市内６団地３８戸の定住（ＵＩターン者用住宅を含む）を整備し安価に提供しています。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0573-66-1111										若者定住促進住宅		若者定住促進住宅		0

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		住まい		家を借りる		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市への若年層の定住を促進するため、美濃市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助
月1万円（補助期間は24か月まで）		建設部
都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-1122										美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		Ｕ・Ｉ・Ｊターンで下呂市内に就職をした若者を対象に、家賃の一部を補助します。（35歳未満の方対象。民間の借家・アパート等（社宅・社員寮等及び公共的な住宅を除く））		観光商工部
商工課 カンコウ ショウコウ ブ ショウコウカ		0576-24-2222										若者定住促進事業		若者定住促進事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		町内の民間賃貸住宅に3年以上移住することを前提に入居する者に対し、家賃の一部を助成します。12ヶ月間。基本奨励金：（実質家賃－４万円）×１／２以内。上限月額１万円。加算要件該当で別途加算あり		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										賃貸住宅家賃助成奨励金制度		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		244431		三重県		大台町		住まい		家を借りる		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン		大台町が定める高齢化率を50％を超える地域へ、移住された方に3,000円／人を２カ年助成。 オオダイ チョウ サダ コウレイカ リツ コ チイキ イジュウ カタ エン ニン ネン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782										大台町移住支援助成金		大台町移住支援助成金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を借りる		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、民間の賃貸住宅で生活されている場合に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助金交付事業		新婚世帯家賃補助金交付事業		婚姻届出3年以内の新婚世帯の方で、平成26年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の契約をされた方に、月額1万円を上限に、３年間の家賃補助を行います。		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125										新婚世帯家賃補助金交付事業		新婚世帯家賃補助金交付事業

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		家を借りる		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ		定住支援用の住宅に居住し、豊岡市での生活を体験しながら定住の準備を行う。○支援用住宅間取り３DK、使用料（月額）23,000円、入居期間最大２年間※他、３LDK、２DKの支援用住宅も有 テイジュウ シエンヨウ ジュウタク キョジュウ トヨオカ シ セイカツ タイケン テイジュウ ジュンビ オコナ シエンヨウ ジュウタク マド シヨウリョウ ゲツガク エン ニュウキョ キカン サイダイ ネンカン ホカ シエンヨウ ジュウタク アリ		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市定住促進（お試し居住）事業		豊岡市定住促進（お試し居住）事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成事業		新婚世帯家賃助成事業		平成25年4月1日以後婚姻し、市内の賃貸住宅に居住する新婚世帯に対し、家賃の一部を赤穂商工会議所商品券で最大3年間助成。市外からの転入者には加算有り。		企画広報課		0791-43-6867										新婚世帯家賃助成事業		新婚世帯家賃助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助。（家賃が５万円未満の場合は月額５千円、家賃が５万円以上の場合は月額１万円。）最長36ヶ月。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に居住する者に対して月額1万円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)										民間賃貸住宅補助金		民間賃貸住宅補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		町内の定住促進住宅に居住する者に対して1号館は月額1万円、2号館は5千円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)										定住促進住宅補助金		定住促進住宅補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ		新婚・子育て世帯向けに建設した町営住宅に入居するについて、一定の条件を満たす場合、家賃負担額の半額補助を行う制度です。 シンコン コソダ セタイ ム ケンセツ チョウエイ ジュウタク ニュウキョ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ オコナ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019										地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に入居している新婚・子育て世帯について、一定の条件を満たす場合、実質家賃負担額の半額を補助する制度です。 チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ シンコン コソダ セタイ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ジッシツ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019										民間賃貸住宅入居者家賃補助金		民間賃貸住宅入居者家賃補助金

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ		村内で住宅を借りて居住する者に対して、家賃から１万円を除いた２分の１を村が補助する制度。 ソンナイ ジュウタク カ キョジュウ モノ タイ ヤチン マンエン ノゾ ブン ムラ ホジョ セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を借りる		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ		町内でお仕事をされる単身の方で、移住までの当分の期間入居できます。
賃料：1.1万～1.2万円、間取り：1K、入居期限：2年間 チョウナイ シゴト タンシン カタ イジュウ トウブン キカン ニュウキョ チンリョウ マン マンエン マド ニュウキョ キゲン ネンカン		建設課 ケンセツカ		0859-82-1113										定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		新婚さん住まい応援事業		新婚さん住まい応援事業		夫婦いずれも４０歳未満の新婚世帯の民間住宅賃貸費用の一部を助成します。結婚１年以内の夫婦でいずれも４０歳未満の新婚世帯に月額１万円（２４カ月間）、ＵＩターン者の場合は、月額５千円を加算（１２カ月間） ケッコン フウフ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										新婚さん住まい応援事業		新婚さん住まい応援事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク		住宅を賃貸する移住者に対し家賃の３か月分か１０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で家賃１カ月分か３万円の低い額を加算。合計１８万円上限 ジュウタク チンタイ イジュウ シャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン ゴウケイ マンエン ジョウゲン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										第二次定住奨励事業（賃貸住宅）		第二次定住奨励事業（賃貸住宅）

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		全４パターンの住宅から好きなものを選び、町有地に住宅を建築。入居時に12万円と、4万円/月の家賃を支払って25年住み続ければ所有権の譲渡をします。 ゼン ジュウタク ス エラ マチ ア チ ジュウタク ケンチク ニュウキョ ジ マンエン マンエン ツキ ヤチン シハラ ネン ス ツヅ ショユウケン ジョウト		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214				大 ダイ		新築住宅がなんと家賃4万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかも、25年後には自分のものに！ シンチク ジュウタク ヤチン マンエン ネンゴ ジブン				定住促進賃貸住宅		定住促進賃貸住宅

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を借りる		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		40歳以下で、小学生までの子ども（妊娠中も可）を持つ子育て世帯のための住宅（家賃3万円）。20年以上の定住が条件で、20年住めば住宅を無償譲渡、25年住めば宅地を無償譲渡。 サイイカ ショウガクセイ コ ニンシンチュウ カ モ コソダ セタイ ジュウタク ヤチン マンエン ネン イジョウ テイジュウ ジョウケン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト ネン ス タクチ ムショウ ジョウト		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212				中 チュウ		若者定住住宅　家賃3万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年住めば住宅を無償譲渡 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ヤチン マンエン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト				若者定住住宅		若者定住住宅

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金		新婚世帯家賃助成金		市内の民間賃貸住宅（家賃３万円以上）に入居する新婚世帯（婚姻日から１年以内）を対象に、月額１万円の家賃助成金を２年間交付 タイショウ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282								1		新婚世帯家賃助成金		新婚世帯家賃助成金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		賃貸物件を借り、夫婦どちらかが40歳未満又は義務教育終了までのお子さんがいれば、家賃の4割を助成。【月額上限1万5千円、対象期間60ヶ月】 チンタイ ブッケン カ フウフ サイ ミマン マタ ギム キョウイク シュウリョウ コ ヤチン ワリ ジョセイ ゲツガク ジョウゲン マン センエン タイショウ キカン ゲツ		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		庄原市新婚世帯定住促進補助金		庄原市新婚世帯定住促進補助金		夫婦とも40歳未満の新婚世帯が民間の賃貸住宅に住む場合，月額家賃から3万円を引いた金額を補助（上限2万円，補助期間12ヶ月）。夫婦どちらかが市外に通勤する場合は月額3,000円を加算		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市新婚世帯定住促進補助金		庄原市新婚世帯定住促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		定住促進住宅		定住促進住宅		市外からの転入者および中堅所得者等に賃貸する住宅で，入居要件は次のどちらかを満たすこと。①世帯の収入(月収額)が158,000円以上であること②市外からの転入者または企業等の市外からの転勤者であること ツギ		都市整備課		0824-73-1172										定住促進住宅		定住促進住宅

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅		定住促進住宅		45歳未満の方や義務教育終了前の子どもがいる方等を対象とした住宅。		都市・建築局住宅営繕課		0829-30-9177										定住促進住宅		定住促進住宅

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を借りる		子育て住宅 コソダ ジュウタク		子育て住宅 コソダ ジュウタク		子育て世帯の負担軽減のための住宅提供。建物：４階建て３DK、家賃等35,000円、共益費2,000円、駐車場1,000円、その他：高校3年生以下1名扶養につき5,000円の控除（上限20,000円） コソダ セタイ フタン ケイゲン ジュウタク テイキョウ タテモノ カイダ ヤチン トウ ０００エン キョウエキヒ ０００エン チュウシャジョウ ０００エン タ コウコウ ネンセイイカ メイ フヨウ 000エン コウジョ ジョウゲン 000エン		建設課 ケンセツ カ		0846-65-3124										子育て住宅		子育て住宅

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		子育て家庭家賃補助事業		子育て家庭家賃補助事業		民間賃貸住宅に居住し、小学６年生までの児童を養育している世帯に対し、家賃から４万円を差し引き、月額１万円を上限に60カ月補助。諸要件有 アリ		子育て支援課		0847‐25‐0295										子育て家庭家賃補助事業		子育て家庭家賃補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅（甲山宿舎）に入居された方へ補助金を交付		建設課		0847‐22‐5309										雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅家賃補助金

		352012		山口県		下関市		住まい		家を借りる		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク		過疎地域への人口定住促進。（地域限定）
本市へのUJIターン希望者に対して、一定期間（最長5年間）低家賃で賃貸するもの。		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		家を借りる		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク		UJIターン希望者を対象とした賃貸住宅を提供しています。入居者の募集は、ホームページ等で行います。（入居期間原則3年間） キボウシャ タイショウ チンタイ ジュウタク テイキョウ ニュウキョ シャ ボシュウ トウ オコナ ニュウキョ キカン ゲンソク ネンカン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										UJIターン促進住宅		UJIターン促進住宅

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業		結婚を機に柳川市内の民間賃貸住宅に新居を構える結婚後１年以内の新婚世帯に対して家賃の２分の１（月額上限１万円）を限度に申請月から最長２年間奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業		若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを生み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を最大36万円（月額上限1万円・最長36カ月）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		市営住宅整備事業 		市営住宅整備事業 		市内9つの市営住宅を整備します。		都市対策課
都市対策係 トシ タイサク カ トシ タイサク ガカリ		0942-65-7029										市営住宅整備事業 		市営住宅整備事業 

		402125		福岡県		大川市 オオカワ		住まい		家を借りる		大川市新婚世帯家賃補助金		大川市新婚世帯家賃補助金		市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯を対象に、家賃の一部を補助します。		企画課		0944-85-5573										大川市新婚世帯家賃補助金		大川市新婚世帯家賃補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を借りる		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、市外からの転入者に対し、1年間2万円/月の家賃を補助 クニ ウワノ シガイ テンニュウシャ タイ ネンカン ツキ ヤチン ホジョ		農林商工観光課農政係 ノウリン ショウコウ カンコウカ ノウセイ ガカリ		0943-75-4975										新規就農促進事業		新規就農促進事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を借りる		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ		小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間アパートに転入または校区外から転居した場合、３年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額２万円 ショウ シンコン ウチウラ ト キリ コウク ミンカン テンニュウ コウク ガイ テンキョ ネンカン ヤチン ホジョ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を借りる		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ		過去1年間に婚姻届出をしている夫婦のいずれも40歳未満の新婚世帯が、民間賃貸住宅に入居した場合、家賃補助金を交付します。また、居住するために住宅のリフォームを行った場合、増改築等補助金を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116										多久市新婚世帯家賃等補助事業		多久市新婚世帯家賃等補助事業

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		賃貸住宅入居費補助金		賃貸住宅入居費補助金		新規転入者が賃貸住宅を借上げて市内に転入する場合、転居費用の一部補助として10万円を交付※3人以上の家庭の場合、世帯員加算あり セタイイン		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										賃貸住宅入居費補助金		賃貸住宅入居費補助金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		定住促進住宅　家賃減額制度		定住促進住宅　家賃減額制度		子育て支援や市外からの転入促進を目的として、中学生以下の子どもがいる世帯は子どもの人数に応じて2,000～5,000円、新規転入世帯は入居階数に応じて2,000～3,000円、定住促進住宅の家賃を減額 コ ニンズウ オウ ニュウキョ カイスウ オウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0956-72-1111(内線214)										定住促進住宅　家賃減額制度		定住促進住宅　家賃減額制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚1年以内のご夫婦で、町内民間住宅にこれからお住まいの方へ家賃の一部を補助します。
補助額：２万円（限度額）、期間２年間 シンコン ネン イナイ フウフ チョウナイ ミンカン ジュウタク ス カタ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク マンエン ゲンド ガク キカン ネンカン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を借りる		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン		転入し3年以上借家等に居住する人（1世帯1回限り5万円） テンニュウ ネン イジョウ シャクヤ トウ キョジュウ ヒト セタイ カイ カギ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										転入者引越し奨励金		転入者引越し奨励金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド		町が指定する区域内の賃貸住宅に入居している方で、小学生・中学生と同居している扶養親族に対して、
小学生1人当たり月額2万円、中学生1人当たり月額1万円助成金を支給 ジョセイキン シキュウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)										賃貸住宅家賃助成金制度		賃貸住宅家賃助成金制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		市中心部にほど近いアパートを新婚さん専用の市営住宅として改修しました。内装水回りの整備や間取り変更など若いカップルのニーズに合うようリニューアル。広々３ＤＫ、駐車場代込みで家賃はなんと４万円です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅として改修した物件に新婚・子育て世帯が１年以上居住した場合に助成します｡（3万6千円） セイカツ オウエン ジュウタク		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100				中 チュウ		新婚・子育て世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年以上の住居で3.6万円の補助 シンコン コソダ セタイ ネンイジョウ ジュウキョ マンエン ホジョ				生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク		市外にお住まいの子育て世帯の方が、「若者定住促進住宅」に入居した場合、子どもの人数に応じて家賃を減額します。（最少家賃1万円/月）		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1112										若者定住促進住宅		若者定住促進住宅

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン		「子育て世帯」が町内の賃貸住宅に移住した際に「移住報奨金」を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										子育て世帯移住報奨金		子育て世帯移住報奨金

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ		転入・新婚世帯の町内定住を促進するため、月額３万円(実際負担している金額)を超える民間賃貸住宅の家賃を支払っている者に対し家賃の一部を最大24月間補助。 テンニュウ シンコン セタイ チョウナイ テイジュウ ソクシン ゲツガク マンエン ジッサイ フタン キンガク コ ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン シハラ モノ タイ ヤチン イチブ サイダイ ツキカン ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										定住促進賃貸住宅家賃補助事業		定住促進賃貸住宅家賃補助事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		家を借りる		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク		定住促進及び地域の活性化を推進する目的で、U・Iターン者を対象として、貸し出す住宅です。 シャ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										定住促進住宅		定住促進住宅

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォームに要する費用の一部を助成。【対象工事】市内建設業者が行う５０万円以上のリフォーム
【助成金額】リフォームに要する費用の１／１０（上限２０万円） ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ コウジ シナイ ケンセツ ギョウシャ オコナ マンエン イジョウ ジョセイ キンガク ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン		建設部
建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		(0134)32-4111
内線354										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		012041		北海道		旭川市		住まい		家を購入する・改修する		旭川市山村定住促進補助金		旭川市山村定住促進補助金		江丹別地域に土地や住宅を購入し移住した方に対し，購入費の15％(上限150万円)を補助。市内業者を通して家を購入・新築した場合は更に住宅購入費の10％(上限100万円)を補助。		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316										旭川市山村定住促進補助金		旭川市山村定住促進補助金

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン		市内で持家を新築または購入し居住する子育て世帯に対し、住宅等の固定資産税及び都市計画税の合計額の2分の1相当額を助成。持ち家取得による子育て世代の市内定住を促進する。		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592										子育て世代持家住宅促進		子育て世代持家住宅促進

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ		市内計8区画(海岸町、字天都山、北12西2、字潮見)
230.00㎡～667.57㎡、1,633,000円～5,922,000円 シナイ ケイ クカク エン エン		財政課管財係 ザイセイ カ カンザイ カカリ		0152-44-6111(内線242)										宅地の販売・分譲		宅地の販売・分譲		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ		市内で住宅を取得し、自ら居住する場合、市のリフォーム融資資金（50万円以上、限度額500万円）を利用可能。 シナイ ジュウタク シュトク ミズカ キョジュウ バアイ シ ユウシ シキン マンエン イジョウ ゲンド ガク マンエン リヨウ カノウ		建築課建築係 ケンチク カ ケンチク カカリ		0152-44-6111(内線254)										住宅改修に対する助成等		住宅改修に対する助成等		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内に住所を有する60歳以上の方等がバリアフリー化工事及び断熱・防寒工事を実施する場合、経費の一部を助成（上限20万円）。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139										住宅バリアフリー改修促進助成金		住宅バリアフリー改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内にある木造住宅の耐震診断、耐震改修をする場合に、耐震診断は上限3万円、耐震改修は上限30万円以内の助成を行う。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139										木造住宅耐震改修促進助成金		木造住宅耐震改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住促進助成制度		移住・定住促進助成制度		土地付き新築住宅の建築、土地付き分譲住宅・中古住宅を購入した市外からの転入者に対し、最大150万円の助成金を交付。		総務部企画課
政策調整グループ ソウム ブ キカク カ セイサク チョウセイ		0126-62-3137										移住・定住促進助成制度		移住・定住促進助成制度

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		持ち家取得奨励事業		持ち家取得奨励事業		芦別市に定住するために住宅を新築または中古物件を購入した方などに奨励金を交付。（新築…市内業者建設のみ100万円、中古…購入価格の1/10上限50万円）		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111										持ち家取得奨励事業		持ち家取得奨励事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		快適な住環境の整備のために、住宅リフォーム工事等に要した経費の一部を助成。（改修工事費の1/5上限20万円）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111														○		事業概要以下が他市の内容 ジギョウ ガイヨウ イカ タ シ ナイヨウ

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ		市内建設業において住宅を新築した場合、居住部分１㎡につき１万円（上限１００万円）を助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク シンチク バアイ キョジュウ ブブン マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121										住宅建築に対する助成		住宅建築に対する助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ		市内建設業において住宅の増築、改築、修繕、設備に対する改修を行い、その費用が１００万円以上の工事の場合、２０万円（定額）助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク ゾウチク カイチク シュウゼン セツビ タイ カイシュウ オコナ ヒヨウ エンイジョウ コウジ バアイ マンエン テイガク ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121										住宅改修に対する助成		住宅改修に対する助成

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ		・文京ﾆｭｰﾀｳﾝ101区画、264.48～453.15㎡、396.7～648.2万円・福住住宅地37区画、306.24～992.25㎡、457.9～1,915.1万円 ブンキョウ クカク マン エン フクズミ ジュウタクチ クカク マンエン		開発振興課 カイハツ シンコウ カ		0123-42-5501										土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい ス		家を購入する・改修する		ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲中 ブンジョウ チュウ		総務部財政課 ソウム ブ ザイセイカ		0125-28-8008										ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を購入する・改修する		滝川市住宅改修補助制度		滝川市住宅改修補助制度		所有する住宅の改修に係る経費、所得合計５８０万円以下の世帯。補助対象経費×１０パーセント、上限５０万円。 ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ケイヒ ショトク ゴウケイ マン エン イカ セタイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040										滝川市住宅改修補助制度		滝川市住宅改修補助制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		家を購入する・改修する		ハートフル住まいる助成事業		ハートフル住まいる助成事業		①新築、建売、中古住宅購入助成：最大4％（上限90万円）
②住宅改修助成：工事費の15％（上限30万円）地元企業利用が条件 シンチク ジモト キギョウ リヨウ ジョウケン		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121										ハートフル住まいる助成事業		ハートフル住まいる助成事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン		介護保険住宅改修の上乗せ分として、介護保険認定者のみ利用可能。介護保険住宅改修制度で認められた工事。15万円を上限額として、9割を助成 ガク		保健福祉部　介護福祉課 ホケン フクシ ブ カイゴ フクシカ		0123-33-3131
内線1224										恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		身体障害者等の住宅にかかる手すりの取付、段差の解消など。補助率：9/10(低所得者は1/10の自己負担額の軽減有り)。上限額15万円。 トウ ジュウタク ホジョリツ マン		保健福祉部　障がい福祉課 ホケン フクシ ブ ショウ フクシカ		0123-33-3131内線1215										恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		市内にある木造住宅の耐震診断及び改修工事に掛かる費用を補助する。耐震診断に要する経費の額（１の住宅につき上限額5万円）、耐震改修工事に要する費用（上限額30万円） シナイ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ カイシュウ コウジ カ ヒヨウ ホジョ タイシン シンダン ヨウ ケイヒ ガク ジュウタク ジョウゲン ガク マンエン タイシン カイシュウ コウジ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		建設部 建築課 		0123-33-3131
内線2531								1		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド		北広島市に初めて住宅を取得される方に50万円助成します。
50歳未満で同じ世帯に18歳以下の子どもがいる方が対象です。 キタヒロシマシ ハジ ジュウタク シュトク カタ マンエン ジョセイ サイ ミマン オナ セタイ サイ イカ コ カタ タイショウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311										ファーストマイホーム支援制度		ファーストマイホーム支援制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		北広島市内に居住、所有の住宅の改修に係る補助対象経費の1/10（上限10万円）を助成します。 キタヒロシマシ ナイ キョジュウ ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ		木造住宅の耐震化促進のため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に所有者が耐震診断・改修工事を行う際に要する経費の一部を助成します。		建築課 ケンチクカ		011-372-3311										木造住宅耐震診断・改修支援事業		木造住宅耐震診断・改修支援事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		住まい		家を購入する・改修する		みのり支援金 シエンキン		みのり支援金 シエンキン		みのり団地に住宅を新築し、居住された方に①子育て支援金年間１０万円②温泉入浴支援年間８万円③定住支援金として年間６万円を３年間のいずれか。 ダンチ ジュウタク シンチク キョジュウ カタ コソダ シエンキン ネンカン マン エン オンセン ニュウヨク シエン ネンカン マンエン テイジュウ シエンキン ネンカン マンエン ネンカン		総務課 ソウムカ		0126-57-2111								1		みのり支援金		みのり支援金

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		住まい		家を購入する・改修する		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト		一定の要件を備えた住宅の新築を条件に移住者へ土地を無償譲渡する。 イッテイ ヨウケン ソナ ジュウタク シンチク ジョウケン イジュウシャ トチ ムショウ ジョウト		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111										土地無償譲渡		土地無償譲渡

		013641		北海道		乙部町 オトベチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		緑町・滝瀬・花磯地区で宅地を分譲 ミドリマチ タキセ ハナ イソ チク タクチ ブンジョウ		建設課管理係 ケンセツカ カンリ カカ		0139-62-2311										宅地分譲		宅地分譲

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		今金町地場材活用促進補助金		今金町地場材活用促進補助金		地元地場材（カラ松・トド松）を使用し、町内業者施工により自ら居住する住宅等を建築される方に費用の一部を補助します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111										今金町地場材活用促進補助金		今金町地場材活用促進補助金

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		町民の居住環境の向上と地域経済の活性化対策の一環として、住宅を持つ町民の方が
町内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン		新築、建替え、又は購入住宅の固定資産税相当額の５年間分を商品券で交付		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ		本町に定住を確約できるＵターン者等で、契約締結後２年以内で、自家住宅を建築する場合、２０年間無料で貸付し、２０年後に安い価格にて譲渡		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド		土地を購入し、3年度以内に新築または建売住宅を購入した方を対象として、土地購入価格の1/10【指定区域（用途地域内）上限20万円、まほろば地区上限50万円】を助成。		まちづくり計画課		0135-21-2124										住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド		町内業者施工で50万円（税抜）以上の工事をした場合、補助対象工事費の1/5を助成（上限20万円）。※リフォーム工事での設備設置を含む		まちづくり計画課		0135-21-2124										住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		南幌町の住宅団地「ニュータウンみどり野」の宅地を300万円台から分譲中。また、地元割引・子育て・高齢者支援として対象者のいる世帯はさらに30％OFF		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121										宅地分譲キャンペーン事業		宅地分譲キャンペーン事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		家を購入する・改修する		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク		町内に住宅を新築（新築住宅の購入を含む）した場合、住宅の固定資産税相当額を５年間交付
※但し、子どもがいる世帯は最長18年（子どもが高校を卒業するまで）助成 チョウナイ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ フク バアイ ジュウタク タダ コ セタイ コ コウコウ ソツギョウ ジョセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ		妹背牛町以外に居住されている方で、分譲決定後2年以内に自己住宅を完成できる方に町有地を１坪5,000円で販売。（対象者拡大予定) モセウシチョウ イガイ キョジュウ カタ ブンジョウ ケッテイ ゴ ネン イナイ ジコ ジュウタク カンセイ カタ チョウユウチ ツボ エン ハンバイ タイショウシャ カクダイ ヨテイ		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										定住促進対策事業　宅地分譲		定住促進対策事業　宅地分譲

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ		宅地を1㎡＝1円で販売。宅地が低価格の上に、暮らしやすさが魅力のため、道内外からの移住実績も多く、第１期（１３区画）、第２期（１０区画）は完売しました。好評につき第３期募集を間もなく開始予定です。 タクチ エン ハンバイ タクチ テイカカク ウエ ク ミリョク ドウナイ ガイ イジュウ ジッセキ オオ ダイ キ クカク ダイ キ クカク カンバイ コウヒョウ ダイ キ ボシュウ マ カイシ ヨテイ		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										定住促進団地分譲販売		定住促進団地分譲販売

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ		永住することを目的として、土地を購入し住宅を新築した方に住宅取得奨励金を支給します。奨励金の額は住宅用地取得代金の1/2（上限100万円）。ただし、39歳以下の方が申請された場合、20％増額 エイジュウ モクテキ トチ コウニュウ ジュウタク シンチク カタ ジュウタク シュトク ショウレイキン シキュウ ショウレイキン ガク ジュウタク ヨウチ シュトク ダイキン ジョウゲン マンエン サイ イカ カタ シンセイ バアイ ゾウガク		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										土地取得費用の一部助成事業		土地取得費用の一部助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		住宅を取得した人に対して最大450万円を助成 ジュウタク シュトク ヒト タイ サイダイ マンエン ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114				大 ダイ		住宅を購入したら最大450万円補助！ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ				移住定住応援奨励金制度		移住定住応援奨励金制度

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		家を購入する・改修する		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド		住宅の新築・増改築を行う方に対し、補助対象経費1/2、50万円以内を補助（基本額）。子ども加算、転入加算、町内事業者加算、二世代同居加算があり、合計で最大130万円の補助金となります。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ホジョ キホン ガク コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン ニ セダイ ドウキョ カサン ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111										鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ		新築購入費等の10％助成（100万円以内）、中古住宅購入費等の10％助成（30万円以内）
移住者20～40万円加算、中古住宅購入リフォーム経費50％助成（50万円以内）※一部は地域通貨で交付 シンチク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ チュウコ ジュウタク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ イジュウシャ マンエン カサン チュウコ イナイ イチブ チイキ ツウカ コウフ		企画課企画振興係 キカクカ キカク シンコウ カカリ		0167-52-2115										マイホーム建設促進事業		マイホーム建設促進事業

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		建設業者が自ら行う、１００万円以上の住宅新築・改築工事で、町内業者で新築施工の場合定額60万（町外業者は１/２）。町内改修は定額30万（町外業者は１/２）。助成金の１/３を地域通貨で交付。 ジュウタク シンチク カイチク コウジ チョウナイ ギョウシャ シンチク セコウ バアイ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ チョウナイ カイシュウ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ ジョセイキン チイキ ツウカ コウフ		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ		土地を購入し、１０年居住すると土地代全額返却 トチ コウニュウ ネン キョジュウ トチダイ ゼンガク ヘンキャク		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										北星団地宅地分譲募集要綱		北星団地宅地分譲募集要綱

		014702		北海道		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ		住宅増改築に対し、最大５０万円の補助 ジュウタク ゾウカイチク タイ サイダイ マンエン ホジョ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										音威子府村増改築経費補助事業		音威子府村増改築経費補助事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい		家を購入する・改修する		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ		新築に対し、最大１３０万円の補助。基礎工事が必要な場合、１８万円上乗せ。 シンチク タイ サイダイ マンエン ホジョ キソ コウジ ヒツヨウ バアイ マンエン ウワノ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中川町新築・リフォーム促進事業		中川町新築・リフォーム促進事業		新築住宅の建設に対して200万円を、住宅リフォーム工事に対して60万円を限度に対象工事費用の20％を交付します。ただし、平成27年3月31日までに完了する工事が対象となります。 シンチク ジュウタク ケンセツ タイ マンエン ジュウタク コウジ タイ マンエン ゲンド タイショウ コウジ ヒヨウ コウフ ヘイセイ ネン ガツ ニチ カンリョウ コウジ タイショウ		総務課
企画財政室 ソウムカ キカク ザイセイシツ		01656-7-2819										中川町新築・リフォーム促進事業		中川町新築・リフォーム促進事業

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		幌加内町定住促進条例制度		幌加内町定住促進条例制度		住宅建設に係る課税標準額の１００分の１５以内、１００万円を上限として支給、特別住宅については１５０万円が限度。		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123										幌加内町定住促進条例制度		幌加内町定住促進条例制度

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ		町民が町内業者により住宅のリフォームをした場合工事費の2/5（上限３０万円）を助成。（町外業者の場合上限２０万円を助成） チョウミン チョウナイ ギョウシャ ジュウタク バアイ コウジヒ ジョウゲン マン エン ジョセイ チョウガイ ギョウシャ バアイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123										住宅リフォーム交付事業		住宅リフォーム交付事業

		014818		北海道		増毛町		住まい		家を購入する・改修する		増毛町住宅リフォーム等補助事業		増毛町住宅リフォーム等補助事業		1．100万円以上の住宅改修費の補助。（定額30万円）
2．住宅解体工事費の補助。（上限30万円）
3．空き家の購入費用補助。（上限30万円＋※10万円（敷地））		建設水道課
建築係		0164-53-1115										増毛町住宅リフォーム等補助事業		増毛町住宅リフォーム等補助事業

		014834		北海道 ホッカイドウ		苫前町 トママエチョウ		住まい		家を購入する・改修する		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		町内建設業者で住宅整備行う場合、工事費の一部を助成。U・Ｉターン者、これから苫前町に居住しようとする方も対象となります。例：新築工事※対象床面積1㎡当たり15,000円（200万円以内） シャ レイ イナイ		建設課 ケンセツカ		0164-64-2315										苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン		町内に移住し、住宅の新築または住宅を購入された６５歳未満の方に対し最大２００万円を交付。（５年間の分割交付、交付金の一部は町内商品券で交付） チョウナイ イジュウ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ サイ ミマン カタ タイ サイダイ マンエン コウフ ネンカン ブンカツ コウフ コウフキン イチブ チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131										移住促進交付金		移住促進交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン		町内で住宅の新築または住宅を購入で取得された６５歳未満の方に対し、５年間、住宅にかかる固定資産税分を町内商品券で交付。 チョウナイ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ シュトク サイ ミマン カタ タイ ネンカン ジュウタク コテイ シサンゼイ ブン チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131										定住支援交付金		定住支援交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ		町内に住所を有し、町内に存する自分の持家を町内の業者で５０万円以上のリフォーム工事を行った場合、要した費用の３分の１（上限３０万円）を補助する。 チョウナイ ジュウショ ユウ チョウナイ ゾン ジブン モチイエ チョウナイ ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ ヨウ ヒヨウ ブン ジョウゲン マンエン ホジョ		産業課商工観光・林政グループ サンギョウ カ ショウコウ カンコウ リンセイ		0152-25-3601										清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン		７０㎡以上の新築、１０年以上居住者に補助。補助基本額５０万円、町内の森林認証材使用５０万円、同居する１８歳未満の子ども１人につき２５万円、町内プレカットセンター加工材使用５０万円 イジョウ シンチク ネン イジョウ キョジュウ シャ ホジョ ホジョ キホン ガク マン エン チョウナイ シン リン ニンショウ ザイ シ ヨウ マンエン ドウキョ サイ ミマン コ ヒトリ マンエン チョウナイ カコウ ザイ シ ヨウ マンエン		施設整備課　建築係
町づくり企画課　企画係 シセツ セイビ カ ケンチク カカ マチ キカク カ キカク カカ		0157-52-3314
0157-52-3312										置戸町森と住まいの支援補助金		置戸町森と住まいの支援補助金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン		町内に住宅を所有又は借用し、町内に住所を有する個人又は法人に助成。
改修工事費の２０％以内で５０万円を限度に町商工会発行の商品券を支給。町外業者の場合は１／２ チョウナイ ジュウタク ショユウ マタ シャクヨウ チョウナイ ジュウショ ユウ コジン マタ ホウジン ジョセイ カイシュウ コウジ ヒ イナイ マンエン ゲンド マチ ショウコウ カイ ハッコウ ショウヒン ケン シキュウ チョウガイ ギョウシャ バアイ		町づくり企画課
企画係 キカク カカ		0157-52-3312										住宅改修奨励金		住宅改修奨励金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		境野親交新団地６区画（１区画約１４０坪499,800円） サカイノ シンコウ シン ダンチ クカク クカク ヤク ツボ エン		総務課管財係 ソウム カ カンザイ カカ		0157-52-3311										宅地分譲		宅地分譲

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ		町内建設業者により、町内に個人の住宅を新築・増築・改修する場合、費用の一部を助成します。 チョウナイ ケンセツギョウ シャ チョウナイ コジン ジュウタク シンチク ゾウチク カイシュウ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		経済課
商工観光係 ケイザイ カ ショウコウ カンコウ ガカリ		01587-2-1200										住宅建設促進事業		住宅建設促進事業

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン		村の景観指針に基づき、美しい景観づくりのために村民等が行った事業（住宅等の色彩統一や廃屋解体事業など）の経費の一部を助成する。 ムラ ケイカン シシン モト ウツク ケイカン ソンミン ナド オコナ ジギョウ ジュウタク ナド シキサイ トウイツ ハイオク カイタイ ジギョウ ケイヒ イチブ ジョセイ		企画総務課 キカク ソウムカ		0158-87-2111										美しい村づくり事業推進補助金		美しい村づくり事業推進補助金

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		持ち家建設奨励補助金		持ち家建設奨励補助金		村に住所を有し村内に一戸建て専用住宅を建設する者に対し、1棟定額100万円の補助金を交付する。また、指定宅地に建設の場合は建設後10年間の宅地使用料を無料とする。		住民課		0158-87-2111										持ち家建設奨励補助金		持ち家建設奨励補助金

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地において住宅建築予定者に無償で貸付を行い、一定期間に住宅を建築した際に無償譲渡する。 イジュウ タクチ ジュウタク ケンチク ヨテイシャ ムショウ カシツケ オコナ イッテイ キカン ジュウタク ケンチク サイ ムショウ ジョウト		財務企画課 ザイム キカク カ		0158-84-2121										移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン		大空町内の一戸建て住宅に売買により住み替えした方を対象に売買金額の50%、限度額２０万円を助成。１年以内に改修工事実施の際は改修工事費の３分の１以内、限度額３０万円を助成。賃貸借住み替え時の助成も有。 オオゾラ マチ ナイ イッコ タ ジュウタク バイバイ ス カ カタ タイショウ バイバイ キンガク ゲンド ガク マンエン ジョセイ ネン イナイ カイシュウ コウジ ジッシ サイ カイシュウ コウジ ヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ジョセイ チンタイシャク ジ ジョセイ アリ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111										大空町住み替え促進助成金		大空町住み替え促進助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン		大空町内の農村地区から市街地区に住み替えされる高齢者世帯（６５歳以上の者又は６５歳以上の者と１８歳未満の未婚の者で構成される世帯）に属する方に７万円の助成。 オオゾラ マチ ナイ ノウソン チク シガイ チク ス カ コウレイシャ セタイ サイ イジョウ モノ マタ サイ イジョウ モノ サイ ミマン ミコン モノ コウセイ セタイ ゾク カタ マンエン ジョセイ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111										大空町住み替え移転費用助成金		大空町住み替え移転費用助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン		大空町内の建設業者によって施工される、持家住宅のリフォーム工事に係る費用の３分の１以内、限度額３０万円を補助。 オオゾラ マチ ナイ ケンセツギョウ シャ セコウ モチイエ ジュウタク コウジ カカ ヒヨウ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョ		産業課商工G サンギョウカ ショウコウ		0152-74-2111										大空町住宅リフォーム補助金		大空町住宅リフォーム補助金

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド		新築・中古住宅を購入される方に対して取得費の一部を助成。○新築住宅１軒につき上限70万円（町内事業者施工の場合は30万円分の商品券追加助成）○中古住宅１軒につき上限50万円（取得費の1/10以内）		企画調整課 キカク チョウセイカ		0142-66-2121										持ち家住宅取得奨励制度		持ち家住宅取得奨励制度

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ		５０万円以上の洞爺湖町内の住宅等リフォーム工事を対象に１０万円の商品券を助成する。申込件数に上限あり、また、詳細についてはお問合せ下さい。 マンエンイジョウ トウヤコ チョウナイ ジュウタク ナド コウジ タイショウ マンエン ショウヒンケン ジョセイ モウシコミ ケンスウ ジョウゲン ショウサイ トイアワ クダ		産業振興課水産・商工グループ サンギョウ シンコウ カ スイサン ショウコウ		0142-74-3005										洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、奨励金を交付。町内業者で建設（４０万円）、町内業者以外で建設（１０万円）、中古住宅取得（２５万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ショウレイキン コウフ チョウナイ ギョウシャ ケンセツ マンエン チョウナイ ギョウシャ イガイ ケンセツ マンエン チュウコ ジュウタク シュトク マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン		町内に住宅を取得し居住する方で、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、固定資産税納付額を子の人数に応じて交付する。 チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ カタ ドウキョ カゾク チュウガクセイ イカ コ バアイ コテイ シサンゼイ ノウフガク コ ニンズウ オウ コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										子育て世代住宅取得支援金		子育て世代住宅取得支援金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ		町内に居住する住宅を取得するために、資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給する。（元金1,500万円限度とし、支払利子額の3分の1を助成） チョウナイ キョジュウ シュトク シキン ユウズウ ウ バアイ カリイレ シキン カカ リシ ホキュウ ガンキン マンエン ゲンド シハラ リシ ガク ブン ジョセイ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										住宅取得資金利子補給		住宅取得資金利子補給

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事などのリフォーム工事を町内業者で行う場合、工事費の２分の１（最高１００万円）の補助を行う ショウ カイシュウ コウジ カイシュウ コウジ タイシン カイシュウ コウジ コウジ チョウナイ ギョウシャ オコナ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		建設水道課建設グループ ケンセツ スイドウ カ ケンセツ		0146-47-2518										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン		中古住宅を取得し、取得後１年以内にリフォーム工事を完了した場合、工事費の２分の１（最高５０万円）の補助を行う チュウコ ジュウタク シュトク シュトクゴ ネン イナイ コウジ カンリョウ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										中古住宅取得物件リフォーム補助金		中古住宅取得物件リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン		町が認定する「まちの不動産屋さん」を介して売買が成立した場合は、不動産仲介手数料と同額を売主へ補助する。 チョウ ニンテイ フドウサン ヤ カイ バイバイ セイリツ バアイ フドウサン チュウカイ テスウリョウ ドウガク ウ ヌシ ホジョ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498												耐震補強工事補助事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ		町内業者で費用100万円以上の新築・増改築・リフォームを行った者に対し、10～30万円の補助 チョウナイ ギョウシャ ヒヨウ マンエン イジョウ シンチク ゾウカイチク オコナ モノ タイ マンエン ホジョ		建設課 ケンセツカ		0146-26-9010										住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業

		016101		北海道		新ひだか町		住まい		家を購入する・改修する		新築・リフォーム等促進事業		新築・リフォーム等促進事業		新築／工事請負金額の５％（上限１００万円）、リフォーム・増改築／工事請負金額２００万円以上で、請負金額の１０％（上限５０万円）の補助※工事施工町内業者限定。（Ｈ２６年７月より予定） ネン ガツ ヨテイ		経済部建設課		0146-43-2111										新築・リフォーム等促進事業		新築・リフォーム等促進事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲		土地の販売・分譲		みなみ野団地９区画、407.5～499.98㎡、１㎡あたり5,300円		総務課 ソウムカ		01564-2-2111(内237)										土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内に住宅を新築した場合、延べ床面積に応じ最高50万円分の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内の居住住宅をリフォームした場合、対象経費の10%分(上限20万円)の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、住宅の法改修を行った場合、20万円を超える経費に対し、10万円を限度に町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、新築の場合、子供一人あたり100万円を交付。町内建設業者による施工販売は、50万円を加算する。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。 コウフ		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、土地付き中古住宅購入の場合、子供一人あたり50万円(但し、購入額の1/3以内)。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド		延べ床面積が50㎡以上でかつ500万円以上であり新たな住宅を建設する者に、住宅建設面積1㎡当たり1万円を商品券で助成。業者が町内の場合上限100万円、町外の場合上限50万円。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										定住促進住宅建設奨励制度		定住促進住宅建設奨励制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ		23区画142坪から186坪坪あたり13,000円で分譲。 ブンジョウ		総務課 ソウムカ		0156-66-2311										いずみ野団地分譲		いずみ野団地分譲

		016357		北海道		新得町		住まい		家を購入する・改修する		持家等住宅建築促進制度		持家等住宅建築促進制度		町内に住宅を新築された方に、町内で使用できるスマイルチケットをお祝い金として進呈。施工業者が町内業者の場合、５０万円、町外業者の場合は３０万円。また、固定資産税３年間分を助成します。		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521										持家等住宅建築促進制度		持家等住宅建築促進制度

		016390		北海道		更別村		住まい		家を購入する・改修する		更別村住宅建設等助成金		更別村住宅建設等助成金		住宅を新築又は購入し、その住宅に住所を有し、５年以上居住する者に対し、助成金を交付(限度額：新規100万円、中古住宅購入50万円、用地購入100万円）。 ゲンド ガク シンキ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ マンエン ヨウチ コウニュウ マンエン		建設水道課		0155-52-5200										更別村住宅建設等助成金		更別村住宅建設等助成金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン		町内の建設業者により施工される住宅の新築、増改築に上限１００万円を交付 チョウナイ ケンセツ ギョウシャ セコウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク ジョウゲン マンエン コウフ		建設課建設室建築担当 ケンセツ カ ケンセツ シツ ケンチク タントウ		0156-25-2141内線382										住環境整備補助金		住環境整備補助金

		016497		北海道		浦幌町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助金制度 キン セイド		定住住宅取得補助金制度 キン セイド		住宅を新築・中古購入した場合、条件に応じて50～250万円（現金・商品券）を交付。 ジュウタク シンチク チュウコ コウニュウ バアイ ジョウケン オウ マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		まちづくり政策課 セイサクカ		015-576-2112										定住住宅取得補助金制度		定住住宅取得補助金制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		家を購入する・改修する		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ		下幌呂夢の杜団地残3区画175.33坪～229.64坪坪平均単価17,800円
中幌呂分譲地残2区画171.13坪～197.22坪坪平均単価11,500円 シモホロロ ユメ モリ ダンチ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン ナカホロロ ブンジョウ チ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										分譲地の販売		分譲地の販売

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン		新築・中古住宅取得に対する支援（工事契約額の1割）①新築上限額300万円②中古上限額100万円 シンチク チュウコ ジュウタク シュトク タイ シエン シンチク ジョウゲン ガク マンエン チュウコ ジョウゲンガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131										住宅取得支援		住宅取得支援

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン		住宅リフォームへの支援（工事契約額の2割）
助成上限額50万円 ジュウタク シエン コウジ ケイヤク ガク ワリ ジョセイ ジョウゲン ガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131										住宅リフォーム支援		住宅リフォーム支援

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		住まい		家を購入する・改修する		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ		対象者の条件を満たし、対象となる住宅の新築・購入、またはリフォーム工事を行う子育て家庭に対し、補助金を交付。 タイショウシャ ジョウケン ミ タイショウ ジュウタク シンチク コウニュウ コウジ オコナ コソダ カテイ タイ ホジョキン コウフ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038										弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を購入する・改修する		中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地内における定住を促進するため、住宅の取得等をする方に対して補助金を交付する。申請者を含む2名以上の居住が必要。 カタ		まちづくり文化推進室		0178-43-9426										中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地まちなか住宅取得支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		家を購入する・改修する		五所川原市住宅リフォーム助成事業		五所川原市住宅リフォーム助成事業		市民が市内の施工業者を利用して自己の居住する住宅の修繕や増改築の工事を行う場合に、対象工事費の20％で20万円を上限とし補助。 ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0173-35-2111(内線2661･2664)										五所川原市住宅リフォーム助成事業		五所川原市住宅リフォーム助成事業

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で、地上階数が2階建て以下のもの、及び昭和56年5月31日以前に建築された建築基準法に違反していない住宅：診断費総額のうち134,000円を助成 オヨ ジュウタク ジョセイ		建築住宅課 ケンチク ジュウタクカ		0175-22-1111										木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		平川市木造住宅耐震診断支援事業		平川市木造住宅耐震診断支援事業		対象：①所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で地上階数が2階建て以下②昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、建築基準法に違反していないもの。診断費総額のうち134,000円を市が負担 タイショウ		都市計画課　建築係		0172-44-1111(内線2235)										平川市木造住宅耐震診断支援事業		平川市木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て住宅支援補助金		子育て住宅支援補助金		市内に住所のある世帯、転入を予定している世帯で、中学生以下の子どもがいるか妊婦のいる世帯が住宅を新築・購入する場合、補助対象経費の５％に相当する額(上限40万円）を助成。市内業者施工の場合20万円加算 ジョウゲン マンエン ジョセイ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										子育て住宅支援補助金		子育て住宅支援補助金

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ		町内施工業者を利用して自己の所有する住宅の修繕、増改修の工事を実施する者に補助金を交付する。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジコ ショユウ ジュウタク シュウゼン ゾウ カイシュウ コウジ ジッシ シャ ホジョキン コウフ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		017-755-2118										平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を行う者に対して補助金を交付する。 セイカツ ハイスイ コウキョウヨウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ オコナ シャ タイ ホジョキン コウフ		地域整備課 チイキ セイビ カ		017-755-2116										平内町浄化槽設置整備事業		平内町浄化槽設置整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		内容については、今年度の要綱策定中のため公表できません。
※診断費用等の改正（案）有り（H26.5月予定）※耐震診断の対象となる条件有り ナイヨウ コンネンド ヨウコウ サクテイ チュウ コウヒョウ シンダン ヒヨウ トウ カイセイ アン ア ガツ ヨテイ ア		建設課
		0172-73-2111(343)										木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を購入する・改修する		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		1住民及び移住者が省エネルギー等級4相当の住宅を新築、購入した場合に建物本体の建設費を補助する。
2若者夫婦（いずれも40歳未満）の場合は補助金を加算。		企画財政課		0176-55-3111										六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者に対し、１㎡あたり3,800円を助成する（購入後５年以内に住宅を建築、完工できる方が対象） ブンジョウチ タイ ジョセイ コウニュウゴ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者が、村内の建設業者により自宅を新築した場合、１㎡あたり7,500円（上限150万円）を助成する（５年以内に住宅を建築、完工した方が対象） ブンジョウチ ソンナイ ケンセツ ギョウシャ ジタク シンチク バアイ ジョセイ カタ タイショウ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ		尾駮レイクタウン北地区内に自宅を新築し、定住する世帯の世帯主に対し助成金を交付する。（子育て世代：子ども一人当たり20万円、高齢者世帯：高齢者一人当たり10万円、転入世帯：30万円） ジタク シンチク テイジュウ セタイ セタイヌシ タイ ジョセイ キン コウフ コソダ セダイ コ ヒトリ ア マンエン コウレイシャ セタイ コウレイシャ ヒトリ ア マンエン テンニュウ セタイ マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ		村内建設業者により新築・リフォームした場合、対象工事費の一部を助成。新築は対象工事費の3%（上限100万円、40歳未満は20万円加算）、リフォームは20万円以上の対象工事費の10%（上限20万円） タイショウ コウジ ヒ イチブ ジョセイ シンチク タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン サイ ミマン マンエン カサン マンエンイジョウ タイショウコウジヒ ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										住宅新築・リフォーム支援事業		住宅新築・リフォーム支援事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ		快適な住環境を整備したおいらせパークタウン洋光台団地の宅地を分譲しています。土地購入から１０年以内に住宅を新築した方に土地代金の一部を助成します。通常：坪あたり約４万円／被災者：坪あたり約６万円 カイテキ ジュウカンキョウ セイビ ヨウコウダイ ダンチ タクチ ブンジョウ トチ コウニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク ホウ トチ ダイキン イチブ ジョセイ ツウジョウ ツボ ヤク マンエン ヒサイシャ ツボ ヤク マン エン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										洋光台団地定住促進事業		洋光台団地定住促進事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド		洋光台団地分譲地の購入者を紹介した方（個人）に奨励金を交付します。１区画につき１０万円。 ヨウコウダイ ダンチ ブンジョウチ コウニュウシャ ショウカイ カタ コジン ショウレイキン コウフ クカク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										洋光台団地購入者紹介報奨金制度		洋光台団地購入者紹介報奨金制度

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、住宅を新築又は取得する場合、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。経費総額の１０％（新築上限１５０万円／中古住宅上限１００万円） シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ ジュウタク シンチク マタ シュトク バアイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ケイヒ ソウガク シンチク ジョウゲン マンエン チュウコ ジュウタク ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		安全安心住宅リフォーム促進事業		安全安心住宅リフォーム促進事業		（条件）町内に住所及び住居を有し、居住している方。（移住を希望し、町内の空き家等を購入し居住する方も含む）（内容）住居改修工事費用の一部助成。 ジョウケン イジュウ キボウ チョウナイ ア ヤ トウ コウニュウ キョジュウ カタ フク ナイヨウ		建設課 ケンセツカ		0179-20-7117										安全安心住宅リフォーム促進事業		安全安心住宅リフォーム促進事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ		自己居住用住宅の新築工事又はリフォーム工事を行う者へ助成金支給。・新築工事：対象工事費の1.5％を補助。上限額35万円・リフォーム工事：対象工事費の10％を補助。上限額20万円※工事は町内業者限定 モノ ジョセイ キン シキュウ コウジ チョウナイ ギョウシャ ゲンテイ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518										新築リフォーム支援事業		新築リフォーム支援事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ		転入者が住宅を取得した場合に、最大220万円を交付します。中学生以下の子を扶養する場合は子一人あたり5万円を加算します。さらに、地元業者の施工の場合は20万円を加算します。 テンニュウシャ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン コウフ チュウガクセイ イカ コ フヨウ バアイ コ ヒトリ マンエン カサン ジモト ギョウシャ セコウ バアイ マンエン カサン		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641														0

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ		UIターン者で市内に持家を取得した方に対し、５０万円の補助金を交付 シャ シナイ モチイエ シュトク カタ タイ マンエン ホジョキン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128										奥州市定住促進持家取得補助金交付事業		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ		平成24年４月１日以降に市が分譲した土地について自ら土地分譲契約を締結し、平成26年12月31日までに住宅の所有権登記をしている方に50万円の補助金を交付 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ シ ブンジョウ トチ ミズカ トチブンジョウケイヤク テイケツ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ジュウタク ショユウケン トウキ カタ マンエン ホジョ キン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128										奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町住宅リフォーム支援事業		一戸町住宅リフォーム支援事業		町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、対象工事に要した経費の１００分の１５に相当する額以内の額（千円未満切捨て、上限２０万円）に相当する商品券を交付します。 ジョウゲン		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111										一戸町住宅リフォーム支援事業		一戸町住宅リフォーム支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		木造住宅の耐震診断を希望される方に耐震診断士を派遣する事業を行っています。昭和56年５月以前に建築された木造住宅で以後改築等を行っていないもの。個人負担は3,000円。		地域整備課		0195-33-2111										一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると診断された住宅に対し、耐震化工事費の一部を助成。
判定値が1.0未満と診断され、判定値を1.0以上とする耐震改修工事に対し経費の２分の１以内かつ60万円限度 タイ		地域整備課		0195-33-2111										一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		４０歳以下の方が市内に転入し、１年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の５％相当額、上限２０万円を５年間助成。 サイイカ カタ シナイ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ カリイレ キン ジョセイ マイ ネンマツ カリイレ キン ザンダカ ソウトウ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ		住宅のバリアフリー化や省エネ化などを含む個人住宅のリフォームをする場合、工事費を助成する。対象経費の１０％、上限２０万円。 ジュウタク コジン ジュウタク タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										住環境リフォーム助成事業		住環境リフォーム助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、市が耐震診断を行い、診断費用の7割以上を助成する。助成額は、住宅の延べ面積により異なる。 ジョセイ ガク ジュウタク ノ メンセキ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										木造住宅耐震診断助成事業		木造住宅耐震診断助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ		市の耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅を耐震改修する場合、工事費を助成する。助成額は耐震改修工事の費用によって異なる。 ジョセイガク タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										木造住宅耐震改修工事助成事業		木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ		地震によるブロック塀などの倒壊の被害を防止し、安全な住環境にするため、道路に近接したブロック塀などの除却と、生け垣の植栽費用の一部を助成する。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										ブロック塀等除去及び生垣化事業		ブロック塀等除去及び生垣化事業

		050008		秋田県		-		住まい ス		家を購入する・改修する		分譲宅地減額譲渡制度		分譲宅地減額譲渡制度		県外からの移住世帯（予定～移住３年以内）、新婚世帯（婚約中～婚姻５年以内）、子育て世帯（妊娠中～１８歳未満）、障害者世帯、高齢者世帯（６５歳以上）の方への県有分譲地販売価格を２５％減額する。		建築住宅課		018-860-2436										分譲宅地減額譲渡制度		分譲宅地減額譲渡制度

		050008		秋田県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム推進事業		住宅リフォーム推進事業		住宅リフォームに対し、工事費の１０％（条件を満たせば最大１５万円）補助する。工事完了後に秋田県内に転居する方も対象。		建築住宅課		018-860-2561										住宅リフォーム推進事業		住宅リフォーム推進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		住まい		家を購入する・改修する		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ		秋田市内に住所を有し、市税の滞納がなく、自らが居住し所有する住宅、親または子が所有し自らが居住する住宅などの市内業者が施工する５０万円以上の増改築やリフォーム工事を行う方に対し、５万円を補助する。 アキタ シナイ ジュウショ ユウ シゼイ タイノウ ミズカ キョジュウ ショユウ ジュウタク オヤ コ ショユウ ミズカ キョジュウ ジュウタク シナイ ギョウシャ セコウ マン エンイジョウ ゾウカイチク コウジ オコナ カタ タイ マンエン ホジョ		住宅整備課 ジュウタク セイビカ		018-866-2134										平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		住まい		家を購入する・改修する		男鹿市住宅リフォーム助成事業		男鹿市住宅リフォーム助成事業		平成27年3月31日までに転入する方で、自ら居住する持家住宅等の市内業者を活用した30万円以上の増改築・リフォームに対し、工事費の10％（上限15万円）を補助（子育て世帯等は20％、上限30万円） カタ マンエン イジョウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン コソダ セタイ トウ ジョウゲン マンエン		建設課		0185-24-9146										男鹿市住宅リフォーム助成事業		男鹿市住宅リフォーム助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		住まい		家を購入する・改修する		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		市民生活の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅等のリフォームを行うかたに対して資金助成(5万円)を行います。		産業振興部　まるごと売る課　商工労政班		0183-55-8186										湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅の増改築・リフォーム費用の２０％を補助する。（上限１０万円）
※条件がありますので制度利用の際は要問合せ。 ジュウタク ゾウカイチク ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン ジョウケン セイド リヨウ サイ ヨウ トイアワ		建設部都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0186-30-0266										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		053279		秋田県		上小阿仁村		住まい		家を購入する・改修する		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		リフォーム等工事に要する費用が５０万円以上で、村内に本店を有する建設業者等が施工するものに最大２０万円を支給。補助額は、リフォーム等工事に要する費用の1／10相当（1,000円未満切捨）が限度。		建設課		0186-77-2224										上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ		町内の認定業者を利用して住宅をリフォームする方に対象工事費の10％を補助。（上限15万円）
別紙参照 チョウナイ ニンテイ ギョウシャ リヨウ ジュウタク カタ タイショウ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン ベッシ サンショウ		生活環境課
生活環境係 セイカツ カンキョウ カ セイカツ カンキョウ カカ		0185-79-2115										住宅リフォーム緊急支援事業		住宅リフォーム緊急支援事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン		多世代同居を目的として住宅を増改築した工事費の１０％（上限５０万円）を補助する。 タ セダイ ドウキョ モクテキ ジュウタク ゾウカイチク コウジヒ ジョウゲン エン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		0

		062022		山形県		米沢市 ヨネザワシ		住まい		家を購入する・改修する		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン		４０歳未満の移住者が住宅を取得又はリフォーム等を行う場合に最大１００万円の奨励金を支給 サイ ミマン イジュウシャ ジュウタク シュトク マタ トウ オコナ バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン シキュウ		企画調整部総合政策課 キカク チョウセイ ブ ソウゴウ セイサクカ		0238-22-5111										若者移住促進事業奨励金		若者移住促進事業奨励金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ		既存の木造住宅等のリフォーム助成制度に、平成26年度から新たに本人又は同居家族が婚姻や出産を行った場合の上乗せ助成を追加。（※住宅リフォーム支援事業補助金のメニューのひとつ） キゾン モクゾウ ジュウタクトウ ジョセイ セイド ヘイセイ ネンド アラ ホンニン マタ ドウキョ カゾク コンイン シュッサン オコナ バアイ ウワノ ジョセイ ツイカ ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		市内にある自己居住用住宅のリフォーム工事又は耐震改修等の工事を市内業者を利用して行う場合、その経費の一部を助成。 シナイ ジコ キョジュウヨウ ジュウタク コウジ マタ タイシン カイシュウ トウ コウジ シナイ ギョウシャ リヨウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										住宅リフォーム支援事業補助金		住宅リフォーム支援事業補助金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ		村内業者利用したリフォームの２０％「最高５０万円」助成。県内業者は２０万円助成。 ソンナイ ギョウシャ リヨウ サイコウ マンエン ジョセイ ケン ナイ ギョウシャ マンエン ジョセイ		地域整備課 チイキ セイビ カ		0233-75-2102										住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ		定住する意思を有して住宅を新築または購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金を交付します。（Iターン者１００万円、Uターン者５０万円、新規就農者１００万円、町内在住者１０万円） テイジュウ イシ ユウ ジュウタク シンチク コウニュウ イッテイ ヨウケン ガイトウ バアイ ショウレイキン コウフ シャ マンエン シャ マンエン シンキ シュウノウ シャ マンエン チョウナイ ザイジュウシャ マンエン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ		住宅に使用する構造材の80％以上に研鑽木材を使用し、一定の省エネルギー基準を満たした住宅を町内に新築される方に、15万円を限度に助成金を交付。 ジュウタク シヨウ コウゾウザイ イジョウ ケンサン モクザイ シヨウ イッテイ ショウ キジュン ミ ジュウタク チョウナイ シンチク カタ マンエン ゲンド ジョセイキン コウフ		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526										県産認証材利用助成金交付事業		県産認証材利用助成金交付事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		町内の建築業者により町内に新築される住宅で、町県内産木材を全部又は一部使用し助成金対象経費が３０万円を超えるものであること等の要件を満たすものに、助成金対象経費の１／２の額、５０万円を限度として交付。 マン		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526										木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業

		064289		山形県		庄内町		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業		若者夫婦世帯（満41歳未満）が町内に住宅を取得し定住する場合に、取得費用の一部（最大150万円）を助成。 マン サイ ミマン サイダイ マンエン		 建設課
 都市計画係 ケンセツ カ トシ ケイカク カカリ		0234-42-0860										若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド		遊佐町にある青葉台住宅団地分譲地を購入し、住居を建設し居住した場合、分譲地購入の２分の１相当額を助成 ユザマチ アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ジュウキョ ケンセツ キョジュウ バアイ ブンジョウチ コウニュウ ブン ソウトウ ガク ジョセイ		総務課 ソウムカ		0234-72-3311										ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に専用・併用住宅を取得する場合、対象工事費の7％（上限70万円）を助成。但し、40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ センヨウ ヘイヨウ ジュウタク シュトク バアイ タイショウ コウジヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン		遊佐町の建売、中古住宅を取得し定住する場合、対象取得費の7％（上限70万円）を助成する。但し.40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ タテウリ チュウコ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ タイショウ シュトク ヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に賃貸住宅（アパート、貸家等）を建設する場合、1戸当たり120万円を助成する。 ユザマチ チンタイ ジュウタク カシヤ トウ ケンセツ バアイ コ ア マンエン ジョセイ		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		家を購入する・改修する		循環型地域経済活性化奨励金制度		循環型地域経済活性化奨励金制度		市産材その他福島県産材を概ね30％以上使用した木造住宅を地元登録業者より新築、購入した個人に地元登録小売店での購買額を基礎として建物分に賦課された固定資産税相当額を３ケ年支給。（支給総額50万円上限） オオム ギョウシャ マンエン		市商工課		0242-39-1252										循環型地域経済活性化奨励金制度		循環型地域経済活性化奨励金制度

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		定住促進奨励金		市内に定住する意思をもち、新築住宅を取得した方を対象に奨励金（月額2万円を最長36月）を支給。（年齢40歳未満、配偶者又は18歳未満の子を有している等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		定住を目的に移住しようとする方（移住して5年未満の方）が町住宅団地を購入する場合、1区画につき50万円の補助金を交付。 テイジュウ モクテキ イジュウ カタ イジュウ ネン ミマン カタ マチ ジュウタク ダンチ コウニュウ バアイ クカク マンエン ホジョキン コウフ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		町内の45歳以下の若者又は移住者向け住宅整備費の1割を補助。新築・新築住宅購入は5百万円以上の事業で上限百万円。中古住宅購入は3百万円以上の事業で上限50万円。増改築は2百万円以上の事業で上限30万円 チョウナイ サイ イカ ワカモノ マタ イジュウシャ ム ジュウタク セイビ ワリ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ ヒャク マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン １００ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ ００ マンエン イジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン ゾウ カイチク ００ マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ		磐梯町在住の方又は磐梯町に居住しようとする世帯主が45歳以下で、同居する配偶者又は子を有する方で契約後１年以内に自己住宅建築に着手し定住できる者に対し、七ツ森地区の住宅地を１区画120万円で分譲する。 ザイジュウ マタ マタ モノ タイ ブンジョウ		政策課 セイサクカ		0242-74-1211										七ツ森定住促進事業		七ツ森定住促進事業

		074659		福島県		中島村		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金		定住化奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築（50ｍ2以上）し、居住を開始した方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484										定住化奨励金		定住化奨励金

		082112		茨城県		常総市		住まい		家を購入する・改修する		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド		45歳以下で，市が分譲する宅地を購入して3年以内に住宅を建築し，配偶者と同居または小学生以下の子どもと同居し養育する者に建築費等の補助をする。		保健福祉部子どもすくすく課		0297-23-2914										常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金		Ｈ25.1.2～Ｈ28.1.1に当市内に新築又は中古住宅を取得した子育て世帯又は子育て世帯との同居者に対し、新築であれば20万円、中古であれば15万円又は10万円を助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築助成金 ゾウカイチク		住宅増改築助成金 ゾウカイチク		Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31に当市内で子育と世帯と親族が同居するために行った増改築で、その費用が100万円以上であれば20万円、100万円未満であれば10万円を助成する。 シンゾク オコナ ゾウカイチク ヒヨウ マンエン イジョウ マンエン ミマン		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										住宅増改築助成金		住宅増改築助成金

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅の改修工事を行った市民に対する補助（市内施工業者。上限100千円）事業開始時期についてはお問い合わせください。 ジュウタク カイシュウ コウジ オコナ シミン タイ ホジョ シナイ セコウ ギョウシャ ジョウゲン センエン		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住を目的にH26.4.1～H28.3.31までに住宅を取得した45歳未満の方に対し，義務教育終了前の子がいる世帯には30万円，それ以外の世帯には20万円を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク サイ ミマン カタ タイ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ セタイ マンエン イガイ セタイ マンエン コウフ		まちづくり推進課 スイシン カ		029-267-5111										大洗町定住促進奨励金制度		大洗町定住促進奨励金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		H26.4.1以降に着工し，H27..3.31までに完成するリフォーム工事（10万円以上）で，町内の施工業者を利用する場合，工事費の10%（上限10万円）を補助します。 イコウ チャッコウ カンセイ コウジ マンエン イジョウ チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ バアイ コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		029-267-5111										住宅リフォーム補助金制度		住宅リフォーム補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯住宅建設助成金		子育て世帯住宅建設助成金		１８歳未満の児童がいる世帯で，町内に自ら居住するための住宅を新築，増築又はリフォームをする方に対し，その経費の一部を助成。○新築限度額１００万円○増築，リフォーム限度額５０万円 カタ タイ ケイヒ イチブ ジョセイ マン マン		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611										子育て世帯住宅建設助成金		子育て世帯住宅建設助成金

		085421		茨城県 イバラギケン		五霞町 ゴカ マチ		住まい		家を購入する・改修する		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ		自己用住宅を取得した転入者に奨励金を交付。※固定資産税の家屋（居住の部分）に係る課税標準額に税率（1.4%）を乗じて得た額の1/2の額（上限5万円）を、固定資産税が最初に賦課される年度から3年間交付 シャ ガク ジョウゲン コウフ		政策財務課 セイサク ザイム カ		0280-84-1111										五霞町定住化促進事業		五霞町定住化促進事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド		転入者が住宅を新築または購入した場合に、固定資産税の家屋相当額を奨励金として、3年間支給する。 テンニュウシャ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ コテイ シサンゼイ カオク ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン シキュウ		まちおこし推進室 スイシン シツ		0280-81-1304										定住化促進制度		定住化促進制度

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を購入する・改修する		宇都宮市住宅取得補助事業		宇都宮市住宅取得補助事業		中心市街地区域内において新たに住宅を取得し，転居する世帯に対し，住宅取得費用の一部を補助します。		建設部住宅課		028-632-2735										宇都宮市住宅取得補助事業		宇都宮市住宅取得補助事業

		092037		栃木県		栃木市		住まい		家を購入する・改修する		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		市外にお住まいの方や、市内の賃貸住宅または親族と同居されている方が、市内に新たに住宅を新築または購入した場合に当該住宅にかかる部分の固定資産税及び都市計画税を２年間補助（平成25年12月新築まで）		都市整備部
建築課		0282-21-2622										栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度

		092053		栃木県		鹿沼市		住まい		家を購入する・改修する		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン		住宅１棟につき、１回限り工事費の５％以内（上限１０万円）を補助する。20万円以上の住宅のリフォーム工事を実施する方（鹿沼市民に限る）が対象。 ジュウタク トウ カイ カギ コウジヒ イナイ ジョウゲン マン エン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182										鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金

		092118		栃木県		矢板市		住まい ス		家を購入する・改修する		「暮らし」のびのび定住促進補助金		「暮らし」のびのび定住促進補助金		子育て環境を充実させる施策と並行して、矢板市内にマイホームを取得する方へ支援を行っています。住宅を取得し５年以上住むことなどの一定の要件を満たせば、最大６０万円の補助が受けられます。 ジュウタク シュトク ネン イジョウ ス		総合政策課
企画調整担当 ソウゴウ セイサクカ キカク チョウセイ タントウ		0287-43-1112										「暮らし」のびのび定住促進補助金		「暮らし」のびのび定住促進補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ		町内に新築された住宅に対し、固定資産税分（上限10万円）を最大３年間助成 チョウナイ シンチク ジュウタク タイ コテイ シサンゼイ ブン ジョウゲン マンエン サイダイ ネン カン ジョセイ		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668										定住住宅固定資産税助成事業		定住住宅固定資産税助成事業

		094111		栃木県		那珂川町		住まい		家を購入する・改修する		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		町有地を住宅用地(10区画)に整備し、那珂川町に移住される方に20年間無償で貸与します。1区画150坪以上で、家庭菜園など自由に使用することができます。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0287-92-1113										那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン		黒保根町に１０年以上定住することを宣誓した方が新築もしくは増改築を行った場合に奨励金を交付 クロホネ マチ ネンイジョウ テイジュウ センセイ カタ シンチク ゾウカイチク オコナ バアイ ショウレイキン コウフ		黒保根支所地域振興整備課  産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン		桐生市に住宅を所有、居住しており、市税を滞納していない方を対象にリフォーム工事費用の一部を補助 キリュウシ ジュウタク ショユウ キョジュウ シゼイ タイノウ カタ タイショウ コウジ ヒヨウ イチブ ホジョ		建築住宅課　　　住宅係 ケンチク ジュウタク カ ジュウタク カカリ		0277-46-1111(内線632)										桐生市住環境改善助成事業補助金		桐生市住環境改善助成事業補助金

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン		同一事業所に１年以上継続して勤務している方に対し、住宅の新築、増改築または建売、中古住宅の購入をする場合に融資を行う ドウイツ ジギョウショ ネンイジョウ ケイゾク キンム カタ タイ ジュウタク シンチク ゾウカイチク タテウリ チュウコ ジュウタク コウニュウ バアイ ユウシ オコナ		産業政策課　　　商業・金融係 サンギョウ セイサクカ ショウギョウ キンユウ カカリ		0277-46-1111(内線583)										勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ		３年以内に60㎡以上の専用住宅を建築し、生活の拠点とすることなどを条件に団地の分譲をする ネン イナイ イジョウ センヨウ ジュウタク ケンチク セイカツ キョテン ジョウケン ダンチ ブンジョウ		黒保根支所地域振興整備課　　建設係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ ケンセツ カカリ		0277-96-2110										ひまわり団地分譲事業		ひまわり団地分譲事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ		各種条件を満たす方を対象に境野町６丁目住宅用地を分譲する カクシュ ジョウケン ミ カタ タイショウ サカイノチョウ チョウメ ジュウタク ヨウチ ブンジョウ		桐生市土地開発公社（都市計画課庶務係） キリュウシ トチ カイハツ コウシャ トシ ケイカクカ ショム ガカリ		0277-46-1111(内線784)										境野町六丁目住宅用地販売事業		境野町六丁目住宅用地販売事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業		3年以内に住宅を建築し、家族とともに生活の本拠とする方に、浅原分譲地（面積253.88㎡／価格3,351,000円）、東町並分譲地（面積253.36㎡～／価格3,040,000円～）を提供します。 セイカツ ホンキョ カタ エン エン テイキョウ		都市計画課　都市計画係		0277-76-1903										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		勤労者資金貸付事業		勤労者資金貸付事業		市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅の建築・増改築、または既設住宅を購入するための費用及びそれに必要な宅地を購入するための資金を利率（固定）年2.5％で融資します（諸条件あり）。 タイ オヨ ユウシ		商工課　商工労政係		0277-76-1938										勤労者資金貸付事業		勤労者資金貸付事業

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		町内に定住を目的として新築した住宅を取得した方を対象に、固定資産税が課税される当初の年度に25万円を一括交付。 チョウナイ テイジュウ モクテキ シンチク ジュウタク シュトク カタ タイショウ コテイ シサンゼイ カゼイ トウショ ネンド マンエン イッカツ コウフ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809										定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド		町内に在住する勤労者で、金融機関から建設資金の融資を受け、町内に140㎡以下の専用住宅を新築した方に対し、年率2.0％を超える利率のうち1.5％を限度として補給を行う。（400万円以下） チョウナイ ザイジュウ キンロウシャ キンユウ キカン ケンセツ シキン ユウシ ウ チョウナイ イカ センヨウ ジュウタク シンチク カタ タイ ネンリツ コ リリツ ゲンド ホキュウ オコナ マンエン イカ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0274-64-8805										下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ		町内に居住用の住宅を新築・購入・改築した方で、群馬県で実施する「ぐんまの木で家づくり支援事業」で構造材補助に該当する方を対象に、群馬県から交付される補助金と同額を交付。 チョウナイ キョジュウヨウ ジュウタク シンチク コウニュウ カイチク カタ グンマケン ジッシ キ イエ シエン ジギョウ コウゾウザイ ホジョ ガイトウ カタ タイショウ グンマケン コウフ ホジョキン ドウガク コウフ		産業振興課
農林係 サンギョウ シンコウカ ノウリン カカリ		0274-64-8806										下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業

		104213		群馬県		中之条町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		自宅の修繕や補修工事を行う場合に、経費の一部を補助する。
対象工事：工事金額が２０万円以上。住宅の修繕・改築・増築等。補助金額：工事費の１０％。上限３０万円。 ジタク シュウゼン ホシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ タイショウ コウジ コウジ キンガク マンエン イジョウ ジュウタク シュウゼン カイチク ゾウチク トウ ホジョ キンガク コウジヒ ジョウゲン マンエン		観光商工課 カンコウ ショウコウ カ		0279-26-7727										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住民、又は建築完了後から6か月以内に住民となる方で、特定の条件に満たす場合に、子育て家庭の住環境の整備に係る費用を補助。1件あたり100万円または補助対象経費の10％のいずれか低い額を助成。 ジュウミン トクテイ ジョウケン ミ バアイ カカ ヒヨウ ホジョ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		家を購入する・改修する		住宅の建築等に西川材を使用するとき		住宅の建築等に西川材を使用するとき		市内において飯能市産の西川材を使用して住宅等の建築やリフォーム、木塀を設置する方に補助金を交付します。
・新築1戸上限50万円・リフォーム・木塀上限20万円		農林課		042-973-2122										住宅の建築等に西川材を使用するとき		住宅の建築等に西川材を使用するとき

		113654		埼玉県		小鹿野町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		５年以上町外で居住し、転入に当たり自ら居住する専用住宅・店舗併用住宅を、２年以内に新築又は購入（中古住宅を除く）した場合に、当該家屋に係る固定資産税相当額を奨励金として２年間交付する。 ネン イジョウ チョウガイ キョジュウ テンニュウ ア ミズカ キョジュウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ ジュウタク ネン イナイ シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク ノゾ バアイ トウガイ カオク カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン コウフ		総合政策課 ソウ		0494-75-1238										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		住まい		家を購入する・改修する		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外に引き続き３年以上居住していた方が、新たに定住を目的として市内に住居を取得し転入した場合（転入の日と住宅取得の日に１年以上の期間が開かない場合に限る。）、一律５０万円の定住促進奨励金を交付。 シガイ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ カタ アラ テイジュウ モクテキ シ ナイ ジュウキョ シュトク テンニュウ バアイ テンニュウ ヒ ジュウタク シュトク ヒ ネンイジョウ キカン ア バアイ カギ イチリツ マンエン テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0479-62-5307								1		旭市定住促進奨励金		旭市定住促進奨励金

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ		新築住宅を取得した転入者へ建設費の一部を補助。
市内建設業者により建設した場合は100万円、それ以外は20～50万円。
※平成26年度限り。住宅取得後６ヵ月以内に申請が必要。補助金がなくなり次第終了。 シンチク ジュウタク シュトク テンニュウシャ ケンセツヒ イチブ ホジョ バアイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835										鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ		個人住宅のリフォーム費を一部助成。20万円以上の改修・修繕・増築・模様替え等の工事などの条件を満たす方に対して、対象経費の10％に相当する額（上限30万円）を助成。平成26年度限り。 ジョウケン ミ カタ タイ ジョセイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835										鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）

		122262		千葉県		富津市		住まい		家を購入する・改修する		富津市定住奨励制度		富津市定住奨励制度		平成27年1月1日までに相続や贈与を除いて市内に初めて住宅（新築または中古）を取得した方を対象に、固定資産税相当額を奨励金として7年間で最高126万円交付する。		企画財政部
企画政策課		0439-80-1223										富津市定住奨励制度		富津市定住奨励制度

		122343		千葉県		南房総市 ミナミ ボウソウ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金交付制度		住宅取得奨励金交付制度		市内で新築住宅を建設または購入した子育て世帯（満１５歳未満の子を持つ世帯）の世帯員または若年者（満３９歳以下の者）で、交付申請時に対象住宅に定住している者に対し、奨励金を交付（最高７０万円）。 マン サイ ミマン コ モ セタイ セタイイン マン サイ イカ モノ コウフ シンセイ ジ タイショウ ジュウタク テイジュウ モノ サイコウ マンエン		建設環境部管理課 ケンセツ カンキョウ ブ カンリカ		0470-33-1102 										住宅取得奨励金交付制度		住宅取得奨励金交付制度

		122351		千葉県		匝瑳市		住まい		家を購入する・改修する		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ		匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築又は中古住宅を取得した人に奨励金を交付（新築最大70万円、中古20万円）。		企画課まちづくり戦略室		0479-73-0081										転入者マイホーム取得奨励金交付事業		転入者マイホーム取得奨励金交付事業

		122394		千葉県		大網白里市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド		市民が、市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う場合、一定の要件を満たせば、工事費の一部を、予算の範囲内で助成する。 シミン シ ナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジュウタク オコナ バアイ イッテイ ヨウケン ミ コウジヒ イチブ ヨサン ハンイナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0475-70-0355										住宅リフォーム助成制度		住宅リフォーム助成制度

		124109		千葉県		横芝光町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		町民のみなさんが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助。
補助金限度額20万円
補助実施期間平成25年4月1日から平成28年3月31日 チョウミン キョジュウ ジュウタク コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キン ゲンド ガク マンエン ホジョ ジッシ キカン ヘイセイ ネン ガツ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0479-84-1217										住宅リフォームの補助金制度		住宅リフォームの補助金制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町住宅取得奨励金		大多喜町住宅取得奨励金		50㎡以上の住宅を取得した方を対象に基本額50万円に加え、町内業者が建築した場合30万円、入居者全員が転入者の場合20万円、主体構造部を町内の製材・材木業者で加工された場合は20万円をそれぞれ加算		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										大多喜町住宅取得奨励金		大多喜町住宅取得奨励金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		町が分譲する船子城見ヶ丘団地の個人用宅地を購入した方を対象に1区画につき５００万円の定額補助を実施		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン		居住の用に供する住宅に住む者が町内の建築業者で２０万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/１０か２０万円のいずれか低い額を補助 キョジュウ ヨウ キョウ ジュウタク ス モノ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										住宅リフォーム奨励金		住宅リフォーム奨励金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助交付金制度		住宅リフォーム補助交付金制度		町民の生活環境の向上及び定住促進に資することから、町内の事業者により自己の居住する住宅のリフォーム工事を行った町民に対し予算の範囲内において補助する。(補助対象額の１０％１０万円を上限とする） ホジョ タイショウ ガク マンエン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										住宅リフォーム補助交付金制度		住宅リフォーム補助交付金制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり、判定値が1.0未満のものの耐震改修工事費の助成
（補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする）
 キカン ヒ ジョセイ ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅耐震改修費補助金制度

		124630		千葉県		鋸南町 キョナン マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金		住宅取得奨励金		平成２４年４月から町では定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町内において新築住宅を建築又は購入し、一定の条件を満たす方を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を創設しています。		地域振興課
地域整備室 チイキ シンコウカ		0470-55-4805										住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		150002		新潟県		-		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと越後の家づくり事業		ふるさと越後の家づくり事業		「越後杉ブランド認証材」を使用した住宅の建設を支援。木材使用量により補助額が変動。また、若者・UIJターン者及び農林水産業新規就業者には補助額の加算もあります。		農林水産部林政課		025-280-5324										ふるさと越後の家づくり事業		ふるさと越後の家づくり事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		住まい		家を購入する・改修する		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン		市内金融機関の住宅ローンを利用して、転入３年以内に住宅を新築・購入・リフォームする転入者を対象に、取得方法に応じてローン返済の利子相当額（最大36回分）を助成。 シナイ キンユウ キカン ジュウタク リヨウ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ テンニュウシャ タイショウ シュトク ホウホウ オウ ヘンサイ リシ ソウトウ ガク サイダイ カイブン ジョセイ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0257-21-2311										U・Iターン住宅資金助成金		U・Iターン住宅資金助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152129		新潟県		村上市		住まい		家を購入する・改修する		市産材利用住宅等建築奨励事業		市産材利用住宅等建築奨励事業		市内に木造構築物を建築される方に、５０万円以上の市産材（スギ・ヒノキ）購入経費に対し、２０％以内で１棟最大４０万円を補助します。		農林水産課		0254-53-2111(内線343)										市産材利用住宅等建築奨励事業		市産材利用住宅等建築奨励事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅資金貸付制度		持家住宅資金貸付制度		住宅を建築しようとする人で、自己資金の不足する方に対し、住宅資金を貸し付けます。（貸付額500万円以内、年利1.80％、期間15年以内）申込みにあたり各種条件があります。 カシツケ ガク マンエン イナイ ネンリ キカン ネン イナイ モウシコ カクシュ ジョウケン		都市整備課　建築住宅係 トシ セイビカ ケンチク ジュウタク カカ		025-552-1511										持家住宅資金貸付制度		持家住宅資金貸付制度

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン		平成26年4月1日以降新たに取得する住宅で、平成24年4月1日以降に婚姻届を提出した新婚さん及び中学生以下の子どもが同居する子育て世帯へ市内在住者に最大100万円、転入者に150万円の補助金を交付。 ヘイセイ ネン ガツ ニチイコウ コンイン トドケ テイシュツ シンコン オヨ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ シナイ ザイジュウ シャ サイダイ マンエン テンニュウ シャ マンエン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911										ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム等建設支援事業		マイホーム等建設支援事業		市内建築業者で新・増・改築し、マイホームを取得する方に対して支援金を交付。支援金＝建設費100万円に対し10万円＋100万円を超える建設費×1％（限度新築・改築20万円、増築15万円） シナイ ケンチク ギョウシャ シン ゾウ カイチク シュトク ホウ タイ シエン キン コウフ マンエン タイ マンエン マンエン コ ケンセツヒ シンチク マンエン ゾウチク		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										マイホーム等建設支援事業		マイホーム等建設支援事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム事業		住宅リフォーム事業		市内施行業者に発注した20万円以上のリフォーム工事に要する費用の20％、10万円を限度に補助金を交付。 ハッチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										住宅リフォーム事業		住宅リフォーム事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		五泉の木づかい家づくり事業		五泉の木づかい家づくり事業		五泉産の木材を使って、市内に住宅を新築または増・改築する方を対象に、五泉市産材の購入額が1棟につき30万円以上で補助率3分の1以内、30万円を限度に補助金を交付。		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										五泉の木づかい家づくり事業		五泉の木づかい家づくり事業

		152226		新潟県		上越市		住まい		家を購入する・改修する		上越市克雪すまいづくり支援事業		上越市克雪すまいづくり支援事業		市内の特別豪雪地帯で克雪住宅を整備する人に、補助金を交付します。		都市整備部 建築住宅課 トシ セイビ ブ		025-526-5111										上越市克雪すまいづくり支援事業		上越市克雪すまいづくり支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		虹の架け橋住宅取得支援事業		虹の架け橋住宅取得支援事業		市内に住宅を取得する人に対して補助金を交付する。
○転入者の人：対象要件の全て該当で最高50万円）○市内在住の方：対象要件の全て該当で最高30万円）		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480										虹の架け橋住宅取得支援事業		虹の架け橋住宅取得支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業		市民が自己の居住する住宅および定住を目的として空き家住宅をリフォームする人（市外の人も対象）で市内施工業者を活用しリフォームを行う場合、その経費の一部を補助（最高３０万円） サイコウ マン		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		地場産瓦普及助成事業補助金制度		地場産瓦普及助成事業補助金制度		新築住宅、住宅リフォーム工事において地場産瓦を使った人に対して、瓦代金の補助（最高１０万円） サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479										地場産瓦普及助成事業補助金制度		地場産瓦普及助成事業補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ		①県外に住民登録を有して3年以上経過②宅地購入時の年齢50歳以下③宅地購入契約日から5年以内に住宅建築、6年以内に住民登録可能以上を満たすU・Iターン者に購入宅地面積１㎡あたり3,000円を助成 カノウ		財政課 用地管財班 ザイセイ カ ヨウチ カンザイ ハン		025-773-6671										ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ		市内事業者と建築主が連携し、南魚沼市産の杉を使用して住宅を建築する場合に購入額の一部を補助する。
対象経費：住宅建築に必要な南魚沼市産スギ材を製材・加工した木材の購入費補助率：1/3（上限50万円） シャ ミ タイショウ ケイヒ シ ホジョ リツ		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663										南魚沼の木で家づくり事業補助		南魚沼の木で家づくり事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ		市内施工業者による住宅のリフォーム工事に対する補助金。補助率：補助基礎額の20％（補助金上限10万円）
※過去にこの補助金を受けた人や住宅は、10万円から既に受けた補助金の額を控除した額が上限。 シナイ セコウ ギョウシャ ジュウタク コウジ タイ ホジョキン ホジョ リツ ホジョ キソ ガク ホジョキン ジョウゲン マンエン カコ ホジョキン ウ ヒト ジュウタク マンエン スデ ウ ホジョキン ガク コウジョ ガク ジョウゲン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										個人住宅リフォーム事業補助		個人住宅リフォーム事業補助

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド		田上町では定住人口の増加を図り、若年層の町内定住を促進し活力あるまちづくりを目的とし、一定の要件に該当する新築住宅に対し町独自の『新築住宅固定資産税減免制度』を行っています。 オコナ		町民課税務係 チョウミンカ ゼイム カカリ		0256-57-6115										新築住宅固定固定資産減免制度		新築住宅固定固定資産減免制度

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン		新婚5年以内および子育て世帯（中学生以下の子どもがいる世帯）に対し、町内で住宅を取得し、500万円以上を借り入れた場合、年末貸付残高（上限1,000万円）の1％を5年間交付する制度を新設しました。 シンコン ネン イナイ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ コ セタイ タイ チョウナイ ジュウタク シュトク マン エンイジョウ カ イ バアイ ネンマツ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン カカリ		0256-57-6222										新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン		U・Iターン者で転入後３年以内に住宅を整備する者
●住宅整備補助金【新築】上限50万円、【増改築】上限30万円 シャ テンニュウゴ ネン イナイ ジュウタク セイビ モノ		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										住宅整備補助金		住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		克雪住宅整備補助金		克雪住宅整備補助金		克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。●補助金の額は、対象工事費の50％とし、50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										克雪住宅整備補助金		克雪住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。
●補助金の額は、補助対象経費の30％以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ		生活環境の向上と地域経済の活性化を図るため、村内の施工業者によって個人住宅のリフォーム工事を行う村民を対象に、経費の１０％補助する。（最大１０万円） セイカツ カンキョウ コウジョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ハカ ソンナイ セコウ ギョウシャ コジン ジュウタク コウジ オコナ ソンミン タイショウ ケイヒ ホジョ サイダイ マンエン		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476										住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか住宅取得支援事業		高岡市まちなか住宅取得支援事業		まちなか区域の新築、購入の際の借入額の5%補助（上限100万円）、中古マンションの購入の際の借入額の5%補助（上限50万円）、中古戸建住宅の購入の際の購入額の5%補助（上限50万円） サイ ホジョ ジョウゲン サイ ホジョ ジョウゲン チュウコ コダテ ジュウタク コウニュウ サイ コウニュウ ガク ホジョ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなか住宅取得支援事業		高岡市まちなか住宅取得支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		まちなかで「高岡市木造住宅耐震改修支援事業」の補助金を受けて耐震改修工事を行う住宅で、同時にリフォームを行う場合、リフォームに要する費用の10％について40万円を上限に補助します。 マンエン ジョウゲン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ		「まちなか」の空き家等に対し補助。バリアフリーリフォーム（耐震パッケージタイプ※以下A：上限15万円、まちなか定住促進タイプ※以下B：上限十万円）、エコリフォーム（A：上限35万円、B：上限三十万円） ア ヤ トウ タイ ホジョ タイシン イカ ジョウゲン マンエン テイジュウ ソクシン イカ ジョウゲン １０ マンエン ジョウゲン マンエン ジョウゲン ３０ マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなかリフォーム支援事業		高岡市まちなかリフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市木造住宅耐震改修支援事業		高岡市木造住宅耐震改修支援事業		耐震改修工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、上限60万円とする。 ジョウゲン		都市整備部建築指導課		0766-20-1429										高岡市木造住宅耐震改修支援事業		高岡市木造住宅耐震改修支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ		市外から本市への移住等の理由で本市が指定した定住促進住宅団地の土地を購入し居住された方に対して、土地取得費の一部（限度額50万円～100万円）を助成。 ゲンド ガク マンエン マンエン ジョセイ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										定住促進住宅団地の宅地購入支援事業		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		新婚に伴う住宅の新築や購入、増改築などの借入金のうち、400万円を限度に、年率1％の利子相当額の利子の一部を助成。（最高で年間4万円以内、最長5年間で20万円以内）		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給

		162060		富山県		滑川市		住まい		家を購入する・改修する		まちなか居住推進事業		まちなか居住推進事業		市が定める区域内において、一戸建て住宅を建設、または購入した親族２人以上の世帯に対し補助金を交付。		まちづくり課 カ		076-475-2111										まちなか居住推進事業		まちなか居住推進事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（定住促進助成金）		定住促進対策事業
（定住促進助成金）		市内において「住宅」を建築又は取得され、そこにお住まいになっている方に対し、助成金を交付します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（定住促進助成金）		定住促進対策事業
（定住促進助成金）

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン		住みやすい環境づくりによる定住人口の増加を図るため、三世代同居を推進し、既存住宅のリフォーム工事を行う方にその費用の一部を助成します。 ス カンキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を購入する・改修する		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン		市外からの転入の場合、新築50万円＋家族加算（1人5万円）、中古住宅30万円＋家族加算（1人5万円）を交付。市内での転居の場合、新築30万円、中古10万円を交付。過疎地域は金額1.5～2倍。 シガイ テンニュウ バアイ シンチク マンエン カゾク カサン ニン マンエン チュウコ ジュウタク マンエン カゾク カサン ニン マンエン コウフ シナイ テンキョ バアイ シンチク マンエン チュウコ マンエン コウフ カソチイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市定住奨励金		南砺市定住奨励金

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		耐震改修費用に対して最大60万円、リフォーム費用に対して最大30万円を補助。		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-52-7395				中 チュウ		耐震改修60万円！リフォームでも30万円補助 タイシン カイシュウ マンエン マンエン ホジョ				射水市木造住宅耐震改修等支援事業		射水市木造住宅耐震改修等支援事業

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市指定宅地取得支援助成金
		射水市指定宅地取得支援助成金
		
市が指定する住宅団地において、住宅のために宅地を購入し、購入から1年以内に住宅を新築された方又は住宅付土地を購入した方であって、当該土地に住所を有する方に対し、助成金を3か年で交付。
		都市整備部
都市計画課 トシ セイビ ブ トシ ケイカク カ		0766-52-7390										射水市指定宅地取得支援助成金
		射水市指定宅地取得支援助成金


		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		家を購入する・改修する		立山町里山定住促進事業		立山町里山定住促進事業		里山地区の定住を促進するため、指定地域内で住宅を新築、購入、増築、リフォームする方に、その費用の一部を助成（15～30万円） サトヤマ チク テイジュウ ソクシン シテイ チイキ ナイ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウチク カタ ヒヨウ イチブ ジョセイ マンエン		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980										立山町里山定住促進事業		立山町里山定住促進事業

		170003		石川県		-		住まい		家を購入する・改修する		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ		県が認定した事業者が行う5ｍ3以上の県産木材を使用した住宅・店舗等の新築・増改築に対し、県産木材の使用量に応じて8万円又は12万円を補助 ケン ニンテイ ジギョウシャ オコナ		森林管理課 シンリン カンリカ		076-225-1643										いしかわの木が見えるたてもの推進事業		いしかわの木が見えるたてもの推進事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を購入する・改修する		珠洲木材活用住宅助成事業		珠洲木材活用住宅助成事業		地元産木材を活用した新築・増改築木造住宅に補助
・対象者市民またはUIターン者
・新築地元産木材を50%使用30万円
・増改築地元産木材を5m3以上使用上限30万円		産業振興課		0768-82-7766								1		珠洲木材活用住宅助成事業		珠洲木材活用住宅助成事業

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を購入する・改修する		かほく市若者マイホーム取得奨励金		かほく市若者マイホーム取得奨励金		４５歳未満の方が市内に住宅を新築・購入し生活する場合に最大１００万円の奨励金を交付します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112										かほく市若者マイホーム取得奨励金		かほく市若者マイホーム取得奨励金

		172111		石川県		能美市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 ホジョキン		定住促進補助金 ホジョキン		４５歳以下で市外から住宅を取得し、転入してきた夫婦世帯に２０万円。指定特区の移住ほか加算要件により最大８０万円。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212										定住促進補助金		定住促進補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等奨励金		住宅取得等奨励金		家屋にかかる住宅ローン年末残高の1%相当額を5年間継続して交付（上限100万円）。また、親等との同居や、転入者である場合など、一定要件を満たす世帯には初年交付分に上乗せして加算額を交付。 ケイゾク		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										住宅取得等奨励金		住宅取得等奨励金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		農村定住奨励金		農村定住奨励金		中山間地の対象集落で住宅を取得した夫婦または親子世帯以上で、40歳以下の世帯員がいる場合に交付。
交付額20万円（世帯員全員が転入者である場合は40万円）		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										農村定住奨励金		農村定住奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン		新規転入者、再転入者が志賀町建築業者により新築・改築した場合に助成。新築は、取得費の2.5％（上限50万円）。改築は、工事費の1/3（上限30万円）。 シンキ テンニュウシャ サイテンニュウシャ シカマチ ケンチク ギョウシャ シンチク カイチク バアイ ジョセイ シンチク シュトク ヒ ジョウゲン マンエン カイチク コウジヒ ジョウゲン マンエン		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211										定住促進住まいづくり奨励金		定住促進住まいづくり奨励金

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		町外から転入された世帯で、町内に新築住宅や中古住宅を取得された場合、最大１００万円の奨励金の助成 チョウガイ テンニュウ セタイ チョウナイ シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3132										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと定住 住宅助成金		ふるさと定住 住宅助成金		①転入して2年未満の新築で、契約締結後3カ月以内に認定申請する人（助成金額50万円）、②転入してから1年未満に中古住宅を購入し、その契約から1年未満に改築する人で認定後直ちに改築工事ができる人 ケイヤク マン		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										ふるさと定住 住宅助成金		ふるさと定住 住宅助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を購入する・改修する		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市に転入し、新たに住宅を取得する世帯で、中学生3年生以下のお子さんを子育てする世帯に対し、新生活を支援するため、助成金の交付を行います。		政策形成課
企画担当 セイサク ケイセイ カ キカク タントウ		0554-43-1111
(内線241)										都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金		最高１０万円（耐震改修併用リフォームの場合は２０万円）として、工事金額の１０％まで補助。空き家バンク成約者も対象。 タイシン カイシュウ ヘイヨウ バアイ マンエン コウジ キンガク ホジョ		都市計画課
都市整備担当		0553-22-1111										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		定住祝い金制度		定住祝い金制度		三富若者定住促進住宅から三富地区に持ち家を取得した方を対象（若者定住住宅に入居した月から退去した月までの月数に、1万6,000円を乗じ得た金額とする）。		建設課
市営住宅担当 ケンセツ カ シエイ ジュウタク タントウ		0553-22-1111										定住祝い金制度		定住祝い金制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		市内に所有し現在居住している個人住宅または店舗等併用住宅(築後5年経過しているもの)のリフォーム費用を、条件を満たす場合10％(上限10万円・耐震工事は上限20万円)助成する。 シナイ ショユウ ゲンザイ キョジュウ コジン ジュウタク テンポ トウ ヘイヨウ ジュウタク チク ゴ ネン ケイカ ヒヨウ ジョウケン ミ バアイ ジョウゲン マンエン タイシン コウジ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課
建築営繕担当 ケンセツ カ ケンチク エイゼン タントウ		0551-22-1111
(内線243)										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン		市外に居住されていた方が、市内に住宅を取得し、定住する場合に助成金（新築30万円、中古20万円）を支給します。 シガイ キョジュウ カタ シナイ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ ジョセイキン シンチク マンエン チュウコ マンエン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0551-22-1111										持家住宅定住促進助成金		持家住宅定住促進助成金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		住まい		家を購入する・改修する		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ		市民の住環境の向上のため住宅リフォーム応援事業。対象は工事費２０万円（税抜き）以上で補助金額は工事費の２０％（上限２０万円） シミン ジュウカンキョウ コウジョウ ジュウタク オウエン ジギョウ タイショウ コウジ ヒ マンエン ゼイ ヌ イジョウ ホジョ キン ガク コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツ カ		0267-22-1700										小諸市すまいのリフォーム応援事業		小諸市すまいのリフォーム応援事業

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい ス		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域のうち新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内（150万円を限度とする）		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ		対象地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の１０分の１以内を助成
（限度額１０万円）※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ハイオク ト コワ ジギョウ ヨウ ケイヒ ブン イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅の耐震補強工事経費の1/2以内（上限60万円）を補助 ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン ジュウタク タイシン ホキョウ コウジ ケイヒ イナイ ジョウゲン ００００ エン ホジョ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111										伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進マイホーム取得助成事業		定住促進マイホーム取得助成事業		市内に定住のための住宅を取得した方に、新築の場合は最大３４万円、購入の場合は最大２９万円を助成		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										定住促進マイホーム取得助成事業		定住促進マイホーム取得助成事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業		個人所有の居住用住宅の地元業者によるリフォームに、対象工事費の２０％以内、最高限度額２０万円を補助（申請期限Ｈ２６年９月末）		建設課
建築住宅係		0261-22-0420										住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ		市外から転入しようとする40歳未満の夫婦または20歳未満の子供と同居する夫婦に最大で150万円を補助 サイミマン フウフ サイミマン コドモ ドウキョ フウフ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ		市外から転入しようとする方へ購入費用及び改修費用の1/2、最大80万円を補助 シガイ テンニュウ カタ コウニュウ ヒヨウ オヨ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ		対象住宅を所有し、住民登録のある方を対象に住宅リフォーム費用を補助。補助対象工事が50万円以上の場合に10万円を補助 タイショウ ジュウタク ショユウ ジュウミン トウロク カタ タイショウ ジュウタク ヒヨウ ホジョ ホジョ タイショウ コウジ マンエン イジョウ バアイ マンエン ホジョ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0266-72-2101										住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		203629		長野県 ナガノケン		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業		地域産業の活性化、既存住宅の改修等による住環境の改善を図るため、町民が町内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う方に、費用の一部を町が補助する支援事業（平成26年度まで） ヘイセイ ネンド		建設課都市計画管理係 ケンセツカ トシ ケイカク カンリ カカリ		0266-62-9216										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン		町に定住する目的で住宅を新築または新築住宅を購入した、申請時に４５歳未満の方を対象に５０万円を補助（条件有）。平成２２～２６年度の５年間 マチ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ シンセイジ サイ ミマン カタ タイショウ マンエン ホジョ ジョウケン アリ ヘイセイ ネンド ネンカン		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332										定住促進対策新築住宅補助金		定住促進対策新築住宅補助金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅建設資金利子補給金		飯島町住宅建設資金利子補給金		住宅の新築や中古住宅等を取得する際に、指定金融機関から融資を受けた方に対し、利子総額の1/2以内、40歳未満のＩターン者には最大50or40万円、その他一般の方にも最大25～8万円の利子補給金を交付 リシ ソウガク イナイ サイミマン シャ サイダイ マンエン タ イッパン カタ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町住宅建設資金利子補給金		飯島町住宅建設資金利子補給金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町の町営住宅（特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅含む）に入居した若者が、定住するために住宅を新築または購入（中古住宅を含む）した場合に最大25or20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町若者定住化促進住宅補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅リフォーム支援補助金		飯島町住宅リフォーム支援補助金		リフォーム工事全般（塀の耐震補強・空き家の有効活用目的を含む）に係る費用の一部について、税抜き30万円以上の工事の５％相当・最大10万円を補助。 ゼンパン ヘイ タイシン ホキョウ ア ヤ ユウコウ カツヨウ モクテキ フク ゼイ ヌ マンエンイジョウ コウジ ソウトウ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町住宅リフォーム支援補助金		飯島町住宅リフォーム支援補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町耐震補強工事補助金		飯島町耐震補強工事補助金		東海地震などの大規模地震に備え、住宅の耐震化を進めるため木造住宅の耐震診断事業と、必要に応じた住宅等補強事業に対し、対象工事の1/2以内・最大60万円を補助。 タイショウ コウジ イナイ サイダイ マンエン		建設水道課
調査計画係 チョウサ ケイカク カカ		0265-86-3111										飯島町耐震補強工事補助金		飯島町耐震補強工事補助金

		204137		長野県 ケン ケン		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン		住宅の増改築及び空き家の取得に係る費用を、工事費（取得費）の１０％以内の額（限度額３０万円）を支給 ジュウタク ゾウカイチク オヨ ア ヤ シュトク カカ ヒヨウ コウジヒ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築工事に対し、工事費の１０％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク シンチク コウジ タイ コウジヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅新築補助金		住宅新築補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン		住宅用地取得に係る費用を、取得費の１００％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク ヨウチ シュトク カカ ヒヨウ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅用地取得補助金		住宅用地取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築、リフォーム工事に対し、経費の１００分の２５に相当する金額を補助する（限度額２０万、１，０００円未満切り捨て）。尚、他の新築事業等補助金との併用は不可。年齢制限なし ジュウタク シンチク コウジ タイ ケイヒ ブン ソウトウ キンガク ホジョ ゲンドガク マン エン ミマン キ ス ナオ ホカ シンチク ジギョウ トウ ホジョキン ヘイヨウ フカ ネンレイ セイゲン		建設課 ケンセツカ		0260-32-2001										天龍村住宅新築・リフォーム補助金		天龍村住宅新築・リフォーム補助金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		住まい ス		家を購入する・改修する		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付 コウレイシャ ドウキョ コソダ チュウ ソンミン ジュウタク シンチク バアイ カリイレ キン リシ フタン ケイゲン ホジョキン コウフ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										ふれあい住宅支援事業補助金		ふれあい住宅支援事業補助金

		204480		長野県		生坂村		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン		村内の事業者による住宅のリフォーム等に補助します。（補助金上限額２０万円） ソンナイ ジギョウ シャ ジュウタク トウ ホジョ ホジョキン ジョウゲン ガク マンエン		振興課 シンコウカ		0263-69-3111										住宅リフォーム等補助金		住宅リフォーム等補助金

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		小布施町定住促進補助金		小布施町定住促進補助金		小布施町に移住定住する方で、住宅の新築や中古住宅の購入、賃貸リフォームをされるときに補助金を助成 オブセマチ イジュウ テイジュウ カタ ジュウタク シンチク チュウコ ジュウタク コウニュウ チンタイ ホジョキン ジョセイ		行政改革グループ ギョウセイ カイカク		026-214-9102										小布施町定住促進補助金		小布施町定住促進補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		家を購入する・改修する		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン		延床面積70㎡以上、地元業者施工の50万円以上の新・改築工事に補助。新築は村産木材１５％以内で１５０万円までと、指標の７割以上を充たし１０％以内で７５万円まで。増改築は村産木材１５％以内で７５万円まで ノ ユカ メンセキ イジョウ ジモト ギョウシャ セコウ マン エン イジョウ カイチク コウジ ホジョ シンチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン シヒョウ ワリ イジョウ ミ イナイ マンエン ゾウカイチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111										村産材利用・地元業者利用補助金		村産材利用・地元業者利用補助金

		205907		長野県 ナガノケン		飯綱町 イイヅナ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン		町内に自ら定住する目的で住宅を新築又は購入する者で、申請時に満40歳未満の方を対象に上限50万円を補助(対象期間有） チョウナイ ミズカ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ モノ シンセイジ マン サイミマン カタ タイショウ ジョウゲン マンエン ホジョ タイショウ キカン アリ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		026-253-2511										定住促進対策新築住宅等補助金		定住促進対策新築住宅等補助金

		206024		長野県 ナガノケン		栄村 サカエムラ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン		Iターン・Uターンで定住する若者がマイホームの取得をする際に補助金を支給 テイジュウ ワカモノ シュトク サイ ホジョ キン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0269-87-3114										若者定住マイホーム支援事業補助金		若者定住マイホーム支援事業補助金

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド		住宅を取得（新築・中古）するとき、もしくは住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローン返済額のうち、１．０％の利子に相当する額を当初５年間助成 ジュウタク シュトク シンチク チュウコ ジュウタク ミンカン キンユウ キカン ジュウタク リヨウ ヒト タイ ヘンサイ ガク リシ ソウトウ ガク トウショ ネンカン ジョセイ		公共建築住宅課 コウキョウ ケンチク ジュウタク カ		058-272-1111(内線3657)										住宅資金助成制度		住宅資金助成制度

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		ぎふの木で家づくり支援事業		ぎふの木で家づくり支援事業		乾燥度合いや強さを表示したぎふ性能表示材を、柱や梁などの構造材に８０％以上かつ梁桁に６㎥以上使用した住宅を県内に新築した場合に２０万円助成。		県産材流通課		058-272-1111(内線3013)										ぎふの木で家づくり支援事業		ぎふの木で家づくり支援事業

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援利子補給金		子育て世代住宅取得支援利子補給金		中学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる世帯が、市街化区域に住宅を新築、または新築の住宅・分譲マンションを購入し、転入した場合、住宅の借り入れ利子を助成します。（限度額１０万円／年１回、３年間） カ イ		都市計画部
都市プロモーション室		0584-47-7681										子育て世代住宅取得支援利子補給金		子育て世代住宅取得支援利子補給金

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		家を購入する・改修する		耐震補強工事補助事業		耐震補強工事補助事業		木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。平成26年度は10件を予定しています。平成25年度から3年間限定で市単独費の上乗せを行い、個人負担をより軽減し、住宅耐震化の推進を図ります。		都市計画課 トシ ケイカク カ		0572-68-9817										耐震補強工事補助事業		耐震補強工事補助事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		市内の方が、恵那市内に新築住宅を購入又は建築した場合、地方税法の減免分と同額を3年間減免します。 シナイ カタ エナシナイ シンチク ジュウタク コウニュウ マタ ケンチク バアイ チホウ ゼイホウ ゲンメン ブン ドウガク ネンカン ゲンメン		税務課資産税係 ゼイム カ シサンゼイ カカリ		0573-26-2111(内510.513)										固定資産税の減免		固定資産税の減免

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド		固定資産税の減免に該当する世帯について、25万円を交付します。また、義務教育以下の世帯員がいる場合、1人につき5万円を加算します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										定住促進奨励金交付制度		定住促進奨励金交付制度

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ		地域材の柱を30本以上使い、市内建設業者が住宅を新築したとき、市内の方は固定資産税を最長3年間減免、市外からの転入者は最大20万円の奨励金を交付します。		農林課林政係 ノウリンカ リンセイ カカリ		0573-26-2111(内527)										えなの木で家づくり支援事業		えなの木で家づくり支援事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		家を購入する・改修する		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住することを目的とした住宅を取得された方に新築３０万円、中古１５万円、中学生以下の子ども１人につき５万円の奨励金を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク カタ シンチク マンエン チュウコ マンエン チュウガクセイ イカ コ ニン マンエン ショウレイキン コウフ		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市定住促進奨励金		土岐市定住促進奨励金

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		家を購入する・改修する		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ		市内建設業者の施工により住宅工場等を新増築した者及び市内に住宅、工場を取得して移住する者に対し、固定資産税相当額を３年間まちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ ケンセツギョウ シャ セコウ ジュウタク コウジョウトウ シンゾウチク モノ オヨ シナイ ジュウタク コウジョウ シュトク イジュウ モノ タイ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン シンコウ ケン チイキ ツウカ ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0581-22-6832										山県市新築等祝金事業		山県市新築等祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		住まい		家を購入する・改修する		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		本巣市北部地域に移住・定住される方に補助金を交付します。住宅取得…限度額100万円（取得経費の1/10）中古住宅…限度額50万円（取得経費の1/10）借家…限度額1万5千円（家賃月額の1/2を3年間） モトス シ ホクブ チイキ イジュウ テイジュウ カタ ホジョキン コウフ ジュウタク シュトク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ チュウコ ジュウタク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ シャクヤ ゲンド ガク マン センエン ヤチン ゲツガク ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0581-34-5024										本巣市移住定住促進補助金		本巣市移住定住促進補助金

		212199		岐阜県		郡上市		住まい		家を購入する・改修する		郡上市産材住宅建設等支援事業		郡上市産材住宅建設等支援事業		市内への定住促進と市産材の利用拡大を図るため、住宅の新築または購入を行う者を対象に、市で定めた一定の要件を満たした場合に奨励金を交付。		農林水産部
林務課 ノウリン スイサン ブ リン ム カ		0575-67-2121										郡上市産材住宅建設等支援事業		郡上市産材住宅建設等支援事業

		213039		岐阜県		笠松町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金		定住促進助成金		定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築されたり、新築購入をされたかたに、住宅に課税される固定資産税の額に相当する「定住促進助成金」を交付します。		税務課 ゼイムカ		058-388-1112										定住促進助成金		定住促進助成金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金制度		新築住宅建設等奨励金制度		町内に新築住宅を建築、又は購入する者に対して奨励金を交付する制度。基本奨励金：10万円。加算要件該当で別途加算あり。 カサン ヨウケン ガイトウ ベット カサン		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										新築住宅建設等奨励金制度		新築住宅建設等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅に対する固定資産税減免		新築住宅に対する固定資産税減免		町内に住宅を新築した場合、床面積120㎡以下について、3年間、固定資産税の1/2を減額。国制度との併用により床面積120㎡以下は、3年間、固定資産税がゼロ。		総務部税務課 ソウム ブ ゼイムカ		0585-22-2111										新築住宅に対する固定資産税減免		新築住宅に対する固定資産税減免		OK		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修等奨励金制度		住宅改修等奨励金制度		町内の既存住宅の改修工事等をする者に対し、改修費用の一部を助成。ただし工事経費が50万円以上の場合に限る。基本奨励金：対象工事に要する経費の100分の5相当。上限5万円。加算要件該当で別途加算有 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										住宅改修等奨励金制度		住宅改修等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		空き家に3年以上の居住を前提に購入又は賃貸した者が改修、ハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成。①改修費用の１／２以内。上限10万円。加算要件該当で別途加算有。②清掃費の１／２以内。上限5万円 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										田舎暮らし住宅活用奨励金制度		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		川辺町内に住宅を新築もしくは購入した方に３年間、住宅に課税される固定資産税相当額を助成する。 カワベ チョウナイ ジュウタク シンチク コウニュウ カタ ネンカン ジュウタク カゼイ コテイ シサンゼイ ソウトウガク ジョセイ		企画まちづくり課 キカク カ		0574-53-7213										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		215058		岐阜県		八百津町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン		定住を目的として町内に住宅を新築する方、又は新築家屋を購入する方に対して、1戸20万円を奨励金として交付します。 テイジュウ モクテキ チョウナイ ジュウタク シンチク カタ マタ シンチク カオク コウニュウ カタ タイ イッコ マンエン ショウレイキン コウフ		産業課 サンギョウカ		0574-43-2111										新築住宅建設等奨励金		新築住宅建設等奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進事業		定住促進事業		定住を促進するため、Iターン・Uターン等により住宅新築、中古住宅購入、住宅改修する場合や、村営住宅へ入居した方の家賃への奨励金を交付する。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111										定住促進事業		定住促進事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代型住宅建設事業		子育て世代型住宅建設事業		入居条件①配偶者又は３ヶ月以内に入籍予定の婚約者がいる②夫婦（婚約者同士）が共に18歳以上41歳未満③子の最年長者は小学校6年生以下④申込時の居住地は不問⑤配偶者（婚約者）との合計所得が2百万円以上		建設部建築住宅課		0547-36-7193										子育て世代型住宅建設事業		子育て世代型住宅建設事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン		木材利用を促進することにより、地域経済の活性化のため大井川流域産材を使用した木材住宅を新築する個人に対して奨励金を交付する。 モクザイ リヨウ ソクシン チイキ ケイザイ カッセイカ オオイガワ リュウイキ サン ザイ シヨウ モクザイ ジュウタク シンチク コジン タイ ショウレイキン コウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7165										島田市木材需要促進対策奨励金		島田市木材需要促進対策奨励金

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ		２０万円以上の住宅又は併用住宅の増改築・修繕工事費の２０％を助成する制度。150万円以上は30万円、20万円以上150万円未満は２０％の額を助成。なお、助成額の３０％は下田クレジット商品券で交付		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-22-3914										住宅リフォーム振興事業		住宅リフォーム振興事業		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222224		静岡県		伊豆市 イズシ		住まい		家を購入する・改修する		伊豆市若者定住促進住宅補助金		伊豆市若者定住促進住宅補助金		定住する若者に、平成27年12月31日までの間に新築又は購入で取得した住宅に100万円（住宅のみの場合は50万円）を補助。また、その住宅に居住する小学校就学に達するまでの者１人につき10万円を補助		総務部
地域づくり課 ソウム ブ チイキ カ		0558-74-3066										伊豆市若者定住促進住宅補助金		伊豆市若者定住促進住宅補助金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド		市外から転入して住宅を取得、または市内アパート等の居住者で住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に50万円を交付。ただし、取得価格が500万未満の場合は取得価格の10％。※建て替えの場合は対象外 シガイ テンニュウ ジュウタク シュトク シナイ トウ キョジュウシャ ジュウタク シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイショウ マンエン コウフ シュトク カカク マン ミマン バアイ シュトク カカク タ カ バアイ タイショウガイ		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161										住宅取得補助金制度		住宅取得補助金制度

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外から転入して住宅を取得、または、市内居住者でアパート等に住んでいて住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に固定資産税額の１/２相当額を５年間交付。※建て替えの場合は対象外。 コテイ シサンゼイ ガク ソウトウ ガク ネンカン		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		100万円以上の住宅改修工事において、工事費の10％（上限30万円※千円未満切り捨て）※市の耐震補強事業などで受けた補助額は対象外とする。 マンエン イジョウ ジュウタク カイシュウ コウジ コウジヒ ジョウゲン マンエン セン エン ミマン キ ス シ タイシン ホキョウ ジギョウ ウ ホジョ ガク タイショウガイ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0537-85-1122										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅の耐震補強工事費用に対し補助を交付する。（上限額50万円。高齢者のみでお住まいの方や、重度の障害がある方などの住宅の場合は、上限額が70万円） ホジョ		都市政策課 トシ セイサク カ		0537-35-0932										木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅耐震補強助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		新築された住宅については新築後３年間（認定長期優良住宅は５年間）、固定資産税が減額される。 シンチク ネンカン ニンテイ チョウキ ユウリョウ ジュウタク ネンカン		税務課 ゼイムカ		0537-35-0913										固定資産税の減免		固定資産税の減免

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		町派遣の専門家により、一定の基準を超えると判断された場合に助成。耐震補強計画：1戸あたり9万6千円上限（費用の2/3以内）。耐震補強工事：工費のうち50万円（高齢者のみの世帯は70万円）上限 ジョウゲン ジョウゲン		建設課 ケンセツ カ		0558-34-1952										プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅建築等助成制度		木造住宅建築等助成制度		木造住宅の新築または増築に補助金を交付する制度。新築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の全額（15万円／年を限度）増築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の1／2の額（10万円／年を限度）		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-34-1946										木造住宅建築等助成制度		木造住宅建築等助成制度

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン		町内に１年以上住民登録をし、改修工事を行う住宅に現在入居している方が、住宅改修を行う際、工事費の20%以内（限度額20万円）で補助金を交付。 チョウナイ ネンイジョウ ジュウミン トウロク カイシュウ コウジ オコナ ジュウタク ゲンザイ ニュウキョ カタ ジュウタク カイシュウ オコナ サイ コウジヒ イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964										住宅改修事業補助金		住宅改修事業補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		家を購入する・改修する		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ		町内建築業者が、木造専用住宅（店舗併用含む）を地域材で新築及び増築（10㎡以上）した場合、その一部を助成する。（一件＝購入代金の1/2、上限10万円） チョウナイ ケンチク ギョウシャ モクゾウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ フク チイキ ザイ シンチク オヨ ゾウチク イジョウ バアイ イチブ ジョセイ イッケン コウニュウ ダイキン ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0538-85-6316										地域材利用木造住宅推進事業		地域材利用木造住宅推進事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		住まい		家を購入する・改修する		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン		長者平団地分譲地を購入後住宅を建設し、義務教育修了前の子供を養育する家庭か、交付申請時点で夫又は妻が35歳以下の夫婦が居住し市民となる場合に交付。1夫婦又は1家族につき1,000,000円。 チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ゴ ジュウタク ケンセツ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コドモ ヨウイク オット マタ ツマ サイイカ フウフ キョジュウ シミン バアイ コウフ フウフ マタ カゾク エン		作手総合支所地域振興課 ツクデ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		0536-37-2259										新城市長者平団地分譲地購入奨励金		新城市長者平団地分譲地購入奨励金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		若者世帯が町内に住宅を新築する場合に費用の１／３以内を補助（上限２００万円）。中学生以下の子どもがいる世帯または年齢の合計が８０歳未満の夫婦が対象。 ワカモノ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク バアイ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コ セタイ ネンレイ ゴウケイ サイミマン フウフ タイショウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										設楽町若者定住促進住宅補助金		設楽町若者定住促進住宅補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ		延べ床面積100㎡以上の住宅を新築した場合に20万円／戸の報奨金を交付。対象は住宅を建てる方で４０歳未満の世帯員と同居が必要。 ノ ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ト ホウショウキン コウフ タイショウ ジュウタク タ カタ サイミマン セタイ イン ドウキョ ヒツヨウ		企画課		0536-62-0514										住宅新築奨励		住宅新築奨励

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ		住宅の新築・増改築経費の無利子貸付（上限３００万円・１人１回限り）。対象は４０歳未満の住宅を建てる方。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ニン カイ カギ タイショウ サイミマン ジュウタク タ カタ		企画課		0536-62-0514										住宅資金貸付		住宅資金貸付

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		家を購入する・改修する		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン		地域材で新築住宅を取得・・・１０万円うち一定体積以上使用・・・・・１０万円
さらに町内工務店が施工・・・・１０万円加算 チイキ ザイ シンチク ジュウタク シュトク マン エン イッテイ タイセキ イジョウ シヨウ マンエン チョウナイ コウムテン セコウ マンエン カサン		建設課 ケンセツカ		0536-76-1813										とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金

		242110		三重県		鳥羽市		住まい		家を購入する・改修する		鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若者夫婦に対し、最高100万円の奨励金を交付。		企画財政課
企画経営室		0599-25-1101										鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽の定住応援事業奨励金

		245623		三重県		紀宝町		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税減免制度		固定資産税減免制度		若者が町内に住宅を新築したとき、その住宅に係る固定資産税が８年間減税されます。		税務住民課		0735-33-0337										固定資産税減免制度		固定資産税減免制度

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		ＩＪＵターン者、実家定住者が行うリフォーム工事に対して補助。40歳未満の場合、対象経費の1/4（上限50万円）、40歳以上は対象経費の1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで支払い ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		40歳未満の定住者が住宅を建築・購入する場合に固定資産税相当額の1/2を補助（限度額5万円/年）。補助金は地域通貨アイカで5年間補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		市外から移住して住宅を新築される40歳未満の方に200万円を補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業助成金		住宅リフォーム促進事業助成金		自己所有し、居住している住宅について、町内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、その経費の１０％（上限１０万円）を助成		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0748-52-65562										住宅リフォーム促進事業助成金		住宅リフォーム促進事業助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者新築住宅取得支援事業		若者新築住宅取得支援事業		住宅を新築又は購入した若者への助成制度。住宅に課税される固定資産税相当額（3年間、限度額10万円/年）。
別途割増助成有（町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付） マタ ネンカン アリ		企画課 キカク カ		0749-48-8122										若者新築住宅取得支援事業		若者新築住宅取得支援事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者世帯多世代同居支援事業		若者世帯多世代同居支援事業		多世代同居をするために住宅を増築または建替えした若者世帯又は親世帯に固定資産税相当額を助成（3年間、限度額10万円／年）。町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付 マタ ネンカン		企画課 キカク カ		0749-48-8122										若者世帯多世代同居支援事業		若者世帯多世代同居支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン		スマート・エコハウス改修（断熱、省エネ電気設備など）、子育て改修（子ども部屋の増築・改修など）、バリアフリー化改修に、1/10以内で上限１０万円を補助 カイシュウ ダンネツ ショウ デンキ セツビ コソダ カイシュウ コ ヘヤ ゾウチク カイシュウ カ カイシュウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530										スマート・エコ等住宅改修費補助金		スマート・エコ等住宅改修費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン		木造住宅の耐震改修工事に、上限９０万円を補助 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530										木造住宅耐震改修工事費補助金		木造住宅耐震改修工事費補助金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ		平成24年４月１日以降に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯が転入日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、３年間奨励金（居住部分にかかる固定資産税相当分）を交付		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		平成24年４月１日以降に婚姻され、夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、婚姻日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、最長３年間奨励金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市外在住者を対象に、若者の定住及び活気ある地域づくりを推進することを目的として、さかえ団地を購入して住宅を建築した転入世帯に対し、活性化促進金（２００万円）を交付。条件によっては追加支給有 ザイジュウシャ アリ		五色総合事務所窓口サービス課開発係　 ゴシキ ソウゴウ ジム ショ マドグチ カ カイハツ カカリ		0799-33-1921										洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を購入する・改修する		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ		市内に住宅を新築又は購入された方40歳未満の世帯に50万円及び市外からの転入者で住宅を新築又は購入された世帯に30万円（年齢制限なし）を交付します。（中古住宅はいずれも半額助成） シナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ カタ サイ ミマン セタイ マンエン オヨ シガイ テンニュウシャ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ セタイ マンエン ネンレイ セイゲン コウフ チュウコ ジュウタク ハンガク ジョセイ		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125										定住者住宅取得奨励金交付事業		定住者住宅取得奨励金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		転入者定住支援金交付事業		転入者定住支援金交付事業		2人以上で転入し、市内で新築又は中古物件を購入した世帯に対し、赤穂商工会議所商品券20万円分を交付。中学3年生以下の子ども1人につき5万円加算有り。		企画広報課		0791-43-6867										転入者定住支援金交付事業		転入者定住支援金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成		市内の施工業者を利用した住宅リフォーム工事に対し、最大13万円を赤穂商工会議所商品券で助成する。 コウ		産業観光課		0791-43-6838										住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）で新築・改修工事をおこなう若者・子育て世帯を対象に工事にかかる費用の最大５０万円を助成 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオイモ ニシキ キタ シンチク カイシュウ コウジ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ コウジ ヒヨウ サイダイ マンエン ジョセイ		企画課 キカク カ		079-552-5106										若者定住住宅補助金制度		若者定住住宅補助金制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド		丹波市へI・Uターンされる方の住宅新築・新規購入・改修費用の一部を助成。また、住宅を新築または新規購入し、中学生以下のお子さんが同居される場合は、補助金を上乗せし、最大１００万円を助成。 タンバシ カタ ジュウタク シン チク シンキ コウニュウ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク シンチク シンキ コウニュウ ホジョキン ウワノ サイダイ マンエン ジョセイ		まちづくり部
地域協働課 ブ チイキ キョウドウ カ		0795-82-2272										丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド		市が販売している応相寺宅地分譲団地、優良田園住宅地を購入し、住宅を建築する場合、建築工事費の５％、上限５０万円を補助。 シ ハンバイ オウ ソウ テラ タクチ ブンジョウ ダンチ ユウリョウ デンエン ジュウタク チ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ ケンチク コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		建設部
都市住宅課 ケンセツ ブ トシ ジュウタク カ		0795-74-2364										特定分譲地販売促進補助金交付制度		特定分譲地販売促進補助金交付制度

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		住まい		家を購入する・改修する		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ		市外から淡路市に移住し、新築住宅を取得した場合に助成。 シガイ アワジシ イジュウ シンチク ジュウタク シュトク バアイ ジョセイ		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506										淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業

		294497		奈良県		十津川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ		村内に木造住宅を新築する、十津川村に転入・定住を希望し、世帯主か配偶者が18歳以上50歳未満で18歳以下の子どもがいる世帯に地元木材使用量１?につき８万円の補助金を交付する。（上限200万円）		建設課 ケンセツカ		0746-62-0905										定住促進住宅新築助成事業		定住促進住宅新築助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン		川上村に転入し、住居を新築・購入・改修した方に対して、経費の10％を補助金として交付する。（上限：100万円）。※ただし、中学生以下の子育て世帯は、補助率・上限額ともに２倍。 カワカミムラ テンニュウ ジュウキョ シンチク コウニュウ カイシュウ カタ タイ ケイヒ ホジョキン コウフ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コソダ セタイ ホジョリツ ジョウゲン ガク バイ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村ＵＪＩターン住宅補助金		川上村ＵＪＩターン住宅補助金

		300004		和歌山県		-		住まい		家を購入する・改修する		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン		県外からの移住を推進するため、空き家改修費用の２／３（上限８０万円）を補助。（※随時受付、移住に際し市町村及び受入協議会の支援を受けることなど、条件有） ケンガイ イジュウ スイシン ア イエ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ホジョ ズイジ ウケツケ イジュウ サイ シチョウソン オヨ ウケイレ キョウギカイ シエン ウ ジョウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										空き家改修補助金		空き家改修補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン		町内で家を新築もしくは購入する場合、一定の条件を満たせば１００万円を補助する制度です。 チョウナイ イエ シンチク コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ マンエン ホジョ セイド		企画公室 キカク コウシツ		0736-54-2019										九度山町定住促進支援補助金		九度山町定住促進支援補助金

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助制度 セイド		移住定住促進補助制度 セイド		町内における住宅の取得に対する補助金。
対象経費の1/2（新築は最大200万円、中古住宅購入は最大80万円）を補助。 チョウナイ ジュウタク シュトク タイ ホジョキン タイショウ ケイヒ シンチク サイダイ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										移住定住促進補助制度		移住定住促進補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備（リフォーム）補助金		住環境整備（リフォーム）補助金		町内業者を利用した、住居のリフォームに対する補助金。
補助対象経費の１/２（最大２０万円）を補助。なお、補助額のうち１割相当分は高野町商品券にて支給。 チョウナイ ギョウシャ リヨウ ジュウキョ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ ホジョ ガク ワリソウトウ ブン コウヤチョウ ショウヒンケン シキュウ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										住環境整備（リフォーム）補助金		住環境整備（リフォーム）補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進のために、町内に居住しようとする若年層の住宅取得を支援するための補助制度 テイジュウ ソクシン チョウナイ キョジュウ ジャクネンソウ ジュウタク シュトク シエン ホジョ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン		乾燥紀州材を利用して木造住宅を建築する場合、構造材の材積１㎥あたり8万円（上限80万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 カンソウ キシュウ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク バアイ コウゾウザイ ザイセキ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		産業課 サンギョウカ		0735-62-0558										紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		倉吉市住宅支援制度		倉吉市住宅支援制度		県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。
・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大50万円（対象経費の５％）・中古改修：最大35万円（対象経費の10％）		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159										倉吉市住宅支援制度		倉吉市住宅支援制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		若者の新築住宅固定資産税減免制度		若者の新築住宅固定資産税減免制度		35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共同住宅や賃貸住宅は除きます)		税務課資産税係 ゼイムカ シサンゼイ カカリ		0858-22-8114										若者の新築住宅固定資産税減免制度		若者の新築住宅固定資産税減免制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		いきいき定住促進条例の奨励金等に該当する（した）方で、その事由に沿った住宅の改修・取得を行った場合、事業費の1/5、上限30万円を助成。 テイジュウ ソクシン ジョウレイ ショウレイキン トウ ガイトウ カタ ジユウ ソ ジュウタク カイシュウ シュトク オコナ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										住宅等補助金（いきいき定住促進条例）		住宅等補助金（いきいき定住促進条例）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド		自らが居住する個人用住宅の改修等に係る工事で、30万円以上の工事を町内の住宅関連業者に発注された場合、事業費の1/5、上限30万円、現金と商品券で交付。 ミズカ キョジュウ コジンヨウ ジュウタク カイシュウ トウ カカ コウジ マンエン イジョウ コウジ チョウナイ ジュウタク カンレン ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0859-82-1112										住宅改修助成制度		住宅改修助成制度

		320005		島根県 シマネケン		-		住まい		家を購入する・改修する		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド		島根県及び県内の建築・不動産関係団体等が連携して、ＵＩターンに係る住宅の新築・リフォームに関する相談や土地・建物の売買及び賃貸に関する相談に対応。 シマネ ケン オヨ ケン ナイ ケンチク フドウサン カンケイ ダンタイ トウ レンケイ カカ ジュウタク シンチク カン ソウダン トチ タテモノ バイバイ オヨ チンタイ カン ソウダン タイオウ		島根県建築住宅センター シマネケン ケンチク ジュウタク		0852-26-4577												外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ		子育て世代等が市内業者を利用し、市内に住宅を建築、購入すると固定資産税等相当額を５年間で最大７５万円、リフォームを行うと工事費費用の一部を最大５０万円を助成します。 シナイ コテイ シサンゼイ トウ ソウトウガク ネンカン サイダイ マンエン オコナ コウジヒ ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ジョセイ		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										定住促進住まいづくり助成事業		定住促進住まいづくり助成事業		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		家を購入する・改修する		益田市UIターン者応援事業補助金		益田市UIターン者応援事業補助金		市外在住者が益田市へ定住することを目的に、住宅を新築、中古物件購入、賃貸住宅へ入居または実家等を改修、入居する場合に、補助金を交付します。また若者加算、子育て加算、中山間地定住加算を設けています。		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市UIターン者応援事業補助金		益田市UIターン者応援事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を購入する・改修する		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ		住宅を購入する移住者に対し費用の１０％か２０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で５万円加算。合計３０万円上限。 イジュウシャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029												未熟児養育医療

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン		定住するため、町内に住宅を新築・増築・購入する方に対し、借入金の利子に相当する額を助成金として交付します。上限50万円。飯南町に5年以上在住する意思のある方で65歳以下の方。 テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コウニュウ カタ タイ カリイレ キン リシ ソウトウ ガク ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン イイナン チョウ ネンイジョウ ザイジュウ イシ カタ サイ イカ カタ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										住宅整備助成金		住宅整備助成金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ		世帯主か配偶者が40歳以下の世帯で、町内に住宅を新築・増築したときに、その固定資産税に相当する額を10年間補助。 セタイヌシ ハイグウシャ サイイカ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン ホジョ		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212										定住新築住宅補助		定住新築住宅補助

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ		定住する人が住宅を改修する場合、改修費の一部を助成。（対象：30万円以上の改修、補助額：1/2で限度額50万円） テイジュウ ヒト ジュウタク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒ イチブ ジョセイ タイショウ マンエン イジョウ カイシュウ ホジョ ガク ゲンド ガク マンエン		定住推進課
定住支援係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										定住者用住宅改修事業		定住者用住宅改修事業

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅取得改修等助成金		住宅取得改修等助成金		住宅の新築・持ち家改修・生活備品等の設備に要した経費に対して、１５０万円を限度として、助成
金を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者） ネン イジョウ テイジュウ カクヤク シンキ テイジュウシャ														住宅取得改修等助成金		住宅取得改修等助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築助成金		住宅新築助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人が、市内に住宅を新築する場合、用地取得で最大６０万円、住宅新築で最大１００万円を助成。※世帯要件等で交付限度額を設定		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282										住宅新築助成金		住宅新築助成金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ		新見産木材を使用して住宅を新築・増改築する場合、新築であれば５０万円、増改築の場合は３０万円を上限に補助する ニイミ サン モクザイ シヨウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク バアイ シンチク マンエン ゾウカイチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6134										森と匠を活かす家づくり支援事業		森と匠を活かす家づくり支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、住宅を新築する場合、７０万円を上限に補助する。また、生ごみを処理する容器を設置する場合、１０万円を上限に補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ ナマ ショリ ヨウキ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128										分譲宅地快適環境創造事業補助金		分譲宅地快適環境創造事業補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		市が販売する分譲宅地に住宅を建て、住民票を当該地へ移した人に、分譲地販売価格の３割を補助する。 シ ハンバイ ブンジョウ タクチ ジュウタク タ ジュウミンヒョウ トウガイ チ ウツ ヒト ブンジョウチ ハンバイ カカク ワリ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031										定住促進補助金		定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市が分譲した宅地において住宅の建設を促進し、早期の住宅団地形成に資するため、当該分譲宅地に住宅を建設し、予算の範囲内で補助金を交付		都市住宅課 トシ ジュウタク カ		0867-42-7781										真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木材需要拡大事業		木材需要拡大事業		自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者等が国産材を使用して家を建てたときに６０万円／戸の補助。 トウ コクサンザイ シヨウ イエ タ マンエン ト ホジョ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										木材需要拡大事業		木材需要拡大事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		住まい		家を購入する・改修する		美作市移住定住促進補助金		美作市移住定住促進補助金		美作市内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、市外から転入する者に対し、補助金を交付する。対象経費の1/5以内、補助限度額100万円。 タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ゲンド ガク マンエン		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631										美作市移住定住促進補助金		美作市移住定住促進補助金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を新築した人に，建築費用の1割を最大で120万円の助成をする。また，新築住宅に入居した世帯が三世代世帯の場合は30万円を上乗せする。 チョウナイ ジュウタク シンチク ヒト ケンチク ヒヨウ ワリ サイダイ マンエン ジョセイ シンチク ジュウタク ニュウキョ セタイ ３ セダイ セタイ バアイ マンエン ウワノ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										定住促進助成金		定住促進助成金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ		分譲地の造成及び販売を行う。分譲地を購入される方には，上下水道やケーブルテレビの加入負担金の他，子育て世代の家庭には土地購入費の１割を助成。 ブンジョウチ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										矢掛町土地開発公社による分譲地の販売		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン		民間企業が造成及び販売を行った分譲地を購入された方に，土地開発公社の購入特典と合わせて，上下水道やケーブルテレビの加入負担金，子育て世代の家庭には土地購入費の1割を助成する。 ミンカン キギョウ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ ブンジョウチ コウニュウ カタ トチ カイハツ コウシャ コウニュウ トクテン ア ジョウゲ スイドウ カニュウ フタンキン コソダ セダイ カテイ トチ コウニュウヒ ワリ ジョセイ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010								1		矢掛町住宅団地促進助成金		矢掛町住宅団地促進助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン		市外に在住の方が三次市に定住の目的で市内の土地に住宅を新築または購入した場合に家屋に係る固定資産税の納税額に相当する額を奨励金として5年間交付 シナイ		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										宅地購入・新築奨励金		宅地購入・新築奨励金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン		移住者が住宅を新築・購入する際は費用の10％（上限100万円），改修する際は費用の20％（上限50万円）を補助。子育て世帯は最大10万円加算。実家へのUターンの改修も対象。 サイ サイ		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		五萬の里団地		五萬の里団地		宅地7区画を整備し分譲中(うち2区画売約済み)、同一団地内には市営住宅20戸と集会所を建築済み、簡易水道，公共下水道を整備済み		総領支所　産業建設室 ソウリョウ シショ サンギョウ ケンセツ シツ		0824-88-3065										五萬の里団地		五萬の里団地

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド		子育て世帯，高齢者世帯，障害者世帯の住宅りフォームに要する費用の一部を助成 コソダ セタイ コウレイシャ セタイ ショウガイシャ セタイ ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0827-59-2168										子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		・市内の建築関連業者により，住宅の所有者が住宅のリフォームを行う場合，それに要する費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		○

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		子育て婚活住宅新築等補助金		子育て婚活住宅新築等補助金		子育て世代の新規定住者が、市内に市内業者により住居を新築した場合に最大で50万円の補助金を交付		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										子育て婚活住宅新築等補助金		子育て婚活住宅新築等補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地購入補助金		定住促進団地購入補助金		安芸高田市への定住を目的とする子育て世代等の者が、市内の補助対象団地を購入する際に、条件ごとに購入金額の最大30%の補助金を交付 コウニュウ キンガク サイダイ ホジョキン		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										定住促進団地購入補助金		定住促進団地購入補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		市内に本社のある事業所等を利用して、自宅のバリアフリー化、省エネ化、環境・防災・防犯対策等を含むリフォームを行う場合に、最大20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン ホジョキン コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励制度		定住促進奨励制度		家屋に係る固定資産税相当額の1/2を10年間助成。毎年度末に助成。補助対象：新築住宅の建築または購入される45歳以下で，その後10年以上定住される方又は，賃貸住宅3戸以上建築される方（年齢制限なし）		地域づくり課		0826-28-2112										定住促進奨励制度		定住促進奨励制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成金交付制度		住宅改修助成金交付制度		町内の施工業者を利用して自己が所有し居住する住宅の修繕や増改築に対する費用を助成
助成対象工事費(50万円以上）の10％に相当する額を助成（上限10万円）		建設課		0826-28-1962										住宅改修助成金交付制度		住宅改修助成金交付制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		Ｕターン世帯定住応援制度		Ｕターン世帯定住応援制度		定住の意思をもって，転入し，安芸太田町に在住する親族と同居する方を対象に町内業者施工による対象住宅の改修（100万円以上）に対し上限60万円を補助		地域づくり課		0826-28-2112										Ｕターン世帯定住応援制度		Ｕターン世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯定住応援制度		子育て世帯定住応援制度		夫婦のいずれかが満40歳以下または満12歳以下の子がいる世帯を対象に，対象住宅の新築，中古住宅の購入または対象住宅の改修についての費用を一部補助。町内産木材利用や12歳以下の子どもが同居する場合は加算		地域づくり課		0826-28-2112										子育て世帯定住応援制度		子育て世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		上殿定住住宅団地		上殿定住住宅団地		いずれか一方の年齢が満40歳以下のご夫婦の世帯または，年齢が満12歳以下の子どもがいる世帯が対象
土地譲受後2年以内に住宅新築工事に着手し，3年以内に居住，10年以上定住の条件で宅地分譲価格55％割引		地域づくり課		0826-28-2112										上殿定住住宅団地		上殿定住住宅団地

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を購入する・改修する		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ		子育て世代の住宅の耐久性及び安全性を高めることを目的とした住宅リフォームに対して補助金を交付。１０万円以上の工事に対し、1/5補助（上限１０万円） コソダ セダイ ジュウタク タイキュウセイ オヨ アンゼンセイ タカ モクテキ ジュウタク タイ ホジョキン コウフ マンエンイジョウ コウジ タイ ホジョ ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0846-62-0302										子育てあんしん住宅リフォーム支援事業		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新規定住者奨励金		新規定住者奨励金		新規定住者が、家屋を新築、もしくは新築住宅を購入した場合に、固定資産税相当額を奨励金として交付する。（新規定住者には諸条件あり。）		企画課		0847‐22‐3206										新規定住者奨励金		新規定住者奨励金

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金事業		住宅リフォーム補助金事業		町内業者を利用してリフォームを行う場合、30万円以上の工事に対して工事費の10％を助成する。（上限30万円。３世代同居の場合は上限50万円。）		建設課		0847‐22‐5309										住宅リフォーム補助金事業		住宅リフォーム補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築事業費補助金交付事業		住宅建築事業費補助金交付事業		町内に住宅を新築し居住する場合，最高100万円を助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										住宅建築事業費補助金交付事業		住宅建築事業費補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		町有林樹木無償譲渡事業		町有林樹木無償譲渡事業		町内に住宅を新築し居住する場合，町有林の樹木を提供します。		総務課 ソウムカ		(0847)89-3330				中 チュウ		新築には町の樹木を無償提供 シンチク マチ ジュモク ムショウ テイキョウ				町有林樹木無償譲渡事業		町有林樹木無償譲渡事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進奨励金交付事業		住宅取得促進奨励金交付事業		住宅を新築又は取得された方を対象に，5年間固定資産税額の1/2相当額を奨励金として交付します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										住宅取得促進奨励金交付事業		住宅取得促進奨励金交付事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン		過疎・離島地域への人口定住促進（地域限定）。定住する意思を持って転入し、１年以内に住宅を新築・購入、増築、貸借し、6ヶ月以上継続して居住した方へ10万円支給（１世帯１回限り）。 マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進対策事業（定住奨励金）		　人口定住促進対策事業（定住奨励金）

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		本市の指定する土地を購入した移住希望者が、自らが居住するための住宅を建築し、定住した場合、当該土地及び家屋に係る固定資産税等相当額を10年間補助するもの。（上限200万円） ジョウゲン マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911				中 チュウ		新居の固定資産税が10年間無料 シンキョ コテイ シサンゼイ ネン カン ムリョウ				　市有地等活用定住促進助成金事業		　市有地等活用定住促進助成金事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ		本市に移住する方が、市内の土地に自らが居住する新築住宅を登録事業者から購入・建築し、定住されると、住宅の購入・建築費用を官民が折半で最大100万円相当を支援するもの。 イジュウ カタ シナイ トチ ミズカ キョジュウ シンチク ジュウタク トウロク ジギョウシャ コウニュウ ケンチク テイジュウ ジュウタク コウニュウ ケンチク ヒヨウ カンミン セッパン サイダイ マンエン ソウトウ シエン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　移住者新築住宅購入支援助成金事業		　移住者新築住宅購入支援助成金事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市内の施工業者を利用して10万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費の10％相当の市内共通商品券を交付（限度額10万円、予算額に達したときは年度の途中で受付終了する場合あり） シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ソウトウ シナイ キョウツウ ショウヒンケン コウフ ゲンド ガク マンエン ヨサンガク タッ ネンド トチュウ ウケツケ シュウリョウ バアイ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		352110		山口県		長門市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業		市内にある自己所有の住宅で、本人または親族が居住する住宅の改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/10以内（上限額：10万円）		経済観光部商工水産課		0837-23-1136										住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市民（個人住宅所有者）が行う住宅リフォームに係る費用について、費用総額の１０％を助成（補助金限度額１０万円）する。 シミン コジン ジュウタク ショユウシャ オコナ ジュウタク カカ ヒヨウ ヒヨウ ソウガク ジョセイ ホジョキン ゲンド ガク マンエン		建設部土木建築課 ケンセツ ブ ドボク ケンチクカ		0820-22-2111内線236										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ		町内にある自己居住（予定）住宅の改修工事費の一部(工事費の10%、10万円上限)を助成 チョウナイ ジコ キョジュウ ヨテイ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒ イチブ コウジヒ マンエン ジョウゲン ジョセイ		産業建設部建設課 サンギョウ ケンセツ ブ ケンセツカ		0820-79-1005										住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ		一戸あたり140万円を上限として、町産材を使った木造住宅の施工主に助成。 イッ コ マンエン ジョウゲン マチ サンザイ ツカ モクゾウ ジュウタク セコウヌシ ジョセイ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175										木づかい安心住宅支援事業		木づかい安心住宅支援事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク		町内産木材を使用した住宅で、一定期間入居することで持ち家にすることが可能。 チョウナイ ウ モクザイ シヨウ ジュウタク イッテイ キカン ニュウキョ モ イエ カノウ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175										那賀町営町産材木材利用推進住宅		那賀町営町産材木材利用推進住宅

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		住まい		家を購入する・改修する		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ		町内に町産材を使用して住宅を新築する方に上限で１００万円の補助金を交付。 チョウナイ マチ サン ザイ シヨウ ジュウタク シンチク ホウ ジョウゲン マンエン ホジョキン コウフ		産業観光課 サンギョウ カンコウ カ		0884-73-4161										海陽町産材活用住宅建築推進事業		海陽町産材活用住宅建築推進事業

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		定住奨励金		Ｈ２２．１．２～Ｈ２７．１．１までに市内に住宅を新築または購入するなど交付要件を全て満たした方に対し、その住宅に係る固定資産税の半額相当を３年間交付。		総務部政策課		087-894-1112										定住奨励金		定住奨励金

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム促進支援事業		リフォーム促進支援事業		市内に所有し、自ら居住している住宅のリフォーム工事をされる方に対し、工事経費の１０％相当額を市共通商品券で交付（上限２０万円分、抽選有、Ｈ２７．３．３１まで）。		建設経済部都市計画課		087-894-1113										リフォーム促進支援事業		リフォーム促進支援事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ		住宅を取得し、市外から転入した４０歳以下の方に、住宅の取得費用の一部（最大１００万円）を補助。 ジュウタク シュトク シガイ テンニュウ サイイカ カタ ジュウタク シュトク ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ホジョ		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210										定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ		市内在住の方で、新たに住宅を購入し、金融機関から資金を借入した４０歳以下の方に、借入資金の利子補給を実施。（最大３０万円） シナイ ザイジュウ カタ アラ ジュウタク コウニュウ キンユウ キカン シキン カリイレ サイイカ カタ カリイレ シキン リシ ホキュウ ジッシ サイダイ マンエン		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210										住宅取得資金利子補給事業		住宅取得資金利子補給事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		家を購入する・改修する		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震診断補助事業による耐震診断を受けた結果、補強が必要な住宅の所有者に対し、耐震改修にかかる経費の一部を補助。 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ タイシン シンダン ウ ケッカ ホキョウ ヒツヨウ ジュウタク ショユウシャ タイ タイシン カイシュウ ケイヒ イチブ ホジョ		まちづくり課 カ		089-964-4412										東温市木造住宅耐震改修補助事業		東温市木造住宅耐震改修補助事業

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		町の分譲宅地を購入し、住宅を建築する場合、土地購入費の20%（上限300万円）、住宅建築費用の5%（上限100万円）、内子町内の建築業者が施工の場合は、土地購入費の10%（上限100万円）を補助。 チョウ ブンジョウ タクチ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ジュウタク ケンチク ヒヨウ ジョウゲン マンエン ウチコ チョウナイ ケンチク ギョウシャ セコウ バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0893-44-6151										うちこんかい定住促進事業補助金		うちこんかい定住促進事業補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅の新築・増築・リフォームを町内所在の建築業者などで行う方に対して、補助金対象費用が50万円以上の場合に1/10に相当する額を予算の範囲内で補助。補助金の上限額は20万円。 ジュウタク シンチク ゾウチク チョウナイ ショザイ ケンチク ギョウシャ オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ヒヨウ マンエンイジョウ バアイ ソウトウ ガク ヨサン ハンイナイ ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		建設課 ケンセツ カ		0895-72-7313										住宅新築・リフォーム補助金		住宅新築・リフォーム補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン		住宅部分の床面積が66㎡以上で、住宅の主要部材に県南予地域産の木材を60％以上使用し、町内所在の工務店等により建築又は購入する方に対して地域材1㎥当たり25,000円を補助。補助金の上限額は50万円。 ジュウタク ブブン ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シュヨウ ブザイ ナンヨ チイキ モクザイ イジョウ シヨウ チョウナイ ショザイ コウムテン トウ ケンチク マタ コウニュウ カタ タイ チイキ ザイ ア エン ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0895-72-7311										地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金

		392081		高知県		宿毛市		住まい		家を購入する・改修する		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン		県外からの移住者が新たな生活を始めるために必要な住宅の改修工事費用の一部を助成する制度。補助率は2/3で、上限は500,000円。 ケンガイ イジュウシャ アラ セイカツ ハジ ヒツヨウ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ セイド ホジョリツ ジョウゲン エン		企画課 キカク カ		0880-63-1118										宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金

		392090		高知県		土佐清水市		住まい		家を購入する・改修する		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ		移住希望者を対象に住宅改修に対して補助。補助対象経費２分の1以内、1件あたりの事業費限度額１００万円。 イジュウ キボウシャ タイショウ ジュウタク カイシュウ タイ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ケン ジギョウ ヒ ゲンド ガク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217										移住希望者向け住宅改修事業		移住希望者向け住宅改修事業

		394289		高知県		黒潮町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ		王迎団地定住分譲地【有】○最寄駅：土佐くろしお鉄道「海の王迎駅」○買い物、医療機関、教育関係施設のすべて車で15分以内の距離 オウ ムカ ダンチ テイジュウ ブンジョウ チ アリ モヨリ エキ トサ テツドウ ウミ オウ ムカ エキ カ モノ イリョウ キカン キョウイク カンケイ シセツ クルマ フン イナイ キョリ		総務課総務係 ソウム カ ソウム カカリ		0880-43-2111										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ		・市内に定住し、住宅を新築することを目的として市有地を購入した場合、土地取得額の10％を交付する。
・資格要件に該当する者が、市内業者によって住宅を新築した場合、50万円を交付する。 シナイ テイジュウ ジュウタク シンチク モクテキ シユウチ コウニュウ バアイ トチ シュトク ガク コウフ シカク ヨウケン ガイトウ モノ シナイ ギョウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン コウフ		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0947-44-2000										移住・定住等住まい助成事業		移住・定住等住まい助成事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム取得支援事業		マイホーム取得支援事業		柳川市内でマイホーム（中古住宅、分譲マンション含む）を取得される市外からの転入者に対して最大100万円の奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										マイホーム取得支援事業		マイホーム取得支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		新築マイホーム取得支援事業		新築マイホーム取得支援事業		筑後市への転入および定住を促進するため、市内で新たにマイホームを取得した人への手助けとして、取得支援奨励金（固定資産税相当額）を最大45万円（年間上限15万円・最長3年間）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										新築マイホーム取得支援事業		新築マイホーム取得支援事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業		筑後市の定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、筑後市に転入された人で、市に定住し、一定の基準を満たした住宅のリフォームを行う場合、その手助けとして最大30万円の補助金を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅小規模改修補助事業  		住宅小規模改修補助事業  		市内の施工業者によって住宅を改修される場合、工事費の10％、10万円を限度に補助します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										住宅小規模改修補助事業  		住宅小規模改修補助事業  

		402125		福岡県		大川市 オオカワシ		住まい		家を購入する・改修する		大川市新築マイホーム取得補助金		大川市新築マイホーム取得補助金		大川市内に新たに住宅を取得した方に対し、取得費用の一部や固定資産税相当額を補助します。		企画課		0944-85-5573										大川市新築マイホーム取得補助金		大川市新築マイホーム取得補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ		耐震診断１件につき3,000円を助成。補助対象は①昭和５６年５月３１日以前に建築・工事に着手した木造住宅②建築基準法等に違反していない住宅③福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用した耐震診断等 ジョセイ ホジョ タイショウ トウ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980										木造住宅耐震診断費補助事業		木造住宅耐震診断費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ		木造住宅耐震診断費補助により、耐震診断済みで耐震化が必要と判断された住宅の耐震化工事を行う場合、工事費の５／１０以内、上限80万円を補助 オコナ バアイ ホジョ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980										木造住宅耐震化補助事業		木造住宅耐震化補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ		保存地区内の建造物の修理に係る経費のうち、通常望見できる屋根、外壁等の外観及びこれと密接な関係を有する土台、柱、梁等主たる構造に係る経費の一部を補助 ナイ イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343										伝統的建造物群保存地区補助事業		伝統的建造物群保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ		市が指定した町並み保存地区(以下「保存地区」という。)内の公道に面した白壁土蔵造りの建築物等の修理・復元に係る経費の一部を補助 イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343										町並み保存地区補助事業		町並み保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい		家を購入する・改修する		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		市内製材所の木材を使った新築、リフォーム等に対し使用木材量に応じて最大60万円を補助 シナイ セイザイショ モクザイ ツカ シンチク トウ タイ シヨウ モクザイ リョウ オウ サイダイ マンエン ホジョ		農林商工観光課山村振興係 ノウリンショウコウ サンソン シンコウ カカリ		0943-75-4986										木材利用促進助成事業		木材利用促進助成事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が取得した住宅及び住宅用地に課される固定資産税相当額を奨励金として複数年にわたり交付するもの。※年間最大15万円 チュウガクセイ コ モ セタイ フウフ ゴウケイ ネンレイ サイ ミマン セタイ ネンカン サイダイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										定住奨励金交付事業		定住奨励金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入で、補助金20万円(※内浦・戸切校区は30万円)を交付。空き家バンクはプラス５万円、半年以内のリフォームでさらに20万円。 チュウコ ジュウタク コウニュウ ホジョキン ハントシ イナイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										中古住宅購入等補助金交付事業		中古住宅購入等補助金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入し、そのまま解体し、同一敷地に住宅を新築した場合、解体費の３分の２を補助するもの。※限度額70万円 カイタイ ドウイツ シキチ ジュウタク シンチク カイタイ ヒ フン ホジョ ゲンド ガク マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業

		404021		福岡県		鞍手町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		定住促進奨励金		定住を目的に住宅を取得した人に、毎年の固定資産税相当額（上限１５万円）を１０年間交付するもの。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0949
(42)2111										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		406422		福岡県		吉富町		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド		住宅を町内に住宅を新築建替え又は購入された方（他に自己所有の住宅を未所有）に対し、家屋及び土地に課税される固定資産相当額を１年度当り１５万円を限度に奨励金として３年間交付する。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0979-24-4071								1		定住化奨励金／定住化促進制度		定住化奨励金／定住化促進制度

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を購入する・改修する		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ		多久市内に定住を目的として住宅を取得し、居住を始められる場合、市外からの転入者に転入奨励金（最高110万円）、市内からの転居者に持ち家奨励金（最高50万円）を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116										多久市定住奨励金事業		多久市定住奨励金事業

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		家を購入する・改修する		定住特区制度 テイジュウ トック セイド		定住特区制度 テイジュウ トック セイド		市外から永住目的に住宅を新築、または空き家を購入及び賃借する世帯責任者を対象に補助を行う。
◎定住奨励金（住宅新築、空家購入）10万円/人、（空家賃借)5万円/人		つながる部 お住もう課		0954-23-9221										定住特区制度		定住特区制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン		３年以上市外に居住されている方が、小城市内に住宅を取得され、居住を始められた場合に一人につき５万円、同居する子の３人目以降（１５歳未満に限る）は一人につき１０万円を交付。 ネンイジョウ シガイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ ジュウタク シュトク キョジュウ ハジ バアイ ヒトリ マンエン ドウキョ コ ニン メ イコウ サイミマン カギ ヒトリ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115										定住奨励金		定住奨励金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		定住奨励金		松浦市内に新たに宅地・住宅を取得する場合（増改築を除く）に、契約状況に応じて最大150万円の奨励金を交付※市内建築業者を利用時に限り交付、中古住宅取得向け制度あり		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										定住奨励金		定住奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ		五島市内の戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の一部助成
（診断に要する費用45,000円のうち30,000円助成） ゴトウシ ナイ コダ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ シンダン ヨウ ヒヨウ エン エン ジョセイ		建設課 ケンセツカ		0959-72-6188										耐震・安心住まいづくり支援事業		耐震・安心住まいづくり支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上に係る改修工事費用（バリアフリーなど）の一部助成。
ただし５０万円以上で1/5助成。上限１０万円 ジュウタク セイノウ コウジョウ カカ カイシュウ コウジ ヒヨウ １ブ ジョセイ マン エン イジョウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツカ		0959-72-6189										住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ		高齢者が安全に生活し、介護する家族の負担を軽減するため住宅を改造する費用の助成。（助成率2/3、助成限度額29万円） コウレイシャ アンゼン セイカツ カイゴ カゾク フタン ケイゲン ジュウタク カイゾウ ヒヨウ ジョセイ ジョセイ リツ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		長寿介護課 チョウジュ カイゴ カ		0959-72-6194										高齢者住宅改造助成		高齢者住宅改造助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン		市内にある住宅・店舗のリフォーム等にかかる工事費の一部を助成。
補助対象経費の１０％を助成。（最高１０万円） シナイ ジュウタク テンポ トウ コウジ ヒ １ブ ジョセイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョセイ サイコウ マンエン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862										住宅・店舗リフォーム資金補助金		住宅・店舗リフォーム資金補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		市内の一戸建てまたはマンション等のリフォームについて補助する。（補助率１/５上限１０万円） シナイ イッコ ダ トウ ホジョ ホジョリツ ジョウゲン マンエン		住宅建築課 ジュウタク ケンチク カ		0959-37-0021										住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		住まい		家を購入する・改修する		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン		雲仙市内に新築した住宅を生活の本拠地として居住する人に対し、①取得した住宅の固定資産税額１/２（上限１０万円）②子ども（高校生以下）１人につき１万円①、②の合算額を奨励補助金として５年間支給します。 ウンゼン シンチク セイカツ ホンキョチ キョジュウ ヒト タイ シュトク ジュウタク コテイ シサン ゼイガク ジョウゲン マンエン コ コウコウセイ イカ ニン マンエン ガッサン ガク ショウレイ ホジョキン ネン カン シキュウ		政策企画課 セイサク キカク カ		0957-38-3111										雲仙市定住促進奨励補助金		雲仙市定住促進奨励補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を購入する・改修する		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド		定住を目的に自己名義の土地に新たに新築住宅を取得した方及び中古住宅を取得された方に対して最高50万円を支給。更に高校生以下のお子さん１人当り１０万円を支給します。 テイジュウ モクテキ ジコ メイギ トチ アラ シンチク ジュウタク シュトク カタ オヨ チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイ サイコウ マンエン シキュウ サラ コウコウセイ イカ コ ニン アタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町持ち家奨励金制度		東彼杵町持ち家奨励金制度

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ		町内に新しく家を建てたり中古物件を購入して定住された方について、条件により現金（最高75万円）と商品券（最高10万円）を助成する。		企画財政課企画係 キカク ザイセイ カ キカク カカリ		0956-85-8400										定住奨励金事業		定住奨励金事業

		432024		熊本県		八代市		住まい		家を購入する・改修する		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ		公営住宅分譲地における定住支度金制度を図り、八代市への定住化と地域の振興を図る。※1分譲地当たり100,000円		企画政策課 キカクセイサクカ		0965-33-4104										八代市定住支度金事業		八代市定住支度金事業

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		①住宅取得（100万）②リフォーム（上限50万）③新幹線通勤定期券購入（上限3万/月）の3つがあります。②③に関しては、①の補助金交付者が対象です。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										定住促進補助金		定住促進補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ		風光明媚な天水町にある全29区画の分譲地。東側には特産のみかん畑が広がっており、面積約138坪とガーデニングや家庭菜園を楽しむことができるゆっくりとした広さを確保。3,210,000円で残り1区画。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										玉水ニュータウン分譲		玉水ニュータウン分譲		0

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		家を購入する・改修する		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ		住宅や店舗のリフォーム･新築を市内の施工業者に依頼して行った場合、菊池市内共通商品券で補助対象費用の一部を助成する。（住宅：補助率10％･上限額20万円、店舗：補助率20％･上限額30万円） オコナ バアイ キクチ シナイ キョウツウ ショウヒンケン ホジョ タイショウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン テンポ ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0968-25-7223										菊池市地域経済活力創出事業		菊池市地域経済活力創出事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ		ＪＲ木葉駅の南側に広がるオレンジタウンを分譲しています。現在全118区画のうち100区画以上が分譲済みとなっています。 コノハ エキ ミナミガワ ヒロ ブンジョウ ゲンザイ ゼン クカク クカクイジョウ ブンジョウ ズ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										オレンジタウンこのは駅前分譲事業		オレンジタウンこのは駅前分譲事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		オレンジタウンこのは駅前分譲地を購入し家を新築すると50万円が支給されます。更に町外者で中学生以下の世帯員1人につき20万円が追加で支給されます。 エキマエ ブンジョウチ コウニュウ イエ シンチク マンエン シキュウ サラ チョウガイ シャ チュウガクセイ イカ セタイイン ニン マンエン ツイカ シキュウ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン		オレンジタウンこのは駅前に玉東町建築組合加盟業者の施工にて家を新築すると、1坪当たり1万円が支給されます（上限50万円）。 エキマエ ギョクトウ マチ ケンチク クミアイ カメイ ギョウシャ セコウ イエ シンチク ツボ ア マンエン シキュウ ジョウゲン マンエン		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										町内木造建築物請負業者利用奨励金		町内木造建築物請負業者利用奨励金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン		定住のため転入される方（65歳以下）対象要件に該当する場合、新築50万、中古購入25万、リフォーム工事費の20％の額（上限25万）。町内登録業者との契約の場合、補助金加算あり テイジュウ テンニュウ カタ サイ イカ タイショウ ヨウケン ガイトウ バアイ シンチク マン チュウコ コウニュウ マン コウジヒ ガク ジョウゲン マン チョウナイ トウロク ギョウシャ ケイヤク バアイ ホジョキン カサン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										住宅取得等補助金		住宅取得等補助金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン		住宅取得補助金が支給され5年以上居住する人
新築住宅の固定資産税に相当する額（限度額５万円）を3年間補助 ジュウタク シュトク ホジョキン シキュウ ネン イジョウ キョジュウ ヒト シンチク ジュウタク コテイ シサン ゼイ ソウトウ ガク ゲンド ガク マンエン ネンカン ホジョ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										新築住宅固定資産補助金		新築住宅固定資産補助金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド		町が指定する区域に一戸建て住宅を新築又は購入して、その住宅に居住した人（中学生以下のお子さんと同居が必要）に１００万円を助成します。その他加算金も有ります。 マチ シテイ クイキ イッコ ダ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ ジュウタク キョジュウ ヒト チュウガクセイ イカ コ ドウキョ ヒツヨウ マンエン ジョセイ タ カサンキン ア		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)										定住促進補助金制度		定住促進補助金制度

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ		町内に住民登録し、かつ居住する方が所有する住宅を、町内の登録施工業者によってリフォーム工事を行った場合、工事費の２０％を補助します（上限20万円） チョウナイ ジュウミン トウロク キョジュウ カタ ショユウ ジュウタク チョウナイ トウロク セコウ ギョウシャ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0965-62-2315										住宅リフォーム等促進事業		住宅リフォーム等促進事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ		・新築する個人用住宅及び、既存の住宅をリフォームする際に助成。・助成対象経費が20万円超の工事に対し、以下のとおり助成。①新築：一律20万円②リフォーム：助成対象経費の10％以内で20万円を上限 シンチク コジンヨウ ジュウタク オヨ キゾン ジュウタク サイ ジョセイ ジョセイ タイショウ ケイヒ マンエン コ コウジ タイ イカ ジョセイ シンチク イチリツ マンエン ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7220										あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し､持ち家等を改修する際に補助金を交付します｡（最大40万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン		夢まち分譲地に住宅を新築した場合は、最大60万円の奨励金を交付します。（太陽光発電システム設置補助金10万円を含みます。）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										夢まち分譲地への新築奨励金		夢まち分譲地への新築奨励金

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		お帰りなさい住宅改修事業		お帰りなさい住宅改修事業		Ｕターン者が、市内にある自宅（空き家）の改修を行う際に補助金を交付します。【上限30万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										お帰りなさい住宅改修事業		お帰りなさい住宅改修事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		ハッピーマイホーム新築応援事業		ハッピーマイホーム新築応援事業		市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。市外の方が小規模地域に住宅を取得した場合は20万円となります。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										ハッピーマイホーム新築応援事業		ハッピーマイホーム新築応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ		犬田、城台地区に定住者向けの安価（坪単価３万円～）な宅地を84区画整備しています｡学校や温泉に近い市街地の宅地を現在予約受付中です。		企画情報課		0978-22-3100										定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		周辺地域若者定住奨励金		周辺地域若者定住奨励金		周辺地域外にお住まいの子育て世帯の方が、周辺地域に居住用住宅を新築または購入（空き家含む）した場合に奨励金を交付します。
①市内者10万円②市外者20万円		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										周辺地域若者定住奨励金		周辺地域若者定住奨励金

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		家族支え合い住宅建設奨励金		家族支え合い住宅建設奨励金		離れて暮らしていた親子（祖父母・孫）が支え合って居住するための住宅を新築（購入）、増築、改築する場合に奨励金を交付します。
①新築（購入）・増築→50万円②改築→上限20万円（20％補助） ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										家族支え合い住宅建設奨励金		家族支え合い住宅建設奨励金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		宇佐産材利用促進事業補助金		宇佐産材利用促進事業補助金		市内で生産製材した木材を利用し、居住のための一戸建木造住宅を新築・増改築した場合、使用量に応じて補助金を交付します。１㎥あたり5万円①新築→上限100万円②増改築→上限40万円 マンエン		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										宇佐産材利用促進事業補助金		宇佐産材利用促進事業補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震診断・耐震改修補助金		耐震診断・耐震改修補助金		地震に備えて、住まいの耐震診断や耐震改修工事をするときの費用の一部を補助します。①耐震診断→上限3万円②耐震改修→上限80万円（2/3補助） ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0978-32-1111										耐震診断・耐震改修補助金		耐震診断・耐震改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		家を購入する・改修する		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借契約が成立した物件に対してリフォーム費用を補助するもの。売買は工事費の2分の１で上限１００万円。賃貸借は工事費の2分の１で上限５０万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク セイリツ ブッケン タイ ヒヨウ ホジョ バイバイ コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン チンタイシャク コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111										由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を購入する・改修する		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン		転入や転居により住宅を取得し定住する方に対し、定住報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										新住宅等定住報奨金		新住宅等定住報奨金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		家を購入する・改修する		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン		市内施工者に工事を依頼し、木造住宅の新築工事等を行う場合にギフト券等で費用の一部を助成。新築工事の場合、50万円(転入者加算50万円)、リフォーム工事の場合、工事費の25%(上限10万円)を助成 トウ バアイ バアイ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0983-43-3222										西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ		住宅を取得した場合に、経費の10％（市内業者を利用：上限50万円、市外業者を利用：上限30万円）を住宅取得支援金として交付します。また移住加算金（上限30万円）、子育て加算金（上限20万円）を加算 ジュウタク シュトク バアイ ケイヒ シナイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン シガイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン ジュウタク シュトク シエン キン コウフ イジュウ カサンキン ジョウゲン マンエン コソダ カサンキン ジョウゲン マンエン カサン		財産管理課住宅係 ザイサン カンリ カ ジュウタク ガカリ		0984-35-1111(内線343)										住宅取得定住促進支援金交付事業		住宅取得定住促進支援金交付事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		市民が自己の居住する住宅を市内の施行業者を利用して改修工事を行う場合にその経費の一部（補助率20％・上限15万円）を補助します。 シミン ジコ キョジュウ ジュウタク シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		観光商工課企業誘致・商工振興室 カンコウ ショウコウ カ キギョウ ユウチ ショウコウ シンコウ シツ		0984-35-1111(内線333)										住宅リフォーム促進事業補助金交付事業		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業

		454052		宮崎県		川南町		住まい		家を購入する・改修する		持家取得助成事業		持家取得助成事業		平成２５年４月１日以降に住宅取得に係る契約を行った方に建物価格の５％（千円未満切り捨て、上限５０万円）を助成。事業期間は、平成２５年度から平成２７年度の３年間。４０歳以下の夫婦には、若者夫婦加算有り。		まちづくり課 カ		0983-27-8002										持家取得助成事業		持家取得助成事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ		町外から都農町に転入して、新規に住宅を取得（新築・中古）した場合に１００万円を上限に奨励金を交付する。 チョウガイ ツノチョウ テンニュウ シンキ ジュウタク シュトク シンチク チュウコ バアイ マンエン ジョウゲン ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										町内定住住宅取得奨励事業		町内定住住宅取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ		公売している保留地等について、購入しかつ住宅を新築した場合に、１㎡あたり３，０００円の奨励金を交付する。（最大１５０万円）※町内住宅取得奨励事業と合わせて申請も可能。 コウバイ ホリュウ チ トウ コウニュウ ジュウタク シンチク バアイ エン ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン チョウナイ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ ア シンセイ カノウ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										保留地等取得奨励事業		保留地等取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ		都農町に住所を有し、所有する住居について町内業者が請け負った３０万円以上の住宅リフォーム工事を対象に奨励金を交付する。（最大１０万円） ツノチョウ ジュウショ ユウ ショユウ ジュウキョ チョウナイ ギョウシャ ウ オ マンエン イジョウ ジュウタク コウジ タイショウ ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン		建設課 ケンセツカ		0983-25-5717										リフォーム奨励事業		リフォーム奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン		本町に定住することを目的として、個人住宅を購入し、賃貸し、又は新築し居住する者に、定住するために必要な費用として３０万円を交付する。 ホンチョウ テイジュウ モクテキ コジン ジュウタク コウニュウ チンタイ マタ シンチク キョジュウ モノ テイジュウ ヒツヨウ ヒヨウ マンエン コウフ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910										日之影町移住定住奨励金		日之影町移住定住奨励金

		462080		鹿児島県		出水市 イズミシ		住まい		家を購入する・改修する		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ		市外から定住のために出水市へ転入された方で、住宅を取得された方は最大100万円、リフォームをされた方は最大15万円、市外へ公共交通機関を使用して通勤される方は最大月額1万円の補助金を交付します。 シガイ テイジュウ イズミシ テンニュウ カタ ジュウタク シュトク カタ サイダイ マンエン カタ サイダイ マンエン シガイ コウキョウ コウツウ キカン シヨウ ツウキン カタ サイダイ ゲツガク マンエン ホジョキン コウフ		観光交流課 カンコウ コウリュウ カ		0996-63-2111										出水市定住促進事業		出水市定住促進事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		住まい		家を購入する・改修する		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		霧島市の中山間地域における住宅を新築、購入または増改築した市外からの転入者及び市街地からの転居者に対し、補助金を交付する制度です。新築：最高100万円、中古住宅購入：最高50万円、増改築：最高50万円 キリシマ シ チュウサンカン チイキ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウカイチク シャ シャ タイ ホジョキン コウフ セイド シンチク サイコウ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイコウ マンエン ゾウカイチク サイコウ マンエン		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)										中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		0		電話にて依頼あり デンワ イライ

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅取得補助金交付制度		移住者住宅取得補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市へ移住し、新たに住宅を取得した者に交付する補助金。新築または新築住宅を購入した場合は50万円、中古住宅を購入した場合は30万円を交付。その他、区域等の加算制度あり。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住者住宅取得補助金交付制度		移住者住宅取得補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅リフォーム補助金交付制度		移住者住宅リフォーム補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市に移住する者が、快適な生活を営むことができるように交付する補助金。リフォーム工事代金の2/3を助成。ただし、加世田小学校区域外は50万円、加世田小学校区域内は30万円が上限		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住者住宅リフォーム補助金交付制度		移住者住宅リフォーム補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助金交付制度		移住定住促進補助金交付制度		住宅を新築した者に交付する補助金。平成22年5月25日以降に移住した者には100万円、それ以前に移住した者には50万円を交付。加算制度で200万円を越える助成を受けることができる。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住定住促進補助金交付制度		移住定住促進補助金交付制度

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ		定住促進を目的として、住環境が優良な宅地の分譲を実施する。 テイジュウ ソクシン モクテキ ジュウカンキョウ ユウリョウ タクチ ブンジョウ ジッシ		松山支所
地域振興課 マツヤマ シショ チイキ シンコウカ		099-487-2111										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ		児童数の減少を防ぎ、地域活性化を図るために、地域活性化住宅を設置している。 ジドウ スウ ゲンショウ フセ チイキ カッセイカ ハカ チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ		建設課 ケンセツカ		099-474-1111										地域活性化住宅設置事業		地域活性化住宅設置事業

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ		南九州市内に移住定住することを目的に，住宅の取得，またはリフォームを行う方を対象に補助を行うもの。
●最大１１０万円（上限：住宅取得経費及び土地取得経費の合計額の１割） ミナミキュウシュウシ ナイ イジュウ テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク オコナ カタ タイショウ ホジョ オコナ サイダイ マンエン ジョウゲン ジュウタク シュトク ケイヒ オヨ トチ シュトク ケイヒ ゴウケイ ガク ワリ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										移住定住促進対策補助		移住定住促進対策補助

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ		南九州市内３箇所に造成している住宅団地を，市のHP及びパンフレット等で情報提供し，分譲（販売）するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ カショ ゾウセイ ジュウタク ダンチ シ オヨ トウ ジョウホウ テイキョウ ブンジョウ ハンバイ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										分譲宅地情報の提供及び販売		分譲宅地情報の提供及び販売

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ		大崎町に定住しようと町内に住宅を新築又は購入（中古住宅を含む）した者に対し補助金を交付。土地、住宅の取得経費の総額の５分の１を補助。ただし転入者100万円、町内居住者50万円の補助を上限とする。 オオサキチョウ テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク フク モノ タイ ホジョキン コウフ トチ ジュウタク シュトク ケイヒ ソウガク ブン ホジョ ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										定住住宅取得補助事業		定住住宅取得補助事業

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		住宅を建築する者に対し町有地（宅地）を格安で分譲。 ジュウタク ケンチク モノ タイ チョウ ユウ チ タクチ カクヤス ブンジョウ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										宅地分譲事業		宅地分譲事業

		464929		鹿児島県		肝付町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を取得した定住者に対して助成金を交付。町内において住宅を取得した場合10万円。その他、条件により加算あり。 チョウナイ ジュウタク シュトク テイジュウシャ タイ ジョセイキン コウフ チョウナイ ジュウタク シュトク バアイ マン エン タ ジョウケン カサン		企画調整課 キカク チョウセイ カ		0994-65-8422										住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化定住促進条例		地域活性化定住促進条例		定住目的で新築住宅購入50万円、中古住宅購入20万円を助成する。		企画課		0997-72-1112										地域活性化定住促進条例		地域活性化定住促進条例

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム助成制度		リフォーム助成制度		50万円以上のリフォーム工事に対し、10万円の助成金		建設課		0997-72-1112										リフォーム助成制度		リフォーム助成制度

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		町内の施工業者を利用して修繕、補修等を行う場合に、費用の一部を補助します。なお、２０万円以上の修繕・補修等が対象です。※応募期間有り。補助率は２０％。補助金の上限額は２０万円。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ シュウゼン ホシュウ トウ オコナ バアイ ホジョ マンエン イジョウ シュウゼン ホシュウ トウ タイショウ オウボ キカン ア ホジョリツ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		まちづくり振興課 シンコウカ		098-889--4412										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		空き家		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		市内定住促進、空き家等の解消を図り安心して暮らせる定住環境づくりの為、空き家バンク登録物件購入者に助成。（登録物件購入、リフォーム等実施の場合、100万円以上の工事費で、50％補助。限度額50万円） タメ ブッケン ホジョ ガク マンエン		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592										空き家バンク活用促進事業		空き家バンク活用促進事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		空き家		空き家・空き地情報バンク		空き家・空き地情報バンク		市内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		空き家		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ		市内にある空き地及び空き家の物件情報を所有者等の申請を受けて、登録・公開する。 シナイ チ イエ トウ シンセイ ウ		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121										空き地・空き家情報		空き地・空き家情報

		012301		北海道		登別市		住まい		空き家		空き家情報の提供		空き家情報の提供		宅建協会等と連携し、不動産情報（賃貸住宅等）を紹介		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122										空き家情報の提供		空き家情報の提供

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		空き家		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ		土地の売買、戸建住宅の売買・賃貸の情報を提供。 トチ バイバイ コダテ ジュウタク バイバイ チンタイ ジョウホウ テイキョウ		企画振興部まちづくり推進課 キカク シンコウ ブ スイシン カ		0123-33-3131
内線2332										恵庭市空き家・空き地バンク		恵庭市空き家・空き地バンク

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		定住促進住宅等奨励金事業		定住促進住宅等奨励金事業		【住宅建築（購入）に対する助成等】 新築（購入）をした場合、25万円～100万円の助成金を交付（うち30％町内商品券）		総務課企画グループ		0139-47-3001										定住促進住宅等奨励金事業		定住促進住宅等奨励金事業

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載しております。 チョウ チョウ		総務課企画グループ		0139-47-3001										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		空き家		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド		町内の空き家（戸建・アパート）や空き地（宅地）に関する情報提供を実施。空き家に居住または空き地に概ね１年以内に居宅を建築し居住することが条件 ジッシ オオム		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121										南幌町空き家・空き地バンク制度		南幌町空き家・空き地バンク制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ		空き家取得改修：町空き家バンク登録物件の取得後の改修費用を交付（上限30万円。高校生以下の子どもがいれば60万円）		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク		町内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者からの申請により、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介 チョウ シンセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		空き家		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ		町内市街地区に存する空き家物件を購入した入居者に対して、その建物の改修及び修繕に要する費用の一部を補助します。対象事業費の１／２（上限100万円） チョウナイ シガイチ ク ゾン ア ヤ ブッケン コウニュウ ニュウキョシャ タイ タテモノ カイシュウ オヨ シュウゼン ヨウ ヒヨウ イチブ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										市街地区空き家改修事業		市街地区空き家改修事業

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		空き家		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド		空き家を改修して居住する方に、補助対象経費1/2以内で限度額50万円（基本額）の補助金を交付。さらに、子ども加算、転入加算、町内事業者加算の３つの加算項目があり、合計で最大80万円の補助金となります。 ア ヤ カイシュウ キョジュウ カタ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ ゲンド ガク マンエン キホン ガク ホジョキン コウフ コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン カサン コウモク ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111										鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		空き家		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク		○空き家・空き店舗情報の提供。町内の空き家・空き住宅情報を募集し、町ＨＰに掲載して家主と希望者のマッチングを実施。平成25年度までに31件を公開し、16件が賃貸または購入されている。 ア ヤ ア テンポ ジョウホウ テイキョウ チョウナイ ア ヤ ア ジュウタク ジョウホウ ボシュウ チョウ ケイサイ ヤヌシ キボウシャ ジッシ ヘイセイ ネンド ケン コウカイ ケン チンタイ コウニュウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										和寒町で暮らしましょう		和寒町で暮らしましょう

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		空き家		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		定住・移住を進めるために、町内の空き家情報を町ホームページで公開し、定住・移住を希望されている方々への橋渡し役として情報提供している。 テイジュウ イジュウ スス チョウナイ ア ヤ ジョウホウ マチ コウカイ テイジュウ イジュウ キボウ カタガタ ハシワタ ヤク ジョウホウ テイキョウ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005										洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」

		016357		北海道		新得町		住まい		空き家		空き家活用促進制度		空き家活用促進制度		空き家を取得して改修、もしくは空き家を改修し賃貸する場合に、改修費の一部を奨励金として、地域通貨で交付。町内施工業者→改修費の３０％（上限３０万円）町外施工業者→２０％（上限２０万円） チイキ ツウカ		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521										空き家活用促進制度		空き家活用促進制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク登録物件の簡易な修繕等に対し、補助率8/10で24万円を上限額として補助する。 ア ヤ トウロク ブッケン カンイ シュウゼン トウ タイ ホジョリツ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										空き家バンクモデル助成事業補助金		空き家バンクモデル助成事業補助金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		鶴居村内にある空き家所有者からの情報を、村のホームページに掲載し、鶴居村への移住を希望する方
に情報提供するもの		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										空き家バンク		空き家バンク		1		志布志→鶴居 シブシ ツルイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		住まい		空き家		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ		空き家に定住し又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする方へ登録空家物件の情報提供を行う。		農村交流推進課 ノウソン コウリュウ スイシン カ		0178-76-2310										空家バンク事業		空家バンク事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		移住希望者向けに、市内の空き家物件を紹介しています。 イジュウ キボウシャ ム シナイ ア ヤ ブッケン ショウカイ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641										空き家バンク事業		空き家バンク事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町空き家バンク制度		雫石町空き家バンク制度		雫石町における空き家の有効活用を通して、町の定住促進による活性化を図る制度です。 ハカ セイド		企画財政課 キカク ザイセイ カ		019-692-6499										雫石町空き家バンク制度		雫石町空き家バンク制度

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町定住促進住宅		雫石町定住促進住宅		平成２１年度に財団法人雇用振興協会が管理運営する雇用促進住宅雫石宿舎を買取り、平成２２年４月１日より雫石町定住促進住宅として、雫石町が管理運営しています。		地域整備課 チイキ セイビ カ		019-692-6406										雫石町定住促進住宅		雫石町定住促進住宅

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド		空き家の売買または賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて登録した空き家情報を、利用登録した居住したい方へ情報提供する。 ア ヤ バイバイ チンタイ キボウ ショユウシャ モウ コ ウ トウロク ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロク キョジュウ カタ ジョウホウ テイキョウ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ		「住まいる栗原ホームサーチ事業」を利用して空き家を購入または３年以上借りる方が、当該空き家をリフォームする場合、工事費を助成する。対象経費の１/２の額で、上限は４０万円 ス クリハラ ジギョウ リヨウ ア ヤ コウニュウ ネンイジョウ カ カタ トウガイ ア ヤ バアイ コウジヒ ジョセイ タイショウ ケイヒ ガク ジョウゲン マンエン		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		住まい		空き家		空き家等情報登録制度（空き家バンク）		空き家等情報登録制度（空き家バンク）		町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者（管理者）と「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをします。		企画財政課		0229-63-3115										空き家等情報登録制度（空き家バンク）		空き家等情報登録制度（空き家バンク）

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、当該空き家の改修に要する費用の５０％（上限１００万円）を助成。 ア ヤ コウニュウ テイジュウ カタ タイ トウガイ ア ヤ カイシュウ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099										空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、雪囲い設置や雪下ろしに要する費用の１００％（上限２０万円）を助成。※初年度のみの助成 コウニュウ テイジュウ カタ タイ ユキ ガコ セッチ ユキオ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ ショネンド ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099										雪国生活支援事業		雪国生活支援事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ		市内の空き家・空き地の情報をホームページで公開している。 シナイ ア ヤ ア チ ジョウホウ コウカイ		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンクの登録物件を購入・賃借した方で、居住に必要な補修を行った場合、その費用の１００％を補助する。（上限５０万円） イナカ タクチ タテモノ トウロク ブッケン コウニュウ チンシャク カタ キョジュウ ヒツヨウ ホシュウ オコナ バアイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業

		060003		山形県		-		住まい		空き家		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		市町村の空き家バンクを利用して空き家を購入・賃借し、その空き家を改修した場合に最高40万円を補助する制度。若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯は補助率・補助額を優遇する。 サイコウ マンエン		企画振興部市町村課		023-630-3083										山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		空き家		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン		ＮＰＯつるおかランド・バンクが実施する「空き家バンク事業」を利用して、空き家を取得、賃貸し改修工事を行う場合、その経費の一部を助成。 ジッシ ア ヤ ジギョウ リヨウ ア ヤ シュトク チンタイ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										移住推進空き家利活用支援事業補助金		移住推進空き家利活用支援事業補助金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住促進交付金		朝日町定住促進交付金		当町の空き家バンク制度を利用して半年間定住いただいた方に、１０万円を支給。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112										朝日町定住促進交付金		朝日町定住促進交付金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		当町の空き家バンク制度を利用する際に、空き家を改修する場合は、経費の１／２（最大３０万円）を補助。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112										朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド		遊佐町が空き家を借上げ、リフォーム後に移住者に貸し出す。空き家活用住宅一棟につき、３５０万円を上限に構造上必要な箇所の修繕を施す。 ユザ マチ ア ヤ カリア ゴ イジュウシャ カ ダ ア ヤ カツヨウ ジュウタク イットウ マンエン ジョウゲン コウゾウ ジョウ ヒツヨウ カショ シュウゼン ホドコ		企画課 キカク カ		0234-72-4524										定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		遊佐町に登録した空き家の所有者と、空き家を利用したい移住予定者の連絡調整を集落支援員が行う。 ユザマチ トウロク ア ヤ ショユウシャ ア ヤ リヨウ イジュウ ヨテイシャ レンラク チョウセイ シュウラク シエン イン オコナ		企画課 キカク カ		0234-72-5882										空き家情報活用システム制度		空き家情報活用システム制度

		074055		福島県		西会津町		住まい		空き家		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ		空き家を売りたい（貸したい）という方と、空き家を買いたい（借りたい）という方とを繋ぎ、交流・定住人口の拡大を図ることを目的とする。空き家情報は「西会津町空き家バンク」ＨＰで公開中。 ア ヤ ウ カ カタ ア ヤ カ カ カタ ツナ コウリュウ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ モクテキ ア ヤ ジョウホウ ニシアイヅマチ ア ヤ コウカイチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町空き家バンク		西会津町空き家バンク

		075213		福島県		三春町		住まい		空き家		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ		定住対策の一環として、三春町に住んでみたいと希望される方へ登録物件の情報を提供。 ミハルマチ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
										三春町空き家・空き地情報バンク		三春町空き家・空き地情報バンク

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		空き家		空き家活用支援事業		空き家活用支援事業		当市内に定住し就農後5年以内に認定農業者を目指す等の条件を満たす方が当市内の空き家に住む場合、改修費用の2分の1（上限50万円）を助成する。		農政課		0294-72-3111										空き家活用支援事業		空き家活用支援事業

		082163		茨城県		笠間市		住まい		空き家		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		空き家バンク登録物件の修繕経費の一部（修繕費用の1／2以内500千円限度）及び登録物件の取得または賃借に要する費用の一部（取得対価の3％300千円限度、家賃2ヶ月分相当額100千円限度）を補助する。		都市建設部
まちづくり推進課		0296-77-1101										定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業		移住奨励金10万円を1回限り交付（5年以上居住でき、世帯主が20～65歳未満の者で世帯人数が2名以上、て市区町村民税等の滞納がなく、移住に当り空き家を購入又は貸借し、面積が60㎡以上）。 コウフ ミマン		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111										常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業		空き家改修費補助金として費用の1/2又は50万円のいずれか低い方の金額を1回限り交付（移住日から3月以内に着工し、面積60㎡以上であること）。 イジュウ ビ メンセキ		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111										常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン		中学生以下の子供がいる世帯が空き家バンク制度を利用して利根町に転入した場合、20万円を助成 チュウガクセイ イカ コドモ セタイ ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ バアイ マンエン ジョセイ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211										空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン		空き家バンク制度を利用して利根町に転入し、リフォーム工事を行った場合、工事費用の2分の1を助成（上限30万円） ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ コウジ オコナ バアイ コウジ ヒヨウ ブン ジョセイ ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211										空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金

		090000		栃木県		-		住まい		空き家		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス		栃木県内の空き家情報の提供を行っています。 トチギ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ		総合政策部
地域振興課 ソウゴウ セイサク ブ チイキ シンコウ カ		028-623-2233										“とちぎ暮らし”住まいネット		“とちぎ暮らし”住まいネット

		092037		栃木県		栃木市		住まい		空き家		あったか住まいるバンク		あったか住まいるバンク		売買や賃貸が可能な空き家を市に登録していただき、市のホームページで情報提供を行う制度と、空き家バンクに登録された住宅に対し、リフォームや家財処分の補助を行います。		都市整備部建築課		0282-21-2451										あったか住まいるバンク		あったか住まいるバンク

		092061		栃木県		日光市		住まい		空き家		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		空き家の有効活用や移住・定住促進、地域活性化を目的とし、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者からの申し込みにより、その空き家情報ＷＥＢ等で利用希望者に紹介する制度。 イジュウ モクテキ ア ヤ トウ		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0288-21-5147										日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		桐生市内の土地・建物を買いたい・借りたい方へ物件の情報を提供し移住・定住を支援 キリュウシナイ トチ タテモノ カ カ カタ ブッケン ジョウホウ テイキョウ イジュウ テイジュウ シエン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		空き家		みどり市空き家バンク制度		みどり市空き家バンク制度		市内への移住や定住を促進するため、市内の空き家物件所有者からの物件情報を登録いただき、賃貸または購入を希望する方に紹介します（登録制）。		企画課　地域連携係		0277-76-0962										みどり市空き家バンク制度		みどり市空き家バンク制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		空き家		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ		町内への移住・定住を希望する方に対して町内の空き家情報を提供。
（賃貸物件のみ） チョウナイ イジュウ テイジュウ キボウ カタ タイ チョウナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ チンタイ ブッケン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809										空き家等利活用推進事業		空き家等利活用推進事業

		112160		埼玉県		羽生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク
		空き家・空き地バンク
		空き家及び空き地の賃貸または売却を希望する所有者の方から情報提供を受け、市の空き地・空き家バンクに登録した物件情報を、市内へ移住及び定期的な滞在を希望する方へ提供するもの。		地域振興課 チイキ シンコウカ		048-561-1121										空き家・空き地バンク
		空き家・空き地バンク


		113611		埼玉県		横瀬町		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		秩父圏域における空き家等の有効活用と定住促進による地域活性化を目的として空き家等の情報を提供。 チチブ ケンイキ ア ヤ トウ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ モクテキ ア ヤ トウ ジョウホウ テイキョウ		まち経営課 ケイエイ カ		0494-25-0112										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		空き家		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン		町の空き家バンク利用登録をした方が、空き家バンクに登録された売却物件を購入し町内の建築業者で１００万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/３か１００万円いずれか低い額を補助。 マチ ア ヤ リヨウ トウロク カタ ア ヤ トウロク バイキャク ブッケン コウニュウ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0470-82-2112										空き家利用促進奨励金		空き家利用促進奨励金

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		住まい		空き家		空家バンク制度 アキヤ セイド		空家バンク制度 アキヤ セイド		空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレット等を利用して利用希望者に紹介する。 ア ヤ トウ チンタイ マタ バイキャク キボウ ショユウシャ ジョウホウ テイキョウ ウ ア ヤ トウロク ブッケン トウ リヨウ リヨウ キボウシャ ショウカイ		住宅施設課 ジュウタク シセツ カ		0258-39-2261										空家バンク制度		空家バンク制度

		152129		新潟県		村上市		住まい		空き家		空き家バンク		空き家バンク		市内にある空き家の物件情報を所有者から申し出ていただいて登録・公開し、利用希望者（市外の人）に紹介します。		政策推進課		0254-53-2111(内線532)										空き家バンク		空き家バンク

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		UJIターン促進空き家改修事業		UJIターン促進空き家改修事業		市外にお住まいの方が定住を目的に空き家情報提供制度を通じて成約し、空き家の修繕等を行った場合に修繕費の一部を助成する制度です。（補助率１／３補助限度額50万円） バアイ ジョセイ ゲンド ガク		企画財政課　地域振興係		025-552-1511										UJIターン促進空き家改修事業		UJIターン促進空き家改修事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家の有効活用と市外からの定住を促進し、地域の活性化を図るため、所有者から登録していただいた、市内にある空き家情報をホームページで公開しています		企画財政課　地域振興係		025-552-1511										空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から市へ情報提供を受け、現地調査の上、空き家バンクへ登録した物件を、ホームページ、パンフレット等で情報発信することで利用希望者を募集する制度		市長政策課 シチョウ セイサク カ		0250-61-2502										空き家バンク		空き家バンク

		153613		新潟県		田上町		住まい		空き家		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ		空き家・空き地の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的とし、町内にある空き家の所有者で、売却・賃貸希望する方が町に物件を登録し、ホームページ上でその物件を移住希望者に情報公開している。		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222										田上町空き家情報バンク		田上町空き家情報バンク

		162027		富山県		高岡市		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		空き家の有効活用のため、情報提供を行っています。 ジョウホウ テイキョウ オコナ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ		（社）富山県宅地建物取引業協会にご協力をいただき、南砺市内の空き家の有効利用を図るとともに、遊休資産の活用と市外からの定住促進などによる地域の活性化を目的に市内の空き家情報を提供する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市空き家バンク		南砺市空き家バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家バンク登録者には売買代金の1／10（10万円限度）又は年間家賃の1／5（5万円限度）を、利用者には住宅改修費等の経費（賃貸住宅は1／5（10万円限度）、購入住宅は1／10（20万円限度））を補助 トウロクシャ バイバイ マンエン ゲンド マタ ネンカン ヤチン マンエン ゲンド リヨウシャ ジュウタク カイシュウヒ トウ ケイヒ チンタイ マンエン ゲンド マンエン ゲンド ホジョ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市空き家バンク活用促進事業		南砺市空き家バンク活用促進事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ		市内の空き家、空き地等の賃貸または売却を希望する所有者等からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネット通じて情報提供している。		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958										射水市空き家情報バンク		射水市空き家情報バンク

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ		本市に自らが定住する目的で「射水市空き家情報バンク」に登録されている空き家を購入される方に対し、その経費の一部を補助。 ホン シ ミズカ テイジュウ モクテキ トウロク ア ヤ コウニュウ カタ タイ ケイヒ イチブ ホジョ		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958										きららか射水移住支援事業		きららか射水移住支援事業

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		空き家		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド		町内の空き家、空き地の賃貸・売買を希望する所有者からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネットを通じて情報提供している。 チョウナイ ア ヤ ア チ チンタイ バイバイ キボウ ショユウシャ モウ コ トウロク ブッケン リヨウ キボウ カタ ツウ ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980										立山町空き家情報バンク制度		立山町空き家情報バンク制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク		県外から転入し、一戸建て住宅を新築、購入（購入後の改修を含む）した人に、費用の50％（最高100万円）を助成。（※中古は空き家バンク登録物件に限る） ケンガイ テンニュウ イッコ ダ ジュウタク シンチク コウニュウ コウニュウゴ カイシュウ フク ヒト ヒヨウ サイコウ マンエン ジョセイ チュウコ ア ヤ トウロク ブッケン カギ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117								1		移住定住促進補助（住宅取得）		移住定住促進補助（住宅取得）

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ		所有者からの空き家情報（売買及び賃貸借）を集約し、空き家の利用希望者へ情報提供。 ショユウシャ ア ヤ ジョウホウ バイバイ オヨ チンタイシャク シュウヤク ア ヤ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117										空き家情報登録活用制度（空き家バンク）		空き家情報登録活用制度（空き家バンク）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		空き家		空き家改修費補助金		空き家改修費補助金		本市空き家バンク登録物件を購入又は賃借した方を対象に、当該物件の改修に係る経費の1/2、上限50万円を助成。		自然共生室		0768-82-7720										空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		空き家		空き家バンク利用奨励金		空き家バンク利用奨励金		空き家バンク制度を利用して転入してきた夫婦・親子世帯が対象。
購入の場合、土地・家屋の取得費の10％（上限50万円）、賃借の場合、契約月額の1/2（上限1万円、24カ月）を交付。 タイショウ		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										空き家バンク利用奨励金		空き家バンク利用奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		空き家		志賀町空き家情報		志賀町空き家情報		現在使用していない住宅（空家）の情報提供。 ジョウホウ テイキョウ		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211										志賀町空き家情報		志賀町空き家情報

		192040		山梨県		都留市		住まい		空き家		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド		市内にある空き家物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		産業観光課
商工観光担当 サンギョウ カンコウカ ショウコウカンコウタントウ		0554-43-1111
(内線155)										都留市空き家バンク制度		都留市空き家バンク制度

		192058		山梨県		山梨市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。宅建協会との協定により安心な契約手続きが可能。 ア ヤ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ アンシン ケイヤク テツヅ カノウ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア イエ セイド		空き家バンク制度 ア イエ セイド		市内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、市への定住促進と地域の活性化を促進するための制度です。
 シナイ ア イエ トウ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ ブッケン ユウコウ カツヨウ ハカ シ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ ソクシン セイド		企画財政課 キカク ザイセイカ		0551-22-1111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192082		山梨県		南アルプス市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化及び市民と年住民の交流拡大を図る。 シナイ ア ヤ ユウコウ カツヨウ ツウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ オヨ シミン トシ ジュウミン コウリュウ カクダイ ハカ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		住まい		空き家		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド		市外からの転入者が行う空き家リフォームで市内業者に発注する場合に助成を行う（工事費の２割補助上限２００千円） シガイ テンニュウシャ オコナ ア ヤ シナイ ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジョセイ オコナ コウジヒ ワリ ホジョ ジョウゲン センエン		建設課 ケンセツカ		0553-32-5071										住宅リフォーム補助制度		住宅リフォーム補助制度

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の１０分の２以内（150万円を限度とする）※年齢要件及び地域要件有 トウ マンエン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン		対象地域の空き家バンクに登録・登録見込みの物件の増改築・修繕経費の１０分の2以内（限度額１５０万円）、また、家財道具等の搬出、処分及び清掃に要する経費（限度額１０万円）を助成※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ア ヤ トウロク トウロク ミコ ブッケン ゾウカイチク シュウゼン ケイヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン カザイ ドウグ トウ ハンシュツ ショブン オヨ セイソウ ヨウ ケイヒ ゲンド ガク マンエン ジョセイ		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		住まい		空き家		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ		空き家バンクに登録されている住宅を賃借して改修する場合に、改修費用の1/2、最大40万円を補助 ア ヤ トウロク ジュウタク チンシャク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										空き家改修事業補助		空き家改修事業補助

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		定住対策の一環として、このまちに住んでみたいと希望される方への空き家の情報提供を受け付け、利用希望者に登録物件の情報提供をします。		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		空き家		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ		町内の空き家・土地物件の検索が可能 チョウナイ ア ヤ トチ ブッケン ケンサク カノウ		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332										空家情報検索サービス（空き家バンク）		空家情報検索サービス（空き家バンク）

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		空き家		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン		町内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付（対象経費の２／１以内で100万円を上限） チョウナイ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111										山ノ内町空き家活用改修等事業補助金		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		賃貸や売買を希望する空き家所有者から収集した物件情報を空き家バンクに登録し、移住定住希望者に提供。契約等の手続きは、当事者同士、または村が協定した不動産業者の仲介（法定仲介手数料が必要）により行う チンタイ バイバイ キボウ ア ヤ ショユウシャ シュウシュウ ブッケン ジョウホウ ア ヤ トウロク イジュウ テイジュウ キボウシャ テイキョウ ケイヤク ナド テツヅ トウジシャ ドウシ ムラ キョウテイ フドウサン ギョウシャ チュウカイ ホウテイ チュウカイ テスウリョウ ヒツヨウ オコナ		総務課政策情報室 ソウムカ セイサク ジョウホウシツ		0269-82-3111										空き家バンク		空き家バンク

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド		空き家バンク登録物件で、平成２７年度までに居住用の中古住宅を取得する新規移住者または在住者で、延床面積70㎡以上の物件を購入し、地元業者が施工する改築修繕等の工事費用が百万円を超えた場合十万円を交付 ア ヤ トウロク ブッケン ヘイセイ ネンド キョジュウヨウ チュウコ ジュウタク シュトク シンキ イジュウシャ ザイジュウシャ ノ ユカ イジョウ ブッケン コウニュウ ジモト ギョウシャ セコウ カイチク シュウゼン トウ コウジ ヒヨウ ヒャク マンエン コ バアイ １０ マンエン コウフ		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111										中古住宅取得補助制度		中古住宅取得補助制度

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		空き家		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空き家バンクに登録し、成約に至った物件において、家財の整理に係る業者委託に要する費用について20万円を上限として補助 ア ヤ トウロク セイヤク イタ ブッケン カザイ セイリ カカワ ギョウシャ イタク ヨウ ヒヨウ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課　村づくり係 ソウムカ ムラ カカリ		026-269-2323										空家活用事業補助金		空家活用事業補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		空き家		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク登録物件や、市内１９の不動産業者等と連携し賃貸、販売などの物件情報を紹介します。		 定住推進課		0573-66-1111										空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		住まい		空き家		NPO法人　美濃のすまいづくり		NPO法人　美濃のすまいづくり		NPOとの協働により、市内の空き家に新しい住まい手を呼び込み、空き家の利活用を促進する キョウドウ シナイ		NPO法人美濃のすまいづくり
建設部
都市整備課 ホウジン ミノ ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-0760

0575-33-1122
										NPO法人　美濃のすまいづくり		NPO法人　美濃のすまいづくり

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ		市内に空き家や、遊休土地を所有している方から物件情報を提供頂き、その情報をホームページなどで公開し、U・I・Jターンなどで空き家利用を希望する方へ紹介		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										恵那市空き家バンク事業		恵那市空き家バンク事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド		空き家バンクに登録してある物件を市外の方が、賃貸または売却した場合、生活する上で必要な部分の改修費用２分の１（上限100万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン チンタイ バイキャク カイシュウ ヒヨウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										空き家改修補助金制度		空き家改修補助金制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド		空き家等の物件の売却・賃貸を希望する所有者と、空き家等の物件の購入・賃借を希望される利用者を市ホームページ等で結びつけます。		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市空き家バンク制度		土岐市空き家バンク制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン		空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、１０万円を上限に補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市空き家リフォーム補助金		土岐市空き家リフォーム補助金

		212148		岐阜県		可児市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		市内住宅団地の空き家・空き地をバンクに登録し、協力不動産事業者に仲介を依頼し、売買及び賃貸の交渉・契約を行い、定住人口の拡大を図る。 シナイ ジュウタク ダンチ ア ヤ ア チ トウロク キョウリョク フドウサン ジギョウ シャ チュウカイ イライ バイバイ オヨ チンタイ コウショウ ケイヤク オコナ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0574-62-1111										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		212172		岐阜県		飛騨市		住まい		空き家		飛騨市移住促進住宅改修事業		飛騨市移住促進住宅改修事業		市内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付します。（対象経費の３／１以内で100万円を上限）		企画課 キカク カ		0577-73-6558										飛騨市移住促進住宅改修事業		飛騨市移住促進住宅改修事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		町内に空き家を所有しており、賃貸・売却を希望する方が町の空き家バンクへ物件情報を登録し、その情報を町がホームページで公開し、移住定住を希望する方に紹介する制度。		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		空き家		東白川村空家バンク		東白川村空家バンク		東白川村内の空家所有者に空家バンクへ登録していただき、空家利用希望者への情報提供をする。		総務課 ソウムカ		0574-78-3111										東白川村空家バンク		東白川村空家バンク

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		住まい		空き家		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ		空き家等の○賃借料補助金：月額家賃の１／３以内の額（上限15,000円/月）○購入費補助金：購入費の１／３以内の額（上限100万円）○改修費補助金：改修費の１／２以内の額（上限300万円） ア ヤ トウ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										空き家再生活用事業		空き家再生活用事業

		220001		静岡県		-		住まい		空き家		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ		県・市町の連携により、県内の空き家情報を一元的に集約管理する「静岡県空き家バンク」を運用し、静岡県公式移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」HPにて情報提供しています。 ケン シ マチ レンケイ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ イチゲンテキ シュウヤク カンリ シズオカケン ア ヤ ウンヨウ シズオカケン コウシキ イジュウ テイジュウ ジョウホウ シズオカ ジョウホウ テイキョウ		ふじのくに移住・定住相談センター（交流推進課内） イジュウ テイジュウ ソウダン コウリュウ スイシン カ ナイ		054-221-2610										静岡県空き家バンク		静岡県空き家バンク

		221007		静岡県		静岡市		住まい		空き家		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		空き家情報バンクを通して、賃貸した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住用住宅改修補助金」により最大200万円の助成が受けられます。		中山間地振興課 チュウ サンカン チ シンコウカ		054-294-8805				大 ダイ		空き家のリフォームで200万円補助 ア ヤ マンエン ホジョ				静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		空き家		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		予定事業内容：中山間地域の空き家について賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、市の空き家バンクへ登録物件を市のHPに掲載し、希望者に提供する。ただし、賃貸に係る交渉や契約は当事者どおしで行う。		企画部政策推進課		0547-36-7197										空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		住まい		空き家		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン		川根本町空家バンクに登録された物件を賃貸・購入した町内に在住する方を対象に物件の改修費を助成。
総事業費の1/2（ただし1件当たり50万円が上限） カワネホンチョウ アキヤ トウロク ブッケン チンタイ コウニュウ チョウナイ ザイジュウ カタ タイショウ ブッケン カイシュウヒ ジョセイ ソウ ジギョウ ヒ ケン ア マンエン ジョウゲン		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		空き家		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ		消防署、消防団による空き家台帳を基にして、空き家所有者に対して空き家の賃貸意思及び住むことが可能かどうかのアンケート調査を実施し、定住人口の増加につなげる一因とする。 ショウボウショ ショウボウダン ア ヤ ダイチョウ モト ア ヤ ショユウ シャ タイ ア ヤ チンタイ イシ オヨ ス カノウ チョウサ ジッシ テイジュウ ジンコウ ゾウカ イチイン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0538-85-6305										空き家調査事業（予定）		空き家調査事業（予定）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		空き家		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン		移住者が定住目的で町内に新築、空き家及び建売住宅を購入した場合に補助（１物件：購入費の１／３又は上限１００万円）※今年度で交付終了 イジュウシャ テイジュウ モクテキ チョウナイ シンチク ア ヤ オヨ タテウリ ジュウタク コウニュウ バアイ ホジョ ブッケン コウニュウヒ マタ ジョウゲン マンエン イマ ネンド コウフ シュウリョウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										移住奨励金		移住奨励金

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		空き家		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド		町が借り上げた空き家を町がリフォームし、定住希望者に貸し出します。
家賃は家の大きさにより28,000円～35,000円ですが、中学生以下が同居する場合、家賃は2割引きとなります。 マチ カ ア ア ヤ チョウ テイジュウ キボウシャ カ ダ ヤチン イエ オオ エン エン チュウガクセイ イカ ドウキョ バアイ ヤチン ワリビ		企画課 キカク カ		0536-76-0502										定住促進空き家活用住宅制度		定住促進空き家活用住宅制度

		242012		三重県		津市 ツシ		住まい		空き家		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン		空き家情報バンクを利用して空き家を購入された方を対象に、浴室・トイレ・炊事場等の水回り部の改修工事費用を補助する。（工事費用の1/2、上限額50万円） ア ヤ ジョウホウ リヨウ ア ヤ コウニュウ カタ タイショウ ヨクシツ スイジバ トウ ミズ マワ ブ カイシュウ コウジ ヒヨウ ホジョ コウジ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		美杉総合支所地域振興課 ミスギ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		059-272-8082										空き家情報バンク利用物件改修費補助金		空き家情報バンク利用物件改修費補助金

		244431		三重県		大台町		住まい		空き家		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン		大台町空き家バンクを利用し、成約に至った場合、空き家所有者に、1,000円／㎡を助成 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ セイヤク イタ バアイ ア ヤ ショユウシャ エン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782										大台町空き家バンク利用促進助成金		大台町空き家バンク利用促進助成金

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		空き家		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		空き家を貸し出そうとする者が行うリフォーム工事に対する補助。空き家を借りる者が40歳未満の場合、工費の1/4（上限50万円）、40歳以上は1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで補助 ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		空き家		空き家情報登録制度		空き家情報登録制度		日野町空き家情報登録制度に登録された「空き家物件」を、日野町に住もうと考え登録されている「利用希望者」に紹介します。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552										空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド		綾部市空き家登録制度（空き家バンク）に登録された空き家を、居住を目的に取得又は改修する場合の経費として、定住希望者へ300万円を上限に融資あっせん。		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280										綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン		空き家を有効活用した定住誘導を推進するため、補助対象要件を満たす定住者が行う改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付。補助対象経費の３分の２以内。上限1,000千円。 ア ヤ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ユウドウ スイシン ホジョ タイショウ ヨウケン ミ テイジュウ シャ オコナ カイシュウ コウジ ヨウ ケイヒ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ジョウゲン センエン		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280										綾部市空き家活用定住支援事業費補助金		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ		地域団体などの「移住促進計画」に基づき、地域団体・移住者が行う空き家改修に、10/10以内で上限１８０万円を補助。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										移住促進・空き家改修支援事業		移住促進・空き家改修支援事業		0

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を、協定する宅地建物取引業者（不動産業者）と連携し、空き家の物件情報を「定住空き家情報バンク」に掲載し、情報提供します。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		三次市→京丹後市 ミヨシシ キョウタンゴシ

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド		豊岡市内の空き家などを賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を受け、豊岡市の空き家バンクへ登録した情報を、物件を希望する方へ提供する制度です。
 トヨオカ トヨオカ セイド		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市空き家バンク制度		豊岡市空き家バンク制度

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		豊岡市空き家バンク制度を利用して移住される方が、購入（賃貸）物件を改修する際にかかる経費の一部を助成。補助率、対象経費の４分の３以内（上限100万円） トヨオカシ セイド ホジョ リツ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市中山間地域定住促進事業補助金		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		UJIターン等で住宅情報を希望する利用者に、市内の不動産業者が登録した賃貸・売買の空き家情報をHPをとおして提供する。		企画広報課		0791-43-6867										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		住まい		空き家		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ		五條市内に居住することを希望している方に空き家についての情報提供をホームページで行い、仲介に関する協定を結んだ協力事業者を介して契約を交わしていただく制度です。 ゴジョウシナイ キョジュウ キボウ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ チュウカイ カン キョウテイ ムス キョウリョク ジギョウシャ カイ ケイヤク カ セイド		企画政策課 キカク セイサクカ		0747-22-4001										五條市空き家情報バンク		五條市空き家情報バンク

		294497		奈良県		十津川村		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		村内にある空き家を活用し、定住を希望される人へ空き家の情報を提供する。		住民課 ジュウミンカ		0746-62-0900										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		空き家		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ		空家バンクに登録された空家を紹介し、空家所有者と川上村外の移住希望者とのマッチングを行う。 アキヤ トウロク アキヤ ショウカイ アキヤ ショユウシャ カワカミ ガイ イジュウ キボウシャ オコナ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										住まいるネット（川上村空家バンク）		住まいるネット（川上村空家バンク）

		302066		和歌山県		田辺市 タナベシ		住まい		空き家		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ		県外からの移住者が空き家を賃貸又は購入しリフォームに要した費用の一部を10万円を上限に補助する。（県補助金への上乗せ補助。県は上限80万円） ケンガイ イジュウ シャ ア ヤ チンタイ マタ コウニュウ ヨウ ヒヨウ イチブ マンエン ジョウゲン ホジョ ケン ホジョキン ウワノ ホジョ ケン ジョウゲン マンエン		山村林業課 サンソン		48-0303

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		空き家		空き家相談		空き家相談		空き家の情報登録、および移住希望者への情報提供を行っている。 イジュウキボウシャ オコナ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										空き家相談		空き家相談

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		空き家		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		定住を目的に、広川町の空き家を改修しようとする者に、その経費を助成 テイジュウ モクテキ ヒロガワチョウ ア イエ カイシュウ モノ ケイヒ ジョセイ		総務政策課まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										空き家改修事業補助金交付制度		空き家改修事業補助金交付制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		住まい ス		空き家		とっとり暮らし住宅バンクシステム		とっとり暮らし住宅バンクシステム		県外の移住定住を希望される方が、田舎暮らし物件を条件を絞って検索できます。アパートやマンション物件もあります。県内市町村の空き家バンク情報も随時更新し、情報提供を行います。		とっとり暮らし支援課		0857-26-7128										とっとり暮らし住宅バンクシステム		とっとり暮らし住宅バンクシステム

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		空き家		空き家取得支援事業助成金		空き家取得支援事業助成金		「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在住の人」に助成金を15万円交付します。 トウロク ブッケン		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159										空き家取得支援事業助成金		空き家取得支援事業助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		空き家		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家バンクに登録のある物件を、町HPや居住を希望される方に情報を紹介しています。 ブッケン チョウ ジョウホウ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										空き家情報活用制度		空き家情報活用制度

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい ス		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		空き家情報バンクに登録してある物件について、所有者と利用希望者を引き合わせます。		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド		市内にある賃貸もしくは売却してもいい空き家を登録し、益田市での生活のために住宅を探している方に空き家の情報を提供しています。 シナイ チンタイ バイキャク ア ヤ トウロク マスダシ セイカツ ジュウタク サガ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市空き家バンク制度		益田市空き家バンク制度

		322041		島根県		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家改修事業補助金		益田市空き家改修事業補助金		空き家バンク制度に登録した空き家に入居したUIターン者または、UIターン者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者に対し、当該物件の改修に要する経費の1/2以内、最大50万円を補助します。 タイ トウガイ ブッケン カイシュウ ヨウ ケイヒ イナイ サイダイ マンエン ホジョ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市空き家改修事業補助金		益田市空き家改修事業補助金

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家情報（空き家バンク制度）		空き家情報（空き家バンク制度）		大田市内にある空き家情報等を収集し、大田市定住サイト「どがどが」へ掲載しています。
そして、「おおだ定住支援センター（定住推進室内）」で空き家紹介を行っています。		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家情報（空き家バンク制度）		空き家情報（空き家バンク制度）

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家バンク制度促進事業		空き家バンク制度促進事業		定住を目的に自ら所有する空き家を「空き家バンク制度」に登録し、定住サイトへの掲載による情報発信を行った場合に奨励金を支給します。■奨励金；１物件２万円（H25.4.1以降に登録された物件）		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家バンク制度促進事業		空き家バンク制度促進事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家改修事業		空き家改修事業		ＵＩターンで大田市に定住される方、または空き家の所有者がＵＩターン者の売買・賃貸することで住宅の改修をする場合に改修費の一部を助成します。助成額上限30万円（対象経費の１／３以内） ジョウゲン マンエン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家改修事業		空き家改修事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		市内にある空き家をホームページで公開し、利用希望者に紹介します。 シナイ ア ヤ コウカイ リヨウ キボウシャ ショウカイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ		空き家バンクに登録されている物件の改修等にかかる費用の２分の１（最大５０万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン カイシュウ トウ ヒヨウ ブン サイダイ マンエン ジョセイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501										Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、UIターン者を居住させるために回収を行う場合、改修費用の一部を助成金として交付します。上限50万円。改修工事後2年以内。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ シャ キョジュウ カイシュウ オコナ バアイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン カイシュウ コウジ ゴ ネン イナイ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										空き家改修助成金		空き家改修助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、地域資源情報バンクに物件を登録するために家具の片付けを行う場合、費用の一部を助成金として交付します。上限5万円。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ チイキ シゲン ジョウホウ ブッケン トウロク カグ カタヅ オコナ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マン エン		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										空き家片付け助成金		空き家片付け助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		空き家		空き家改修助成金		空き家改修助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人、又は移住後６ヶ月を経過しない人が、空き家を購入・賃貸して改修する場合、改修工事費の３分の１（交付限度額５０万円）を助成		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282										空き家改修助成金		空き家改修助成金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報利用登録者に対して、市内の空き家に関する情報を提供する。 ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロクシャ タイ シナイ ア ヤ カン ジョウホウ テイキョウ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031										空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		真庭市空き家活用定住促進補助金		真庭市空き家活用定住促進補助金		３年以上市外に居住し、定住の意思をもって転入しようとする者又は転入後１年を経過しない者に対し、住居の改修費用を補助。上限１００万円。(6月発表、募集開始予定) タイ ジュウキョ カイシュウ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-42-1033										真庭市空き家活用定住促進補助金		真庭市空き家活用定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		市内各地の空き家に関する情報を市に登録し、市のホームページなどを通じて空き家の利用を希望する人に向けて情報発信を行うことで、地域に眠る空き家を有効活用する。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0867-42-1169										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		空き家		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン		矢掛町の空き家を改修する際に，改修費用の2分の1（補助の上限150万円）を支給する。 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ サイ カイシュウ ヒヨウ ブン ホジョ ジョウゲン マンエン シキュウ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										矢掛町空き家改修補助金		矢掛町空き家改修補助金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		住まい		空き家		勝央町定住促進事業 テイジュウ		勝央町定住促進事業 テイジュウ		空き家の改修に必要な費用の3割を補助。【上限70万円】空き家の購入に必要な費用の５割を補助【上限１００万円】 ア ヤ コウニュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マン エン		産業建設部		0868-38-3113										勝央町定住促進事業		勝央町定住促進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		空き家		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家の改修に必要な費用の4割を補助。【上限100万円】 ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										空き家活用促進事業		空き家活用促進事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		三次市への移住・定住希望者に対して物件を紹介する制度		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		京丹後市→三次市 キョウタンゴシ ミヨシシ

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ		三次市に定住の目的で空き家バンクに登録されている空き家を購入し，改修工事を行った場合に，費用の2分の1以内（小学生以下の児童を有する世帯は，費用の3分の2以内）を補助（上限150万円）。 セタイ ジョウゲン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										空き家購入サポート事業		空き家購入サポート事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		空き家		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ		市内の空き家を有効活用し，定住促進につなげる制度で，利用には登録が必要
賃貸借・売買共に情報があり，ホームページでも公開している		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市空家バンク		庄原市空家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		空き家バンク		空き家バンク		ホームページ等で空き家情報を提供。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119										空き家バンク		空き家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		廿日市市空き家改修費補助金		廿日市市空き家改修費補助金		空き家バンク登録物件として売買または賃貸借した住宅等に係る改修費の一部を補助。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119										廿日市市空き家改修費補助金		廿日市市空き家改修費補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		安芸高田市内の空き家情報をホームページで情報提供 アキタカタシナイ ジョウホウ ジョウホウ テイキョウ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家改修事業補助金		空き家改修事業補助金		空き家バンクに登録されている空き家を市外の空き家利用者が市内の事業者を利用して改修を行う場合に、最大100万円の補助金を交付 コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										空き家改修事業補助金		空き家改修事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家物件の所有者と利用希望者の紹介
※基本的に2地域居住は取り扱わない		地域づくり課		0826-28-2112										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		定住促進空き家活用事業		定住促進空き家活用事業		5年以上定住することが決まった空き家の改修費の1/2助成。助成金：上限50万円、転入者，空き家所有者を問わず改修費負担者へ助成。※ただし，2地域居住住宅は対象外		地域づくり課		0826-28-2112										定住促進空き家活用事業		定住促進空き家活用事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		町内の登録されている空き家物件を情報公開して、移住希望者へ紹介。 チョウナイ トウロク ブッケン ジョウホウ コウカイ イジュウ キボウシャ ショウカイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		空き家		空き家活用事業補助金		空き家活用事業補助金		空き家バンク登録者同士で契約が成立した物件について、一軒あたり最大30万円まで、リフォーム等に係る費用を補助する。		企画課		0847‐22‐3206										空き家活用事業補助金		空き家活用事業補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家バンク物件を購入した移住者，自宅を改修するUターン者，新婚定住者等が自宅改修工事をする場合，最高50万円を補助します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家及び住宅改修補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		売りたい・貸したい人の空き家・空き地の情報収集と，神石高原町へ住みたい・家を借りたい人への情報提供を行っています。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		352039		山口県		山口市		住まい		空き家		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		山口市空き家バンクに登録された空き家を、居住することを目的に改修する場合に空き家の所有者に対して改修費用の一部を補助 ヤマグチ シ ア ヤ トウロク ア ヤ キョジュウ モクテキ カイシュウ バアイ ア ヤ ショユウ シャ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		中山間地域活性化推進室 チュウサンカン チイキ カッセイカ スイシンシツ		083-934-2778										山口市空き家バンク改修事業補助金		山口市空き家バンク改修事業補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		「空き家情報バンク」を開設し、ホームページで住まいの情報を提供しています。 ア ヤ ジョウホウ カイセツ ス ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		空き家		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ		市内の空き家について、賃貸を希望する所有者から申込を受けた情報を、利用を希望する人へ紹介 シナイ ア イエ チンタイ キボウ ショユウシャ モウシコミ ウ ジョウホウ リヨウ キボウ ヒト ショウカイ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0835-25-2119										定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		岩国市の中山間地域にある空き家の紹介を行います。また、移住希望者が安心して定住できるよう、移住相談員や地域のIJU（移住）応援団が、移住後も含めて様々なサポートを行います。 イワクニシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ショウカイ オコナ イジュウ キボウシャ アンシン テイジュウ イジュウ ソウダンイン チイキ イジュウ オウエンダン イジュウ ゴ フク サマザマ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012										空き家情報制度		空き家情報制度

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド		空き家情報制度に登録された空き家に移住された方に対して、20万円を限度に修繕費の助成を行います。 ア ヤ ジョウホウ セイド トウロク ア ヤ イジュウ カタ タイ マンエン ゲンド シュウゼン ヒ ジョセイ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012										空き家修繕助成制度		空き家修繕助成制度		0		リンク先追加 サキ ツイカ

		352110		山口県		長門市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業		市外からのＵＪＩターン者が空き家バンク登録物件を売買又は賃借した場合、必要となる改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/5以内(上限額：50万円）		企画総務部企画政策課		0837-23-1229										空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイシ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		登録された空き家の情報を市のホームページ等で公開するとともに、移住希望者に空き家の紹介を行う。 トウロク ア ヤ ジョウホウ シ トウ コウカイ イジュウ キボウシャ ア ヤ ショウカイ オコナ		総合政策部政策企画課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク キカク カ		0820-22-2111 内線472										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン		空き家バンクへの登録を前提とした空き家の改修費用(1/2以内、10万円上限)及び不要物の撤去費用(全額、5万円上限)の一部を助成 ア イエ トウロク ゼンテイ ア イエ カイシュウ ヒヨウ イナイ マンエン ジョウゲン オヨ フヨウ ブツ テッキョ ヒヨウ ゼンガク マンエン ジョウゲン イチブ ジョセイ		総務部政策企画課 ソウム ブ セイサク キカク カ		0820-74-1007										空き家リフォーム事業助成金		空き家リフォーム事業助成金

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		定住促進による地域の活性化と都市住民の交流拡大を図ることを目的に、市内における空き家を有効利用するため「空き家バンク制度」を実施。 ア ヤ セイド ジッシ		企画課 キカク カ		0875-23-3917										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク制度に登録した空き家の「リフォーム」と「不要物撤去」に対し補助を実施。①リフォーム：補助対象事業費の1/2（限度額５０万円）②不要物撤去：補助対象事業費の1/2（限度額５万円） ア ヤ セイド トウロク ア ヤ フヨウ ブツ テッキョ タイ ホジョ ジッシ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン フヨウ ブツ テッキョ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン		企画課 キカク カ		0875-23-3917										空き家リフォーム事業補助金		空き家リフォーム事業補助金

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		住まい		空き家		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		県下全域を対象にした空き家情報や、市町が制度化している「お試し住宅」の情報を一元的に提供するホームページ。 ケンカ ゼンイキ タイショウ ア ヤ ジョウホウ シチョウ セイドカ タメ ジュウタク ジョウホウ イチゲンテキ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 										えひめ空き家情報バンク		えひめ空き家情報バンク

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		住まい		空き家		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		市内の空き家情報を移住希望者の方に紹介しています。 シナイ ア ヤ ジョウホウ イジュウ キボウシャ カタ ショウカイ		商工振興課 ショウ コウ シンコウ カ		0897-52-1482										空き家情報紹介		空き家情報紹介

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド		中山間（鏡・土佐山）地域への移住・定住を支援するため，地域内にある空き家物件に関する情報を移住・定住を希望される方々に提供。（登録制） チュウ サンカン カガミ トサヤマ チイキ イジュウ テイジュウ シエン チイキ ナイ ア ヤ ブッケン カン ジョウホウ イジュウ テイジュウ キボウ カタガタ テイキョウ トウロク セイ		鏡地域振興課

土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004
088-895-2312										高知市中山間地域空き家情報バンク制度		高知市中山間地域空き家情報バンク制度

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		高知市中山間地域空き家情報バンクに登録された空き家を改修するために必要な費用の2分の１以内（上限額50万円まで）を補助。 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ トウロク ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ブン イナイ ジョウゲンガク マンエン ホジョ		鏡地域振興課

土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004
088-895-2312										高知市中山間地域空き家改修事業補助金		高知市中山間地域空き家改修事業補助金

		394289		高知県		黒潮町		住まい		空き家		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ		○移住者支援住宅１戸建て家賃：月２万円、○その他空き家情報をＨＰで紹介 イジュウシャ シエン ジュウタク コ タ ヤチン ツキ マンエン タ ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		総務課　　　　　企画振興係 ソウム カ キカク シンコウ カカリ		0880-43-2177										空き家情報		空き家情報

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家改修支援事業		空き家改修支援事業		柳川市空き家バンク制度に登録され、同制度を通して入居者が決定した空き家において実施される生活するために必要な改修工事に係る費用の一部を支援する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										空き家改修支援事業		空き家改修支援事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		柳川市内の空き家や空き地を登録し、柳川市内での生活を検討している方に空き家や空き地の情報を提供する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ジギョウ		空き家バンク事業 ジギョウ		定住のための住居を探している方に空き家及び空き地の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		空き家		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ		6か月以上空き家となっていた中古住宅を自らの居住用に購入又は賃貸し、市内事業者を使ってリフォーム（外構に係る部分は補助対象外）する場合、事業費の5割、最大１００万円を補助 ゲツ イジョウ ア ヤ チュウコ ジュウタク ミズカ キョジュウヨウ コウニュウ マタ チンタイ シナイ ジギョウシャ ツカ ガイコウ カカ ブブン ホジョ タイショウガイ バアイ ジギョウヒ ワリ サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										空き家リフォーム事業費補助事業		空き家リフォーム事業費補助事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		町内にある売買または賃貸が可能な空き家に関する情報をホームページ上で情報発信し、不動産事業者と連携して契約まで支援するもの。 チョウナイ バイバイ チンタイ カノウ ア ヤ カン ジョウホウ ウエ ジョウホウ ハッシン フドウサン ジギョウ シャ レンケイ ケイヤク シエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家の所有者と購入等希望者に空き家バンクに登録してもらい、登録物件情報を購入等希望者に提供する（対象：武雄市全域） タイショウ タケオシ ゼンイキ		つながる部 お住もう課		0954-23-9221										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		市内に空き家となった住宅を所有している方より、物件情報を登録していただき、移住・定住を希望する方へ情報を提供。 ブッケン		企画課 キカクカ		0952-37-6115										空き家バンク		空き家バンク

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド		市内にある空き家の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。 シナイ ア イエ ブッケン ジョウホウ トウガイ ショユウシャ モウ デ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ コウニュウ チンタイ キボウシャ ショウカイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ		空き家を貸したい人の情報を町のホームページ上で紹介し、空き家をお探しの方へ情報提供を行います。登録料として２万円を支給します。 ア ヤ カ ヒト ジョウホウ マチ ウエ ショウカイ ア ヤ サガ カタ ジョウホウ テイキョウ オコナ トウロク リョウ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家BANK事業		東彼杵町空き家BANK事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン		空き家BANK登録家屋への入居が決まった場合、空き家の所有者等に２０万円、入居者に２０万円又は１０万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ キ バアイ ア ヤ ショユウシャ トウ マンエン ニュウキョシャ マンエン マタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家活用奨励金		東彼杵町空き家活用奨励金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ		空き家BANK登録家屋への入居に当って、その改修が必要な場合、改修に係る経費の一部を補助（最高５０万円・補助率1/2）します。なお、公共下水道接続又は浄化槽設置を行う場合は、別途15万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ アタ カイシュウ ヒツヨウ バアイ カイシュウ カカ ケイヒ イチブ ホジョ サイコウ マンエン ホジョリツ コウキョウ ゲスイドウ セツゾク マタ ジョウカソウ セッチ オコナ バアイ ベット マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家改修奨励金		東彼杵町空き家改修奨励金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内にある“売りたい・貸したい空き家の情報”と玉名市内に住まいを探している“定住希望者”を登録し、ご紹介します。成約者には不要となった家財道具を撤去した場合、撤去に要した費用を一部助成します。 セイヤク シャ フヨウ カザイ ドウグ テッキョ バアイ テッキョ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		空き家		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド		空き家・空き地所有者・移住希望者に対して、菊池市への定住化の促進をするため「空き家・空き地情報活用制度」に協力し空き家所有者の賃貸・売却のため片付けの支援、物件の情報提供、継続的な里山暮らしを支援。 ア ヤ ア チ ショユウシャ イジュウ キボウシャ タイ キクチ シ テイジュウカ ソクシン ア ヤ ア チ ジョウホウ カツヨウ セイド キョウリョク ア ヤ ショユウシャ チンタイ バイキャク カタヅ シエン ブッケン ジョウホウ テイキョウ ケイゾクテキ サトヤマ ク シエン		都市整備課 トシ セイビ カ		0968-25-4623										菊池市定住化促進活動に関する制度		菊池市定住化促進活動に関する制度

		432156		熊本県		天草市		住まい		空き家		天草市空き家活用事業補助金		天草市空き家活用事業補助金		空き家を活用しようとする所有者と移住者に対して、補助金を交付する。補助対象：水回りや屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分。金額の上限及び割合：１００万円を上限、事業費の１／２以内。		地域政策課		0969-23-1111
内線1374 ナイセン										天草市空き家活用事業補助金		天草市空き家活用事業補助金						94

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		住まい		空き家		和水町空き家バンク制度		和水町空き家バンク制度		町内の賃貸（販売）できる住宅を所有している人からの物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する		企画課 キカクカ		0968-86-5721										和水町空き家バンク制度		和水町空き家バンク制度

		434477		熊本県		山都町		住まい		空き家		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		移住定住を促進し空き家の活用を図るため、空き家の賃貸や売買を行うため家財の撤去や改修にかかる費用の一部を補助（50万円限度）します。 イジュウ テイジュウ ソクシン ア ヤ カツ ヨウ ハカ ア ヤ チンタイ バイバイ オコナ カザイ テッキョ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410										空き家改修・活用事業補助金		空き家改修・活用事業補助金

		442062		大分県 オオイタ ケン		臼杵市 ウスキシ		住まい		空き家		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		空き家バンク登録物件の売買、賃貸契約成立後、トイレや台所等の主要構造部の改修費の１／２補助（補助額上限１００万円） ア ヤ トウロク ブッケン バイバイ チンタイ ケイヤク セイリツ ゴ ダイドコロ トウ シュヨウ コウゾウ ブ カイシュウヒ ホジョ ホジョ ガク ジョウゲン マンエン		都市デザイン課 トシ カ		0972-63-1111										臼杵市空き家改修事業補助金交付制度		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家バンク事業		空き家バンク事業		市内の空き家を台帳に登録し、市外からの移住希望者等を対象に情報提供を行っています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家利用促進契約代行支援事業		空き家利用促進契約代行支援事業		空き家バンクの物件について、トラブル防止のために賃貸借契約手数料を補助します。【上限5万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家利用促進契約代行支援事業		空き家利用促進契約代行支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家リフォーム事業		空き家リフォーム事業		市内にある空き家を有効活用し定住促進を図るため、空き家バンク登録物件の改修や不要物の撤去に要する費用に対し、補助金を交付します。【①改修上限30万円②撤去上限10万円①②同時上限35万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家リフォーム事業		空き家リフォーム事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		空き家を市が借り上げ、改装し移住希望者が優先して入居することができる市営住宅です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家マッチング奨励事業		空き家マッチング奨励事業		居住可能な状態の空き家を市に紹介していただき、空き家バンクへの登録に至った場合、その紹介者等に対して奨励金を交付します。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家マッチング奨励事業		空き家マッチング奨励事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		空き家		宇佐市空き家改修補助金		宇佐市空き家改修補助金		宇佐市への移住（ＵＩターン）を目的に、対象地域にある空き家バンク登録物件を改修する場合に、改修に要した経費の一部を助成します。上限50万円（50％補助） トウロク ブッケン ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										宇佐市空き家改修補助金		宇佐市空き家改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		空き家		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借の契約を行う際の仲介手数料を補助するもの。全額補助、上限５万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク オコナ サイ チュウカイ テスウリョウ ホジョ ゼンガク ホジョ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111										由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載 マチ マチ		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン		空き家バンク制度を介して町外在住の利用登録者と空き家登録者が売買又は賃貸借契約を結び、利用登録者が転入した場合に報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										移住促進・空き家利活用報奨金		移住促進・空き家利活用報奨金

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		市内にある空き家等の活用による地域活性化を図るため、登録された空き家等の情報をホームページ等で情報提供する制度です。		市民協働課		0984-23-1148										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金		空き家バンク活動事業補助金		空き家所有者と移住者との間で賃貸借契約が締結され、移住者が５年以上定住する見込みがある場合、空き家の所有者が行う空き家の改修等に対して補助します（上限４０万円）。		市民協働課		0984-23-1148										空き家バンク活動事業補助金		空き家バンク活動事業補助金

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		住まい		空き家		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ		空き家等の売買又は貸借を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する市外在住者に対し提供を行う		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630										日向市空き家等情報バンク		日向市空き家等情報バンク

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		空き家		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を活用していくため、ＵＪＩターンで定住を希望される方へ空き家の情報を提供していくため「空き家情報バンク」を実施。 ジッシ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市空き家情報バンク制度		西都市空き家情報バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内の空き家・空き地等の売却、賃貸を希望し、空き家バンクに登録している情報を、市内への定住等を目的とし空き家等の利用を希望する方に対し、提供する制度。 シナイ ア ヤ ア チ トウ バイキャク チンタイ キボウ ア ヤ トウロク ジョウホウ シナイ テイジュウトウ モクテキ ア イエ トウ リヨウ キボウ カタ タイ テイキョウ セイド		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		空き家所有者が市内の施行業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費の一部（補助率：50％・上限40万円）を補助します。 ア ヤ ショユウシャ シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カオク カイシュウトウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										空き家バンク活動事業補助金交付事業		空き家バンク活動事業補助金交付事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		空き家		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ		日之影町内に存する空き家に関する登録及び空き家の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用希望者に対して有用な情報を提供する。 ヒノカゲ チョウナイ ソン ア ヤ カン トウロク オヨ ア ヤ リヨウ キボウ モノ カン トウロク トオ ア ヤ トウロクシャ オヨ リヨウ キボウシャ タイ ユウヨウ ジョウホウ テイキョウ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910										日之影町空き家情報システム		日之影町空き家情報システム

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		空き家バンクとは、空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図る事を目的として、市が空き家情報の提供を行う。		企画政策課 キカク セイサク カ		099-474-1111										空き家バンク		空き家バンク		1		南九州→志布志 ミナミキュウシュウ シブシ

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		南九州市内にある空き家所有者からの情報を，市のホームページに掲載し，南九州市への移住を希望する方に情報提供するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ ア ヤ ショユウシャ ジョウホウ シ ケイサイ ミナミキュウシュウシ イジュウ キボウ カタ ジョウホウ テイキョウ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										空き家バンク		空き家バンク		1		鶴居→南九州市 ツルイ ミナミキュウシュウシ

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		空き家		空き家情報登録制度		空き家情報登録制度		空き家情報を本町ホームページ等に掲載。（賃貸契約等は利用者が家主と直接交渉）		企画課		0997-72-1112										空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ		町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転賃することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を推進するため実施しています。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。 チョウ チョウ ナイ ショザイ ア ヤ カリア カイシュウ ゴ テン チン ホンチョウ テイジュウ ソクシン オヨ チイキ カッセイカ スイシン ジッシ カイシュウ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジュウタク カ ダ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										空き家利活用事業		空き家利活用事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、知名町で住宅等をお探しの方に情報提供するための制度です。		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										空き家バンク		空き家バンク

		012084		北海道		北見市		住まい		設備		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用（基準額内の実費）の合計額が30万円（消費税等除く）以上のものに対し、補助対象工事費の20％、20万円を上限として補助（千円未満は切捨て）。 キジュン ガク ナイ ジッピ タイ ホジョ		都市建設部建設指導課 トシ ケンセツ ブ ケンセツ シドウ カ		0157-25-1154										住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		合併処理浄化槽を設置する場合に、工事費の9/10を助成。		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		トイレ水洗化のための改造資金（限度額50万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		融雪施設を設置するための資金（限度額80万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		土木管理課 ドボク カンリカ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012254		北海道		滝川市		住まい		設備		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		対象世帯に対して、ｋW当たりのシステム価格により助成。		市民生活部くらし支援課 シミン セイカツ ブ シエン カ		0125-28-8013										滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		住宅用の太陽光発電設備の設置：１キロワットあたり２万円（上限8万円）、
ペレットストーブの購入設置：設置費用の２分の１（上限5万円）、を補助。 ホジョ		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141										恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		家庭用のLED電球等を市内店舗にて購入した方に記念品をプレゼント。○合計3千円以上対象機器を購入した方・・・五百円相当の記念品、○合計5千円以上対象機器を購入した方・・・千円相当の記念品 シナイ テンポ カタ セン ゴヒャク セン セン		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141										恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		飲料水等供給施設設置支援事業		飲料水等供給施設設置支援事業		市街化調整区域に居住する市民に対し、飲料水等供給施設の設置工事に対する費用の一部を助成します。 インリョウスイ イチブ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										飲料水等供給施設設置支援事業		飲料水等供給施設設置支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ		合併浄化槽を設置する場合、浄化槽の規模により、1基につき352,000円～588,000円を助成します ガッペイ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョウカソウ キボ キ ０００エン ０００エン ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										浄化槽設置奨励事業		浄化槽設置奨励事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ		一般住宅用太陽光パネルを設置する場合、1キロワットあたり5万円（上限15万円）を補助します。 イッパン ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										太陽光発電システム設置支援事業		太陽光発電システム設置支援事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		設備		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ		窓又は外壁、屋根・天井若しくは床の断熱改修工事を施工する方へ上限５０万円を補助 カタ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										住宅エコ化支援事業		住宅エコ化支援事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ		既存住宅の省エネルギー改修工事（30万円以上）に対してその金額の20%（上限30万円）を助成 キゾン ジュウタク ショウ カイシュウ コウジ マンエン イジョウ タイ キンガク ジョウゲン マン エン ジョセイ		建設課建築係 ケンセツカ ケンチク カカ		0136-44-2121										住宅省エネルギー改修補助事業		住宅省エネルギー改修補助事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ		合併処理浄化槽を設置する場合、設備費用の一部を補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ セツビ ヒヨウ イチブ ホジョ		町民生活課生活環境係 チョウミン セイカツカ セイカツ カンキョウ ガカリ		0136-44-2121										浄化槽整備事業		浄化槽整備事業		OK		問い合わせ先、リンク先修正 ト ア サキ サキ シュウセイ

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ		下水道未整備地域で浄化槽の設置に要する費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ ジョウカソウ セッチ ヨウ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011										浄化槽設置事業		浄化槽設置事業

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ		下水道未整備地域で既存の排水整備及びトイレを水洗式にする費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ キゾン ハイスイ セイビ オヨ スイセンシキ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011										水洗化等工事資金助成事業		水洗化等工事資金助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		みどり野団地、稲穂団地で新築住宅に太陽光発電を設置する場合に、上限を40万円として、1kW当たり１０万円の補助金を交付（募集制限あり） ノ ダンチ イナホ ダンチ シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ バアイ ジョウゲン マンエン ア マンエン ホジョキン コウフ ボシュウ セイゲン		まちづくり課　　　　企画情報　　　グループ カ キカク ジョウホウ		011-378-2121										住宅用太陽光発電システム設置補助制度		住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		設備		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		町内の既存住宅若しくは、住宅の新築(建売含む）にあわせて新設するに新設する太陽光発電システムに対し助成を行う。助成額は、設置太陽電池の最大出力に７万円を乗じた額（上限を２１万円）。 キゾン ジュウタク モ ジュウタク シンチク タテウリ フク シンセツ タイ ジョセイ オコナ ジョセイガク		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		太陽光発電システムを設置した者に対し、１ｋＷにつき７万円（上限２１万円）を助成 タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		01658-6-5111										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ		バリアフリー改修を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円)。65歳以上の高齢者や障がい者等、日常生活に介助を要する場合は45万円を上限とし、所得に応じて補助率(40％～90％)を定める。 カイシュウ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン サイ イジョウ コウレイシャ ショウ シャ トウ ニチジョウ セイカツ カイジョ ヨウ バアイ マンエン ジョウゲン ショトク オウ ホジョリツ サダ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000										ふれ愛住宅補助		ふれ愛住宅補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ		築年数10年以上の住宅において、窓の断熱改修、または窓と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円) チクネンスウ ネン イジョウ ジュウタク マド ダンネツ カイシュウ マド アワ オコナ ユカ カベ テンジョウ ダンネツ カイシュウ コウジ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										省エネルギー住宅改修事業補助		省エネルギー住宅改修事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ		一般住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電灯契約を結ぶ場合に、1kw当たり3万円を補助(上限5kw、15万円)。設置後1年間の運用データを町が取りまとめて公表する。 イッパン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ デンリョク ガイシャ デントウ ケイヤク ムス バアイ ア マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン セッチ ゴ ネンカン ウンヨウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										住宅用太陽光発電システム設置事業補助		住宅用太陽光発電システム設置事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ		木質ブリケットストーブまたは木質ペレットストーブの購入費用の1/2以内を補助(上限15万円)
2台(30万円)まで利用可能。設置年度と翌年度の利用状況データを町が取りまとめて公表する。 モクシツ モクシツ コウニュウ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン ダイ マンエン リヨウ カノウ セッチ ネンド ヨクネンド リヨウ ジョウキョウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ		定住・移住促進制度対象者は合併処理浄化槽の設置に関し、５人槽で５０万円・７人槽で６０万円を限度に交付する テイジュウ イジュウ ソクシン セイド タイショウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カン ニン ソウ マンエン ニン ソウ マンエン ゲンド コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ		下水道処理区域外で合併処理浄化槽を設置する場合に、一基につき352,000～1,545,000円の補助金を交付 ゲスイドウ ショリ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ イッキ エン ホジョキン コウフ		町民課 チョウミンカ		0146-26-9001										合併処理浄化槽設置整備事業		合併処理浄化槽設置整備事業

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		設備		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド		町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを新設する場合で、システムの経費（補助対象経費）が1ｋＷあたり50万円以下のものに補助金を交付。太陽電池の最大出力値に7万円を乗じた額で、20万円が上限。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度

		016390		北海道		更別村		住まい		設備		太陽光発電システム導入補助金		太陽光発電システム導入補助金		自ら居住する住宅の太陽光発電システム設置に対し、出力１ｋＷあたり７万円を補助（20万円限度）。 ミズカ キョジュウ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ シュツリョク マンエン ホジョ マンエン ゲンド		建設水道課		0155-52-5200										太陽光発電システム導入補助金		太陽光発電システム導入補助金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		対象となる住宅用太陽光発電システムを、居住する町内の住宅に設置した住民に、町内で使えるお買い物券10万円分を贈呈します。		管理課
		015-485-2111										標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		家庭用生ごみ処理機を町内の取扱店で購入した場合に費用の４分の３を助成します
○上限額電気式は上限45,000円、堆肥式は2個1組上限5,700円		住民課 ジュウミンカ		015-485-2111										標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		住宅に設置する太陽光発電システムに対し1kW当たり10万円を補助し、50万円を上限額として支給。 ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン タイ ア マンエン ホジョ マンエン ジョウゲンガク シキュウ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ		木質系を燃料とする家庭用ストーブ購入費の1/2以内、15万円を上限額とし補助。 モクシツ ケイ ネンリョウ カテイヨウ コウニュウ ヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		産業振興課
林政係 サンギョウ シンコウ カ リンセイ カカリ		0154-64-2114

		016683		北海道 ホッカイ ドウ		白糠町		住まい		設備		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン		新築時町内業者を利用して３ＫＷ以上の太陽光発電設置で180万円(新規定住者は200万円)、３ＫＷ以上の太陽光発電のみ設置は50万円を上限に、1kW当たり10万円を助成する。 シンチク ジ イジョウ タイヨウコウ ハツデン セッチ イジョウ		経済部産業振興課商工係 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ ショウコウ カカ		01547-2-2171										白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		設備		木質ペレット利活用推進事業		木質ペレット利活用推進事業		持続可能な低炭素社会の形成を推進するため、市内の住居及び店舗に木質ペレットストーブを設置する方に対し、設置費用の3分の1（上限15万円）を補助 カタ タイ ブン ジョウゲン マンエン		環境政策課		0178-43-9265								1		木質ペレット利活用推進事業		木質ペレット利活用推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド		自らが居住する住宅に浄化槽を設置される方、浄化槽が新たに設置される住宅を建築・購入される方を対象。浄化槽・設置に要する経費を補助。（5人槽：352,000円～8～10人槽：588,000円）		下水道課 ゲスイドウ カ		0173-23-6000								1		浄化槽設置費用の補助金制度		浄化槽設置費用の補助金制度

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		住宅用太陽光発電システム（太陽電池モジュール1kWあたり3万円で上限12万円）、家庭用蓄電池（蓄電容量1kWhあたり2万円で上限6万円)、木質ペレットストーブ（15万円までの設備購入費）の設置費用補助 マンエン		企画課 キカク カ		0173-35-2111(内線2153)										五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業

		022080		青森県		むつ市 シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		地球温暖化の一因とされる温室効果ガスの発生抑制と省エネルギーへの関心を高めることを目的に、個人住宅に太陽光発電システムを導入する方に対し、5万円を補助（要件有り） ヨウケン ア		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-22-1111								1		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		住宅用太陽光発電システム導入支援事業

		022098		青森県		つがる市		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		太陽電池モジュール1キロワット当たり3万円（上限12万円）を補助		企画調整課		0173-42-2111								1		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ		公共下水道、農業集落排水区域外において合併処理浄化槽を設置する方で、板柳町に在住する方。5人槽:234,000円7人槽:294,000円10人槽:392,000円 コウキョウ ゲスイドウ ノウギョウ シュウラク ハイスイ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カタ イタヤナギ マチ ザイジュウ カタ		上下水道課                     ジョウゲ スイドウ カ		0172-79-1057										合併処理浄化槽設置整備事業費補助		合併処理浄化槽設置整備事業費補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ		汚水ます設置に係る費用の負担(条件あり） オスイ セッチ カカ ヒヨウ フタン ジョウケン		上下水道課　　　　　　　　 ジョウゲスイドウ カ		0172-79-1057										下水道事業の公共汚水ます新設		下水道事業の公共汚水ます新設

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		設備		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		村内の自己が居住する住宅に設置する太陽光発電システムの導入に要する経費を助成する。太陽光発電システムの太陽電池最大出力１Kwあたり4万8千円（上限24万円） ソンナイ ジコ キョジュウ ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヨウ ケイヒ ジョセイ タイヨウコウ ハツデン タイヨウ デンチ サイダイ シュツリョク マン センエン ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111								1		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		住宅用新エネルギー設備導入支援事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ		公共下水道事業及び農業集落排水事業の区域を除く地域において、合併処理浄化槽を設置する者へ助成金を支給。・５人槽：352,000円・7人槽：441,000円
 モノ ジョセイキン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518								1		合併処理浄化槽設置補助		合併処理浄化槽設置補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン		市内の事業者との契約により、住宅用太陽光発電システムを設置、及び設置した建売住宅を購入した場合１Kw当たり２万円（10Kw未満）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ オヨ セッチ ケン バイ ジュウタク コウニュウ バアイ ア マンエン ミマン		市民環境部生活環境課 シミン カンキョウブ セイカツ カンキョウ カ		0191-21-8342								1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽の普及を促進するために、集合処理整備計画区域外の一般住宅および事業所に設置される浄化槽の設置費用の一部を補助金交付する制度です。		上下水道課		019-692-6408								1		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽設置整備事業費補助金

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		クリーンエネルギー設備導入補助金		クリーンエネルギー設備導入補助金		環境負荷の少ないクリーンエネルギー設備（木質燃料燃焼機器設備（薪ストーブなど）、太陽光発電設備、太陽熱利用設備）の導入に対し、補助金を交付しております。		環境対策課		019-692-6485								1		クリーンエネルギー設備導入補助金		クリーンエネルギー設備導入補助金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システムを設置した方に、太陽電池の最大出力１kWあたり３万円（上限９万円、千円未満は切り捨て。）を交付。		まちづくり課 カ		0195-33-2111								1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		一戸町薪ストーブ普及促進事業		一戸町薪ストーブ普及促進事業		ストーブ本体および、設置に係る経費の２分の１に相当する額（千円未満切捨て）とし、10万円を限度とする商品券を交付。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111								1		一戸町薪ストーブ普及促進事業		一戸町薪ストーブ普及促進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ		既存の単独浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合併処理浄化槽に接続する方に補助金を交付する。		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										単独浄化槽切替助成事業		単独浄化槽切替助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ		住宅の汲み取りトイレまたは単独（し尿）浄化槽から、水洗トイレへの改造等をおこない、公共下水道等に接続し、水洗化をおこなう世帯に奨励金を交付：一戸につき１０万円（１回限り）工事完了日から１年以内に申請		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										水洗化促進奨励金交付事業		水洗化促進奨励金交付事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ		宅地面積が広いために公共汚水マスまでの距離が遠く、工事費がかさむ方々を対象に、一定の条件に基づき排水設備工事費の一部を補助する。補助対象区間１ｍにつき３千円、補助限度額１０万円。 ホジョ タイショウ クカン ０００エン ホジョ ゲンド ガク マンエン		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										排水設備設置工事費助成事業		排水設備設置工事費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ		自宅に太陽光発電システムを新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：公称最大出力、1キロワット当たり3万円（上限12万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350										住宅用太陽光発電設備設置事業		住宅用太陽光発電設備設置事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ		自宅に省エネルギー機器(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、木質ペレットストーブ）を新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：購入費用の2分の1（上限8万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350										住宅用省エネルギー機器導入支援事業		住宅用省エネルギー機器導入支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		設備		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ		下水道等を整備する世帯に対し、工事費の一部を助成する。
普及率93.6％（平成24年度末現在）別紙参照 ゲスイドウ トウ セイビ セタイ タイ コウジ ヒ イチブ ジョセイ フキュウ リツ ヘイセイ ネンド マツ ゲンザイ ベッシ サンショウ		生活環境課
環境整備係 セイカツ カンキョウ カ カンキョウ セイビ カカ		0185-79-2115										下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システムを設置する場合、１Kwあたり２万円（上限６万円）の経費を補助。 マン マン		住民税務課生活環境室 ジュウミンゼイムカ セイカツ カンキョウ シツ		0238-87-0514										住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		住まい		設備		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン		自ら居住する市内の住宅にシステムを設置したか、システムが設置された市内の新築住宅を購入し居住している市民を対象に、1ｋｗ当たり30,000円(助成上限120,000円、最大4ｋｗ分まで)を助成 キョジュウ シミン タイショウ ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		024-525-3742
										太陽光発電システム設置助成金		太陽光発電システム設置助成金

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		公共下水道、農業集落排水、個別生活排水の供用区域で既設住宅の排水設備工費の融資斡旋。一般住宅１００万円、アパート等集合住宅４００万円（１戸８０万円）上限。利息は市が負担。８０ヶ月以内の元金均等分割返済 アッセン ジョウゲン ヘンサイ		市下水道課
		0242-39-1264										水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		市街化調整区域において、希望する方の敷地に市が合併浄化槽本体を設置、維持管理し、使用者から分担金と使用料をいただいて運営。 シガイカ		市下水道課
		0242-39-1264										個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		浄化槽設置補助金		浄化槽設置補助金		公共下水道計画区域で、整備が概ね７年以上見込まれない区域において合併浄化槽を設置する場合に補助金を交付。		市下水道課
		0242-39-1264										浄化槽設置補助金		浄化槽設置補助金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		住まい		設備		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン		個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となります。 コジン ジュウタク オヨ シュウゴウ ジュウタク シンキ カニュウ リョウキン ハンガク		建設部　　　　　　上下水道課 ケンセツ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0243-48-3131(代表)										定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド		自ら居住する住宅に対し，1kwあたり4万円で最大限出力4kwまで補助します。（上限16万円） ミズカ キョジュウ ジュウタク タイ マンエン サイダイ ゲン シュツリョク ホジョ ジョウゲン マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111										住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		住まい		設備		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ		町内の居住する住宅に太陽光発電システムを設置した方、又は太陽光発電システムの設置等が完了している住宅を購入した方に対して、太陽電池の出力１キロワット当たり2万円を補助。上限8万円（4キロワット）。 マン ジョウゲン マン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0285-56-9131 										太陽光発電普及推進事業		太陽光発電普及推進事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		一定の要件を満たす町に住所を有する方が、住宅用省エネルギー設備を自宅に設置、または、設置済みの住宅を購入するものを対象に、住宅用省エネルギー設備の設置にかかる費用を補助する制度。 タイショウ ジュウタクヨウ セッチ		総務課 ソウムカ		0278-25-5003										住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金		住宅用太陽光発電システム設置補助金		戸建て住宅、店舗等の兼用住宅（住宅の用途に供する面積が２分１以上）に太陽光発電システムを設置する場合に補助金を交付します。
太陽電池の公称最大出力値１kW当たり３０，０００円（上限３．５kW） ケンヨウ ジュウタク ヨウト キョウ メンセキ ブン イジョウ タイヨウ デンチ コウショウ サイダイ デ リキ チ ア エン ジョウゲン		環境緑水課		042-973-2125										住宅用太陽光発電システム設置補助金		住宅用太陽光発電システム設置補助金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費用の一部を補助。		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
										住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付。上限6万円。 カタ ジョウゲン マンエン		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
												第3子以降児童保育料免除事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ		自然エネルギーの利用を促進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費の一部を補助します。		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										住宅用省エネルギー設備設置補助事業		住宅用省エネルギー設備設置補助事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		木造住宅耐震診断費補助金		木造住宅耐震診断費補助金		災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用の補助を行っています。（耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、3万円が上限）
 オコナ		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										木造住宅耐震診断費補助金		木造住宅耐震診断費補助金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		土地土壌の活性化及び生ゴミの減量化を図るため、下記の機器の購入費用の一部を補助。
・コンポスト：容器１個当たりの１／２以内とし3,000円を上限、・生ゴミ処理機：１／２以内とし30,000円を上限 カキ キキ ジョウゲン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に、市内業者に発注した場合は太陽電池１ｋｗあたり１０万円（上限４０万円）、市外業者の場合は１ｋｗあたり８万円（上限３２万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ設置費補助金		木質バイオマスストーブ設置費補助金		薪ストーブや木質ペレットストーブを設置される方に、購入及び設置費用の３分の１（上限１０万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)										木質バイオマスストーブ設置費補助金		木質バイオマスストーブ設置費補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン		住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助金（設置するシステムの出力1kwあたり5万円・上限20万円）を交付します。 ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ホジョキン セッチ シュツリョク マンエン ジョウゲン マンエン コウフ		環境保全課 カンキョウ ホゼン カ		0250-43-3911										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		阿賀野市の住宅用太陽光発電システムの普及促進を図り、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推進するため、自らの住宅に太陽光発電システムを設置する方に設置費用の一部を補助（最高２０万円） カタ サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479										住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		市内に住民登録をしている者が市内事業者の施工によって、住宅用太陽光発電システムを設置する場合に、設置工事費の一部を補助する。補助額：最大出力1ｋｗあたり8万円（限度額24万円）※売電契約が必要 シナイ ジュウミン トウロク モノ シナイ ジギョウシャ セコウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ バ ア セッチ コウジ ヒ イチブ ホジョ ホジョ ガク サイダイ シュツリョク マンエン ゲンド ガク マンエン バイデン ケイヤク ヒツヨウ		環境交通課 環境交通班 カンキョウ コウツウカ カンキョウ コウツウ ハン		025-773-6666										住宅用太陽光発電システム設置費補助		住宅用太陽光発電システム設置費補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ		市内に住所を有する個人、事業所等がペレットストーブ及びボイラーを設置する場合に設置費の一部を補助。
補助率：個人住宅、事業所1/4以内（限度額5万円）、集会所・農業施設1/3以内（限度額10万円） オヨ バアイ セッチ ヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ゲンド ガク ノウギョウ シセツ ゲンド ガク		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663										ペレットストーブ等設置補助		ペレットストーブ等設置補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ		市内居住者または居住確定者が市内で住宅の克雪化（屋根融雪施設等の設置）を行う場合や、地盤沈下区域内で事業所が克雪化を行う場合の工事に対する補助金。補助率：補助対象工事費の17.6％（上限44万円） シナイ キョジュウシャ キョジュウ カクテイ シャ シ ナイ ジュウタク コクセツ カ オコナ バアイ ジバン チンカ クイキ ナイ ジギョウショ コクセツ カ オコナ バアイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										克雪すまいづくり支援事業補助		克雪すまいづくり支援事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ		地盤沈下区域内の住宅宅地または事業用敷地に消雪設備を設置する工事に対する補助金。
（地下水を利用した融雪施設は対象外）補助率：補助対象工事費の1/3（限度額50万円） ジバン チンカ クイキ ナイ ジュウタク タクチ ショウセツ セツビ セッチ コウジ タイ ホジョキン チカスイ リヨウ ユウセツ シセツ タイショウガイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ゲンド ガク マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										宅地等消雪設備普及促進事業補助		宅地等消雪設備普及促進事業補助

		162027		富山県		高岡市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システムの設置補助		住宅用太陽光発電システムの設置補助		自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システムを設置する方に、1件当たり5万円（1回限り）を補助。 ケン ア マンエン カイ カギ ホジョ		生活環境部地域安全課		0766-20-1352										住宅用太陽光発電システムの設置補助		住宅用太陽光発電システムの設置補助

		170003		石川県		-		住まい		設備		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン		【新築】いしかわ住まいの省エネパスポート制度の５つ星住宅に一律１５万円を補助【改修】県指定の省エネ設備等から３品目以上を導入する場合に最大１５万円を補助※太陽光発電システム等に最大１０万円の追加補助 ホジョ		環境部
温暖化・
里山対策室 カンキョウブ オンダンカ サトヤマ タイサクシツ		076-225-1462										エコ住宅整備促進補助金		エコ住宅整備促進補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン		くみ取り式便所、単独浄化槽、合併処理浄化槽を使用している人が、下水道に接続する場合に、最高30万円を助成。 ト シキ ベンジョ タンドク ジョウカソウ ガッペイ ショリ ジョウカソウ シヨウ ヒト ゲスイドウ セツゾク バアイ サイコウ マンエン ジョセイ		建設上下水道部
上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972										下水道等排水設備工事費補助金		下水道等排水設備工事費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ		供用開始後3年以内に下水道に接続する人が工事に必要な資金の融資を受ける場合に、最高100万円（利子の全額）を助成。（償還期間60カ月以内） キョウヨウ カイシゴ ネン イナイ ゲスイドウ セツゾク ヒト コウジ ヒツヨウ シキン ユウシ ウ バアイ サイコウ ジョセイ ショウカン キカン ツキ イナイ		建設上下水道部
上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972										水洗便所等改造資金利子補給		水洗便所等改造資金利子補給

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内の個人が設置した家庭用ごみ減量機器の費用に対して、2分の1（最高3万円）を助成。 シナイ コジン セッチ カテイ ヨウ ゲンリョウ キキ ヒヨウ タイ ブン サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421										家庭用ごみ減量機器設置費補助金		家庭用ごみ減量機器設置費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内で住宅用太陽光発電システムを設置する人に対して、最高20万円を助成。 シナイ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒト タイ サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421										住宅用太陽光発電システム設置モデル事業		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ購入費補助金		木質バイオマスストーブ購入費補助金		市民及び市内事業者等を対象に、木質バイオマスストーブの購入費の1/3以内、上限10万円を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										木質バイオマスストーブ購入費補助金		木質バイオマスストーブ購入費補助金

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		市民を対象に、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、1kWあたり7万円（上限30万円）を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		172111		石川県		能美市		住まい		設備		自然エネルギー設備設置補助		自然エネルギー設備設置補助		太陽光発電(10kwまで最大5万円）小型風力発電、まきストーブ等を設置する人に最大6万円補助 サイダイ マンエン サイダイ		環境生活課		0761-58-2217										自然エネルギー設備設置補助		自然エネルギー設備設置補助

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい ス		設備		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ		住宅用太陽光発電に対する補助
（補助率４５千円/ＫＷｈ、上限１８万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン タイ ホジョ ホジョリツ センエン ジョウゲン マンエン		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										クリーンエネルギー推進事業		クリーンエネルギー推進事業

		192040		山梨県		都留市		住まい		設備		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		自宅に自然エネルギー発電システム及び省エネルギー機器を設置した場合に補助金が受けられます。		市民生活課
環境創造室 シミン セイカツ カ カンキョウ ソウゾウ シツ		0554-43-1111
(内線108)										都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム補助制度		住宅用太陽光発電システム補助制度		市税の滞納がなく、市内の住宅等に太陽光発電ｼｽﾃﾑを設置する方に対して1ｋW当たり2万5千円（10万円を限度）、付随の定置型蓄電ｼｽﾃﾑを設置する者に対して購入費用の10分の1（10万円を限度）を補助 カタ		市民環境部環境政策課		0263-34-3268										住宅用太陽光発電システム補助制度		住宅用太陽光発電システム補助制度

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタク ヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										太陽光発電システム設置費補助		太陽光発電システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽熱高度利用システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタクヨウ タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										太陽熱高度利用システム設置費補助		太陽熱高度利用システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ		建物等の屋根の雨水を貯留させるための構造を持った施設の設置に要する経費の一部を補助 セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										雨水貯留施設設置補助		雨水貯留施設設置補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		木質バイオマスの利用を促進するため、ペレットストーブ等の購入経費の一部を補助 モクシツ リヨウ ソクシン トウ コウニュウ ケイヒ イチブ ホジョ		森林整備課 シンリン セイビ カ		0268-23-5124										ペレットストーブ等の購入費補助		ペレットストーブ等の購入費補助

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		設備		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅の耐震診断（無料） ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ムリョウ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111										伊那市住宅等耐震診断士派遣事業		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業

		202100		長野県 ナガノケン		駒ヶ根市 コマガネシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ		個人住宅用、公共施設や事業用、別荘等において出力１ＫＷあたり３万円の太陽光発電システム設置に関する補助を行う（上限12万円） コジン ジュウタクヨウ コウキョウ シセツ ジギョウヨウ ベッソウ トウ シュツリョク マンエン タイヨウコウ ハツデン セッチ カン ホジョ オコナ ジョウゲン マンエン		建設部環境課 ケンセツ ブ カンキョウ カ		0265-83-2111
内線542										太陽光発電システム設置補助事業		太陽光発電システム設置補助事業

		202126		長野県		大町市		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業		市内に自ら居住し、又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、１キロワット当たり２万円、上限１０万円の補助します。		生活環境課
環境保全係		0261-22-0420										太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン		一般住宅用の太陽光発電システムの設置に対して、最大出力1ｋW当り3万円を補助。ただし、限度額10万円（市外業者の場合は5万円） イッパン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ サイダイ シュツリョク アタ マンエン ホジョ ゲンド ガク マンエン シガイ ギョウシャ バアイ マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101										太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン		下水道計画区域外または、7年以上公共下水道が整備されていないと認められる地域の一般住宅、別荘、飲食店等に補助金を交付 ゲスイドウ ケイカク クイキ ガイ ネンイジョウ コウキョウ ゲスイドウ セイビ ミト チイキ イッパン ジュウタク ベッソウ インショク テン ナド ホジョキン コウフ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101										合併浄化槽設置に対する補助金		合併浄化槽設置に対する補助金

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		自然環境にやさしい循環型のまちづくりを推進するため、町民自らが居住する住宅に新たに太陽光発電システムを設置する際に要する経費に対して補助金を交付		建設課生活環境係 ケンセツカ セイカツ カンキョウ カカリ		0266-62-9114										太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽光発電設置補助金		飯島町太陽光発電設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽光発電システムを設置する方に対し、1kwにつき2.5万円・最大10万円を補助。 カタ タイ マンエン サイダイ マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町太陽光発電設置補助金		飯島町太陽光発電設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽熱利用システム設置補助金		飯島町太陽熱利用システム設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽熱利用システムを設置する方に対し、設置経費の1/10・最大3万円を補助。 カタ タイ セッチ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町太陽熱利用システム設置補助金		飯島町太陽熱利用システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		生ごみの減量化を推進し、ごみに対する意識の向上を目指して、町民の方が生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機を購入する場合に、それぞれ購入金額の1/2・最大3千円or3万円を補助。 コウニュウ キンガク サイダイ センエン マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町合併処理浄化槽設置補助金		飯島町合併処理浄化槽設置補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防ぎ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、合併浄化槽の設置に要する経費に対し設置費用の一部を補助。（※5人槽一般：最大33.2万円～） ニン ソウ イッパン サイダイ マンエン		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111										飯島町合併処理浄化槽設置補助金		飯島町合併処理浄化槽設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		既設の配水管から申請地までの距離が一戸当たり50ｍ(未舗装の場合は2倍の距離)以上の設置工事を対象。布設管100ｍ未満は50ｍを超える部分、100ｍ以上は延長の1/2を超える部分が対象。限度額50万円 セッチ コウジ タイショウ フセツ カン ミマン コ ブブン イジョウ エンチョウ コ ブブン タイショウ ゲンド ガク		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111										飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工

		204480		長野県		生坂村		住まい		設備		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン		太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネファーム）など、自ら居住する住宅に省エネルギー・新エネルギー機器等の設備を設置しようとする村民に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助するもの タイヨウコウ ハツデン カテイヨウ ネンリョウ デンチ ミズカ キョジュウ ジュウタク ショウ シン キキ トウ セツビ セッチ ソンミン タイ ヨサン ハンイ ナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		振興課 シンコウカ		0263-69-3111										地球温暖化防止対策設備設置補助金		地球温暖化防止対策設備設置補助金

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		設備		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		村内施工業者が設置する太陽光発電システム設置費用の一部を補助。1Kw当たり4万円で、上限20万円 ソンナイ セコウ ギョウシャ セッチ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ア マンエン ジョウゲン マンエン		建設経済課　産業係 ケンセツ ケイザイ カ サンギョウ カカリ		026-269-2323										太陽光発電システム設置事業		太陽光発電システム設置事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		合併浄化槽設置推進事業		合併浄化槽設置推進事業		公共下水道及び農業集落排水の整備対象区域外で合併浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0572-68-9817										合併浄化槽設置推進事業		合併浄化槽設置推進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		新エネルギー利用促進事業		新エネルギー利用促進事業		太陽光発電システムの設置費の一部を補助します。住宅用:3万円/kw(限度額12万円)、集会所等:12万円/kw(限度額60万円)、事業所:3万円/kw(限度額30万円)		環境課 カンキョウカ		0572-68-9806										新エネルギー利用促進事業		新エネルギー利用促進事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		設備		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内の個人住宅に太陽光発電システムを設置した者に対し、１Ｋｗあたり２万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ コジン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン		産業課 サンギョウカ		0581-22-6830										山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅に太陽光発電システムを設置したり、太陽光発電システムを設置した建売住宅等を自らの住宅として購入する方に助成。補助金額は1kWあたり3万円。上限12万円。その他補助要件有 タ ホジョ ヨウケン アリ		住民福祉部生活環境課 ジュウミン フクシ ブ セイカツ カンキョウ カ		0585-22-2111										住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		木質ペレットストーブ購入補助金		木質ペレットストーブ購入補助金		町内に居住する住宅や事業所等に木質ペレットストーブを設置する場合に、本体購入に要する費用の一部を助成します。補助金額：購入経費の１／２以内。上限20万円。		産業建設部農林振興課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン シンコウ カ		0585-22-2111				大 ダイ		ペレットストーブに20万円 マンエン				木質ペレットストーブ購入補助金		木質ペレットストーブ購入補助金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		住まい		設備		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内に自ら居住する（居住を予定する）住宅において、太陽光発電システム、エコキュート等の省エネ機器を設置する者に補助金を交付する。 シナイ ミズカ キョジュウ キョジュウ ヨテイ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン トウ ショウ キキ セッチ モノ ホジョキン コウフ		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		055-934-4741										沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン		太陽光発電システム、太陽熱温水器などを設置する場合に、予算の範囲内で費用の一部を補助する。 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ オンスイキ セッチ バアイ ヨサン ハンイナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916										自然エネルギー利用促進補助金		自然エネルギー利用促進補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン		合併処理浄化槽（合併槽）を設置する人に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助する。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ガッペイ ソウ セッチ ヒト セッチ ヒヨウ イチブ ヨサン ハンイナイ ホジョ		下水道課 ゲスイドウ カ		0537-35-0933										合併処理浄化槽設置事業費補助金		合併処理浄化槽設置事業費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン		一般家庭から出される生ごみ減量のため、生ごみ処理機器を購入する世帯に購入費の一部を補助します。 イッパン カテイ ダ ナマ ゲンリョウ ナマ ショリ キキ コウニュウ セタイ コウニュウヒ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916										生ごみ処理機器購入費補助金		生ごみ処理機器購入費補助金

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金　		住宅用太陽光発電システム設置補助金　		「環境に優しいまちづくり」を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する個人の方に補助金を交付する制度。限度額：1件あたり1kw・5万円として最高4kw・20万円を限度		まちづくり推進課 スイシン カ		0558-34-1924										住宅用太陽光発電システム設置補助金　		住宅用太陽光発電システム設置補助金　

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン		薪、チップ又はペレットを主燃料として使用するストーブ又はボイラーの購入費等に対し、費用の１／２を補助（上限３０万円）。町内に住宅、事務所、農業用施設又は集会施設を所有する個人、法人又は団体 マキ マタ シュ ネンリョウ シヨウ マタ コウニュウヒトウ タイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン チョウナイ ジュウタク ジム ショ ノウギョウヨウ シセツ マタ シュウカイ シセツ ショユウ コジン ホウジン マタ ダンタイ		企画課		0536-62-0514										木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電施設の設置に要する経費を50000円／kw×最大出力（kw）補助する。※上限4KW ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヨウ ケイヒ エン サイダイ シュツリョク ホジョ ジョウゲン		生活課 セイカツ カ		0536-62-0522										住宅用太陽光発電施設設置費補助金		住宅用太陽光発電施設設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ		浄化槽設置費の補助。処理人数により補助額が異なります。 ジョウカソウ セッチ ヒ ホジョ ショリ ニンズウ ホジョ ガク コト		生活課		0536-62-0522										浄化槽設置補助		浄化槽設置補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ		生ゴミ処理器購入費の１／３補助（上限２万円） ナマ ショリ キ コウニュウヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		生活課		0536-62-0522										生ゴミ処理器設置補助		生ゴミ処理器設置補助

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		居住されている住宅および店舗併用住宅に太陽光発電を設置した場合、1キロワット当たり3万円、上限10万円を助成します。		住民課 ジュウミン カ		0748-52-6578										住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		合併処理浄化槽へ転換・新設する方に対する補助金。【5人槽：796,000円】【6,7人槽：824,000円】【10人槽：884,000円】単独処理浄化槽を撤去は、60,000円を上乗せ交付。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ テンカン シンセツ カタ タイ ホジョキン ニン ソウ エン ニン ソウ エン ニン ソウ エン タンドク ショリ ジョウカソウ テッキョ エン ウワノ コウフ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン		浄化槽の適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を実施した方に対する補助金。
【単独浄化槽6,500円】【合併浄化槽（50人槽以上）14,000円】 ジョウカソウ テキセイ イジ カンリ ホシュ テンケン セイソウ ホウテイ ケンサ ジッシ カタ タイ ホジョキン タンドク ジョウカソウ エン ガッペイ ジョウカソウ ニン ソウ イジョウ エン		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村浄化槽維持管理費補助金		川上村浄化槽維持管理費補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金制度		生ごみ処理機器購入費補助金制度		１世帯につき、生ごみ処理機器（コンポストまたは家庭用電気式生ごみ処理機）購入費用を補助。電気式生ごみ処理機は上限３万円で１／２まで。生ごみ処理容器（コンポスト）は上限３千円(百円未満切捨て) セタイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン ジョウゲン セン		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)										生ごみ処理機器購入費補助金制度		生ごみ処理機器購入費補助金制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します。 セイカツ ハイスイ コウキョウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)										浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システム設置に係る経費、及び同システムを設置した新築住宅を購入した場合の助成制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カカ ケイヒ オヨ ドウ セッチ シンチク ジュウタク コウニュウ バアイ ジョセイ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド		合併処理浄化槽を設置した場合の助成制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョセイ セイド		住民生活課　住民環境班 ジュウミン セイカツカ ジュウミン カンキョウ ハン		0737-23-7714										浄化槽設置の補助金制度		浄化槽設置の補助金制度

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		住まい		設備		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		町内に住所を有する者であって、専ら自らの住居の用に供する建物を対象に３３２千円～５４８千円を補助。 チョウナイ ジュウショ ユウ モノ モッパ ミズカ ジュウキョ ヨウ キョウ タテモノ タイショウ セン エン セン エン ホジョ		環境保健課 カンキョウ ホケン カ		0739-55-2004										すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		設備		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		新築住宅への太陽光発電システム設置費用として、１ｋｗあたり14万円（上限50万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		住民課 ジュウミン カ		0735-72-0083										新築住宅用太陽光発電システム設置補助金		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資		水洗便所改造資金融資		公共下水道・農林業集落排水・合併処理浄化槽に接続するため、従来のくみ取り便所やし尿浄化槽を廃止して便器や洗浄用具などの改造、これに伴う排水設備の新設又は改修する方に、希望に応じて金融機関へ融資を斡旋 マタ カイシュウ		建設部 下水道課		0858-22-8176										水洗便所改造資金融資		水洗便所改造資金融資

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		合併浄化槽設置補助金		合併浄化槽設置補助金		生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
		建設部 下水道課		0858-22-8176										合併浄化槽設置補助金		合併浄化槽設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		震災に強いまちづくりを推進するために、古い基準で建築された建物の「耐震診断・改修設計・耐震改修」にかかる費用を補助します。		建設部 景観まちづくり課		0858-22-8175										倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		高齢者や障碍者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上させる改修工事（バリアフリー改修）を行った場合、翌年度の固定資産税を3分の1（100㎡相当分まで）減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの改修工事（耐震改修）をすると、固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		外壁や窓を通した熱の損失を防止する改修工事（省エネ改修）をすると、翌年度の固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		設備		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、合併処理浄化槽を設置する場合、２０万円を補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128										分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		設備		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド		市の耐震診断及び補強計画を受けて実施する耐震改修工事について、最大で戸当たり30万円を助成する。（その他条件有り） シ タイシン シンダン オヨ ホキョウ ケイカク ウ ジッシ タイシン カイシュウ コウジ サイダイ コ ア マンエン ジョセイ タ ジョウケン ア		建設課 ケンセツカ		0869-22-2649										耐震改修補助制度		耐震改修補助制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		設備		木質バイオマス利用開発推進事業		木質バイオマス利用開発推進事業		市内に住所を有する個人または事業所などが木質ペレットストーブ、薪ストーブ、木質バイオマス農業用ボイラなどを新たに設置する場合、１／３以内で補助。ストーブ１３万、ボイラ７０万円が上限 イナイ ホジョ マン マンエン ジョウゲン		バイオマス政策課 セイサク カ		0867-42-5022										木質バイオマス利用開発推進事業		木質バイオマス利用開発推進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム（10キロワット未満）を設置する方へ、1キロワットあたり5万円を補助。【上限20万円】 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン ミマン セッチ カタ マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ		市外から転入された方に本市の情報をいち早く知っていただき，更なる定住促進を図るため，ケーブルテレビの加入金（21,000円）を助成 ０００エン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										ケーブルテレビ加入金助成		ケーブルテレビ加入金助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ		水道が無い地域で、生活用水を確保するために、井戸を整備したりボーリングを行う場合に、その経費の一部を補助。補助金額（1軒の場合の上限額）経費の1/2上限40万円。※水道事業等の区域外が対象 スイドウ ナ チイキ セイカツ ヨウスイ カクホ イド セイビ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キンガク ケン バアイ ジョウゲンガク ケイヒ ジョウゲン マンエン スイドウ ジギョウ トウ クイキガイ タイショウ		水道局
水道課建設係 スイドウキョク スイドウカ ケンセツ カカリ		0824-62-6165										飲用水供給施設補助		飲用水供給施設補助

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ		合併浄化槽設置に対する補助。補助限度額：5人槽46万9千円，7人槽64万5千円，10人槽86万4千円。※公共下水道事業等の区域外が対象 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョ ホジョ ゲンド ガク ニンソウ マン センエン ニンソウ マン センエン ニンソウ マン セン エン コウキョウ ゲスイドウ ジギョウ トウ クイキ ガイ タイショウ		水道局
下水道課管理係 スイドウキョク ゲスイドウ カ カンリ カカリ		0824-62-6151										小型浄化槽設置補助整備事業		小型浄化槽設置補助整備事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		市町村設置型浄化槽		市町村設置型浄化槽		公共下水道，農業集落排水の区域外を対象に，分担金30万円を負担すれば浄化槽を市が設置し，個人は下水道などと同様に使用水量によって使用料を支払う。申請期間を毎年度9月末。予定数に達した場合は申込締切。		下水道課 ゲスイドウ カ		0824-73-1175										市町村設置型浄化槽		市町村設置型浄化槽

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		木質バイオマスの有効活用を促進するため，市内事業者よりペレットストーブ・薪ストーブ・ペレットボイラーを購入される際，購入・設置等の経費の3分の1を補助（ストーブは上限12万円，ボイラーは上限50万円）		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0824-73-1130										庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理機を購入する場合，費用の2分の1を補助(上限1万6千円)		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		0824-72-1398										生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理容器等補助金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		設備		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ		住宅を新築して市外から転入してきた世帯または市内で新たに住宅を新築する世帯でケーブルテレビに新規加入する場合に，上限1万円補助 ジュウタク シンチク シガイ テンニュウ セタイ シ ナイ アラ ジュウタク シンチク セタイ シンキ カニュウ バアイ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務部企画財政課 ソウム ブ キカク ザイセイ カ		0827-59-2124										ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブや薪ストーブ本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費を補助。購入経費および設置等に係る経費が10万円以上のもの、対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし，上限額は20万円。		産業振興課		0826-28-1973										ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブ等購入促進補助事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ		太陽光発電システムを設置する者に補助を行う。（補助金額5万円） タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ ホジョ オコナ ホジョ キンガク マンエン		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド		合併浄化槽の設置者に対して補助金を交付(公共下水区域外）【補助限度額】5人槽594,000円6～7人槽657,000円等 ガッペイ ジョウカソウ セッチ シャ タイ ホジョキン コウフ コウキョウ ゲスイ クイキガイ ホジョ ゲンド ガク ニン ソウ ０００エン ニンソウ エン ナド		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0846-64-3513										合併処理浄化槽補助制度		合併処理浄化槽補助制度

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		情報通信基盤整備事業費補助金		情報通信基盤整備事業費補助金		神石高原町に移住した方で，ケーブルテレビに新たに加入される方に5万円助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										情報通信基盤整備事業費補助金		情報通信基盤整備事業費補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入補助事業		ペレットストーブ等購入補助事業		木質ペレットや薪ストーブ等を設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										ペレットストーブ等購入補助事業		ペレットストーブ等購入補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		太陽熱温水器を住宅に設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用のための設備に対して助成します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用タンク設置費助成事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		神石高原町住宅用太陽光発電システム等の設備に対して補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付。 タイヨウコウ ハツデン オヨ タイヨウネツ コウド リヨウ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415										太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ		家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び家庭用燃料電池システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、設置費の一部を補助。 オヨ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ セッチ ヒ イチブ ホジョ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415										家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ		対象となる住宅の所有者に対し、補助対象経費の3分の2以内、かつ、最高2万円を限度に補助。（受付先着順） タイショウ ジュウタク ショユウシャ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイコウ マンエン ゲンド ホジョ ウケツケ センチャク ジュン		まちづくり課 カ		089-964-4412										東温市木造住宅耐震診断補助事業		東温市木造住宅耐震診断補助事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		設備		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ		・住宅用太陽光発電システム導入を支援する。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ シエン		市民生活部
環境対策課 シミン セイカツ ブ カンキョウ タイサク カ		0947-44-0171										環境配慮活動助成事業		環境配慮活動助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽を設置する場合、設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120										浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽設置整備補助事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		排水設備工事補助事業 		排水設備工事補助事業 		トイレを水洗に改造し、下水道に接続する場合などに工事費の一部を補助します。		上下水道課
庶務係 ジョウゲ スイドウ カ ショム ガカリ		0942-65-7036										排水設備工事補助事業 		排水設備工事補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		太陽光発電設置補助事業 		太陽光発電設置補助事業 		市内の業者によって、設備を設置する場合に設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120										太陽光発電設置補助事業 		太陽光発電設置補助事業 

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ		１０kw未満の住宅用太陽光システムを設置する場合、１ｋｗあたり12,500円、最大5万円を補助 ミマン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ エン サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										住宅用太陽光システム設置費補助事業		住宅用太陽光システム設置費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド		下水道の認可区域外の専用住宅に浄化槽を設置する場合、その費用を補助
５、６人漕：３３２千円、７～９人漕：４１４千円、１０人漕以上：５４８千円 ゲスイドウ ニンカ クイキ ガイ センヨウ ジュウタク ジョウカソウ セッチ バアイ ホジョ ニン ソウ センエン ニン ソウ センエン ニン ソウ イジョウ センエン		住環境建設課上下水道係 ジュウカンキョウ ケンセツ カ ジョウゲスイドウ カカリ		0943-75-4983										浄化槽設置整備事業補助制度		浄化槽設置整備事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ		生ごみ処理機器（電動式生ごみ処理機・設置型コンポスト・密閉式処理容器・ダンボールコンポスト）の購入費用の一部を補助 デンドウシキ ナマ ショリキ セッチ ガタ ミッペイ シキ ショリ ヨウキ		市民生活課生活環境係 シミンセイカツ カ セイカツカンキョウ カカリ		0943-75-4972										生ゴミ処理機補助事業		生ゴミ処理機補助事業

		402281		福岡県		朝倉市		住まい		設備		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		市内に自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする方への補助を行う。１kw当たり３万円を乗じて得た額で上限額１０万円を補助する。 シナイ ミズカ キョジュウ ジュウタク セッチ カタ ホジョ オコナ ア マンエン ジョウ エ ガク ジョウゲン ガク マンエン ホジョ		環境課環境係 カンキョウカ カンキョウ カカリ		0946-23-1153										朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電設備（１基あたり６万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ キ マン エン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116										住宅用太陽光発電設備設置費補助金		住宅用太陽光発電設備設置費補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		浄化槽の設置に係る費用の助成。 ジョウカソウ セッチ カカ ヒヨウ ジョセイ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116										浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		設備		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ		住宅用太陽光発電システムを設置される方に、1kw当り３万円（限度額１０万円）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ アタ マンエン ゲンド ガク マンエン ホジョ		町民生活課環境衛生係 チョウミン セイカツ カ カンキョウ エイセイ カカ		0957-46-1111										太陽光発電システム補助		太陽光発電システム補助

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し設置費用の一部を補助します。1キロワット当り2万円とし、上限5キロワット10万円を補助します。 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ タイ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ		家庭用電気生ごみ処理機やコンポストの購入費に対し1/2又は上限3万円を補助します。 カテイヨウ デンキ ナマ ショリキ コウニュウヒ タイ マタ ジョウゲン マンエン ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118										生ごみ処理機等購入補助事業		生ごみ処理機等購入補助事業

		433675		熊本県		南関町		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		太陽光電池出力1kwにつき35,000円（105,000円上限） タイヨウコウ デンチ デ リョク エン エン ジョウゲン		住民課 ジュウミンカ		0968-57-8579										太陽光発電システム設置費補助金		太陽光発電システム設置費補助金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ		町内業者を利用して太陽光利用発電施設・太陽熱利用施設・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置しようとする人へ補助金を交付します。		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										住宅用新エネルギー等導入促進事業		住宅用新エネルギー等導入促進事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ		生ゴミの減量化、再資源化及び生活環境の保全を目指して、町内業者から生ごみ処理機を購入する場合、購入費の１／２以内、２万５千円を上限として助成を行っています。 ナマ ゲンリョウカ サイシゲンカ オヨ セイカツ カンキョウ ホゼン メザ チョウナイ ギョウシャ ナマ ショリキ コウニュウ バアイ コウニュウヒ イナイ マン センエン ジョウゲン ジョセイ オコナ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										生ごみ処理機購入助成		生ごみ処理機購入助成

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		設備		浄化槽設置整備事業		浄化槽設置整備事業		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を市内に設置される方を対象に、補助金を交付します。		環境課		0978-22-3100										浄化槽設置整備事業		浄化槽設置整備事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方（新築・購入含む）に対して、設置費用の一部を補助します。上限8万円		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0978-32-1111										住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備費補助金		合併処理浄化槽設置整備費補助金		下水道などの区域外で、新築・リフォーム等により、合併処理浄化槽を新たに設置する場合に経費の一部を補助します。上限額①５人槽332,000円②７人槽414,000円③10人槽548,000円		生活排水課 セイカツ ハイスイ カ		0978-32-1111										合併処理浄化槽設置整備費補助金		合併処理浄化槽設置整備費補助金

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ		町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムを設置する方で、１件当たり３万円の補助をします。（１申請者(1住宅）当たり１回限り。）※申請について、その他条件あり。 チョウナイ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ケン ア マンエン ホジョ シンセイシャ ジュウタク ア カイ カギ シンセイ タ ジョウケン		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797										住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ		生ごみ処理機等の購入補助を行っています。生ごみ処理機：購入額の5/10（限度額３万円）、生ごみ処理容器及び有用微生物：購入額の８／１０（限度額、６千円）※回収スタンプが６個貯まれば、はえばる豚肉贈呈 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ オコナ ナマ ショリキ コウニュウガク ゲンドガク マンエン ナマ ショリ ヨウキ オヨ ユウヨウ ビセイブツ コウニュウガク ゲンドガク センエン カイシュウ コ タ ブタ ニク ゾウテイ		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797										生ごみ処理機等購入補助金事業		生ごみ処理機等購入補助金事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ		市内３か所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。
センター開放事業や育児相談等を実施。 シナイ ショ ホイク ショ コソダ オウエン カイセツ カイホウ ジギョウ イクジ ソウダン トウ ジッシ		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子育てをする、会員制の援助活動事業（民間事業者に委託） イクジ エンジョ ウ ヒト イライ カイイン イクジ エンジョ オコナ ヒト テイキョウ カイイン チイキ ナカ タス ア コソダ カイインセイ エンジョ カツドウ ジギョウ ミンカン ジギョウ シャ イタク		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯の認可保育所入所児童がいる場合，第2子目は1/4額のみ自己負担，第3子目以降は無料。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		就学前の兄姉が幼稚園等を利用している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		兄弟姉妹が認可保育所の待機中で，減免の対象となる認可外保育施設に入所している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費		私立幼稚園に通う満3～5歳児のいる世帯に対し、市民税額に応じて入園料・保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9106										幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055										保育料の助成(保育所)		保育料の助成(保育所)		5

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055										保育料の助成(幼稚園)		保育料の助成(幼稚園)		5

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園保育料の助成		認可保育園保育料の助成		一世帯から２人以上の児童が保育所又は幼稚園等に入所している場合は、２人目の児童は半額、３人目以降の児童は無料となります。		こども育成課		0144-32-6378										認可保育園保育料の助成		認可保育園保育料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園入園料の助成		私立幼稚園入園料の助成		入園児一人につき1万円を補助します。生活保護世帯については1万円、当該年度市民税非課税世帯については5千円を加算します。		こども育成課		0144-32-6378										私立幼稚園入園料の助成		私立幼稚園入園料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		入学援助金		入学援助金		小学校又は中学校に入学する児童がいる母子家庭等の生活を援助するため、児童について入学援助金を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。		こども支援課		0144-32-6416										入学援助金		入学援助金

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ		子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、子どもが2人以上いる家庭へ保育料の一部を助成する少子化対策事業。 コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ コ ニン イジョウ カテイ ホイクリョウ イチブ ジョセイ ショウシカ タイサク ジギョウ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6530										保育所保護者負担金助成事業		保育所保護者負担金助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ		少子化対策事業として、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園入園費の1/2（上限20,000円）を助成。 ショウシカ タイサク ジギョウ コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ワタクシリツ ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョウゲン エン ジョセイ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529										幼稚園入園費助成事業		幼稚園入園費助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ		保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった小学校修了前までの児童について、適切な保護ができる里親等に委託し、一定期間、保護者に代わり養育する。 ホゴシャ シッペイ トウ イチジ テキ カテイ ヨウイク コンナン ショウガッコウ シュウリョウ マエ ジドウ テキセツ ホゴ サトオヤ トウ イタク イッテイ キカン ホゴシャ カ ヨウイク		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529										子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		0		概要の誤字の修正 ガイヨウ ゴジ シュウセイ

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の園児の分を全額補助。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387										第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料事業		第３子以降保育料無料事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の保育料無料。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777										第３子以降保育料無料事業		第３子以降保育料無料事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子保育料半額事業		第２子保育料半額事業		同一世帯から２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、２人目の児童保育料が半額。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777										第２子保育料半額事業		第２子保育料半額事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		芦別高等学校修学費助成		芦別高等学校修学費助成		保護者負担の軽減を図るための支援として、通学費及び検定試験等受験料助成。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387										芦別高等学校修学費助成		芦別高等学校修学費助成

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ		市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免される。		総合体育館 ソウゴウ タイイクカン		0125-33-7750										中学生以下の社会教育施設等の無料化事業		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費 ヒ		幼稚園就園奨励費 ヒ		所得状況に応じて、国の基準による幼稚園就園奨励費補助に加え、入園料（３万円）を助成。		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の第２子半額、第３子以降は無料。 ホイクリョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										保育料助成		保育料助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		子育て支援 コソダ シエン		ベビーシート（０歳～満１歳の誕生日まで）、チャイルドシート（１０日間限定）無償貸し出し。 サイ マン サイ タンジョウビ ヒ カン ゲンテイ ムショウ カ ダ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		子育て支援 コソダ シエン		登録店舗で独自サービスが受けられるパスポートを子育て世帯（中学生以下の児童を有する世帯）及び妊婦の方に発行。 トウロク テンポ ドクジ ウ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ ジドウ ユウ セタイ オヨ ニンプ カタ ハッコウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生バス半額助成事業		小中学生バス半額助成事業		士別市内での乗降に限り、料金を半額助成。 ジョウコウ カギ リョウキン ハンガク ジョセイ		総務部企画課 ソウム ブ キカク カ		0165-23-3121										小中学生バス半額助成事業		小中学生バス半額助成事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		市内在住の３歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつ用ごみ袋（20）を支給（年間最大100枚）		子育て推進課		0123-24-0328										乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		なかよし給食 キュウショク		なかよし給食 キュウショク		卵・乳をできるだけ除く給食を認可保育所で提供する。その他、クッキングや野菜栽培など食育にも取り組む。		子育て推進課		0123-24-0328										なかよし給食		なかよし給食

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ		登録条件を満たした児童が、ランドセルを背負ったまま学校帰りに児童館へ来館できる。学童クラブの入所基準を満たさない児童に対し、放課後の安心・安全な居場所を提供する。		子育て総合支援センター		0123-22-7888										ランドセル来館事業		ランドセル来館事業

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		赤ちゃんの成長にあわせて3回絵本を贈り、子どもの読書活動のきっかけづくりと読書を通じた親子のふれあいを支援。 アカ セイチョウ カイ エホン オク コ ドクショ カツドウ ドクショ ツウ オヤコ シエン		滝川市立図書館 タキカワシリツ トショカン		0125-22-4646										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ		奨励費を希望する私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、精査・審査を行ったうえ、所得状況及び家庭状況に応じ補助をする。		教育委員会学務課学校教育係 キョウイク イインカイ ガクムカ ガッコウ キョウイク カカリ		0125-54-2121										幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		１歳から小学６年生までの子の保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての援助を行う。会員登録無料（別途保険料400円実費負担）、平日７時から19時までは１時間500円。 ベット ジッピ フタン		社会福祉課児童家庭係 シャカイ フクシカ ジドウ カテイ カカリ		0125-54-2121										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン		第2子半額、第3子以降無料（第1子・第２子が幼稚園・保育園・認定子ども園に入園中のこと）。 ダイ シ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ ダイ シ ダイ シ ヨウチエン ホイク エン ニンテイ コ エン ニュウエン チュウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131 
内線1233										認可保育園　保育料の多子軽減		認可保育園　保育料の多子軽減

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		ブックスタート		絵本2冊、読み聞かせアドバイス集、絵本ガイドなどを保健センターで実施する9～10か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181										ブックスタート		ブックスタート

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタートプラス		ブックスタートプラス		絵本1冊、絵本ガイド1冊を保健センターで実施する1歳6か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181										ブックスタートプラス		ブックスタートプラス

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ		有料の育児支援コーディネート事業。 ユウリョウ イクジ シエン ジギョウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131
内線1233										恵庭市ファミリー・サポート・センター事業		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		えにわっこサポート事業		えにわっこサポート事業		「サポートカード」を協賛店舗で提示すると、各協賛店舗が独自で定めたサービスを提供し子育て家庭を地域全体で応援する事業。		保健福祉部 子ども未来室　子ども総務課 		0123-33-3131
内線1251										えにわっこサポート事業		えにわっこサポート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ		ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導等により支援します。また、DV相談にも対応します。 オヤ カテイ カフ ソウダン オウ ジリツ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ シドウ トウ シエン ソウダン タイオウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										母子自立支援相談事業		母子自立支援相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		急な残業で保育園・学童クラブの迎えが間に合わないときなど、働く親の短時間育児援助に対応するため、地域において会員登録制の援助組織によりファミリーサポートを実施します。 キュウ ザンギョウ ホイクエン ガクドウ ムカ マ ア ハタラ オヤ タンジカン イクジ エンジョ タイオウ チイキ カイイン トウロク セイ エンジョ ソシキ ジッシ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ		保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急的保育、育児疲れ解消など私的理由に対応する一時的な保育、休日保育を実施します。 ホゴシャ シュウロウ ケイタイ タヨウカ シッペイ トウ キンキュウテキ ホイク イクジ ツカ カイショウ シテキ リユウ タイオウ イチジテキ ホイク キュウジツ ホイク ジッシ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										保育園一時預かり事業		保育園一時預かり事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ		保護者の勤務地等の都合により、市内児童の他市町村の保育園への入所を支援します。 ホゴシャ キンムチ トウ ツゴウ シナイ ジドウ タ シチョウソン ホイクエン ニュウショ シエン		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										広域入所児童委託事業		広域入所児童委託事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ		子育て中の親と子どもが集い、子育て相談や交流のできる施設を運営し、子育て全般に関する専門的な支援を行います。 コソダ チュウ オヤ コ ツド コソダ ソウダン コウリュウ シセツ ウンエイ コソダ ゼンパン カン センモンテキ シエン オコナ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637										地域子育て支援センター運営事業		地域子育て支援センター運営事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ		幼稚園に通園している満3～5歳児の保護者に対し、保育料などの減免を通して補助します。 ヨウチエン ツウエン マン サイジ ホゴシャ タイ ホイク リョウ ゲンメン トオ ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										幼稚園就園奨励費事業		幼稚園就園奨励費事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ		各幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子育て事業の参加に対し、保護者の負担額の1/3を補助します。 カクヨウチエン ジッシ マン サイジ タイショウ コソダ ジギョウ サンカ タイ ホゴシャ フタン ガク ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										幼稚園就園準備支援事業		幼稚園就園準備支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ		市内全ての学校に特別支援学級を配置するとともに、各小学校に支援員を複数配置し、特別な支援を必要とする子どもたちの教育ニーズに対応します。 シナイ スベ ガッコウ トクベツ シエン ガッキュウ ハイチ カクショウガッコウ シエン イン フクスウ ハイチ トクベツ シエン ヒツヨウ コ キョウイク タイオウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										特別支援教育推進事業		特別支援教育推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ		小中学校に相談員を配置し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防止と早期把握に努めています。 ショウチュウガッコウ ソウダンイン ハイチ ジドウ セイト ナヤ フアン トウ カイショウ ハカ フトウコウ ミゼン ボウシ ソウキ ハアク ツト		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										心の教室相談事業		心の教室相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ		高校などに入学する生徒に、入学時に必要となる費用の一部として入学準備金を支給します。 コウコウ ニュウガク セイト ニュウガク ジ ヒツヨウ ヒヨウ イチブ ニュウガク ジュンビキン シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										高等学校等入学準備金支給事業		高等学校等入学準備金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ		経済的な理由によって高等学校等への就学が困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給します。 ケイザイテキ リユウ コウトウ ガッコウトウ シュウガク コンナン ガクセイ オヨ セイト タイ ガクシ イチブ シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										奨学金支給事業		奨学金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ		要保護世帯や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を援助します。 ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ ジドウ セイト タイ シュウガク ヒツヨウ ガクヨウヒン ヒ キュウショクヒ カツドウ ヒ セイト カイヒ カイヒ エンジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										児童生徒援助事業		児童生徒援助事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ		遠距離通学等で、公共交通機関を利用して通学する児童生徒や、自家用車での送迎を常としている児童生徒の保護者に、通学経費の一部を助成します。 エンキョリ ツウガクトウ コウキョウ コウツウ キカン リヨウ ツウガク ジドウ セイト ジカヨウシャ ソウゲイ ツネ ジドウ セイト ホゴシャ ツウガク ケイヒ イチブ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										児童生徒通学費援助		児童生徒通学費援助

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ		小学校入学児童を養育する方に児童１人につき２万円を助成。 カタ ジドウ ニン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		離乳食講習会受講者・乳幼児健診（１歳６ヶ月・３歳児）の受診者に最大10㎏の南幌産の子育て支援米を支給 ジュコウシャ シキュウ		産業振興課　　農政グループ サンギョウ シンコウカ ノウセイ		011-378-2121				中 チュウ		子育て支援米を10Kg プレゼント コソダ シエン マイ				子育て支援米支給事業		子育て支援米支給事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド		南幌町内に住所を有し、自宅から高等学校に通う生徒が対象に、通学定期券購入額の1/2を助成（上限1万円/月、所得制限なし） ナンポロ タイショウ ツウガク テイキケン コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン ツキ ショトク セイゲン		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121										高校生通学費助成制度		高校生通学費助成制度

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ		短期留学やホームステイなどの生活体験を通じ、生きた英語力を身につけるために１４日間の国際留学プログラムを実施 タンキ リュウガク セイカツ タイケン ツウ イ エイゴリョク ミ ニチカン コクサイ リュウガク ジッシ		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121										中学生国際留学プログラム事業		中学生国際留学プログラム事業

		014231		北海道		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ		会員制の相互支援活動として1人あたり３０分３００円から育児援助を実施 カイインセイ ソウゴ シエン カツドウ ヒト フン エン イクジ エンジョ ジッシ		保健福祉課　　福祉生涯　　　グループ ホケン フクシカ フクシ ショウガイ		011-378-5888										南幌町ファミリー・サポート・センター事業		南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド		第２子は保育料半額、第３子以降は無料 ダイ コ ホイク リョウ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										保育料助成制度		保育料助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ		保育園における保育時間延長（19時30分まで） ホイクエン ホイク ジカン エンチョウ ジ フン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										保育時間の延長事業		保育時間の延長事業

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		モスピーポイント進呈事業		モスピーポイント進呈事業		町主催の「健康増進・疾病予防事業」、「子育て支援事業」、「ボランティアの環境美化活動」などに参加すると、モスピーカードのポイントを進呈。		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										モスピーポイント進呈事業		モスピーポイント進呈事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ		健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、中学卒業前までの子どもを養育している家庭に対し、毎月の水道基本料金の助成を行います。 スコ コ ウ ソダ カンキョウ イッカン チュウガク ソツギョウ マエ コ ヨウイク カテイ タイ マイツキ スイドウ キホン リョウキン ジョセイ オコナ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										子育て支援水道基本料金全額助成		子育て支援水道基本料金全額助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン		所得に応じて国基準の３割から５割分の保育料を軽減します。 ショトク オウ クニ キジュン ワリ ワリブン ホイクリョウ ケイゲン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										認定こども園保育料の軽減		認定こども園保育料の軽減

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている８階層から１５階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽減を図っている。第１子３０％、第２子５０％、第３子１００％を町が負担 ヌマタ ホイクエン クニ キジュン ホイクリョウ クニ サダ カイソウ カイソウ セッテイ チョウ ドクジ コジン フタン ガク ケイゲン ハカ ダイ コ ダイ コ ダイ コ チョウ フタン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										保育料の助成		保育料の助成		5		室蘭市保育料の助成と入れ替え ムロランシ ホイクリョウ ジョセイ イ カ

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ		高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に１人当たり月額５，０００円を支給 コウコウセイ トウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ トウ モ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ ヒトリ ア ゲツガク エン シキュウ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0164-35-2112										がんばる高校生応援手当		がんばる高校生応援手当

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		幼児センターの保育料について、兄弟姉妹で入園している場合、２人目は半額、３人目以降は、保育料は無料・幼稚園は１/１０の額となります。 ヨウジ ホイク リョウ キョウダイ シマイ ニュウエン バアイ ヒトメ ハンガク ニン メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ ヨウチエン ガク		幼児センター ヨウジ		01658-6-5980										子育て支援制度		子育て支援制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド		町内に高校がないため、高等学校へ通学する交通費相当額の一部助成を行っております。 チョウナイ コウコウ コウトウ ガッコウ ツウガク コウツウヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111										生徒通学交通費助成制度		生徒通学交通費助成制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド		中学校入学時の制服等購入費相当額の一部助成を行っております。
男子生徒には25,000円、女子生徒には27,000円の助成を在学中に１度受けられます。 チュウガッコウ ニュウガク ジ セイフク トウ コウニュウ ヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ ダンシ セイト ０００エン ジョシ セイト エン ジョセイ ザイガクチュウ ド ウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111										生徒制服等購入助成制度		生徒制服等購入助成制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン		町独自に国の基準の半額程度になるよう保育料を設定。
さらに第2子は半額、第3子以降は1/10にすることで、子育て世帯の負担軽減を図る。 チョウ ドクジ クニ キジュン ハンガク テイド ホイクリョウ セッテイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ コソダ セタイ フタン ケイゲン ハカ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000										保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ		毎年中学2年生を対象に国際交流事業として、台湾で4泊5日の研修を実施しており、1人当たりの費用の9割を助成。 マイトシ チュウガク ネンセイ タイショウ コクサイ コウリュウ ジギョウ タイワン ハク ニチ ケンシュウ ジッシ ニン ア ヒヨウ ワリ ジョセイ		教育委員会社会教育係 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイクガカリ		0165-32-2477										未来を拓く人づくり推進事業		未来を拓く人づくり推進事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド		高校、専修学校、短大、専門学校、大学に在籍する学生に対して、学校の種類によって月額1～3万円を無利子で貸し付け。 コウコウ コウ センシュウ ガッコウ タンダイ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ ガクセイ タイ ガッコウ シュルイ ゲツガク マンエン ムリシ カ ツ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477										奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド		町内に高校が無いため、高校生の通学費の一部(ＪＲ3ヶ月定期の1/2)を補助。 チョウナイ コウコウ ナ コウコウセイ ツウガクヒ イチブ ゲツ テイキ ホジョ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477										高校生徒通学費補助制度		高校生徒通学費補助制度

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料。災害その他特別な事由がある場合やひとり親（母子・父子）家庭の場合、半額。 ホイク ショ ニュウショ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イジョウ ホイクリョウ ムリョウ サイガイ タ トクベツ ジユウ バアイ オヤ ボシ フシ カテイ バアイ ハンガク		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										保育所保育料減免措置		保育所保育料減免措置

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ		登録料：同一世帯で２人以上の場合は、２人目以降半額。利用料：２人以上入所登録している世帯は最も低学年の児童以外は半額。生活保護世帯は全額、災害など特別な事由がある場合やひとり親家庭の場合、半額免除。 トウロク リョウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ハンガク リヨウリョウ ニン イジョウ ニュウショ トウロク セタイ モット テイガクネン ジドウ イガイ ハンガク セイカツ ホゴ セタイ ゼンガク サイガイ トクベツ ジユウ バアイ オヤ カテイ バアイ ハンガク メンジョ		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										学童保育所利用料・登録料減免措置		学童保育所利用料・登録料減免措置

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		子育て・教育		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ		２～３歳児の保育料が無料 サイジ ホイクリョウ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村保育所条例		音威子府村保育所条例

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		所得区分8階層のうち１～６階層までは国の保育料基準の60％、７～８階層は国の保育料基準の70％		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		年長５歳児の保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（児童養育手当）		子育て支援事業（児童養育手当）		第３子目以降から月額8,000円を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（児童養育手当）		子育て支援事業（児童養育手当）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ		入学支度金の補助、資格取得等に係る経費の補助、進学に向けた学校視察、模擬試験等の経費の補助、各種大会出場経費などの補助を行う。 ニュウガク シタク キン ホジョ シカク シュトク トウ カカ ケイヒ ホジョ シンガク ム ガッコウ シサツ モギ シケン トウ ケイヒ ホジョ カクシュ タイカイ シュツジョウ ケイヒ ホジョ オコナ		生涯教育課学校教育グループ ショウガイ キョウイク カ ガッコウ キョウイク		0152-25-2005										清里高等学校総合支援対策事業		清里高等学校総合支援対策事業

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ		第２子以降の子供にかかる保育料を助成。 ダイ コ イコウ コドモ ホイクリョウ ジョセイ		保健福祉課福祉介護グループ ホケン フクシカ フクシ カイゴ		0152-25-3847										子育て支援保育料補助事業		子育て支援保育料補助事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ		村内中学１，２年生全員が本村と友好関係にあるアメリカ・アラスカ州ジュノー市を訪問し、ジュノー市の中学生との交流やホームステイ等を体験する。 ソンナイ チュウガク ネンセイ ゼンイン ホンソン ユウコウ カンケイ シュウ シ ホウモン シ チュウガクセイ コウリュウ ナド タイケン		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111										生徒海外体験学習事業		生徒海外体験学習事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ		村内遠距離通学児童、生徒の通学費を補助している。 ソンナイ エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガクヒ ホジョ		教育委員会		0158-87-2111										遠距離通学児童生徒の通学費補助交付		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ		高等学校等へ通学する子どもを持つ村内の保護者等に対して高等学校などへの通学及び下宿に要する費用の一部を助成する。 コウトウ ガッコウ トウ ツウガク コ モ ソンナイ ホゴシャ ナド タイ コウトウ ガッコウ ツウガク オヨ ゲシュク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111										西興部村高等学校通学費等補助		西興部村高等学校通学費等補助

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ		標準保育料（３歳以上児）第1子１万円/月第２子５千円/月第３子以降は無料。 ヒョウジュン ホイク リョウ サイ イジョウ ジ ダイ シ マンエン ツキ ダイ コ センエン ツキ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所 ホイク ショ		0158-84-2326										保育料の低料金化		保育料の低料金化

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ		町内在住の中学２年生全員を友好都市であるフィンランド国ケミヤルヴィ市（ラップランド地方）に派遣し、ホームステイ体験などから国際感覚豊かな子どもを育てる事業 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ネンセイ ゼンイン ユウコウ トシ クニ シ チホウ ハケン タイケン コクサイ カンカク ユタ コ ソダ ジギョウ		生涯学習課 ショウガイ ガクシュウカ		0142-66-2131										中学生フィンランド国派遣事業		中学生フィンランド国派遣事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		２人の入園で１人の保育料を半額、３人の入園で１人保育料無料 ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ハンガク ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ムリョウ		管理課こども園グループ カンリカ エン		0146-47-2489										保育料の助成		保育料の助成

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ		2人以上の児童が在園している場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料 ヒト イジョウ ジドウ ザイエン バアイ ヒト メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										保育料の軽減措置		保育料の軽減措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		町民税が、非課税及び所得割の課税額により補助基準ごとに区分けし、年額として補助 チョウミン ゼイ ヒカゼイ オヨ ショトク ワリ カゼイガク ホジョ キジュン クワ ネンガク ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0146-26-9020										私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ		町内で生まれたお子さんに対して紙おむつ処理ごみ袋100枚を支給 チョウナイ ウ コ タイ カミ ショリ フクロ マイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										新生児等紙おむつ処理対策事業		新生児等紙おむつ処理対策事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		6歳未満の保護者を対象にチャイルドシートの購入額を助成（上限１万円） サイ ミマン ホゴシャ タイショウ コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										幼児用補助装置購入助成事業		幼児用補助装置購入助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度		奨学金制度		優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由によって修学が困難な方のための「給付制度」「貸付制度」の２つの制度。		教育委員会 　管理課		 0146-49-0088										奨学金制度		奨学金制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		2人目の入所については半額、３人目以降は無料。 ニン メ ニュウショ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										保育料の助成		保育料の助成

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ		乳児と同居し、かつ養育している保護者に、その子が満１歳になるまで、乳児用ベビーシートを無償貸付。		住民福祉部　　生活環境課 セイカツ カンキョウ		0146-43-2111										ベビーシート貸出し事業		ベビーシート貸出し事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		子育て支援有料ゴミ袋給付事業		子育て支援有料ゴミ袋給付事業		２歳未満児対象として有料ごみ袋を１人24ヶ月分給付事業
（例：45ℓ袋の場合120枚）		町民課 チョウミン カ		01564-2-2111(内135)

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育所に2人以上入園する場合、2人目は保育料の50%、3人目以降は保育料90%を減免。第3子以降の場合、第3子は保育料の50%。第4子は保育料無料。 ホイク ショ		福祉課 フクシカ		0156-66-1311										保育料の減免		保育料の減免

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減のために、紙おむつ購入費の助成を行なう。１枚1,000円の助成券を12枚交付（町内の登録事業者で利用可）※転入の場合は転入時から１歳になる月まで助成。 コソダ セタイ ケイザイ テキ フタン ケイゲン カミ コウニュウ ヒ ジョセイ オコ マイ エン ジョセイ ケン マイ コウフ チョウナイ トウロク ジギョウシャ リヨウ カ テンニュウ バアイ テンニュウ ジ サイ ツキ ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0156-69-2226										紙おむつ購入助成事業		紙おむつ購入助成事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		更別村入学祝金		更別村入学祝金		小中学校等（特別支援学校（小学部・中学部）含む。）に入学する児童・生徒一人につき５万円を支給。
※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		教育委員会		0155-52-3171										更別村入学祝金		更別村入学祝金

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免制度		保育料の減免制度		同一世帯から２人以上の児童が入所する場合の保育料を減免（２人目は半額、３人目以降は０円）。 ホイク リョウ ゲンメン		保健福祉課		0155-53-3000										保育料の減免制度		保育料の減免制度

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援用具無償貸付		子育て支援用具無償貸付		乳幼児の子育てをしている家庭にたいして、ベビーベッド、ベビーカー等の子育て支援用具を無償で貸付。 トウ コソダ シエン ヨウグ ムショウ カシツケ		保健福祉課		0155-53-3000										子育て支援用具無償貸付		子育て支援用具無償貸付

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		ゴミ袋無料提供		ゴミ袋無料提供		子供の生まれた家庭へ2年間、200枚まで無料提供。 ムリョウ テイキョウ		住民生活課		0155-52-2112										ゴミ袋無料提供		ゴミ袋無料提供

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		 保育料の助成		 保育料の助成		１８歳（高校卒業まで）以下の子のうち年齢の高い児童から数えて３人目以降が入所した場合の保育料無料		子ども未来課 コ ミライ カ		0156-22-8130										 保育料の助成		 保育料の助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		満18歳に達する年度末までの子を２人以上扶養している場合、第２子の保育料を半額に、第３子以降の保育料は無料		子どもセンター総務担当 コ ソウム タントウ		0156-25-2574										保育料軽減		保育料軽減

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン		通学費全額、車利用月2千円・下宿代2/3、月3万円以内、入学時・見学旅行3万円助成⑤海外（カナダ）研修派遣、各種講習、検定、模試費用、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ全額助成、介護初任者研修・部活動遠征助成 ツウガク ヒ ゼンガク リヨウ ツキ セン エン ゲシュクダイ ツキ マン エン イナイ ニュウガク ジ ケンガク リョコウ マン エン ジョセイ カイガイ ケンシュウ ハケン カクシュ コウシュウ ゼンガク ジョセイ ジョセイ		教育委員会教育教育総務室総務担当 キョウイク イインカイ キョウイク キョウイク ソウムシツ ソウム タントウ		0156-25-3188										足寄高校通学支援		足寄高校通学支援

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ		同一家庭から同時期に2人以上の子が通園している場合、2人目以降の保育料を免除。 ドウイツ カテイ ドウジキ ヒト イジョウ コ ツウエン バアイ ヒト メ イコウ ホイクリョウ メンジョ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										保育料の免除		保育料の免除

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン		高等学校等に就学する生徒1人当たり月額10,000円を支給。 コウトウ ガッコウ トウ シュウガク セイト ヒト ア ゲツガク エン シキュウ		教育委員会
教育課 キョウイク イインカイ キョウイクカ		0154-64-2050										高等学校等人材育成支援金		高等学校等人材育成支援金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料の無料化		教育委員会 キョウイク イインカイ		0153-82-2131										幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料無料化

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		可燃ごみ袋支給		可燃ごみ袋支給		新生児誕生時に紙おむつ用として可燃ごみ袋150枚を支給 シンセイジ タンジョウジ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131										可燃ごみ袋支給		可燃ごみ袋支給

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		市営バス子ども無料乗車事業		市営バス子ども無料乗車事業		市内小学生以下児童の市営バス乗車料が無料となります。		子どもしあわせ課		017-734-5320										市営バス子ども無料乗車事業		市営バス子ども無料乗車事業

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園に通う子どもの保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園就園奨励支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業		幼稚園に第3子以降の子どもが通う保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		認可保育所入所児童の保護者に対して、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約3割ほど軽減します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										保育料軽減		保育料軽減

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		民間託児保育施設保育料助成		民間託児保育施設保育料助成		民間託児施設入所に第3子以降の児童が入所している保護者に対して、世帯の所得状況に応じて、保育料の一部を助成します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										民間託児保育施設保育料助成		民間託児保育施設保育料助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童対策事業		放課後児童対策事業		保護者が就労等により、日中家庭にいない小学校低学年の児童をもつ世帯に対して、家庭の代わりとなる放課後の居場所を提供します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5334										放課後児童対策事業		放課後児童対策事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		子育て家庭に対して、遊び場の提供、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、講座の開催などを行います。 タイ オコナ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい方が、相互に援助活動を行うことにより、市民が仕事、買い物の時の預かりなど育児を両立できる環境を整備します。 カタ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業		つどいの広場事業		主に乳幼児を持つ親と子に対して、子育てアドバイザー、保育士が子育てに関する相談を行い、子育てに関する催し物や講習会を開催します。 タイ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										つどいの広場事業		つどいの広場事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		認可保育所入所児童の保護者に対し、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約4割ほど軽減。 ニンカ ホイク ショ ニュウショ ジドウ ホゴシャ タイ クニ サダ ホイクリョウ キジュン ガク ムリョウ セタイ ノゾ ホイクリョウ ヘイキン ヤク ワリ ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										保育料軽減		保育料軽減

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		認可保育所・へき地保育所・認可外保育施設の入所児童（3歳未満の第3子以降のみ）の保護者に対し、保育料を軽減。ただし、所得制限有り。 ニンカ ホイク ショ チ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニュウショ ジドウ サイ ミマン ダイ コ イコウ ホゴシャ タイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ		弘前市に在住し、平成8年4月2日以降に生まれた児童を3人以上扶養している方とその児童を対象に、市の公共施設等を無料化。 ヒロサキシ ザイジュウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ウ ジドウ ニンイジョウ フヨウ カタ ジドウ タイショウ シ コウキョウ シセツ トウ ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038										ひろさき多子家族応援パスポート事業		ひろさき多子家族応援パスポート事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、市内の小児科診療所へ事業を委託し、病児・病後児を受け入れる。 ビョウキ ビョウキ カイフク キ ホゴシャ シュウロウ トウ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ シナイ ショウニカ シンリョウ ショ ジギョウ イタク ビョウジ ビョウゴ ジ ウ イ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										病児病後児保育事業		病児病後児保育事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		トワイライトステイ事業 ジギョウ		トワイライトステイ事業 ジギョウ		保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、児童家庭支援センターへ事業を委託し、対象児童を受け入れ、児童の保護や生活指導・食事の提供等を行う。 ホゴシャ シュウロウ トウ ヤカン キュウジツ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ ジドウ カテイ シエン ジギョウ イタク タイショウ ジドウ ウ イ ジドウ ホゴ セイカツ シドウ ショクジ テイキョウ トウ オコナ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										トワイライトステイ事業		トワイライトステイ事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業		私立幼稚園の設置者が、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、家庭の所得状況に応じて保育料等を減免する事業に対し補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094										幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業		私立幼稚園の設置者が、安心して子どもを生み育てることができる環境をつくること等を目的に、家庭の所得状況に応じて第3子以降の園児の保護者に対し保育料を減免する事業に補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094										第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		認可保育所に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じて軽減する。		こども家庭課		0178-43-9094										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じてその一部を助成する。 イチブ ジョセイ		こども家庭課		0178-43-9094										認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設保育料助成金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		エコパスポート発行事業		エコパスポート発行事業		小中学生や同伴保護者を対象とし、春休み・夏休み・冬休み期間の一日に限り、市営バス全路線が乗り放題となる「エコパスポート」を販売。 ショウチュウガクセイ ドウハン ホゴシャ タイショウ ハルヤス ナツヤス フユヤス キカン イチニチ カギ シエイ ゼンロセン ノ ホウダイ ハンバイ		交通部運輸管理課		
0178-25-5141										エコパスポート発行事業		エコパスポート発行事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業（こどもはっち）		つどいの広場事業（こどもはっち）		乳幼児と親の交流、地域の子育て支援及び子育て支援団体等の活動・交流の場として、八戸ポータルミュージアム「はっち」内に、子育てつどいの広場「こどもはっち」を設置。 ハチノヘ ナイ		こども家庭課		0178-43-9094										つどいの広場事業（こどもはっち）		つどいの広場事業（こどもはっち）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		保育所への委託により、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、子育てサークルへの支援を行う。一般型（開設日数・時間…週3日以上、1日5時間以上職員数…2名以上） オコナ		こども家庭課		0178-43-9094										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		地域での子育て支援と児童福祉の向上を目的とした、会員制の相互援助活動として、子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）の紹介業務を行う。		こども家庭課		0178-43-9342										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサロン支援事業		子育てサロン支援事業		地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場として、各地区公民館等において、ボランティアにより開催される子育てサロンの運営を支援する。 カクチク コウミンカン トウ シエン		こども家庭課		0178-43-9094										子育てサロン支援事業		子育てサロン支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育の実施		病児・病後児保育の実施		就労している保護者が自宅での保育が困難な場合に対応するため、病院・
保育所等において病気の児童を一時的に保育する。		こども家庭課		0178-43-9094										病児・病後児保育の実施		病児・病後児保育の実施

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ		保護者が就労等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の児童を対象
とし、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る。		こども家庭課		0178-43-9342										放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域密着型教育推進事業		地域密着型教育推進事業		保護者および地域住民が学校運営に参画できる地域学校連携協議会を推進校に設置し、地域住民等と学校との協働による「開かれた学校づくり」を推進する。		教育指導課		0178-43-9519										地域密着型教育推進事業		地域密着型教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付事業		奨学資金貸付事業		優秀な学生及び生徒で、経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、人材の育成を図るとともに、修学の機会を確保する。		学校教育課		0178-43-9457										奨学資金貸付事業		奨学資金貸付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		青少年派遣交流事業		青少年派遣交流事業		青少年（中学生）の海外派遣や、海外からの青少年交流団の受入れによる、他国の青少年との親善交歓等を通じ、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成を図る。 トウ ツウ		教育指導課		0178-43-9461										青少年派遣交流事業		青少年派遣交流事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		国際理解教育・英語教育推進事業		国際理解教育・英語教育推進事業		外国語指導助手（ALT18名）による小学校の外国語活動の授業、中学校の
英語科の授業への補助など、小・中学生等に対し国際理解教育の推進を図る。 タイ ハカ		教育指導課		0178-43-9461										国際理解教育・英語教育推進事業		国際理解教育・英語教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		股関節脱臼検診（生後90～120日に受診）の場を利用し、赤ちゃんと保護者に、絵本の読み聞かせをしたあと、絵本１冊、図書館の利用案内、おすすめブックリスト等を入れたブックスタートパックを配付する コカンセツ ダッキュウケンシン セイゴ ニチ ジュシン バ リヨウ アカ ホゴシャ エホン ヨ キ エホン サツ トショカン リヨウ アンナイ トウ イ ハイフ		図書館 トショカン		0178-22-0266										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ		児童が自ら本を選び購入する体験を通じ、読書に親しむ環境をつくるため、小学校児童を対象に、一人につき2,000円分のマイブッククーポンを配付する ジドウ ミズカ ホン エラ コウニュウ タイケン ツウ ドクショ シタ カンキョウ ショウガッコウ ジドウ タイショウ ヒトリ エン ブン ハイフ		教育指導課 キョウイクシドウ カ		0178-43-9461										マイブック推進事業		マイブック推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ		父、母または父母をなくした義務教育終了前までの児童を対象に、申請により、入学祝金（小・中学校）7,000円、卒業祝金（中学校）10,000円、弔慰金10,000円を支給。 タイショウ		家庭福祉課児童家庭係 カテイ フクシカ ジドウ カテイ ガカリ		0173-35-2111(内線2436)										遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業		保護者が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校の１年から３年までの児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助事業		私立幼稚園就園奨励費補助事業		世帯の所得状況に応じて、保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助金を交付		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										私立幼稚園就園奨励費補助事業		私立幼稚園就園奨励費補助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助事業		就学援助事業		経済的な理由により、就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し学用品費等の援助（所得・課税状況等により審査） タイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										就学援助事業		就学援助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度事業		奨学金制度事業		むつ市に居住する方の子弟で、高等学校、大学、専修学校等に在学中又は入学予定で、2年以上の修学期間がある者に対し奨学金を貸与 タイ ショウガクキン タイヨ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										奨学金制度事業		奨学金制度事業

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		保育料を国の基準額より引き下げている。
3歳未満児：0円～31,290円3歳以上児：0円～30,000円		福祉課		0173-42-2111										保育料軽減		保育料軽減

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降の保育園児を持つ保護者（18歳未満の児童を2人以上養育していること）を対象に保育料無料 タイショウ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降保育所保育料無料化事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金		幼稚園就園奨励費補助金		平川市に住所があり、幼稚園に在園している3～5歳児又は年度途中に満3歳で入園する幼児の属する世帯を対象に、幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助。市民税所得割課税額により補助支給額が変わります タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)										幼稚園就園奨励費補助金		幼稚園就園奨励費補助金

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降幼稚園保育料無料化事業		第2子以降幼稚園保育料無料化事業		平川市に住所があり、当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもを2人以上有し、その第2子以降が幼稚園に在園する世帯を対象に、第2子以降の幼稚園の入園料及び保育料を無料とする。 タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)										第2子以降幼稚園保育料無料化事業		第2子以降幼稚園保育料無料化事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		子育て・教育		蓬田村修学奨励金貸与基金事業		蓬田村修学奨励金貸与基金事業		大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円（年間240,000円）を貸与。奨励金は無利子		教育課 キョウイクカ		0174-31-3111										蓬田村修学奨励金貸与基金事業		蓬田村修学奨励金貸与基金事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、小学校・中学校の児童生徒の保護者等
【内容】給食費を一部軽減 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガッコウ チュウガッコウ ジドウ セイト ホゴシャトウ ナイヨウ キュウショクヒ イチブ ケイゲン		学務課 ガクムカ		0174-31-1235										外ヶ浜町学校給食費給付事業		外ヶ浜町学校給食費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、高等学校、高等専門学校、大学、短大等に在学する者
【内容】貸付額：公立高校15,000円/月、私立高校18,000円/月、大学等35,000円/月 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ダイガク タンダイナド ザイガク モノ ナイヨウ カシツケ ガク コウリツ コウコウ エン ツキ シリツ コウコウ エン ツキ ダイガク トウ エン ツキ		学務課 ガクムカ		0174-31-1235										外ヶ浜町奨学金貸付事業		外ヶ浜町奨学金貸付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		町内に住所を有する、保育所に入所している児童の保育料の保護者負担を軽減するため、国の徴収基準より料金を軽減しております。		保健福祉課		0172-48-2111										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業		町内に住所を有する、父、母または父母を亡くした等の義務教育終了までの児童の保護者へ助成。［入学祝金（小・中学校）7,000円］、［卒業祝金（中学校）10,000円］、［弔慰金10,000円を支給］ ホゴシャ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111										遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		保育園に入所している第3子以降であって、かつ、3歳以上の子に係る保育料について、所得に応じた額を助成。 ホイクエン ニュウショ ダイ シイコウ サイイジョウ コ カカ ホイクリョウ ショトク オウ ガク ジョセイ		介護・福祉課 カイゴ フクシ カ		0175-64-2111
(245)										多子世帯保育料軽減事業		多子世帯保育料軽減事業

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業		学童保育事業		保護者が労働等のために昼間家庭にいない小１から小３までの児童。特例として小４まで受け入れ可。		福祉課		0176-55-3111										学童保育事業		学童保育事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ		村内に住所を有する者または村内出身者で、短大、高専、高校、専門学校、大学のいずれかに在籍する方。大学＝10万円/人（大学院を除く）高校等＝5万円/人（高校、高等専門学校、短大等） ソンナイ ジュウショ ユウ モノ ソンナイ シュッシンシャ タンダイ コウセン コウコウ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ カタ ダイガク ヒト ダイガクイン ノゾ コウコウトウ マン エン ヒト コウコウ コウトウ センモン ガッコウ タンダイトウ		総務課 ソウムカ		0175-72-2111										平成２６年度進学奨励金事業		平成２６年度進学奨励金事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ		村に住民登録がある平成18年4月1日以降に出産した子の保護者に対し、子1人につき月額5千円を満1歳に達するまで支給。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン コ ホゴシャ タイ コ ヒト ゲツガク センエン マン サイ タッ シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										未来に続く健やか子育て支援事業		未来に続く健やか子育て支援事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、現に居住している村内の小中学校で学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する学校給食に要する費用を全額補助する。 ムラ ジュウミン トウロク ゲン キョジュウ ソンナイ ショウチュウガッコウ ガッコウ キュウショク ウ ジドウ セイト ホゴシャ ゼンガク ホジョ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111										給食費補助金交付事業		給食費補助金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、生活の根拠が村にあると認められる者で、小学校及び中学校に入学する児童生徒をもつ保護者に対し、入学祝金５万円を交付する。 ジュウミン トウロク セイカツ コンキョ ムラ ミト モノ マン エン コウフ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111										小・中学校入学祝金交付事業		小・中学校入学祝金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン		18歳以下の児童が3人以上いる世帯のうち、３人以降が保育所に入所している児童の保護者に対し、保育料を軽減する（3歳未満：2/3軽減、3歳以上：1/3軽減）。 タイ ホイク リョウ ケイゲン		教育政策室 キョウイク セイサク シツ		0175-72-2111										保育料軽減		保育料軽減

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		扶養児童３人以上の世帯で、３人目以降の児童が保育園に入所する場合に、保育料を軽減します。所得制限あり フヨウ ジドウ ニン イジョウ セタイ ニン メ イコウ ジドウ ホイクエン ニュウショ バアイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		幼稚園に通園する第３子以降の子どもの保育料の一部を補助します。所得制限あり（他に幼稚園就園奨励金制度あり） ヨウチエン ツウエン ダイ シ イコウ コ ホイクリョウ イチブ ホジョ ショトク セイゲン ホカ ヨウチエン シュウエン ショウレイキン セイド		学務課 ガクム カ		0178-56-4258										すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		（条件）町内に住所を有する児童
（内容）保育料の3分の1を助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学資助成事業		学資助成事業		（条件）第3子（第4子以降含む）で、養育者を含め町内で継続的に3年以上居住していること
（内容）小学校入学時10万円支給、中学校入学時10万円支給、田子高校入学時20万円支給 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										学資助成事業		学資助成事業

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ		給食費（小学校2校計7,500千円中学校計6,996千円：1ヶ月5,000円）を平成25年4月より、村が負担する。 キュウショクヒ ショウガッコウ コウ ケイ センエン チュウガッコウ ケイ センエン ゲツ ０００エン ヘイセイ ネン ガツ ムラ フタン		新郷村教育委員会 シンゴウムラ キョウイク イインカイ		0178-78-2111
内線714										学校給食費無料化事業（小・中学校）		学校給食費無料化事業（小・中学校）

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ		寄附金を原資に創設した「遠野市わらすっこ基金」を活用し、体験活動や子どもの自立支援活動など、子育て支援を目的とした活動に係る全市的な取り組みに対し30万円を上限に助成する。 キフキン ゲンシ ソウセツ トオノシ キキン カツヨウ カカ ゼンシ テキ ト ク タイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										わらすっこ基金助成事業		わらすっこ基金助成事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ		小学校就学前の乳幼児の予防接種費用や保育に掛かる費用の一部を助成。対象は新生児で、一人１万円のわらすっこ応援券を交付。また、地元産材を使った赤ちゃんの名前入り木製写真立ても贈呈。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ホイク カ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ シンセイジ ヒトリ マンエン オウエン ケン コウフ ジモト サンザイ ツカ アカ ナマエ イ モクセイ シャシン タ ゾウテイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										わらすっこの誕生応援事業		わらすっこの誕生応援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ		県立病院と連携し、病児等保育施設を運営。感冒・感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や水痘、流行性耳下腺炎などにかかった子どもや、回復期にある子どもを保護者に代わって保育する。利用料金は2,000円 ケンリツ ビョウイン レンケイ ビョウジ トウ ホイク シセツ ウンエイ カンボウ カンセンセイ イチョウ エン ニュウヨウジ ニチジョウ ビョウキ リヨウ リョウキン エン		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										看護保育安心サポート事業		看護保育安心サポート事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ		保護者が3人以上の子を扶養している場合3人目以降の子の保育料を無料とします。 ホゴシャ ニン イジョウ コ フヨウ バアイ ニン メ イコウ コ ホイク リョウ ムリョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										第3子以降保育料補助事業		第3子以降保育料補助事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気の回復期にある保育所入所児童を医療機関併設施設において一時的に預かります。 ビョウキ カイフク キ ホイク ショ ニュウショ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										病後児保育事業		病後児保育事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育ての手助けが必要な人と子育ての手助けができる人とを結ぶ会員制の子育て支援ネットワーク事業です。 コソダ テ ダス ヒツヨウ ヒト コソダ テ ダス ヒト ムス カイインセイ コソダ シエン ジギョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ		おおむね3歳以下の子どもとその保護者が気軽に集うことができる場を提供します。 サイ イカ コ ホゴシャ キガル ツド バ テイキョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド		経済的な理由で就学が困難な方に奨学金を貸与します。要件は保護者が一関市内に住民登録をしている高校以上の在学生で、奨学金（月額）高校生12,000円、大学生等45,000円、償還は6ヶ月を経過後、15年以内で無利子です。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン カタ タイヨ ヨウケン ザイガク セイ ショウガクキン コウコウセイ エン ダイガクセイ トウ エン ショウカン ゲツ ゴ ネン イナイ		教育部教育総務課		0191-21-8823										一関市奨学金貸与制度		一関市奨学金貸与制度		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業 ジギョウ		子育て支援事業 ジギョウ		雫石町では地域全体で子育てを支援する基盤を作りながら地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 シズクイシ マチ		福祉課 フクシ カ		019-692-6401										子育て支援事業		子育て支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		子育て・教育		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク		子育て世代の支援住宅。満18歳までの親族が1人：36,000円、2人：32,000円、3人以上：26,000円。町外からの入居の場合、それぞれ10,000円を減額。 コソダ セダイ シエン ジュウタク		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111										子育て支援住宅「キッズあい」		子育て支援住宅「キッズあい」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン		出生届や相談をもとに、お母さんと赤ちゃんの健康視察と支援のため、保健師や助産婦が家庭訪問を行います。 シュッショウ トドケ ソウダン カア アカ ケンコウ シサツ シエン ホケンシ ジョサンプ カテイ ホウモン オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										産婦・新生児・乳児家庭訪問		産婦・新生児・乳児家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ		0歳から1歳未満用ベビーチェアシートを無料で貸出します。 サイ サイ ミマン ヨウ ムリョウ カシダシ		一戸町社会福祉協議会 イチノヘマチ シャカイ フクシ キョウギカイ		0195-33-3385										ベビーチェアシートの貸出		ベビーチェアシートの貸出

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく教室 キョウシツ		すくすく教室 キョウシツ		発育の確認のほか、歯科や離乳食について日常生活で参考にしていただける教室。各月齢に応じた離乳食を実際に調理、試食します。 ハツイク カクニン シカ リニュウショク ニチジョウ セイカツ サンコウ キョウシツ カク ゲツレイ オウ リニュウショク ジッサイ チョウリ シショク		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										すくすく教室		すくすく教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク		病気や発熱で保育所や学校を休む場合に一時的に子どもを預かって保育、看護を行います。 ビョウキ ハツネツ ホイク ショ ガッコウ ヤス バアイ イチジテキ コ アズ ホイク カンゴ オコナ		すこやか病児保育室 ビョウジ ホイクシツ		0195-43-3161										町立すこやか病児保育		町立すこやか病児保育

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ		小学校入学前の子どもの身体やこころ、言葉等の発達で心配を感じている親に対し、集団での遊びの場を通じて経験を広げ、その発達を支援していく教室。 ショウガッコウ ニュウガクマエ コ シンタイ コトバ トウ ハッタツ シンパイ カン オヤ タイ シュウダン アソ バ ツウ ケイケン ヒロ ハッタツ シエン キョウシツ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										幼児教室（めだか教室）		幼児教室（めだか教室）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン		地域に密着した子育てをサポートする場。子育ての相談に応じたり、情報提供やいろいろな行事や教室絵を開催。 チイキ ミッチャク コソダ バ コソダ ソウダン オウ ジョウホウ テイキョウ ギョウジ キョウシツ エ カイサイ		子育て支援ひろばのびのび コソダ シエン		0195-32-3770										地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ		経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者を対象に、児童が義務教育を円滑に受けることができるよう、学用品費などを助成。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン ミト ジドウ ホゴシャ タイショウ ジドウ ギム キョウイク エンカツ ウ ガクヨウヒン ヒ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111										一戸町就学援助		一戸町就学援助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ		放課後に、地域の方々の協力を頂きながら、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として実施。子供たちの主体的な活動を基本としたうえで、遊びや体験・交流活動などのプログラムを行う。 ホウカゴ チイキ カタガタ キョウリョク イタダ コ アンゼン スコ イバショ モクテキ ジッシ コドモ シュタイテキ カツドウ キホン アソ タイケン コウリュウ カツドウ オコナ		生涯学習課 ショウガイガクシュウカ		0195-33-2111										放課後子ども教室		放課後子ども教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		学童クラブ ガクドウ		学童クラブ ガクドウ		放課後、帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒を見てもらえない小学校低学年の児童を対象に、遊びを中心とした活動を通して生活指導を行う。 ホウカゴ キタク ホゴシャ ハタラ ビョウキ メンドウ ミ ショウガッコウ テイガクネン ジドウ タイショウ アソ チュウシン カツドウ ツウ セイカツ シドウ オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										学童クラブ		学童クラブ

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ		IGRいわて銀河鉄道通学定期購入にかかった費用の一部を助成 ギンガ テツドウ ツウガク テイキ コウニュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		まちづくり課 カ		0195-33-2111										IGR通学定期補助		IGR通学定期補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町育英会奨学金		一戸町育英会奨学金		経済的理由により高校などでの就学が困難な優良学生を対象に、奨学金を貸与。 ケイザイテキ リユウ コウコウ シュウガク コンナン ユウリョウ ガクセイ タイショウ ショウガクキン タイヨ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111								1		一戸町育英会奨学金		一戸町育英会奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン		子どもが高校・高等専門学校などへ進学するための資金を融資。 コ コウコウ コウトウ センモン ガッコウ シンガク シキン ユウシ		東北労働金庫
二戸支店 トウホク ロウドウ キンコ ニノヘ シテン		0195-25-4911

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		公益信託田村清蔵記念奨学金		公益信託田村清蔵記念奨学金		学業優秀、品行方正、かつ経済的理由により大学などでの小学が困難な人に対して奨学金の給付（返還なし） ガクギョウ ユウシュウ ヒンコウホウセイ ケイザイテキ リユウ ダイガク ショウガク コンナン ヒト タイ ショウガクキン キュウフ ヘンカン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111								1		公益信託田村清蔵記念奨学金		公益信託田村清蔵記念奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		将来、一戸町で勤務する医師を目指している医学生に奨学金を貸付。 ショウライ イチノヘマチ キンム イシ メザ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										一戸町医学生奨学金貸付		一戸町医学生奨学金貸付

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、入学祝金を支給する。■入学祝金第３子以降１０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ ニュウガク イワ キン シキュウ ニュウガク イワ キン ダイ シイコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										すこやか子育て支援金（入学祝金）		すこやか子育て支援金（入学祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ		赤ちゃんとお母さんの安全と健康のために、妊婦健診の助成や新生児訪問、乳児健診、乳幼児健診、子育て相談などきめ細かい支援を実施しています。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370										母子保健健康診査事業		母子保健健康診査事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ		市内在住の赤ちゃんに絵本を贈る事業。乳児健診（3～4か月児）の際に、各地区の図書ボランティアの協力で、絵本を開く楽しい体験とあたたかなメッセージを添えて、絵本（ブックスタート・パック）を手渡しする		健康推進課
栗原市図書館 ケンコウ スイシンカ クリハラ シ トショカン		健康推進課0228-22-0370
栗原市図書館0228-21-1403										ブックスタート推進事業		ブックスタート推進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ		保育所に2人以上同時に入所した場合、2人目以降の保育料が無料。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										保育所保育料２人目以降無料化		保育所保育料２人目以降無料化		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ		仕事などのために、お子さんが帰宅しても保育ができない場合に、幼稚園で預かり保育や一時預かり保育を実施。 ジッシ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0228-42-3512										幼稚園預かり保育事業		幼稚園預かり保育事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		保護者の就労や病気などにより、適切な保護及び教育を受けることができない、原則として小学校1年生から3年生までの児童に対して、学校の空き教室や公民館を利用して、家庭に代わる生活の場を提供します。		社会教育課 シャカイ キョウイクカ		0228-42-3514										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ		在宅で子育てをしている保護者に対し、５つの子育てサービスを利用できるクーポン券を交付する。 ザイタク コソダ ホゴシャ タイ コソダ リヨウ ケン コウフ		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										在宅子育てサポート事業		在宅子育てサポート事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を満たす施設）および認可外保育施設（事業所内保育所、へき地保育所除く）の利用者に対し認可保育所保育料との差額の一部を助成。（助成割合は保護者の所得で異なる） ニンテイ ホイク シセツ ニンカガイ ホイク シセツ イッテイ キジュン ミ シセツ ニンカガイ ホイク シセツ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										認定等保育施設保育料助成事業		認定等保育施設保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ		幼稚園の預かり保育を利用する保護者に対し、預かり保育にかかる費用の一部を助成する。（助成割合は、保護者の所得状況に応じて異なる） ヨウチエン アズ ホイク リヨウ シャ タイ アズ ホイク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ワリアイ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										幼稚園預かり保育料助成事業		幼稚園預かり保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ		ファミリー・サポート・センターの利用者に対し、利用料金の１／２を助成する。 リヨウシャ タイ リヨウ リョウキン ジョセイ		子ども未来部子ども未来センター コ ミライ ブ コ ミライ		018-887-5340										ファミリー・サポート・センター利用助成事業		ファミリー・サポート・センター利用助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ		18歳未満の子どもを持つ世帯に減農薬の男鹿産新米あきたこまち（1等米）を支給。子ども1～2人世帯は10㎏、子ども3人以上世帯は30㎏を支給 ヒト コ ヒト イジョウ セタイ シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										「子育て応援米」支給事業		「子育て応援米」支給事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ		所得に関係なく、第３子以降の乳幼児の保育料を免除 ショトク カンケイ ダイ コ イコウ ニュウヨウジ ホイクリョウ メンジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業		すこやか子育て支援事業		保育園に入園された児童の保育料の２分の１を減免する。		住民福祉課		0186-77-2222										すこやか子育て支援事業		すこやか子育て支援事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業		子育て支援事業		未満児保育園使用料を補助。
第１子：25,000円を超えた分第２子以降：15,000円を超えた分		教育委員会
学校教育係		0185-79-1327										子育て支援事業		子育て支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口の実施（6歳～15歳）。 カブツ センコウ ジッシ サイ サイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ		小・中学校に３人以上在籍する児童・生徒の給食費を無料化。
給食費の消費税アップ分の補てん。 ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイセキ ジドウ セイト キュウショクヒ ムリョウ カ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0185-87-2115										学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		小学生以下の子が３人以上いる世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）及び幼稚園（公立・私立）の保育料を市単独で無料化。 ショウガクセイ イカ コ ニンイジョウ セタイ ダイ シ イコウ カカ ホイク ショ コウリツ ワタクシリツ ニンカ ガイ オヨ ヨウチエン コウリツ ワタクシリツ ホイク リョウ シ タンドク ムリョウカ		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111										第３子以降の保育料無料化		第３子以降の保育料無料化

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン		未婚のひとり親家庭の認可保育所の保育料を算定する際に、所得税等の「寡婦（夫）控除」をみなし適用して保育料を軽減。 ミコン オヤ カテイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ サンテイ サイ ショトクゼイ トウ カフ オット コウジョ テキヨウ ホイク リョウ ケイゲン		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111										未婚のひとり親家庭の保育料軽減		未婚のひとり親家庭の保育料軽減

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ		多子世帯における経済的負担軽減のため、市内に住所を有する第3子以降児童が認可保育所、認可外保育施設及び児童館に入所している場合、保育料等を免除。 タシ セタイ ケイザイテキ フタンケイゲン シナイ ジュウショ ユウ ダイ シイコウジドウ ニンカ ホイクショ ニンカ ガイ ホイク シセツ オヨ ジドウカン ニュウショ バアイ ホイク リョウ トウ メンジョ		子育て推進課
保育推進室 コソダ スイシン カ ホイク スイシン シツ		0233-22-2111
(内線562)										第3子以降児童保育料免除事業		第3子以降児童保育料免除事業

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料定額化		第２子以降の保育料定額化		第２子（３～５歳）の保育料を5,000円の定額とする。		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132										第２子以降の保育料定額化		第２子以降の保育料定額化

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所費用の軽減		保育所費用の軽減		同一世帯に2人以上の１８歳未満児童を有する場合、同時入所の軽減に該当しない児童分の保育料は0.9を乗じた額で徴収する。		保健福祉課		0237-35-2111										保育所費用の軽減		保育所費用の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		２人以上の在籍の場合、２人目が半額、３人目以降無料。 ニン イジョウ ザイセキ バアイ ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										保育料の軽減		保育料の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ		中学生対象の学習塾を無料で開設。 チュウガクセイ タイショウ ガクシュウジュク ムリョウ カイセツ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323										おおくら未来塾事業		おおくら未来塾事業

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ		高校、短大、大学、専門学校へ進学希望者への無利子貸付。 コウコウ タンダイ ダイガク センモン ガッコウ シンガク キボウシャ ムリシ カシツケ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323										奨学資金貸与事業		奨学資金貸与事業

		063665		山形県		鮭川村 サケ カワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		誕生祝金制度		誕生祝金制度		次代を担う子どもの誕生をお祝いするために慶祝金を支給。		健康福祉課
福祉係		0233-55-2111										誕生祝金制度		誕生祝金制度

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク		町内にお住まいで、小学校１年生、中学校１年生のお子さんを持つ保護者に祝品（商品券）１万円を贈呈。 チョウナイ ス ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ コ モ ホゴシャ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。保育園への複数人の同時入所の場合、２人目を１／３の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518										保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・児童センター保育料の軽減		幼稚園・児童センター保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。幼稚園等への複数人の同時入所の場合、２人目から６，２５０円を減額し、１／２の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518										幼稚園・児童センター保育料の軽減		幼稚園・児童センター保育料の軽減

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン		０歳～義務教育課程までの子ども連れで移住した世帯責任者に奨励金を交付。助成額は子ども一人当たり１２万円/年（移住した翌月から３年を限度に支給） サイ ギム キョウイク カテイ コ ヅ イジュウ セタイ セキニンシャ ショウレイキン コウフ ジョセイガク コ ヒトリ ア マンエン ネン イジュウ ヨクゲツ ネン ゲンド シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5897										子育て世帯移住奨励金		子育て世帯移住奨励金

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童健全育成事業		児童健全育成事業		昼間、保護者が家庭にいない小学校1～3年生の児童を対象に、児童館及び小学校の余裕教室等に指導員を配置して、適切な遊びと生活の場を与え児童の健全育成を図る。来年度から対象を小学校6年生まで拡大予定。 ホゴシャ コウ ライネン		市こども保育課		0242-39-1239										児童健全育成事業		児童健全育成事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		保育所に同一世帯から２人以上の児童が入所している場合の保育料は、階層に関わらず、年齢の高い順から一人目が全額、二人目が半額、三人目以降が無料。 ホイク ショ ムリョウ		市こども保育課 シ		0242-39-1239										同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ		保育料の助成。（毎年度末）２人目が月額３千円、３人目以降は保育料の全額。※保育料を完納することが条件 ホイク リョウ ジョセイ マイトシ ド マツ ニン メ ゲツガク センエン ニン メ イコウ ホイク リョウ ゼンガク ホイク リョウ カン ノウ ジョウケン		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										保育奨励金（第２子以降）		保育奨励金（第２子以降）

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワ キン		入学祝金 ニュウガク イワ キン		入学する子ども一人につき、５万円のお祝金。※町に住所のある子 ニュウガク コ ヒトリ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										入学祝金		入学祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯から１８歳未満の子どもが２人以上いる場合、２人目以降の保育料無料。ただし、入所する年の１月１日に大玉村に住所を有していることが条件。 ドウイツ セタイ サイ ミマン コ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ニュウショ トシ ツキ ヒ オオタマムラ ジュウショ ユウ ジョウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										保育所保育料減免制度		保育所保育料減免制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド		第三子以降の児童に係る保育料は免除。ただし、前年度の１月１日現在における保護者の住所要件等の条件あり。 ダイ ３ コ イコウ ジドウ カカ ホイクリョウ メンジョ ゼンネンド ツキ ヒ ゲンザイ ホゴシャ ジュウショ ヨウケン トウ ジョウケン		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138										幼稚園授業料免除制度		幼稚園授業料免除制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド		共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育を実施。 トモバタラ カテイ ジジョウ ホイク コンナン ミト ヨウチ エンジ ヨウチエン キョウイク ジカン イガイ ジカンタイ ホイク ジッシ		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138										幼稚園預かり保育制度		幼稚園預かり保育制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ		下校後の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない低学年児童を対象に様々な楽しい活動を通して児童の健全育成を図る。 ゲコウ ゴ ヒルマ ホゴシャ ツゴウ カテイ ホイク ウ テイガクネン ジドウ タイショウ サマザマ タノ カツドウ トオ ジドウ ケンゼン イクセイ ハカ		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										小学生放課後児童クラブ		小学生放課後児童クラブ

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか祝い金 イワ キン		すこやか祝い金 イワ キン		同一世帯の第三子以降の出生に対し、出生児１人につき３０万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ ダイ サンシ イコウ シュッショウ タイ シュッショウ ジ ニン マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										すこやか祝い金		すこやか祝い金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て祝い金 コソダ イワ キン		子育て祝い金 コソダ イワ キン		同一世帯の１５歳以下の子ども５人以上を扶養する方に、子１人につき年額１万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ サイ イカ コ ニン イジョウ フヨウ カタ コ ニン ネンガク マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										子育て祝い金		子育て祝い金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン		保育所を利用せず家庭において育児を行い、育児休業基本給付を受けられない保護者を対象に、子どもが生まれてから57日目の属する月から2歳の誕生日後の3月31日の月まで、月額1万円を支給（支給は年3回）。 ホイク ショ リヨウ カテイ イクジ オコナ イクジ キュウギョウ キホン キュウフ ウ ホゴシャ タイショウ コ ウ ヒ メ ゾク ツキ サイ タンジョウビ ゴ ガツ ヒ ツキ ツキ ガク マンエン シキュウ シキュウ ネン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										乳幼児家庭子育て応援金		乳幼児家庭子育て応援金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		保育所に入所している兄弟姉妹が2人以上いる場合、2人目以降の保育料が無料。 ホイク ショ ニュウショ キョウダイ シマイ ヒト イジョウ バアイ フタリ メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										入所児童2人目以降の保育料無料		入所児童2人目以降の保育料無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		磐梯町体調不良児支援事業		磐梯町体調不良児支援事業		保育所等から、保護者へ病状等を説明し、すぐに迎えに来れない場合、本事業利用申請書に基づき、タクシーを利用し、看護師等が医療機関まで同行し、診療又は受診後の見守りを行う。		こども課 カ		0242-74-1216										磐梯町体調不良児支援事業		磐梯町体調不良児支援事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ		子育てを実践している若者世代の負担の軽減を図るため、幼・小・中一貫教育の延長として幼稚園保育料の無料化を実施する。		教育課 キョウイク カ		0242-73-2017										幼稚園保育料の無料		幼稚園保育料の無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		町外に居住しており、１８歳未満の子供がいる子育て世帯で、月額所得が１５８千円から４８７千円以下の方（子供が満１８歳に達した年度の３月末日まで）に対し、子どもの数に応じた住宅使用料で入居できる。 セン セン タイ コ カズ オウ ジュウタク シヨウリョウ ニュウキョ		建設課 ケンセツカ		0242-74-1218										若者定住促進事業		若者定住促進事業

		074659		福島県		中島村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金		子育て支援奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築・定住した方で、18歳以下の子を扶養している方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484										子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		保育園や市立幼稚園に2人以上入園している場合、2人目の保育料を月3千円を限度に減額する。なお、第3子以降が入園する場合には、その子の保育料を無料とする。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111										幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児おむつ購入費の助成		乳児おむつ購入費の助成		満1歳未満の乳児をもつ保護者に対し、乳児1人につき2万円を上限におむつ購入費の一部を助成する。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111										乳児おむつ購入費の助成		乳児おむつ購入費の助成

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て安心ダイヤル事業		子育て安心ダイヤル事業		子育て、乳幼児・妊産婦の健康及び医療等についての不安を、フリーダイヤルによる24時間体制で気軽に相談できます。		社会福祉課		0293-23-7030										子育て安心ダイヤル事業		子育て安心ダイヤル事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産祝品購入費助成事業		出産祝品購入費助成事業		平成26年4月1日以降に生まれたお子さんへの紙おむつ、粉ミルク等5,000円分の購入費の助成を行います。（他該当要件あり）事業開始時期：平成26年7月1日～ ヒ		健康づくり課		0293-24-2121										出産祝品購入費助成事業		出産祝品購入費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上同時に保育所等へ入所している場合2人目以降の保育料を半額。
第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を補助。 ドウイツ セタイ ニンイジョウ ドウジ ホイク ショ トウ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイク リョウ ハンガク ダイ シイコウ バアイ ホイク リョウ メンジョ ニンカ ガイ ホイク シセツ バアイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ カイソウ ア ガク ホジョ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										保育料の助成		保育料の助成

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ		母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円（父母を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算） ボシ カテイ トウ ジドウ ヒト ゲツガク エン ダイ シ イコウ エン カサン イジ チョウイ キン イジ ヒト エン フボ ドウジ ウシナ トキ マタ イジ キカンチュウ フタタ ヨウイクシャ ウシナ トキ エン カサン		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										母子父子福祉手当等支給事業		母子父子福祉手当等支給事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ		1歳6箇月児及び3歳児を対象とした食の重要性についての集団指導や試食の実施。 サイ カ ゲツ ジ オヨ サイジ タイショウ ショク ジュウヨウセイ シュウダン シドウ シショク ジッシ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134										もぐもぐ教室，ぱくぱく教室		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ		町立中学校の2年生を対象に，北海道内と船内での集団活動を通じて，礼儀，規律，責任，協力，自律などの心を育む自然体験学習を行う。負担金の半額を町が負担するもの。 チョウリツ チュウガッコウ ネンセイ タイショウ ホッカイ ミチ ナイ センナイ シュウダン カツドウ ツウ レイギ キリツ セキニン キョウリョク ジリツ ココロ ハグク シゼン タイケン ガクシュウ オコナ フタンキン ハンガク マチ フタン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		029-240-7121										中学生自然教室体験事業		中学生自然教室体験事業

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド		新生児世帯の負担を軽減するために，チャイルドシートを購入した際，購入額の2分の1（上限5,000円）を補助します。（1歳未満のお子さん1人につき1台限り） シンセイジ セタイ フタン ケイゲン コウニュウ サイ コウニュウ ガク ブン ジョウゲン エン ホジョ サイ ミマン コ ニン ダイ カギ		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111										チャイルドシート購入補助金制度		チャイルドシート購入補助金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド		国基準の保育料に対し，約20％軽減しています。また，2人目は半額，3人目以降は無料になります。 クニ キジュン ホイク リョウ タイ ヤク ケイゲン ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111										保育料軽減制度		保育料軽減制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド		第3子以降のお子さんが小学校へ入学する際に，最高10万円を支給します。 ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ ニュウガク サイ サイコウ マンエン シキュウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111										浜っこすこやか報奨金制度		浜っこすこやか報奨金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド		町内の小・中学校に在籍している児童・生徒が2人以上いる世帯に対し，第2子は3分の1，第3子は3分の2，第4子以降は全額補助します。 チョウナイ ショウ チュウガッコウ ザイセキ ジドウ セイト ニンイジョウ セタイ タイ ダイ コ プン ダイ コ プン ダイ コ イコウ ゼンガク ホジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイクカ		029-267-5111										学校給食費補助金制度		学校給食費補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン		保育所（園）の保育料を半額にしています。また，入所児童が第２子である場合は第１子の半額，第３子以降は無料としています。 ハンガク ムリョウ		福祉課		0295-72-1117										保育所（園）の保育料の軽減		保育所（園）の保育料の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費を半額にしています。また，第３子以降の園児，児童及び生徒については，無料としています。 ハンガク		学校教育課		0295-79-0170										幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		ブックスタート事業		小さい頃から本に親しんでもうため，１歳児・１歳6か月児・２歳児・３歳児の健康相談・健康診査時に絵本を配布します。 サイ サイジ サイジ ケンコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0295-72-6611										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド		市内の保育園・幼稚園及び認定こども園の保育料を、第2子であれば半額、第3子であれば無料とする制度。 シナイ ホイク エン ヨウチエン オヨ ニンテイ エン ホイク リョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ ムリョウ セイド		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5186										第2子、第3子保育料の負担軽減制度		第2子、第3子保育料の負担軽減制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン		お子さんが1歳になるまで使用できる「すくすく赤ちゃん券」（30,000円分）を支給し、おむつ・授乳関連用品代を助成する制度。 ０００エン ブン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101										すくすく赤ちゃん券		すくすく赤ちゃん券

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		子育て・教育		・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降にかかる保育料(保育所、保育園、幼稚園)を全額免除する。(高校生以下の子が3人いる場合)		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降保育料無料化制度

		102024		群馬県		高崎市 タカサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ		地域の子どもや子育てに関する行政と民間の情報を併せて提供するサイトを運営。民間情報は、市民ボランティアが施設やイベントなどに取材に行き、子育て当事者目線でわかりやすく情報提供する。		福祉部こども家庭課 フクシ ブ カテイ カ		027-321-1316										たかさき子育て応援情報サイト事業		たかさき子育て応援情報サイト事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児・介護の援助を行う人と、援助を受けたい方の相互援助活動組織 イクジ カイゴ エンジョ オコナ ヒト エンジョ ウ カタ ソウゴ エンジョ カツドウ ソシキ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の保育園児の保育料無料（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ホイク エンジ ホイク リョウ ムリョウ ヨウ シンセイ		子育て支援課　保育係 コソダ シエン カ ホイク カカリ		0277-46-1111(内線269)										第３子以降保育料無料化事業（保育園）		第３子以降保育料無料化事業（保育園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の幼稚園児の保育料補助（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ヨウチ エンジ ホイク リョウ ホジョ ヨウ シンセイ		学校教育課　　学事係 ガッコウ キョウイクカ ガクジ カカリ		0277-46-1111(内線649)										就園奨励費事業（幼稚園）		就園奨励費事業（幼稚園）

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ		市内の全小学校に設置されている放課後児童クラブと委託契約を締結し、委託料を支出している シナイ ゼン ショウガッコウ セッチ ホウカゴ ジドウ イタク ケイヤク テイケツ イタクリョウ シシュツ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)										放課後児童健全育事業		放課後児童健全育事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン		黒保根町に居住し、わたらせ渓谷鐵道を利用して高等学校等へ通学する生徒に対し、補助金を交付 クロホネ チョウ キョジュウ ケイコク テツ ドウ リヨウ コウトウ ガッコウナド ツウガク セイト タイ ホジョキン コウフ		生涯学習課　　　黒保根公民館 ショウガイ ガクシュウ カ クロホネ コウミンカン		0277-96-2501										わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ		一定条件を満たす市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う イッテイ ジョウケン ミ シナイ キョジュウ ガクセイ タイ ムリシ ショウガクキン カシツケ オコナ		教育委員会　　　総務課　　　　　　庶務係 キョウイク イインカイ ソウムカ ショム カカリ		0277-46-1111(内線643)										奨学資金貸与		奨学資金貸与

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ		2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付券（1ヵ月につき1,000円券を2枚）を交付します。 サイミマン フク サイ イカ コ ニンイジョウ ヨウイク セタイ		こども課　こども福祉係		0277-76-0995										子育て支援紙おむつ給付事業		子育て支援紙おむつ給付事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化事業		第3子以降保育料無料化事業		18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が認可保育園に入所している場合、対象児童の保育料を無料とします。 コ セタイ バアイ		こども課　子育て支援係		0277-76-0995										第3子以降保育料無料化事業		第3子以降保育料無料化事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		わ鐵利用高校生通学費補助事業		わ鐵利用高校生通学費補助事業		みどり市東町在住で、高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している生徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。 ザイジュウ シャ タイ ツウガクヒ イチブ ホジョ		東市民生活課　市民福祉係		0277-76-0984										わ鐵利用高校生通学費補助事業		わ鐵利用高校生通学費補助事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ		3歳未満児保育料について、3,000円を限度として3歳以上児保育料と同額まで軽減。同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目については保育料半額、3人目は保育料無料。 サイ ミマン ジ ホイクリョウ エン ゲンド サイイジョウ ジ ホイクリョウ ドウガク ケイゲン ドウイツ セタイ ニン イジョウ ジドウ ホイク ジョ ニュウショ バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ ムリョウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803										保育料補助		保育料補助

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		町に住所がある、世帯第三子以降の児童の幼稚園・保育所の保育料・給食費を無料とし、多子世帯の経済的負担軽減を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825										保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド		小中学生の学校給食の一部を免除する制度。２人目以降は免除となる。 ショウチュウ ガクセイ ガッコウ キュウショク イチブ メンジョ セイド ニン メ イコウ メンジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144										片品村給食費補助制度		片品村給食費補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		２歳の誕生日の翌月以降保育料無料です。 サイ タンジョウビ ヨクゲツ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115				中 チュウ		2歳から保育費無料 サイ ホイク ヒ ムリョウ				片品村保育料補助制度		片品村保育料補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート貸与 タイヨ		チャイルドシート貸与 タイヨ		村内に住所がある方で１歳未満の乳児がいる方を対象に無料でチャイルドシートを貸与する制度。 ソンナイ ジュウショ カタ サイ ミマン ニュウジ カタ タイショウ ムリョウ タイヨ セイド		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										チャイルドシート貸与		チャイルドシート貸与

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド		対象は片道４㎞以上の者。定期代実費の１／２補助。 タイショウ カタミチ イジョウ モノ テイキダイ ジッピ ホジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144										片品村立小中学校児童の通学費補助制度		片品村立小中学校児童の通学費補助制度

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ		子育て家庭の支援及び児童等の健全育成を図ることを目的に、町内に住所を有し小学1年生･中学1年生になる児童及び養育する保護者へ入学支援金を贈る。小学校入学2万円の商品券。中学校入学4万円の商品券。 チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ ジドウ オヨ ヨウイク ホゴシャ ニュウガク シエンキン オク ショウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン チュウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										入学支援金支給事業		入学支援金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		町立小中学校に通学し、経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒にを対象に学用品費･給食費など学校生活に必要な経費を援助軽減する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024										要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金交付事業		幼稚園就園奨励費補助金交付事業		公立・私立幼稚園に就園し、町内に住所を有する園児の保護者が対象を対象に経済的負担を軽減するとともに、幼稚園への就園を奨励することを目的とした制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										幼稚園就園奨励費補助金交付事業		幼稚園就園奨励費補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園運営費等補助金交付事業		私立幼稚園運営費等補助金交付事業		町内の私立幼稚園を対象に、私立幼稚園が、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料を減免する場合に補助する制度です。		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										私立幼稚園運営費等補助金交付事業		私立幼稚園運営費等補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育園に入園している３歳未満児の保護者を対象に、子育てしやすい環境づくり及び仕事と子育ての両立支援を目的として、３歳未満児の保育料を軽減する制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育所３歳未満児保育料軽減事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費助成事業		遠距離通学費助成事業		スクールバスを利用していない、指定区域内に居住する児童生徒の保護者を対象に、安全・安心に通学をすることができ、通学距離による保護者の負担の格差を解消するため、通学費の一部を助成する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024										遠距離通学費助成事業		遠距離通学費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		小中学校（私立・特別支援学校を含む）に在学する２人目以降の児童・生徒のいる保護者に対し、学校給食費を助成。
小学校：月額3,500円を上限中学校：月額4,100円を上限		教育委員会 キョウイク イインカイ		0494-25-0118										学校給食費助成		学校給食費助成

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ		乳幼児の交通事故防止と保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルドシートを購入された方を対象に補助金を交付。
（子ども１人につきチャイルドシート１台とし、1万円が上限） マン		総務課 ソウムカ		0494-25-0111										チャイルドシート購入費補助		チャイルドシート購入費補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金 ニュウガク イワ キン		入学祝い金 ニュウガク イワ キン		子育て世帯の経済的負担の軽減および商工の活性化を目的とし、横瀬町商品券を支給。（児童一人につき1万円） ヨコゼマチ ショウヒンケン シキュウ ジドウ ヒトリ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116										入学祝い金		入学祝い金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ		市内に住所を有し、かつ居住し、２歳までの乳幼児を養育している方に、月額３，０００円分の紙おむつ購入券を支給。 シ ナイ ジュウショ ユウ キョジュウ サイ ニュウヨウジ ヨウイク カタ ゲツガク エンブン カミ コウニュウ ケン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										乳幼児紙おむつ給付事業		乳幼児紙おむつ給付事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一の保護者を持つ１８歳未満の子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の児童が保育所に入所している場合に、保育料を無料とする。 ユウ コ ニン イジョウ カテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-5313										保育所第３子以降保育料無料化		保育所第３子以降保育料無料化

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育園や幼稚園等に2人以上入園している場合
○2人目の保育料半額○3人目の保育料免除 ホイクエン ヨウチエン トウ リ イジョウ ニュウエン バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ メンジョ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										保育料の軽減		保育料の軽減

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		ライフサポートファイル「すこやか」		ライフサポートファイル「すこやか」		子どもの生まれてからの発達と成長を一まとめにして記録ができるファイルを出生届出をした保護者に配布。 シュッショウ トド デ ホゴシャ ハイフ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										ライフサポートファイル「すこやか」		ライフサポートファイル「すこやか」

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ		市内全小学校にこどもルーム（学童保育所）を設置。１年生から６年生まで入所可能。 シナイ ゼン ショウガッコウ ガクドウ ホイク ショ セッチ ネン セイ ネン セイ ニュウショ カノウ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										こどもルーム（学童保育所）		こどもルーム（学童保育所）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所（認可外保育施設）と、認可保育所の保育料の差額を全額助成。（上限あり：児童一人につき月額77,000円を限度） カンイ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニンカ ホイク ショ ホイクリョウ サガク ゼンガク ジョセイ ジョウゲン ゲンド		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所入所児童保護者助成金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン		私立幼稚園に通う園児１人に対し、年額24,000円を補助。 シリツ ヨウチエン カヨ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										私立幼稚園補助金（就園児補助金）		私立幼稚園補助金（就園児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン		心身障害児を持つ保護者に対し、園児１人に対し、年額60,000円を補助。 シンシン ショウガイ ジ モ ホゴシャ タイ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ		既存の与えられた公園ではなく、子どもたちが草木や火、土、水などの自然と触れ合いながら、のびのびと遊ぶことができる遊び場（プレーパーク）を設置している。（市内２か所） セッチ シナイ ショ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										四街道プレーパークどんぐりの森		四街道プレーパークどんぐりの森

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。 カ		福祉課児童班 フクシ カ ジドウ ハン		0479-73-0096										保育所第3子以降無料化事業		保育所第3子以降無料化事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の幼稚園入園料及び保育料（上限額：年額308,000円）を無料化（市立幼稚園では免除、私立幼稚園では補助金を交付）。 サイミマン コ ニンイジョウ カテイ ダイ コ イコウ ヨウチエン ニュウエンリョウ オヨ ホイクリョウ ムリョウ カ シリツ ヨウチエン メンジョ シリツ ヨウチエン ホジョキン コウフ		学校教育課学務班 ガッコウ キョウイクカ ガクム ハン		0479-73-0094										幼稚園第3子以降就園補助事業		幼稚園第3子以降就園補助事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子の給食費を1/2減免、第4子以降を無料化。 サイミマン コ ニン イジョウ カテイ ダイ シ キュウショクヒ ゲンメン ダイ シ イコウ ムリョウカ		学校教育課給食室 ガッコウ キョウイク カ キュウショクシツ		0479-73-5001										学校給食費の減免		学校給食費の減免

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ		未婚のひとり親の方に対しても、所得税・住民税の「寡婦（夫）控除」を受けたとみなして、保育料や放課後児童クラブ利用料等を算定します。 ミコン オヤ カタ タイ ジュウミンゼイ ウ ホイクリョウ ホウカゴ ジドウ リヨウリョウ トウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201										みなし寡婦（夫）控除		みなし寡婦（夫）控除

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン		「どこに聞いたらいいかわからない」「話を聞いてほしい」等、子育てに関する相談を電話・メール・ＦＡＸで受付けます。コーディネーターが必要な情報を案内したり、専門機関へつなぐなどします。 キ ハナシ キ トウ コソダ カン ソウダン デンワ ウ ツ ヒツヨウ ジョウホウ アンナイ センモン キカン		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1193										子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		にいがたっ子すこやかパスポート コ		にいがたっ子すこやかパスポート コ		妊婦及び小学6年生以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約800店）で提示することで、商品の割引や特典の付与などのサービスが受けられるカードを発行しています。 ニンプ オヨ ショウガク ネンセイ イカ コ ホゴシャ タイ キョウサン テン シナイ ヤク テン テイジ ショウヒン ワリビキ トクテン フヨ ウ ハッコウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197										にいがたっ子すこやかパスポート		にいがたっ子すこやかパスポート

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ		子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を紹介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行います。 コソダ エンジョ ウ ヒト エンジョ ヒト カイイン トウロク オノオノ ジョウケン カイイン ショウカイ チイキ ナカ アズ ソウゲイ オコナ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197										新潟市ファミリー・サポート・センター		新潟市ファミリー・サポート・センター

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育所等に入所している児童が２人以上の場合，第２子は４分の１，小学校３年生以下の児童が３人以上いる場合，第３子以降は保育料無料 ホイク ショ トウ ニュウショ ジドウ ヒト イジョウ バアイ ダイ シ ブン ショウガッコウ ネンセイ イカ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉部
保育課 フクシ ブ ホイク カ		025-226-1225										保育料の軽減		保育料の軽減		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ		
子育てを応援するために、多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる拠点施設として「子育ての駅」を運営する。利用カード登録を行うと、市内４か所の施設で無料で利用可能。
 リヨウ トウロク オコナ シナイ ショ シセツ ムリョウ リヨウ カノウ		子ども家庭課 コ カテイ カ		0258-39-2300										子育ての駅の運営		子育ての駅の運営

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児紙おむつ処理支援事業		乳児紙おむつ処理支援事業		新生児（０歳児転入含む）の保護者等に対しごみ指定袋６０枚を支給します。		保健医療課		0254-53-2111(内線264)										乳児紙おむつ処理支援事業		乳児紙おむつ処理支援事業

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てメールマガジン		子育てメールマガジン		毎月１回、子どもの健康診断や保育園情報、子育てに関する情報などを電子メールにのせて配信します。		福祉課		0254-53-2111(内線241)										子育てメールマガジン		子育てメールマガジン

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		子育て・教育		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ		満18歳に満たない３人以上の児童を扶養している場合、第３子以降に係る保育園保育料が無料です。 フヨウ バアイ ダイ シ イコウ カカ ホイクエン ホイクリョウ ムリョウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511										保育園第３子無料		保育園第３子無料

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てジョイカード		子育てジョイカード		18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、協賛いただいた店舗などがカードを提示した人に対し、商品の割引や特典などのサービスを提供します。		健康福祉部 こども課		025-526-5111										子育てジョイカード		子育てジョイカード

		152234		新潟県		阿賀野市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		子育て応援カード		協賛企業として登録している店舗（スーパー・衣食住品・菓子類・飲食・自動車・理容美容・旅館等）で提示すると各種サービスが受けられるカードを、15歳未満の子どもを有し希望する保護者へ2枚/世帯を上限に交付 テンポ イショクジュウ トウ ユウ マイ セタイ ジョウゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0250-61-2476										子育て応援カード		子育て応援カード

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		・保育料月額表を国基準額8階層を15階層に細分化し保育料を軽減する。
・複数同時入園の保育料軽減を受けない児童で、18歳未満の兄弟姉妹を数え、第3子目以降となる児童の場合は、保育料を20%軽減する。 ホイクリョウ ゲツガク ヒョウ クニ キジュン ガク カイソウ カイソウ サイブンカ ホイクリョウ ケイゲン フクスウ ドウジ ニュウエン ホイクリョウ ケイゲン ウ ジドウ サイミマン キョウダイ シマイ カゾ ダイ シ メ イコウ ジドウ バアイ ケイゲン		子育て支援課 保育班 コソダ シエン カ ホイク ハン		025-773-6822										保育料軽減		保育料軽減

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園が、在園する３・４・５歳児の保護者に対し、入園料又は保育料を減額し、又は免除する場合に、文部科学所が定める要綱に基づき、幼稚園に対し補助金を交付する。（保護者の申請窓口は幼稚園） シリツ ヨウチエン ザイエン サイジ ホゴシャ タイ ニュウエンリョウ マタ ホイクリョウ ゲンガク マタ メンジョ バアイ モンブ カガク ショ サダ ヨウコウ モト ヨウチエン タイ ホジョキン コウフ ホゴシャ シンセイ マドグチ ヨウチエン		学校教育課 学校庶務班 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ ショム ハン		025-777-3118										私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金		補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50％とし、1個につき1万5,000円を限度とします。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763										チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		155047		新潟県		刈羽村		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度 ショウガクキン セイド		奨学金制度 ショウガクキン セイド		村内に住所を有する高校生から大学院生に、無利子で貸与 ムリシ タイヨ		教育課 キョウイクカ		0257-45-3933										奨学金制度		奨学金制度

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ		子育て支援の充実と公共交通の利用促進を図るため、村内に住所を有する高校生、中等教育学生の通学用定期券（JR、路線バス）購入費の３０％を補助する。 コソダ シエン ジュウジツ ハカ ソンナイ ジュウショ ユウ コウコウセイ チュウトウ キョウイク ガクセイ ツウガクヨウ テイキケン ロセン コウニュウ ヒ ホジョ		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476										通学用定期券購入費補助事業		通学用定期券購入費補助事業

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合、2人目のお子さんは基準額の半額に。第3子以降の児童で3歳未満児の場合は基準額の1/2と7千円、3歳以上の場合は基準額の1/2と5千円を比較して少ない額 セン セン		福祉保健部児童育成課		0766-20-1377										保育料軽減		保育料軽減

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター 		ファミリー・サポート・センター 		仕事や家庭の都合等で子育てを手伝ってほしい方と子育てを手伝いたい方が共に会員として登録しておき、子育ての手伝いの依頼があったとき、援助・サポートする会員組織。		福祉保健部児童育成課		0766-20-1376										ファミリー・サポート・センター 		ファミリー・サポート・センター 

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保育料は国の基準を大きく下回り、富山県下でも最低水準。
第３子以降は、保育料無料。 ホイクリョウ クニ キジュン オオ シタマワ トヤマケン カ サイテイスイジュン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		民生部
こども課 ミンセイブ カ		0763-23-2010										第３子以降保育料無料		第３子以降保育料無料

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ		子育てを社会全体で支援することを目的に、妊娠中の子どもを含め３人以上の子どもがいる家庭を対象として、協賛企業が様々な特典を提供する。		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										プレミアム・パスポート事業		プレミアム・パスポート事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ		すべての子育て家庭を対象に子育て応援サービスを行う企業・団体を「いしかわエンゼルマークの店」として認定し、認定店が実施する子育て応援サービスに関する情報をホームページにより子育て世帯に発信している。 コソダ カテイ タイショウ コソダ オウエン オコナ キギョウ ダンタイ ミセ ニンテイ ニンテイ テン ジッシ コソダ オウエン カン ジョウホウ コソダ セタイ ハッシン		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										いしかわエンゼルマーク運動		いしかわエンゼルマーク運動

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		ワークライフバランスの推進 スイシン		ワークライフバランスの推進 スイシン		一般事業主行動計画の策定対象範囲を、条例により従業員数50人～99人の企業に拡大。企業向けに啓発セミナーやワークショップの開催、県民への普及啓発の取組として、大学生向け出前講座の開催等を行う。 イッパン ジギョウ ヌシ コウドウ ケイカク サクテイ タイショウ ハンイ ジョウレイ ジュウギョウイン スウ ニン ニン キギョウ カクダイ キギョウ ム ケイハツ カイサイ ケンミン フキュウ ケイハツ トリクミ ダイガクセイ ム デマエ コウザ カイサイ トウ オコナ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										ワークライフバランスの推進		ワークライフバランスの推進

		170003		石川県		-		結婚・子育て		子育て・教育		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド		妊娠中から３歳未満程度の未就園児を持つ家庭が近隣の保育所等で「マイ保育園」に登録した場合、保育所の機能を活かした育児体験や育児相談、一時預かりといった子育て支援を受けられる。 バアイ		健康福祉部少子化対策監室 ケンコウ フクシブ ショウシカ タイサク カン シツ		076-225-1421										マイ保育園登録制度		マイ保育園登録制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ		預かり保育サービス（一時預かり、夜間預かりなど）の利用料金の一部として利用可能な子育て応援サービス券を新生児一人につき1万円分支給。 アズ ホイク イチジ アズ ヤカン アズ リヨウ リョウキン イチブ リヨウ カノウ コソダ オウエン ケン シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										子育て応援サービス支援事業		子育て応援サービス支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		2人以上の児童が保育園（認定子ども園を含む）または幼稚園に同時入園している時、第2子は基準月額の半額、第3子は無料。 ニンイジョウ ジドウ ホイクエン ニンテイ コ エン フク ヨウチエン ドウジ ニュウエン トキ ダイ コ キジュン ゲツガク ハンガク ダイ コ ムリョウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										保育料の助成		保育料の助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン		・育児での悩みや疑問の相談に応じたり、子育てサークルの育成・支援など、子育てを支援。「親子ふれあいランドあい・あい・あい」は商業施設内にあり、利便性が高い。
・子育て支援センターを市内７カ所に設置。 イクジ ナヤ ギモン ソウダン オウ コソダ イクセイ コソダ シエン オヤコ ショウギョウ シセツ ナイ リベンセイ タカ コソダ シエン シナイ ショ セッチ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										地域子育て支援		地域子育て支援

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育てを手助けしたい会員と、手助けしてもらいたい会員をマッチングさせ、一時預かりなどの相互援助活動を行う制度。 コソダ テ ダス カイイン テ ダス カイイン イチジ アズ ソウゴ エンジョ カツドウ オコナ セイド		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0761-58-4342										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯入学祝金交付事業		多子世帯入学祝金交付事業		第３子以降の子が、小学校、中学校、高等学校（１８歳までに専門的な学校への入学を含む）の各種学校へ入学するときに、養育者に祝金（商品券）を交付。第３子以降の子１人につき１０万円分。 カクシュ ガッコウ シャ エンブン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										多子世帯入学祝金交付事業		多子世帯入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ		町立小学校に入学した児童を養育し、小学校入学日を基準として1年前から本町に住所を有する保護者等に児童1人について、2万円の現金交付 チョウリツ ショウガッコウ ニュウガク ジドウ ヨウイク ショウガッコウ ニュウガク ビ キジュン ネンマエ ホンチョウ ジュウショ ユウ ホゴシャ トウ ジドウ ヒト マンエン ゲンキン コウフ		教育文化課 キョウイク ブンカ カ		0767-76-2808										小学校入学祝金交付事業		小学校入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン		チャイルドシート１台購入につき１万円を上限に補助。児童（６歳未満）１人につき２回まで申請可。ただし町内に住所を有すること、同一世帯内に町税等の滞納者がいないことが条件 ダイ コウニュウ マンエン ジョウゲン ホジョ ジドウ サイミマン リ カイ シンセイ カ チョウナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ナイ チョウゼイ トウ タイノウシャ ジョウケン		総務課 ソウムカ		0767-74-1234										チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市病児・病後児保育事業		都留市病児・病後児保育事業		病児等／通学中の児童、未就園児）が病気回復期であり、安静を要するために集団保育の困難な期間において保護者が仕事・傷病・冠婚葬祭などにより保育が出来ない場合の「子育てを支援する制度」です。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										都留市病児・病後児保育事業		都留市病児・病後児保育事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ふれあい子育てサロン事業		ふれあい子育てサロン事業		皆と一緒に遊びながら親も子も友達作りで子育てを楽しむサロンや託児型のサロンなど、家にこもりがちな就園前の育児期間のお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										ふれあい子育てサロン事業		ふれあい子育てサロン事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		子育て支援センター事業		幼稚園・保育所で、専門のスタッフによるお楽しみプログラムの実施や子育ての不安や疑問等何でも相談できる子育て相談など、子育てのお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ほっとステーション（子育て相談）事業		ほっとステーション（子育て相談）事業		子どもさんの発達やしつけ、栄養、予防接種のことなど子育ての悩み、また、お母さんや家族の体と健康などの相談に応じます。		健康推進課
保健・予防担当 ケンコウ スイシンカ ホケン ヨボウ タントウ		0554-46-5113
(内線125)										ほっとステーション（子育て相談）事業		ほっとステーション（子育て相談）事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		「子育ての手助けをしてほしい」「子育てのお手伝いをしたい」という人が、依頼会員・提供会員・両方会員のいずれかの会員に登録し、互いに助け合いながら育児の援助活動を地域において会員間で行う事業です。		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0554-43-1330										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		学生アシスタント・ティーチャー制度		学生アシスタント・ティーチャー制度		学と市内の小中学校が連携し、児童・生徒の放課後指導や学習をサポートします。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)										学生アシスタント・ティーチャー制度		学生アシスタント・ティーチャー制度

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市高校生資格取得費補助金交付		都留市高校生資格取得費補助金交付		市内の高等学校に在学する生徒の資格取得に対する機運を高めるため、決められた資格の取得のための経費を一部補助します。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)										都留市高校生資格取得費補助金交付		都留市高校生資格取得費補助金交付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび興譲館事業		のびのび興譲館事業		子どもたちが体験学習を通じて、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくよう、各塾を開催しています。（H26年度は7塾） カク ネン ド ジュク		学びのまちづくり課
生涯学習担当 マナ カ ショウガイガクシュウタントウ		0554-43-1111
(内線218)										のびのび興譲館事業		のびのび興譲館事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品支給事業		子育て用品支給事業		子育て用品購入券の支給（指定店で購入する、おむつ(紙おむつ、布おむつ)・おしりふき用ウェットティッシュ・粉ミルクが対象）。子ども１人につき１万円。 シテイ テン コウニュウ タイショウ コ ニン マンエン		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										子育て用品支給事業		子育て用品支給事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業		保育園、幼稚園、小学校などに通うお子さん（生後６か月から小学３年生まで）が病気の時、または病気の回復期で集団保育が困難な期間、医療機関の専用保育室でお預かりが可能。 セイゴ ゲツ ショウガク ネンセイ カノウ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校（１１校）に６人のＡＬＴ（英語指導助手）と３人のＪＴＥ（日本人英語指導助手）を配置。小学校低学年は１５時間、中学年は２０時間、高学年は３５時間の英語教育（活動）を実施。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0553-22-1111										小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校英語教育（教育課程特例校制度）

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン		児童が父母以外の親族により養育されている場合、養育者に児童１人目は月額１万円、２人目以降は月額５千円を、児童が１８歳になった日以降最初の３月まで支給する。 ジドウ フボ イガイ シンゾク ヨウイク バアイ ヨウイクシャ ジドウ ヒト メ ゲツガク マンエン ヒト メ イコウ ゲツガク セン エン ジドウ サイ ヒ イコウ サイショ ガツ シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										桃太郎応援助成金		桃太郎応援助成金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン		母子・父子世帯等の児童が入進学した場合、小学校・中学校入学時それぞれ１人１万円を支給する。 ボシ フシ セタイ トウ ジドウ ニュウ シンガク バアイ ショウガッコウ チュウガッコウ ニュウガク ジ ヒトリ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										母子・父子世帯等小中学校入進学祝金		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート事業 ジギョウ		ファミリー・サポート事業 ジギョウ		「育児の援助を受けたい人」「育児の援助を行いたい人」が会員になり、保育園・幼稚園の送迎、時間外や休日の預かり等地域で助け合う組織。 イクジ エンジョ ウ ヒト イクジ エンジョ オコナ ヒト カイイン ホイクエン ヨウチエン ソウゲイ ジカンガイ キュウジツ アズ ナド チイキ タス ア ソシキ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										ファミリー・サポート事業		ファミリー・サポート事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ		児童センターは地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設。放課後児童クラブでは保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に、授業終了後適切な遊び場を提供する。 ジドウ チイキ コ ケンゼン タノ アソ テイキョウ シセツ ホウカゴ ジドウ ホゴシャ シゴト ヒルマ カテイ ジドウ ジュギョウ シュウリョウ ゴ テキセツ アソ バ テイキョウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										児童センター・放課後児童クラブ		児童センター・放課後児童クラブ

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン		公認の私立幼稚園に通園している３～５歳児の市内在住の保護者に、保育料の一部を助成する。 コウニン シリツ ヨウチエン ツウエン サイ ジ シ ナイ ザイジュウ ホゴシャ ホイクリョウ イチブ ジョセイ		教育課
学校教育担当 キョウイクカ ガッコウ キョウイク タントウ		0551-22-1111
(内線263,264)										私立幼稚園就園奨励費補助金		私立幼稚園就園奨励費補助金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ		市内の保育園・幼稚園・小学校に通い、生後6ケ月～小学3年までの「病気・病気の回復期」にある児童で、当制度利用可の医師診断があり、保護者が市内に勤務し家庭での保育が困難な場合に児童をお預かりする保育所 シナイ ホイクエン ヨウチエン ショウガッコウ カヨ セイゴ ツキ ショウガク ビョウキ ビョウキ カイフク キ ジドウ セイド リヨウ カ イシ シンダン ホゴシャ シナイ キンム カテイ ホイク コンナン バアイ ジドウ アズ ホイク ジョ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										病児・病後児保育所		病児・病後児保育所

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		あるぷキッズ支援事業		あるぷキッズ支援事業		発達障害や、発達に心配があるお子さんと保護者を継続して総合的に支援。保育園・幼稚園・学校への専門職支援チームによる巡回支援、あるぷキッズ支援室相談等、保護者支援のためのペアレント・トレーニング等を実施 トウ トウ		こども福祉課		0263-33-4767										あるぷキッズ支援事業		あるぷキッズ支援事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん事業		こんにちは赤ちゃん事業		生後4ヵ月までの乳児のいる全家庭を、各地区の民生・児童委員等がプレゼントを持って訪問し、母子に関する様々な悩みをお聞きする等、乳児家庭と地域をつなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援する事業 サマザマ ナド		こども福祉課		0263-33-4767										こんにちは赤ちゃん事業		こんにちは赤ちゃん事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		子育ての相互援助を行うファミリー・サポート事業の会員の中で、必要な場合は登録制により、年末年始を除く毎日、通常の受付時間を延長して、7時から20時まで援助の申込みが可能 カノウ		こども育成課		0263-34-3261										緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサポーター訪問事業		子育てサポーター訪問事業		自宅での一時保育等を希望する家庭に支援者が訪問して、育児援助や家事援助を行います。		こども育成課		0263-34-3261										子育てサポーター訪問事業		子育てサポーター訪問事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業利用料助成金		子育て支援事業利用料助成金		子育ての経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭など低所得世帯に対して、ファミリー・サポート事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の半額を助成		こども育成課		0263-34-3261										子育て支援事業利用料助成金		子育て支援事業利用料助成金

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児ママヘルプサービス		育児ママヘルプサービス		核家族等で育児協力者が得らない方や多胎で出産された方等、育児が困難な家庭に助産師を派遣し、育児支援を行います。		健康づくり課		0263-34-3217										育児ママヘルプサービス		育児ママヘルプサービス

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ		核家族で実家の遠い市民や家庭での育児が不安な市民が、出産後、赤ちゃんと一緒に宿泊し、育児の支援を受けられる施設 カクカゾク ジッカ トオ シミン カテイ イクジ フアン シミン シュッサン ゴ アカ イッショ シュクハク イクジ シエン ウ シセツ		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106										子育て支援施設ゆりかご		子育て支援施設ゆりかご

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン		同一世帯で2人以上の児童が保育園・幼稚園に入園している場合の減免制度		保育課 ホイク カ		0268-23-5132										保育料減免		保育料減免

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		昼間家庭に保護者のいない児童の生活の場の提供		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0268-23-5101										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		交流文化芸術センター・市民美術館		交流文化芸術センター・市民美術館		子ども達の感性や創造力を磨くとともに、市の文化の育成や創造によって、賑わいと活力につなげる複合施設(10月開館予定)。美術館では「子どもｱﾄﾘｴ」を設置し幼児教育を中心としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施予定 イクセイ フクゴウ シセツ ガツ カイカン ヨテイ ビジュツカン コ セッチ ヨウジ キョウイク チュウシン ジッシ ヨテイ		交流文化芸術センター コウリュウ ブンカ ゲイジュツ		0268-23-5219										交流文化芸術センター・市民美術館		交流文化芸術センター・市民美術館

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ		１８歳未満の子どもがいる家庭にお配りするカードを提示すると、協賛店で割引やプレゼントなどのサービスを受けることが可能 サイミマン コ カテイ クバ テイジ キョウサン テン ワリビキ ウ カノウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321										ながの子育て家庭優待パスポート		ながの子育て家庭優待パスポート

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		市内に４か所ある子育て支援センターは、親子で楽しく遊ぶ、親と子のふれあいの場。保育士の遊びの提供や育児相談等 シナイ ショ コソダ シエン オヤコ タノ アソ オヤ コ バ ホイクシ アソ テイキョウ イクジ ソウダン トウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321										子育て支援センター		子育て支援センター

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援します！育児家庭応援		子育て応援します！育児家庭応援		５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420										子育て応援します！育児家庭応援		子育て応援します！育児家庭応援

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		入学おめでとう！入学お祝い		入学おめでとう！入学お祝い		５月１日現在で大町市に住所がある７歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		教育委員会
学校教育課		0261-22-0420										入学おめでとう！入学お祝い		入学おめでとう！入学お祝い

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ		第３子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化		子ども課 コ カ		0269-62-3111										第3子以降保育料無料化		第3子以降保育料無料化

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		子育て応援カード		下諏訪町から子育て応援カードの交付を受け、提示することにより協賛店舗等による独自のサービスが受けられます。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)										子育て応援カード		子育て応援カード

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育てふれあいセンター		子育てふれあいセンター		お子さん、お孫さんをお連れの方に来所していただき、自由に遊んでいただける施設です。		子育てふれあいセンター		0266-27-5244										子育てふれあいセンター		子育てふれあいセンター

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		仕事や家庭の都合で子どもを預かってほしい方と、子育てを支援したい方が共に会員になって、有料でサポートする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立保育園　一時保育		町立保育園　一時保育		保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保育をする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		子育て・教育		飯島町の子育て支援事業（各種）		飯島町の子育て支援事業（各種）		「子は地域の宝」、“産声から高校卒業まで”一貫した子育て支援を実施。合言葉は、“いいじま町deいい子育て♪”主な事業：高校3年生まで医療費補助、第２子以降の保育料大型優遇、１年生にランドセル贈呈ほか ジッシ オモ ジギョウ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ホジョ ダイ シ イコウ ホイク リョウ オオガタ ユウグウ ネンセイ ゾウテイ		教育委員会子ども室
健康福祉課保健医療係 キョウイク イインカイ コ シツ ケンコウ フクシカ ホケン イリョウ カカ		0265-86-3111										飯島町の子育て支援事業（各種）		飯島町の子育て支援事業（各種）

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		子育て・教育		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン		１８歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金と。生坂保育園３歳児クラス以上の保育料を補助するもの サイ ミマン コサマ カテイ スイドウ チョウカ リョウキン イクサカ ホイクエン サイ ジ イジョウ ホイクリョウ ホジョ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										健やかに産み育む子育て支援金		健やかに産み育む子育て支援金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										保育料の助成		保育料の助成

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ		保育園児の給食費負担金を全額村費負担		保育園 ホイクエン		026-269-3585										保育園児給食費軽減事業		保育園児給食費軽減事業

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ		高校在学保護者の負担軽減のために、通学費等を助成。高校在学者一人当たり年額3万6千円 コウコウ ザイガク ホゴシャ フタン ケイゲン ツウガク ヒ トウ ジョセイ コウコウ ザイガク シャ ヒトリ ア ネンガク ６０００ エン		教育委員会 キョウイク イインカイ		026-269-3146										高校生通学費等助成事業		高校生通学費等助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減		保育料を、国が定める徴収基準額から平均３５．７％（平成２６年度）軽減します。また、保育園等に子を２人以上同時に入園させている場合、第２番目の児童の保育料を６割軽減、第３番目以降の児童を無料とします。 トウ ホイク リョウ		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7096										保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金資金貸付制度事業		奨学金資金貸付制度事業		高校・大学、専修学校への修学者に対する奨学金貸付制度です。
（高校３６万円・大学、専修学校６０万円）を年間限度額以内で貸し付けします。		教育企画課 キョウイク キカク カ		0573-66-1111										奨学金資金貸付制度事業		奨学金資金貸付制度事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		高校生バス通学運賃補助事業		高校生バス通学運賃補助事業		遠距離通学する高校生の通学費負担を軽くするため、バス通学定期券の購入費用の一部を補助します。
（購入金額から１カ月あたり８千円を差し引いた額の１／３）		 定住推進課		0573-66-1111										高校生バス通学運賃補助事業		高校生バス通学運賃補助事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		子育て世帯への支援として小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を半額、三人目以降を全額助成
。またすべての保育園、幼稚園児については給食費の１／３を助成		民生部
健康福祉課
教育委員会
学校教育課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0575-33-1122

0575-35-2711
										保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		子育て・教育		恵那市奨学奨励金交付事業		恵那市奨学奨励金交付事業		平成25年度から貸与した、恵那市奨学資金を借りて就学した方が恵那市に定住し生活の拠点として確認ができた場合、奨学資金返済（償還）金に対する奨励金、年間120,000円（返済金の2分の1）を交付します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										恵那市奨学奨励金交付事業		恵那市奨学奨励金交付事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園教育の一層の充実を図るため、市立小学校附属幼稚園にお子さんを通園させている保護者の方に、保育料の減免を行います。		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111										幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		土岐市内に在住し、市外の私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111										幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		子育て・教育		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		同一世帯で１８歳未満のお子さんを３人以上養育している場合、保育所等保育料を無料化にします。 ドウイツ セタイ サイミマン コ ニンイジョウ ヨウイク バアイ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753										第三子以降の保育所等保育料無料化		第三子以降の保育所等保育料無料化

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		子育て・教育		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ		「子育て世代に安心して郡上に住んでいただき、たくさんのお子さんを産み育ててほしい」という願いから、平成２５年４月２日以降生まれの第３子以上の子を対象に、小学校入学前まで毎年１０万円の共通商品券を給付		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0575-67-1817										がんばれ子育て応援事業		がんばれ子育て応援事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、入所している児童が３歳以上児で第３子以降の場合は保育料が無料となります。 ホイクリョウ		福祉部
児童福祉課 フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0576-52-2882										第3子保育料無料		第3子保育料無料

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業		子育て支援事業の一環として、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校低学年（１～３年生）を対象に、遊びや集団生活、指導を通じ、児童の健全育成を図ることを目的に「放課後児童クラブ」を開設する。		子育て支援センター コソダ シエン		058-387-0561										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料 ホイクリョウ		保育料 ホイクリョウ		５歳児の保育料について他の自治体より低い金額設定になっている。徴収基準により１ヶ月２，６００円～１４，３００円 サイジ ホイクリョウ タ ジチタイ ヒク キンガク セッテイ チョウシュウ キジュン ツキ エン エン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										保育料		保育料

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ		小学生５年生までの児童を、放課後や長期休暇期間中、保護者に代わって一時的に預かる。 ショウガクセイ ネンセイ ジドウ ホウカゴ チョウキ キュウカ キカンチュウ ホゴシャ カ イチジテキ アズ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										放課後児童クラブ事業		放課後児童クラブ事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ		民間保育所に対し重度及び軽度の障害児の保育に要する経費の一部を助成し、保育所による障害児の受け入れを支援。 タイ ジュウド オヨ ケイ ショウガイジ ホイク ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ホイク ショ ショウガイジ ウ イ シエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										障害児保育事業		障害児保育事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		保育料国徴収基準に対し、約３０％を軽減。 ホイクリョウ クニ チョウシュウ キジュン タイ ヤク ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		同時に保育所・幼稚園・認定こども園に入所している児童の２人目にあたる保育料を半額、３人目以降無料。 ドウジ ホイク ショ ヨウチエン ニンテイ エン ニュウショ ジドウ ニン メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てカレンダー		子育てカレンダー		各課が実施あるいは掌握している子育て支援に関する情報を一元化し、カレンダー形式に整理して情報発信することで、子どもの成長と子育てを支援する。 カク カ ジッシ ショウアク コソダ シエン カン ジョウホウ イチゲンカ ケイシキ セイリ ジョウホウ ハッシン コ セイチョウ コソダ シエン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										子育てカレンダー		子育てカレンダー

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいのひろば事業 ジギョウ		つどいのひろば事業 ジギョウ		地域の公民館・公会堂を活用し、児童及びその保護者の交流、育児相談、育児に関する情報提供等を行うことにより、子育てを地域全体で見守る雰囲気を醸成するとともに、子育て家庭の育児の負担を軽減する。 チイキ コウミンカン コウカイドウ カツヨウ ジドウ オヨ ホゴシャ コウリュウ イクジ ソウダン イクジ カン ジョウホウ テイキョウ トウ オコナ コソダ チイキ ゼンタイ ミマモ フンイキ ジョウセイ コソダ カテイ イクジ フタン ケイゲン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										つどいのひろば事業		つどいのひろば事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ		中心市街地に児童の健全な遊び場及び保護者等の交流の場として「こども館」を設置・運営。プレイルーム「ぼるね」は、運動科学の先進国デンマークの最新体育理論に基づいて開発された安全な遊具を整備 チュウシン シガイチ ジドウ ケンゼン アソ バ オヨ ホゴシャ トウ コウリュウ バ カン セッチ ウンエイ ウンドウ カガク センシンコク サイシン タイイク リロン モト カイハツ アンゼン ユウグ セイビ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										こども館運営事業		こども館運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク		待機児童の解消を目的に、家庭的保育者に居宅そのほかの場所において、保育を行う。 タイキ ジドウ カイショウ モクテキ カテイテキ ホイクシャ キョタク バショ ホイク オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										家庭的保育事業（保育ママ）		家庭的保育事業（保育ママ）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ		子どもに係る相談窓口として、児童に係る悩みや発達の相談、個々のニーズに合った子育て支援サービスについての情報提供等を行い、他部署と連携し解決に導く支援を行う専門の相談員を窓口に設置。 マドグチ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										子育てコンシェルジュの設置		子育てコンシェルジュの設置

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ		小学校に就学している概ね10歳未満の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、放課後適切な遊びと生活の場を与え健全な育成を図る。（市内15カ所に設置） ショウガッコウ シュウガク オオム サイ ミマン ジドウ ホゴシャ ロウドウナド ヒルマ カテイ シャ ホウカゴ テキセツ アソ セイカツ バ アタ ケンゼン イクセイ ハカ シナイ ショ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ		市北部の伊久美地区の豊かな自然の中での体験学習を通して、人との関わり方、自然のすばらしさの実感、自分で考える力を育てるため、小学３年生以上の児童を対象に実施。 シ ホクブ イクミ チク ユタ シゼン ナカ タイケン ガクシュウ トオ ヒト カカ カタ シゼン ジッカン ジブン カンガ チカラ ソダ ショウガク ネンセイイジョウ ジドウ タイショウ ジッシ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630										サタデーオープンスクール事業		サタデーオープンスクール事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド		小規模校（少人数）の良さを生かし、伊久美地区の豊かな自然環境の中で子どもを学ばせたい、学びたいという就学希望者に、通学区域にとらわれず、ある一定の条件をもとに入学を許可する。 ショウキボ コウ ショウニンズウ ヨ イ イクミ チク ユタ シゼン カンキョウ ナカ コ マナ マナ シュウガク キボウシャ ツウガク クイキ イッテイ ジョウケン ニュウガク キョカ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630										小規模特認校制度		小規模特認校制度

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		子どもの読書活動推進のため、7ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して絵本１冊、おすすめ絵本リストなどを贈呈する。 コ ドクショ カツドウ スイシン ゲツ ジ ケンコウ ソウダン サンカ ニュウジ ホゴシャ タイ エホン サツ エホン ゾウテイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		キッズブック事業 ジギョウ		キッズブック事業 ジギョウ		ブックスタート事業を受けて、セカンドブック事業として３歳児検診に参加した乳児とその保護者に絵本を贈呈する。（用意した３冊から一冊を選んでいただく。） ジギョウ ウ ジギョウ サイジ ケンシン サンカ ニュウジ ホゴシャ エホン ゾウテイ ヨウイ サツ イッサツ エラ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										キッズブック事業		キッズブック事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ		幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループを主体に読み聞かせを行う。 ヨウジ ショウガッコウ テイガクネン コ エホン シタ シュタイ ヨ キ オコナ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										紙芝居と絵本の読み聞かせ		紙芝居と絵本の読み聞かせ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		おはなし宅配便 タクハイビン		おはなし宅配便 タクハイビン		幼児から本に親しむきっかけをつくるため、図書館員が幼稚園、保育園に出かけてお話し会をひらく。 ヨウジ ホン シタ トショカン イン ヨウチエン ホイクエン デ ハナ カイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										おはなし宅配便		おはなし宅配便

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		読書通帳 ドクショ ツウチョウ		読書通帳 ドクショ ツウチョウ		図書館システムが保管する貸し出し記録を読書通帳機で記帳することにより子どもの読書を推進する。 トショカン ホカン カ ダ キロク ドクショ ツウチョウ キ キチョウ コ ドクショ スイシン		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										読書通帳		読書通帳

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ		小学４～６年生を対象に、宿泊活動やボート下りなどの活動を通して、心身ともに健やかでたくましく成長するよう、他校児童との交流や異年齢児童との集団活動を実施する。 ショウガク ネンセイ タイショウ シュクハク カツドウ クダ カツドウ トオ シンシン スコ セイチョウ タコウ ジドウ コウリュウ イ ネンレイ ジドウ シュウダン カツドウ ジッシ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										少年育成教室「しまだガンバ！」		少年育成教室「しまだガンバ！」

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ		０歳児をもつ親を対象に、子どもの「生きる力」を養う家庭教育の支援を図る。 サイジ オヤ タイショウ コ イ チカラ ヤシナ カテイ キョウイク シエン ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ		１～３歳児をもつ親を対象に、家庭において子どもの教育を十分に行うための知識、技能、態度等について集団学習の機会を提供し、地域社会の連帯性を培うことにより家庭教育の質の向上を図る。 サイジ オヤ タイショウ カテイ コ キョウイク ジュウブン オコナ チシキ ギノウ タイドトウ シュウダン ガクシュウ キカイ テイキョウ チイキ シャカイ レンタイセイ ツチカ カテイ キョウイク シツ コウジョウ ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ		１～３歳児をもつ親子を対象に、体操や工作をしながら親子が一緒に触れ合える機会を提供する。 サイジ オヤ コ タイショウ タイソウ コウサク オヤコ イッショ フ ア キカイ テイキョウ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										親子ふれあい講座		親子ふれあい講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ		２～９歳児をもつ親に対して、子どものしつけの方法を学び、より良い親子関係を築くため、講座を開催する。 サイ ジ オヤ タイ コ ホウホウ マナ ヨ オヤコ カンケイ キズ コウザ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										幼児・児童を持つ親の講座		幼児・児童を持つ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ		０～６歳児をもつ親に対して、家庭教育における子育てのノウハウを習得するための勉強会を全６回開催する。 サイ ジ オヤ タイ カテイ キョウイク コ ソダ シュウトク ベンキョウ カイ ゼン カイ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ		親が思春期の子どもの心・身体を理解し、対応の仕方、子どもへの声掛けを学び、親子のコミュニケーションを円滑に行えるようにする。 オヤ シシュンキ コ ココロ シンタイ リカイ タイオウ シカタ コ コエ カ マナ オヤコ エンカツ オコナ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										思春期の子をもつ親の講座		思春期の子をもつ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ		子育て支援及び女性の積極的な社会参加を促すため、講座・講演会に類する事業の主催者に対して子どもを預かる託児員を派遣する コソダ シエン オヨ ジョセイ セッキョクテキ シャカイ サンカ ウナガ コウザ コウエンカイ ルイ ジギョウ シュサイシャ タイ コ アズ タクジ イン ハケン		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										託児員派遣事業		託児員派遣事業

		222101		静岡県		富士市 フジシ		結婚・子育て		子育て・教育		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン		女性の社会参画促進に向けた保育制度の充実をめざし、一定の要件を満たした事業者が保育施設を設定する場合、対象経費の1/3、限度額1000万円まで補助をする。 ジョセイ シャカイ サンカク ソクシン ム ホイク セイド ジュウジツ イッテイ ヨウケン ミ ジギョウシャ ホイク シセツ セッテイ バアイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク マン エン ホジョ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0545-55-2778										事業所内保育施設整備費補助金		事業所内保育施設整備費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費		就園奨励費		市内にお住まいで私立幼稚園に就園している3歳児・4歳児・5歳児の保育料及び入園料に対して補助する。 ナイ ホジョ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										就園奨励費		就園奨励費

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		リフレッシュ・一時保育		リフレッシュ・一時保育		市内に住所を有する就学前の児童を対象に、保護者の病気、出産による入院、家族の介護や看病、冠婚葬祭、就職活動、学校行事等の社会的理由及び私的理由により一時的に児童を保育する。 ナイ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										リフレッシュ・一時保育		リフレッシュ・一時保育

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て環境の向上のため、居住する住宅の新築工事や増築工事・リフォーム工事に対して、補助金を交付する事業（新築工事については、木造住宅のみ）。補助率：補助対象経費の1/10の額以内（15万円を限度）		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て応援！住宅整備事業補助金

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		ブックスタート		乳幼児から読み聞かせの大切さを家庭でも実行するためのブックスタート事業として、１歳６か月健診で絵本の配布をする。		生涯学習課		055-973-0351										ブックスタート		ブックスタート		0

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清水町ファミリー・サポート・センター		清水町ファミリー・サポート・センター		「子育てを応援したい人」と「子育てを応援してほしい人」が会員になり、支えあって育児の援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を支援し、地域社会全体で安心してゆとりある子育てができる環境づくりを目指す ササ		子育て総合支援センター コソダ ソウゴウ シエン		055-972-2712										清水町ファミリー・サポート・センター		清水町ファミリー・サポート・センター		0

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ		児童手当受給児童一人当たり10,000円の支給（2,100人） ジドウ テアテ ジュキュウ ジドウ ヒトリ ア エン シキュウ ニン		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										子育て世帯臨時特例給付金給付事業		子育て世帯臨時特例給付金給付事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		結婚・子育て		子育て・教育		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド		市内認可保育所・幼稚園を一体的に運用。3歳以上児のみ入園要件撤廃。基本保育料（給食費含）を低負担化（10階層、4～5歳児：0～8,600円、3歳児：0～10,000円、0～2歳児：0～28,100円） シナイ ニンカ ホイク ショ ヨウチエン イッタイテキ ウンヨウ サイ イジョウ ジ ニュウエン ヨウケン テッパイ キホン ホイクリョウ キュウショク ヒ フク テイフタンカ カイソウ サイ ジ エン サイ ジ エン サイ ジ エン		市民福祉部
こども未来課 シミン フクシ ブ ミライ カ		0536-23-7622										新城版こども園制度		新城版こども園制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		おむつ代助成 ダイ ジョセイ		おむつ代助成 ダイ ジョセイ		３歳までの乳幼児のおむつ代2,500円／月を支給 サイ ニュウヨウジ ダイ エン ツキ シキュウ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										おむつ代助成		おむつ代助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ		２km以上のバス通園児定期代の補助 イジョウ ツウ エンジ テイキ ダイ ホジョ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										保育園児通園費補助		保育園児通園費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学児童の定期代の補助 イジョウ ツウ ジドウ テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										小学生遠距離通学助成		小学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学生徒の定期代の補助 イジョウ ツウ セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										中学生遠距離通学助成		中学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ		自宅から高校へバス通学している生徒の定期代４０％の補助 ジタク コウコウ ツウガク セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										高校生通学費補助		高校生通学費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド		町外に通学するために下宿等をする高校生に対して３万円／月（無利子）の貸付を実施（町外で保護者とは別に下宿等する方に限る）。※保健師や看護師等の資格取得のための修学資金貸付も有 マチ ソト ツウガク ゲシュク トウ コウコウセイ タイ マンエン ツキ ムリシ カ ツ ジッシ マチ ソト ホゴシャ ベツ ゲシュク トウ カタ カギ ホケン シ カンゴシ トウ シカク シュトク シュウガク シキン カ ツ ア		企画課 キカク カ		0536-62-0514										修学資金貸付制度		修学資金貸付制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ		私立高等学校へ通う生徒１人12,000円／年以内の補助（保護者が町内に住所を有する方に限る） シリツ コウトウ ガッコウ カヨ セイト ニン エン ネン イナイ ホジョ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ カギ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										私立高等学校等授業料補助		私立高等学校等授業料補助

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド		通学費と私立高校授業料を補助する制度があります ツウガク ヒ シリツ コウコウ ジュギョウリョウ ホジョ セイド		教育課 キョウイクカ		0536-76-0509										高校生への補助制度		高校生への補助制度

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子子育て応援券交付事業		とばっ子子育て応援券交付事業		子どもが生まれると3万円分の子育て用品購入券を交付。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										とばっ子子育て応援券交付事業		とばっ子子育て応援券交付事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費助成事業		チャイルドシート等購入費助成事業		満６歳未満の子どものためにチャイルドシート等を購入する場合、１万円の助成券を交付。 コウフ		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										チャイルドシート等購入費助成事業		チャイルドシート等購入費助成事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子カード事業		とばっ子カード事業		とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることのできる仕組み。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										とばっ子カード事業		とばっ子カード事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所・幼稚園２人目からは無料		保育所・幼稚園２人目からは無料		幼稚園及び保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料は無料。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										保育所・幼稚園２人目からは無料		保育所・幼稚園２人目からは無料

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校に通学する生徒にかかる通学費や下宿費（下宿費は離島在住者のみ）の一部を助成。		教育委員会
総務課庶務係		0599-25-1262										高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校通学費等補助金交付制度

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		子育て・教育		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ		園児が摂る給食（昼食）が無料 エンジ ト キュウショク チュウショク ムリョウ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										保育園での給食費が無料		保育園での給食費が無料

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		子育て・教育		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ		子育て世代の親子を支援します。
赤ちゃんから保育所未就園児までのお子さんとその保護者の遊び場として利用いただけます。
保育士が常駐、育児相談も行います。 コソダ セダイ オヤコ シエン アカ ホイク ショ ミシュウエンジ コ ホゴシャ アソ バ リヨウ ホイクシ ジョウチュウ イクジ ソウダン オコナ		御浜町子育て支援室		05979-3-0336										御浜町子育て支援室		御浜町子育て支援室

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金		チャイルドシートの購入に要する経費の２分の１（限度額１万円）の助成		福祉課		0735-33-0339										チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン		経済的に困窮している世帯（家庭）の勉強に意欲のある高校生や大学生に奨学金を給付。月額（高校生など：５，０００円、大学生など１０，０００円） ケイザイテキ コンキュウ セタイ カテイ ベンキョウ イヨク コウコウセイ ダイガクセイ ショウガクキン キュウフ ゲツガク コウコウセイ エン ダイガクセイ エン		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0772-69-0620										京丹後市奨学金		京丹後市奨学金

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援券交付事業		子育て応援券交付事業		お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。応援券は､有料の一時預かりや産後の育児・家事支援､予防接種、タクシー利用などに利用できます。 コサマ タンジョウ セタイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

										子育て応援券交付事業		子育て応援券交付事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン		市立幼稚園に通う園児の保育料が無料です。		教育委員会　　　管理課		0791-23-7142 

										保育料軽減事業（公立幼稚園）		保育料軽減事業（公立幼稚園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン		私立幼稚園や保育園に通う3～5歳児には月額8000円を限度に支援します。		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175										保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園預かり保育事業		市立幼稚園預かり保育事業		市立の6幼稚園で、4歳児と5歳児を対象に、月額5,000円で預かり保育を実施します。（通常保育終了後16時30分まで） ツウジョウ ホイク シュウリョウ ゴ ジ フン		教育委員会　　管理課		0791-23-7142 

										市立幼稚園預かり保育事業		市立幼稚園預かり保育事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園で、火曜日・水曜日・木曜日の週3回、無料で給食を実施し、子どもたちの健康づくりに努めます。		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

										市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園給食の実施

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化事業		給食費無料化事業		市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に通う、市内在住の3～15歳の児童・生徒等を対象に給食費を無料化します。
 ヨウチエン ナド		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

										給食費無料化事業		給食費無料化事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		子育て・教育		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		0歳～6歳までの乳幼児が2人以上いる世帯に対し、幼児2人同乗用自転車の購入費の一部を助成。購入費の1/2（上限額40,000円）を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808										幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで中学生以下のお子様をもつ家庭を対象に一人につき３万円を補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス チュウガクセイ イカ コサマ カテイ タイショウ ヒトリ マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										子育て世帯定住応援補助制度		子育て世帯定住応援補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで、保育園・幼稚園に通うお子様をもつ保護者の方を対象に補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス ホイクエン ヨウチエン カヨ コ サマ ホゴシャ カタ タイショウ ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106												縁結び支援事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド		市内の高等学校に通学し通学距離が１０ｋｍを超える生徒の保護者を対象に２５，０００円を補助（在学期間中一度限り） シナイ コウトウ ガッコウ ツウガク ツウガク キョリ コ セイト ホゴシャ タイショウ エン ホジョ ザイガク キカンチュウ イチド カギ		企画課 キカク カ		079-552-5106										遠距離通学費補助制度		遠距離通学費補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド		市内の高等学校に公共交通を利用して通学し、定期乗車券の月額料金のうち１５，０００円を超える部分について補助 シナイ コウトウ ガッコウ コウキョウ コウツウ リヨウ ツウガク テイキ ジョウシャケン ゲツガク リョウキン エン コ ブブン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										公共交通機関利用者補助制度		公共交通機関利用者補助制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ		１８歳未満の子どもを１人以上養育している家庭に、市内協賛店にてさまざまな特典を受けることができる「ゆめるんカード」を発行。 サイミマン コ ニン イジョウ ヨウイク カテイ ハッコウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										子育て応援優待カード（ゆめるんカード）		子育て応援優待カード（ゆめるんカード）

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園している３歳児、４歳児、５歳児で義務教育修了前の兄姉からかぞえて第２子以降の児童について、保育料無料。 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン サイジ サイジ サイジ ギム キョウイク シュウリョウ マエ アニ アネ ダイ コ イコウ ジドウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉課
学校教育課 フクシ カ ガッコウ キョウイク カ		0799-44-3002
0799-37-3018										保育料第２子以降無料		保育料第２子以降無料

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園していない４月１日現在、満３、４、５歳の子どもを保育している保護者に、月額５千円を助成するほか市内の温浴施設などを親子が無料で利用できる「子育て応援パスポート」を交付 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン ガツ ニチ ゲンザイ マン セン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										在宅子育て応援事業		在宅子育て応援事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワイ キン		入学祝金 ニュウガク イワイ キン		市内に住所を有する方で、小学校・特別支援学校の小学部の第１学年に新入学される児童の保護者を対象として、児童１人につき１万円を支給。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										入学祝金		入学祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ		高速バスの利用による居住地からの通勤・通学を奨励するため、交通費の一部を助成。島外通勤者と島内通学者には負担額の２０％、島外通学者には３０％の助成。 コウソク リヨウ キョジュウチ ツウキン ツウガク ショウレイ コウツウヒ イチブ ジョセイ トウガイ ツウキンシャ トウナイ ツウガク シャ フタン ガク トウガイ ツウガク シャ ジョセイ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										通勤・通学者交通費助成		通勤・通学者交通費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ		修学年限が２年以上の大学・短大・各種専門学校等で教育を受ける方の保護者で、市内の金融機関から借り入れた教育資金の利子の一部を補給。 シュウガク ネンゲン ネンイジョウ ダイガク タンダイ カクシュ センモン ガッコウ トウ キョウイク ウ カタ ホゴシャ シナイ キンユウ キカン カ イ キョウイク シキン リシ イチブ ホキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0799-37-3018										まなび資金利子補給		まなび資金利子補給

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		結婚・子育て		子育て・教育		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ		淡路市から島外へ通学する大学、短大、専門学校生に対して通学費の一部を助成。(上限2万円) アワジシ トウガイ ツウガク ダイガク タンダイ センモン ガッコウ セイ タイ ツウガク ヒ イチブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506										淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業

		292010		奈良県 ナラケン		奈良市 ナラ シ		結婚・子育て		子育て・教育		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		パートナーの妊娠～出産、子どもが6歳になるまでに知っておきたいこと、おススメ遊びスポット、イベントなど、子育てに役立つ情報をパパ目線で1冊にまとめて、母子手帳交付時及び子育て中の希望者に配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ オヨ コソダ ナカ キボウシャ ハイフ		男女共同参画課 ダンジョ キョウドウ サンカク カ		0742-81-3100										「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育		学童保育		各小学校に併設されているプレジャールーム（学童保育室）にて、小学１年生から６年生まで利用可能な学童保育を行っています。		福祉課		0747
52-5501										学童保育		学童保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		子供教育相談		子供教育相談		専門のカウンセラーの先生による子育ての不安や悩みの相談を受付しています。		福祉課		0747
52-5501										子供教育相談		子供教育相談

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談室　子育て支援センター		育児相談室　子育て支援センター		育児相談はもちろん、親の間での情報提供、子育てのリフレッシュができる場所を提供しています。		福祉課		0747
52-5501										育児相談室　子育て支援センター		育児相談室　子育て支援センター

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育		病後児保育		子供が病気の回復期でまだ学校／保育所に預けられない場合、看護師と保育士が一時的に病後児保育室にてお預かりします。		福祉課		0747
52-5501										病後児保育		病後児保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		二人目保育料割引制度		二人目保育料割引制度		同時に二人以上のお子様が保育園に通っている場合、二人目は半額、三人目は無料となります。		福祉課		0747
52-5501										二人目保育料割引制度		二人目保育料割引制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		乳幼児の７か月教室時に、一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡します。また、乳幼児向けブックリストを配布します。 ニュウヨウジ ヒトリ アカ エホン ヒラ タノ タイケン イッショ エホン テワタ ニュウヨウジ ム ハイフ		生涯学習課 シ		0736-22-0300(内線3016)										ブックスタート事業		ブックスタート事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		町内の小学校に通学する児童の保護者には、1食250円のうち50円、中学校に通学する生徒の保護者には、1食280円のうち60円を助成します。 チョウナイ ショウガッコウ ツウガク ジドウ ホゴシャ ショク エン エン チュウガッコウ ツウガク セイト ホゴシャ ショク エン エン ジョセイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3013)										学校給食費の助成		学校給食費の助成

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ		共働き家庭や母子・父子家庭の小学生が、放課後安心して過ごせる環境をつくり、その健全育成を図るため、学童保育を実施します。 トモバタラ カテイ ボシ フシ カテイ ショウガクセイ ホウカゴ アンシン ス カンキョウ ケンゼン イクセイ ハカ ガクドウ ホイク ジッシ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)										学童保育の実施		学童保育の実施

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ		「かつらぎ町要保護及び準用保護児童生徒就学援助制度」の認定を受けている家庭は、学童保育料の免除もしくは減額を受けることができます。 ヨウホゴ オヨ ジュンヨウ ホゴ ジドウ セイト シュウガク エンジョ セイド ニンテイ ウ カテイ ガクドウ ホイク リョウ メンジョ ゲンガク ウ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)										学童保育促進事業		学童保育促進事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド		３人目以上の子どもを養育しておりそのうち３人目以降の児童が３歳未満の場合に支給する制度です。（手当５千円） ニンメ イジョウ コ ヨウイク ニンメ イコウ ジドウ サイ ミマン バアイ シキュウ セイド テアテ センエン		福祉課 フクシカ		0736-54-2019										クローバー給付金制度		クローバー給付金制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド		チャイルドシートを購入する場合、一定の条件を満たせば購入金額の一部（購入費の二分の一、上限１５，０００円）を助成する制度です。 コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ コウニュウ キンガク イチブ コウニュウヒ ニブン イチ ジョウゲン エン ジョセイ セイド		地域防災課 チイキ ボウサイ カ		0736-54-2019										チャイルドシート補助制度		チャイルドシート補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化		給食費無料化		町内の保育所から中学校までの園児・児童・生徒の給食費を無料化。 チョウナイ		教育委員会 キョウイクイインカイ		0736-56-3050										給食費無料化		給食費無料化

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料を無料化。		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ		乳幼児１人につき１台限り、上限１万円を助成 ニュウヨウジ ニン ダイ カギ ジョウゲン マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										チャイルドシート購入費用助成		チャイルドシート購入費用助成

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ		出生の最も早い者から数えて、第３番目以降の３歳児未満児の保育料を無料とする制度 シュッセイ モット ハヤ モノ カゾ ダイ バンメ イコウ サイジ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ セイド		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										第３子以降で３歳未満児の保育料無料		第３子以降で３歳未満児の保育料無料

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ		小学生以下の子ども３人以上養育している家族に、小学校入学前の子どもが、「病児・病後児保育事業」「一時預かり事業」「子育て短期支援事業」「ファミリー･サポート・センター事業」等を利用した際の助成 ショウガクセイ イカ コ ニン イジョウ ヨウイク カゾク ショウガッコウ ニュウガク マエ コ ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ イチジ アズ ジギョウ コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ トウ リヨウ サイ ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										第三子以上に係る育児支援助成事業		第三子以上に係る育児支援助成事業

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ		病気又は病気の回復期にある児童を医療機関併設施設において、一時的に預かる事業 ビョウキ マタ ビョウキ カイフクキ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ ジギョウ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724								1		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ		村内に居住する者の保育料を村が負担する制度。 ソンナイ キョジュウ モノ ホイク リョウ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／保育料の無料化		若者定住促進事業／保育料の無料化

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降の児童の保育料を免除する。 ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ メンジョ		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561										第3子以降保育料免除事業		第3子以降保育料免除事業

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート		妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パスポートを協賛店舗で提示すると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店は鳥取県内外合わせて２，３４０店以上。		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200円～800円）が必要。		鳥取県交通安全協会倉吉地区協会		0858-26-7115										鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		市指定有料ゴミ袋支給		市指定有料ゴミ袋支給		出生児に、市指定ごみ袋（大）100枚を支給。転入者は、0歳児は100枚を支給。１歳児は50枚を支給。無料での支給は、いずれも1回限り。対象：倉吉市に住所がある2歳未満の乳幼児 タイショウ		産業環境部 環境課		0858-22-8168										市指定有料ゴミ袋支給		市指定有料ゴミ袋支給

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割引、敷金半額、クリーニング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世帯。 マタ		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート		協賛店で、日帰温泉半額、ガソリン割引、洗車半額、クリーニング割引、ミルクのお湯提供、ポイントカード倍押し、飲物サービスなどの割引や特典が受けられます。対象は妊娠中又は18歳未満の児童がおられる保護者。 オンセン マタ		鳥取県福祉保健部 子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		ブックスタート事業		6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせを行う。		倉吉市立図書館		0858-47-1183										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		災害遺児手当		災害遺児手当		中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい者になった場合に支給します。支給月額は、児童1人につき2,000円		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										災害遺児手当		災害遺児手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひとり親家庭 入学支度金		ひとり親家庭 入学支度金		小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯）		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 入学支度金		ひとり親家庭 入学支度金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助金		遠距離通学費補助金		遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞以上、中学校片道６㎞以上。バス通学者3ヶ月定期券の3分の１相当額×８０％。その他の通学方法は小学生月額1200円、中学生月額1500円。 ナマ		教育委員会事務局 学校教育課		0858-22-8166										遠距離通学費補助金		遠距離通学費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市奨学資金		倉吉市奨学資金		学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方50,000円３ヶ月毎に貸与。無利子		教育委員会事務局 教育総務課		0858-22-8165										倉吉市奨学資金		倉吉市奨学資金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県医師養成確保奨学金		鳥取県医師養成確保奨学金		将来、県内の病院等に医師として従事しようとする学生に対し、修学上必要な資金を貸付る「医師養成確保奨学金制度」を創設。卒業後所定の期間、県内の病院等で勤務した場合は返還免除。月額10～12万円。無利子。		鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医療人材確保室		0857-26-7195										鳥取県医師養成確保奨学金		鳥取県医師養成確保奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		中部ふるさと奨学金		中部ふるさと奨学金		＜条件＞鳥取短期大学本科に学籍を有している方又は入学を許可された方で、親権者が鳥取中部ふるさと広域連合を構成する市町に在住する方。＜内容＞奨学金は授業料の半額から全額相当額の範囲		鳥取短期大学 学生課		0858-26-1811										中部ふるさと奨学金		中部ふるさと奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県大学等進学資金助成金		鳥取県大学等進学資金助成金		大学へ進学した者のため教育資金を借入した方や専修学校等へ進学した方のため教育資金を借入した方又は就職を断念し､大学へ進学した方のために教育資金を借入した方に金融機関からの借入金額に係る利子の一部を助成		鳥取県教育委員会事務局育英奨学室		0857-29-7145										鳥取県大学等進学資金助成金		鳥取県大学等進学資金助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		親子の遊びの場、子育て世代の交流の場として、無料で利用できます。子育て相談員による育児相談も可能。 オヤコ アソ バ コソダ セダイ コウリュウ バ ムリョウ リヨウ コソダ ソウダンイン イクジ ソウダン カノウ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										子育て支援センター		子育て支援センター

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		０歳児預かり事業		０歳児預かり事業		産後育児の中の母親が再度、就業するための育児就業両立支援の一環として、子育て支援センターにおいて0歳児を預かり保育する。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										０歳児預かり事業		０歳児預かり事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ		放課後や長期休業中、小学校低学年の使用希望のある児童を預ります。 ショウガッコウ テイガクネン シヨウ キボウ ジドウ アズカ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										放課後児童クラブ「なかよし教室」		放課後児童クラブ「なかよし教室」

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		第1子が入所した場合：1/2の保育料、第2子：1/3、第3子以降：無償。 ダイ コ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ダイ コ ダイ コ イコウ ムショウ		にちなん保育園 ホイクエン		0859-82-0626										保育料の減免		保育料の減免

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ		絵本との出会いを目的に、新生児に１人１０冊の絵本を誕生記念にプレゼント。 エホン デア モクテキ シンセイジ ニン サツ エホン タンジョウ キネン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		出生から３歳までの期間に使用される可燃ゴミ袋を、子育て支援の一環として無料で配布。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業		ファミリー・サポート・センターで登録された「引き受け会員」の中で必要な支援を提供できる会員を捜し、引き受けが可能となれば「お願い会員」に連絡し、保育サービスを提供します。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童が保育所に入所している場合、その3人目以降の保育料を無料とするもの。 サイ ミマン ジドウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6964										第３子以降保育所保育料無料化事業		第３子以降保育所保育料無料化事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業		病後児保育事業		お子さまが病気の回復期であり、家庭や通っている保育所・幼稚園での保育が困難なときに、専用施設にて保育を行う事業です。利用料は1,500円/日（食事・おやつ代含む）です。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										病後児保育事業		病後児保育事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		「学び舎ますだ」事業		「学び舎ますだ」事業		地域ぐるみで子ども達の学力向上を図るため、市内の小中学生の希望者に対し、地域の先生か授業を行う「学び舎ますだ」を開設します。		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0856-31-0451										「学び舎ますだ」事業		「学び舎ますだ」事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯について、第３子以降３歳未満の保育料を全額補助。延長保育、休日保育、障がい児保育、病後児保育（自園型）を実施。子育てを手伝ってほしい人に支援できる人も紹介します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0854-82-1600										保育料の減免等		保育料の減免等

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		お子さまの人数に応じて町内保育所の減免がされます。
第２子：半額、第３子以降：無料（保育料は所得税等を元に算出されます。） コ ニンズウ オウ チョウナイ ホイク ショ ゲンメン ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ ホイク リョウ ショトクゼイ ナド モト サンシュツ		住民課 ジュウミンカ		0854-76-2213										保育料減免		保育料減免

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		第1子・第2子は保育料を80%～75%軽減、第3子以降は無料 ダイ シ ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ダイ シ イコウ ムリョウ		健康福祉課
子育て支援係 ケンコウ フクシ カ コソダ シエン カカリ		0855-75-1932										保育料軽減		保育料軽減

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン		学校給食の食材費の30%分を助成（小学校：個人負担1食200円、中学校個人負担1食220円） ガッコウ キュウショク ショクザイ ヒ ブン ジョセイ ショウガッコウ コジン フタン ショク エン チュウガッコウ コジン フタン ショク エン		教育委員会
学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0855-75-1217										学校給食費の軽減		学校給食費の軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン		０歳～18歳まで60,000円/年/人(5,000円/月)
１５歳～１８歳120,000円/年/人(10,000円/月) サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ		村民福祉課 ソンミン フクシカ		08514-8-2211										子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		３子目から全額無料または１/２です。 コ メ ゼンガク ムリョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										保育料負担軽減		保育料負担軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		育児奨励金として２子目まで５０万円、３子目以降１００万円を支給します。
（ただし、支給については出産より１年間継続して本村に住所を有した場合とします。） イクジ ショウレイキン コ メ マン エン コ メ イコウ マン エン シキュウ シキュウ シュッサン ネンカン ケイゾク ホンムラ ジュウショ ユウ バアイ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211				大 ダイ		赤ちゃん2人目まで50万円、3人目は100万円 アカ リ メ マン エン ニン メ マンエン				育児奨励金		育児奨励金

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド		同時に2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目以降の保育料が無料になります。
また、同時に入所していない場合も、第3子以降の児童については、保育料を軽減します。 ドウジ ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ドウジ ニュウショ バアイ ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ ケイゲン		福祉課 フクシ カ		08512-2-8577										保育料軽減制度		保育料軽減制度

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド		選考会で貸与が決定した者に、入学してから卒業するまで毎月5万円を貸与します。
卒業後、5年以内に本町に居住し、引き続き5年以上居住した場合は奨学資金の返還が免除されます。 センコウカイ タイヨ ケッテイ モノ ニュウガク ソツギョウ マイツキ マンエン タイヨ ソツギョウゴ ネン イナイ ホンチョウ キョジュウ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ バアイ ショウガク シキン ヘンカン メンジョ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570										隠岐の島町定住奨学資金貸与制度		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		昼間保護者のいない家庭のお子さん（小学校１～６年の就学児童）を市内８７カ所の専用の施設で預かり、育児と仕事などの両立を支援します。運営は各クラブの運営委員会に委託しています。 シナイ ショ ウンエイ カク ウンエイ イインカイ イタク		子育て支援課 コソダ シエン カ		086-426-3314										放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ		複数の子どもが同時に保育所に入所している場合、保育料が安くなる。また、４人以上の子どもがいる場合は、４人目以降の保育料が無料になる。 フクスウ コ ドウジ ホイク ショ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ヤス ニンイジョウ コ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		こども課 カ		0867-72-6115										保育料に対する支援事業		保育料に対する支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児１人につき、チャイルドシート１台の購入費用を助成する（上限１万円）。 ニュウヨウジ ニン ダイ コウニュウ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		こども課 カ		0867-72-6115										チャイルドシート購入費助成事業		チャイルドシート購入費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後、仕事などで保護者が家庭にいない子どもを預かり、保育する。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946										放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後児童クラブ設置及び育成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		一時保育事業		
保護者の仕事や急な用事・病気など、家庭での子育て負担軽減などのため、一時的な保育をする。
		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946										一時保育事業		一時保育事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園児預かり保育		幼稚園児預かり保育		幼稚園に通園している園児に対して、降園時から午後６時まで預かり保育をする。		総務学務課 ソウム ガク ム カ		0869-34-3460										幼稚園児預かり保育		幼稚園児預かり保育

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ		保護者の就業状況によらず就学前教育を受けられる体制づくりを行うとともに、子どもの育ちに必要な集団を行う環境を整備するもの。現在５園、今年度１園整備予定。 ゲンザイ エン コンネンド エン セイビ ヨテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0867-42-1054										認定こども園の整備事業		認定こども園の整備事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート助成金 キン		チャイルドシート助成金 キン		勝央町に居住する乳幼児のいる世帯の世帯主に対して、チャイルドシートを購入した場合に、助成金を支給します。ただし、支給は1世帯に1回限りとします。助成金の支給の額は、1世帯につき上限を1万円とします。		総務部		0868-38-3111										チャイルドシート助成金		チャイルドシート助成金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児激励		遺児激励		生活保護世帯（に準ずると町長が認めた場合）に●入学激励金：1人につき５０，０００円●卒業激励金：１人につき５０，０００円●保護者死亡見舞金：１人につき５０，０００円を支給。 シキュウ		税務住民部		0868-38-3115										遺児激励		遺児激励

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央町立勝央中学校に在籍する生徒。生徒の体力向上とともに自転車通学の推進を図ることを目的とし、
在籍中一度のみ、生徒１人の申請につき10,000円を支給する。		教育振興		0868-38-1752										勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央中学校通学自転車購入助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ		市立三次中央病院では小児救急医療拠点病院事業として24時間365日の小児救急診察を実施 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン ショウニ キュウキュウ イリョウ キョテン ビョウイン ジギョウ ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ ジッシ		市立三次中央病院 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン		0824-65-0101										24時間365日小児救急診察		24時間365日小児救急診察

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン		同じ世帯から保育所のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め，第2子以降の保育料を軽減。第3子目以降の児童が保育所に入所されている場合は，保育料を減額 オナ セタイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ リヨウ ジドウ サンテイ タイショウ ニンズウ フク ダイ シイコウ ホイクリョウ ケイゲン		子育て支援部
保育課保育係 ホイク カ ホイク カカリ		0824-62-6147										第2子以降保育料負担軽減		第2子以降保育料負担軽減

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		第３子以降が、同時入所の有無に関わらず無料 ウム		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192										保育料減免		保育料減免

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		一時保育		市内に住民登録のある子どもを対象に，定員に空きのある保育所で受け入れ実施		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		放課後児童クラブ		小学校1～3年生他を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保
・保護者負担金：月3,000円（月4,000円８月のみ）、・保険料：年800円		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート		ファミリーサポート		育児を応援してほしい人(依頼会員)と，育児を応援したい人(提供会員)が会員になり，相互に関わり合って，安心して子育てをするための相互援助活動。必要に応じて子どもの預かり等を行う		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター		子育て支援センター		子育て家庭や地域の皆さんが気軽に集い交流できる場で，子育てに関する相談・子育て情報の提供・子育て家庭の友だち作りや交流の場の提供，子育てサークルの活動支援などを行っている。市内9ヶ所に設置		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド		市内に一定期間居住することを要件とした奨学金の返還免除制度を実施 シナイ イッテイ キカン キョジュウ ヨウケン ショウガクキン ヘンカン メンジョ セイド ジッシ		教育委員会総務学事課
 キョウイク イインカイ		0827-59-2185										奨学金返還免除制度		奨学金返還免除制度

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育		病児・病後児保育		満1歳以上から小学校3年生までの保育所・幼稚園・小学校に在籍している病気または病気の回復期にある児童の保育する事業		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148										病児・病後児保育		病児・病後児保育

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		放課後児童クラブ		小学校1～3年生を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保する事業。【保護者負担金】月～金曜日利用：3,000円／月～土曜日利用：3,500円。※早朝利用で500円追加，延長利用で500円追加。 ジギョウ		教育委員会生涯学習課 キョウイク イインカイ		0827-53-5800										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		同一世帯の２人以上の就学前児童が保育園等に入所している場合、最年長児が全額負担、次の年長児が半額負担、その他の児童が無料。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										保育料減免		保育料減免

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時的保育		一時的保育		1歳以上，午前8時30分～午後5時。
保育料1日あたり3歳未満児2,000円，3歳以上児1,600円。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										一時的保育		一時的保育

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児保育室		病児保育室		病気にかかっていたり回復期にあって，安静にする必要がある子どもを一時的に預かる。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										病児保育室		病児保育室

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童館管理運営事業		児童館管理運営事業		健全な遊び場を与え、情操を豊かにし、安心安全な居場所を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										児童館管理運営事業		児童館管理運営事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		留守家庭児童会		留守家庭児童会		小学校1年生から3年生までの児童で，保護者が就労等の事情により昼間家庭にいない児童を対象（小学校4年生から6年生についても、要件に該当する場合は利用可能）に生活の場を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										留守家庭児童会		留守家庭児童会

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		育児・介護等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が育児・介護等の相互援助を行う会員組織（有償ボランティア）。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		育児不安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を行う。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時預かり事業		一時預かり事業		通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単位で子どもを預かる。
対象6ヶ月～小学校3年生。時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金300円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										一時預かり事業		一時預かり事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児預かり事業		病後児預かり事業		病気回復期の子どもで，集団保育が困難な場合や保護者の都合で，保育ができない場合に子どもを預かる。
時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金500円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										病後児預かり事業		病後児預かり事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		申請に基づき，保育料および幼稚園授業料（給食費を含む）を第2子以降について全額免除		児童育成課
学校教育課		0826-28-1969
0826-22-1212										第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		一時保育事業		就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育または私的理由による保育を町内4保育所・こども園で実施。1時間当たり0歳700円，1～2歳400円，3歳210円，4歳以上180円 ジッシ		児童育成課		0826-28-1969										一時保育事業		一時保育事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		子育て支援センター事業		町内2か所（加計認定こども園あさひ内・認定こども園とごうち内）に設置。育児相談，在宅の親子の支援を実施。ママのリフレッシュ講座等楽しい講座も実施。【開設】月～金曜日の午前9時～午後2時		児童育成課		0826-28-1969										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシート購入・レンタル費用について，上限1万円を助成
ベビーシート（0か月～6か月），ジュニアシート（満3歳～6歳頃）については，無償貸し出し		児童育成課		0826-28-1969										チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所通園費補助事業		保育所通園費補助事業		町内に住所を有する者で通園距離が片道4㎞以上ある場合申請に基づき補助
※ただし，通勤経路分は除く。【補助額】1㎞当たり月額500円		児童育成課		0826-28-1969										保育所通園費補助事業		保育所通園費補助事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		母親学級支援事業		母親学級支援事業		母親学級参加助成事業（他施設の母親学級参加費の助成）		健康づくり課		0826-22-0196										母親学級支援事業		母親学級支援事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		新生児・乳児等家庭訪問		新生児・乳児等家庭訪問		保健師による新生児・乳児等への訪問を実施
保健師による妊婦訪問・産婦訪問		健康づくり課		0826-22-0196										新生児・乳児等家庭訪問		新生児・乳児等家庭訪問

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援各種相談・教室		子育て支援各種相談・教室		乳幼児健康相談（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）、聞こえと言葉の相談（言語聴覚士）、お陽さま相談（発達支援相談員）、妊婦交流会（妊婦教室）、もぐもぐランド（離乳食教室）などを実施		健康づくり課		0826-22-0196										子育て支援各種相談・教室		子育て支援各種相談・教室

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業		小学1年～6年生を対象に放課後，児童が安全で安心して過ごせる場所を提供。【開館】平日：午後0時～午後7時、土曜日：午前8時～午後6時。【利用料】月4回まで１回300円、月5回以上は月額1,500円		児童育成課		0826-28-1969										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室		放課後子ども教室		町内4校で小学1年～6年生を対象に，地域の方の協力を得て，小学校の空き教室等を利用し，安全安心な居場所として学習や交流事業等を行う。		生涯学習課		0826-22-1212

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ		児童手当とは別に支給。乳幼児一人につき月額5,000円【条件】小学校入学前の乳幼児を養育している人。 ジドウ テアテ ベツ シキュウ ニュウヨウジ ヒトリ ゲツガク ０００エン ジョウケン ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウヨウジ ヨウイク ヒト		福祉課 フクシカ		0846-62-0302										子育て支援手当		子育て支援手当

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診14回の費用と妊婦健診交通費の一部を助成 ニンプ ケンシン カイ ヒヨウ ニンプ ケンシン コウツウヒ イチブ ジョセイ		保健衛生課 ホケン エイセイカ		0846-62-0303										妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）の保育料の半額を助成又は補助する。諸要件あり。		子育て支援課		0847‐25‐0295										保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）保育料等補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園において、入園料及び年間保育料の合計金額から、国庫補助金（就園奨励費補助金）を引いた保護者負担額の1/2を助成する。		世羅町教育委員会学校教育課		0847‐22‐0548										私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園子育て支援補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援小学校入学祝い金支給事業		子育て支援小学校入学祝い金支給事業		小学校入学１年生の児童の保護者へ，その児童が第1子の場合10万円，第2子20万円，第3子以降30万円を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										子育て支援小学校入学祝い金支給事業		子育て支援小学校入学祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料半額免除		第3子以降保育料半額免除		第3子以降の児童の保育料が半額となります。		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										第3子以降保育料半額免除		第3子以降保育料半額免除

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所給食米代を無料化		保育所給食米代を無料化		保育所の給食米代が無料化になりました。 ホイク ショ キュウショク コメ ダイ ムリョウカ		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										保育所給食米代を無料化		保育所給食米代を無料化

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン		保育所徴収金を国基準額から減額。
保育園に同時に２人以上通園する場合、２人目以降に係る保育料無料。 ホイク ショ チョウシュウ キン クニ キジュン ガク ゲンガク ホイクエン ドウジ ニン イジョウ ツウエン バアイ ニン メ イコウ カカ ホイクリョウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										子育て支援（保育園）		子育て支援（保育園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン		私立幼稚園に同時に2人以上通園する場合、2人目以降に係る保育料無料。（保育園と併用の場合も適用） ムリョウ ホイクエン ヘイヨウ バアイ テキヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										子育て支援（幼稚園）		子育て支援（幼稚園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ		学業に必要な資金の貸付（要件有）。①高等学校、専修学校の高等課程15,000円/月②高等専門学校15,000円/月③大学、短期大学、専修学校の専門課程35,000円/月 カシツケ ヨウケン アリ ツキ ツキ ツキ		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0833-45-1866										奨学金の貸与		奨学金の貸与

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもを守る予防接種事業		こどもを守る予防接種事業		「おたふくかぜ」の予防接種にかかる経費を助成します。 ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0827-24-3751										こどもを守る予防接種事業		こどもを守る予防接種事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ		同一世帯の就学前児童が保育所に2人以上入所している場合、保育料の負担を2人目以降無料化 ドウイツ セタイ シュウガクマエ ジドウ ホイク ショ ニンイジョウ ニュウショ バアイ ホイク リョウ フタン ニン メ イコウ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505										保育料同時入所2人目以降無料化事業		保育料同時入所2人目以降無料化事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ		「少年の主張弁論大会」での小学生発表者には関西方面への研修、中学生の上位優秀者には海外語学研修に参加することができる。 ショウネン シュチョウ ベンロン タイカイ ショウガクセイ ハッピョウシャ カンサイ ホウメン ケンシュウ チュウガクセイ ジョウイ ユウシュウシャ カイガイ ゴガク ケンシュウ サンカ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106										那賀町を愛する心プロジェクト		那賀町を愛する心プロジェクト

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		通学補助 ツウガク ホジョ		通学補助 ツウガク ホジョ		那賀高等学校の遠距離通学生に通学費の一部を補助。また、自転車通学生には１回に限り、購入費の一部を補助 ナカ コウトウ ガッコウ エンキョリ ツウガク ツウガク ヒ イチブ ホジョ ジテンシャ ツウガクセイ カイ カギ コウニュウ ヒ 1 ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106										通学補助		通学補助

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		町内の幼保施設の３．４．５歳児を対象として英語教育を実施。英語指導員１名。 チョウナイ ヨウホ シセツ サイ タイショウ エイゴ キョウイク ジッシ エイゴ シドウイン メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		小学生に対する英語教育の拡充。町内３小学校へ英語の加配教諭として、臨時教諭１名。 ショウガクセイ タイ エイゴ キョウイク カクジュウ チョウナイ ショウガッコウ エイゴ カハイ キョウユ リンジ キョウユ メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ		保護者の負担軽減を行うため、給食費の一部を助成。また、地産地消の一環として、小・中学校の給食に地場の食材の使用回数を増やす。 ホゴシャ フタン ケイゲン オコナ キュウショクヒ イチブ ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ		小学校１年生～小学校３年生までの児童を、長期休暇時に預かる。 ショウガッコウ ネン セイ ショウガッコウ ネン セイ ジドウ チョウキ キュウカジ アズ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一世帯から２人以上通所・通園している第２子以降を対象に、「保育料」の自己負担を原則無料とする。 シナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ ツウショ ツウエン ダイ シ イコウ タイショウ ホイクリョウ ジコ フタン ゲンソク ムリョウ		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ ガッコウ キョウイク カ		0875-23-3962
0875-54-5710										就学前第２子以降の保育料無料化		就学前第２子以降の保育料無料化

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		子育て・教育		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ		産前産後や病気療養等に家事・育児等が困難な家庭にヘルパーを派遣し必要な援助を実施。（自己負担有） サンゼン サンゴ ビョウキ リョウヨウ トウ カジ イクジ トウ コンナン カテイ ハケン ヒツヨウ エンジョ ジッシ ジコ フタン アリ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242										エンゼルヘルパー派遣事業		エンゼルヘルパー派遣事業

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		国の定める徴収基準額に対する市保育料の適用率を、概ね75％で調整することにより、保護者の負担軽減を図る。 クニ サダ チョウシュウ キジュン ガク タイ シ ホイク リョウ テキヨウ リツ オオム チョウセイ ホゴシャ フタン ケイゲン ハカ		女性児童福祉課		0897-56-5151 内線:2336										保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センターとうおん		ファミリー・サポート・センターとうおん		安心して子育てができるように子育てを助けてほしい人たちと、それに協力する人たちが相互に助け合う制度。（登録制、有料） アンシン コソダ コソダ タス ヒト キョウリョク ヒト ソウゴ タス ア セイド トウロクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										ファミリー・サポート・センターとうおん		ファミリー・サポート・センターとうおん

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク		乳幼児及び小学１～３年生の子どもが病気回復の際、保護者の就労等の理由により、病気中の子を家庭で保育できない場合に、専門施設で看護師や保育士が一時的にお預かりする保育。（事前登録・予約制、有料） ニュウヨウジ オヨ ショウガク ネンセイ コ ビョウキ カイフク サイ コ ジゼン トウロク ヨヤクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										ジョイルーム（病後児保育）		ジョイルーム（病後児保育）

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン		子どもの成長や相談、支援の内容等を記録することで、継続した支援を受けられるようにする。 コ セイチョウ ソウダン シエン ナイヨウ ナド キロク ケイゾク シエン ウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										とうおんし子育て支援ファイル「きらり」		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から同期間に2人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯について、2人目は保育料に0.5を乗じて得た額、3人目以降は無料。 ドウイツ セタイ ドウ キカン ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ヨウチエン トウ ニュウショ セタイ ニン メ ホイクリョウ ジョウ エ ガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212										保育料の助成		保育料の助成

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		保育所に入所していない満1歳から小学校就学前までの幼児を対象に、リフレッシュなどを含め、利用可能。 ホイク ショ ニュウショ マン サイ ショウガッコウ シュウガクマエ ヨウジ タイショウ フク リヨウ カノウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212										一時保育事業		一時保育事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		同一世帯で、兄姉児が保育所等（幼稚園及び認定こども園等含む）に入所している場合における弟妹児の保育料無料。 ドウイツ セタイ アニ アネ コ ホイク ジョ トウ ヨウチエン オヨ ニンテイ エン トウ フク ニュウショ バアイ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		保育幼稚園課 ホイク ヨウチエン カ		088-823-4012										同時入所の弟妹児保育料無料		同時入所の弟妹児保育料無料

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		・２人以上の入所児童：２子に係る保育料の２分の１
・１８歳未満を養育３人以上：第３子以降の入所児童が５歳未満の場合、無料 バアイ		学校保育課 ガッコウ ホイク カ		0887-22-1111室戸市(代)										保育料減免		保育料減免

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン		・対象者：出産の１年以上前から室戸市の住民である母親または、親族
※詳細に関しましてはお問い合わせください タイショウ シャ シュッサン ネン イジョウ マエ ムロトシ ジュウミン ハハオヤ シンゾク		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0887-22-3100										室戸市すこやか子育て祝い金		室戸市すこやか子育て祝い金

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン		・公立保育所での児童の受け入れ。現在、待機児童なしで希望者全員の受け入れが可能。・子育てに関する各種相談事業を実施。①子育て支援センターを開設②新生児家庭訪問事業③一時保育の実施 コウリツ ホイク ショ ジドウ ウ イ ゲンザイ タイキ ジドウ キボウシャ ゼンイン ウ イ カノウ コソダ カン カクシュ ソウダン ジギョウ ジッシ コソダ シエン カイセツ シンセイジ カテイ ホウモン ジギョウ イチジ ホイク ジッシ		福祉事務所		0880-82-1118										子育て・教育支援		子育て・教育支援

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド		高校・短大・大学等への進学を考えている方のために、無利子の奨学資金を用意。①高等学校等：月額13,000円以内②短大・専門学校等：月額30,000円以内③大学・大学院等：月額40,000円以内 コウコウ タンダイ ダイガク トウ シンガク カンガ カタ ムリシ ショウガク シキン ヨウイ コウトウ ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ タンダイ センモン ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ ダイガク ダイガクイン トウ ゲツガク エン イナイ		学校教育課		0880-82-1116										奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		子育て・教育		保育助成金 ホイク ジョセイキン		保育助成金 ホイク ジョセイキン		就学前の子どもを含む子が３人以上あり、町に１年以上住所を有しかつ居住し、引き続き土佐町に居住する意思のある方に支給。第３子以降につき就学前年度まで年額６０，０００円(年度途中からの場合は月割)。 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										保育助成金		保育助成金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育 ガクドウ ホイク		学童保育 ガクドウ ホイク		就労等により保育が困難な家庭の児童に対して実施。
対象：越知小学校1年生～4年生 シュウロウ トウ ホイク コンナン カテイ ジドウ タイ ジッシ タイショウ オチ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										学童保育		学童保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ		3人目以降の児童生徒にかかる給食費を支給。
対象：越知小中学校に3人以上在学している子どもがいる家庭 ニン メ イコウ ジドウ セイト キュウショクヒ シキュウ タイショウ オチ ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイガク コ カテイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										給食費扶助		給食費扶助

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育 エンチョウ ホイク		延長保育 エンチョウ ホイク		越知保育園で午後6時まで実施。 オチ ホイクエン ゴゴ ジ ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										延長保育		延長保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		預かり保育 アズ ホイク		預かり保育 アズ ホイク		越知幼稚園で午後5時30分まで実施。 オチ ヨウチエン ゴゴ ジ フン ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										預かり保育		預かり保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育園、幼稚園に同時に入園している場合、2人目半額、3人目無料 ホイクエン ヨウチエン ドウジ ニュウエン バアイ ニン メ ハンガク ニン メ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		児童（18歳に達する日以降最初の３月31日までの間にある者）を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳未満児の保育料無料 ジドウ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		・子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導・越知保育園での一時預かり・なかよしひろば コソダ カテイ ホゴシャ ジドウ トウ タイ ソウダン シドウ オチ ホイクエン イチジ アズ		越知保育園 オチ ホイクエン		0889-26-2141										子育て支援センター		子育て支援センター

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ		・育児に関する様々な相談指導
・親同士の交流 ソダ カン サマザマ ソウダン シドウ オヤ ドウシ コウリュウ		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211										育児相談・親子ふれあいサロン		育児相談・親子ふれあいサロン

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出 カシダシ		ベビーシート貸出 カシダシ		生後9ケ月までの乳児に無料貸し出し セイゴ ゲツ ニュウジ ムリョウ カ ダ		総務課 ソウムカ		0889-26-1111										ベビーシート貸出		ベビーシート貸出

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ		小学校新入学児童に一人につき10,000円支給 ショウガッコウ シン ニュウガク ジドウ ヒトリ エン シキュウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										入学祝い金支給		入学祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		児童（18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者）を3人以上養育している多子世帯の第3子以降3歳未満の児童の幼稚園又は届出認可外保育施設の保育料を助成。		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116										多子世帯保育料助成事業		多子世帯保育料助成事業

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン		①高校またはこれと同程度の学校の奨学生月額２万円以内
②大学またはこれと同程度の学校の奨学生月額３万円以内		教育委員会　　学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0880-55-3190										黒潮町宮川奨学資金		黒潮町宮川奨学資金

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		多子出産祝い金事業		多子出産祝い金事業		筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満たしている場合に、祝い金として10万円を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										多子出産祝い金事業		多子出産祝い金事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健診費用補助事業 		妊婦健診費用補助事業 		妊婦健康診査補助券14回分を補助します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										妊婦健診費用補助事業 		妊婦健診費用補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（希望者）		赤ちゃん訪問事業（希望者）		生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情報提供などを実施します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										赤ちゃん訪問事業（希望者）		赤ちゃん訪問事業（希望者）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（全員）		赤ちゃん訪問事業（全員）		生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報提供などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										赤ちゃん訪問事業（全員）		赤ちゃん訪問事業（全員）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ		保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付します。 ホゴシャ イクジ ヅカ カイショウ キュウビョウ ダンゾクテキ キンム トモナ イチジテキ ホイク ジッシ ホイク ショ ホジョキン コウフ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										一時保育補助事業		一時保育補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサークルの支援などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育事業  		休日保育事業  		就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施します。		筑後保育所		0942-53-5406										休日保育事業  		休日保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援助、病気や産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業  		学童保育事業  		仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって保育を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										学童保育事業  		学童保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児一時預かり事業 		病児一時預かり事業 		生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育できない場合に一時預かりを実施します。 セイゴ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										病児一時預かり事業 		病児一時預かり事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業  		幼稚園就園奨励事業  		私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市民税額に応じて変動）		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										幼稚園就園奨励事業  		幼稚園就園奨励事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		少人数学級編成事業 		少人数学級編成事業 		小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										少人数学級編成事業 		少人数学級編成事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別教育支援事業 		特別教育支援事業 		特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										特別教育支援事業 		特別教育支援事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金事業 		奨学金事業 		高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒を対象に、奨学金を3年間無償で給付します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										奨学金事業 		奨学金事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ		子育て中の忙しい方にほっとひといきできるようなリフレッシュ法と教養講座（託児あり） コソダ チュウ イソガ カタ ホウ キョウヨウ コウザ タクジ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										ママリフレッシュ＆教養講座		ママリフレッシュ＆教養講座

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ		子育て中の方にも住民健診・講演会等に気軽に参加していただけるよう無料の託児サービスを実施（予約制） コソダ チュウ カタ ジュウミン ケンシン コウエンカイ トウ キガル サンカ ムリョウ タクジ ジッシ ヨヤクセイ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										住民検診・講演会等の託児サービス		住民検診・講演会等の託児サービス

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		10か月検診時に赤ちゃんに絵本をプレゼント! ゲツ ケンシン ジ アカ エホン		生涯学習課図書館係 ショウガイガクシュウカ トショカン カカリ		0943-77-3050										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市寺子屋 シ テラコヤ		うきは市寺子屋 シ テラコヤ		児童向けに土曜日に市立図書館等で自学自習を行うもの。学習支援員（高校生ボランティア等）が学習の支援を行う。 ジドウ ム ドヨウビ シリツ トショカン トウ ガクシュウ シエン イン コウコウセイ トウ ガクシュウ シエン オコナ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										うきは市寺子屋		うきは市寺子屋

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン		小学校3年生～6年生対象。1年間、自然豊かな地域で四季を通じた体験と少人数での徹底した学習、宿泊施設での集団生活により、たくましい心や体を育める。留学費用は1か月4万円程度。 ショウガッコウ ネンセイ ネンセイ タイショウ ネンカン ユタ チイキ シキ ツウ タイケン ショウニンズウ テッテイ ガクシュウ シュクハク シセツ シュウダン セイカツ ココロ カラダ ハグク リュウガク ヒヨウ ゲツ マンエン テイド		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し補助金を交付。 シリツ ヨウチエン ザイエン エンジ ホゴシャ タイ ホジョキン コウフ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										幼稚園就園奨励費補助		幼稚園就園奨励費補助

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ		地区自治協議会等に通学合宿実行委員会を組織し、子どもたちが、親元を離れ、共同生活をしながら学校へ通う体験活動。小学生約２０名を対象にコミュニティセンター等を利用して、２泊３日以上の日程で実施する。 チク ジチ キョウギカイナド ツウガク ガッシュク ジッコウ イインカイ ソシキ コ オヤモト ハナ キョウドウ セイカツ ガッコウ カヨ タイケン カツドウ ショウガクセイ ヤク メイ タイショウ トウ リヨウ ハク カ イジョウ ニッテイ ジッシ		コミュニティ支援係 シエン カカリ		0943-77-7476										通学合宿事業		通学合宿事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ		・乳幼児対象の、身体測定、栄養・離乳食、育児、おっぱい相談等
・離乳食の基本、初期の離乳食に関する講座(託児あり) ニュウヨウジ タイショウ シンタイ ソクテイ エイヨウ リニュウショク イクジ ソウダン トウ カン コウザ タクジ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ		保育所年長児にランチョンマットを配布し、食育を推進する ホイク ショ ネンチョウジ ハイフ ショクイク スイシン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										食育ランチョンマットの配布		食育ランチョンマットの配布

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ		親子で遊ぶ場や子育てに関する情報の提供、子育て相談や子育て支援講習会を開催し、子育てサークルの活動を支援。		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク		●延長保育実施保育所（7：30～19：003か所、7：00～19：002か所）
●一時預かり実施保育所2か所●休日保育実施保育所2か所 ショ ショ ショ ショ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										延長保育・休日保育・一時保育		延長保育・休日保育・一時保育

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ		育児に関する研修を受けた市民による託児サービス イクジ カン ケンシュウ ウ シミン タクジ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学 シミン ダイガク		うきは市民大学 シミン ダイガク		一般教養学部、いきいき学部、まちづくり学部、キャリアアップ学部、子ども未来学部の5つの学部で、豊かな生涯学習をサポート イッパン キョウヨウ ガクブ ガクブ ガクブ ガクブ コ ミライ ガクブ ガクブ ユタ ショウガイ ガクシュウ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343										うきは市民大学		うきは市民大学

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク		鷹取登山、壱岐島夏休み感動体験、子ども議会、米粉パンづくり、親子陶芸等、郷土を愛し心豊かでたくましく生きる力を育成する コメコ オヤコ トウゲイ トウ キョウド アイ ココロ ユタ イ チカラ イクセイ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343										うきは市民大学「こども未来学部」		うきは市民大学「こども未来学部」

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる子育て世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス コソダ セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504										子育て世帯家賃補助制度		子育て世帯家賃補助制度

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ		子育て支援に資するため、平成19年7月から第３子以降の保育料を完全無料化している。条件等については問い合わせください。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										第３子以降の保育園保育料完全無料化		第３子以降の保育園保育料完全無料化

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ		町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支援センター）等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。 トウ		教務課
健康福祉課 キョウム カ ケンコウ フクシ カ		0979-22-1944
0979-24-1123										英会話ふれあい事業		英会話ふれあい事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ		市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロン隊）を作り、活動を展開しています。 シナイ ホイクエン ガッコウ ショクイク ジギョウ スイシン ナカ タフク タイ カツドウ テンカイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355										お多福エプロン隊による食育活動		お多福エプロン隊による食育活動

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中一貫教育の推進		小中一貫教育の推進		市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に４・３・２制を導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227										小中一貫教育の推進		小中一貫教育の推進

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		論語教育の推進		論語教育の推進		孔子の教えである「恕の心（思いやりの心）」の育成のため、学校ではその教えをまとめた「論語カルタ」を日々の教育の中に取り入れ、論語カルタ大会、論語検定試験（試験料は市費で支出。）などを行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227										論語教育の推進		論語教育の推進

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		子育て・教育		パパママ教室		パパママ教室		歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催）		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										パパママ教室		パパママ教室

		422053		長崎県		大村市 オオムラシ		結婚・子育て		子育て・教育		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド		応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金として月額5万円を給付※給付型…返還の義務がないもの オオムラシ サダ ジュキュウ シカク スベ ガイトウ センコウ エラ モノ タイ ゲツガク マンエン キュウフ キュウフガタ ヘンカン ギム		教育総務課　 キョウイク ソウム カ		0957-53-4111(内線363)										大村市給付型奨学金制度		大村市給付型奨学金制度

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		子育て・教育		松浦市立小中学校給食費補助金事業		松浦市立小中学校給食費補助金事業		市内に住所を有し、2人以上同時に小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者で給食費を納められた方を対象に、2人目以降の支払った給食費の2分の1を学期毎に補助金として交付		教育総務課		0956-72-1111(内線345)										松浦市立小中学校給食費補助金事業		松浦市立小中学校給食費補助金事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ		ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 ヨウ タイジュウケイ ユ オン ケイ ツキ ムリョウ カシダシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0959-72-6117										育児用品の貸し出し		育児用品の貸し出し

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） コクミン ケンコウ ホケン ヒホケンシャ シュッサン ニン マンエン シキュウ フタゴ イジョウ ニンズウブン		市民課 シミンカ		0959-72-6112												あさぎり町元気支援研修費補助事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ		就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等について一部助成。 シュウガク ケイザイテキ エンジョ ヒツヨウ カタ ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ タイショウ ガクヨウヒン キュウショクヒ トウ １ブ ジョセイ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801										就学援助費助成		就学援助費助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン		幼稚園就園費用の一部助成。（世帯の所得制限有） ヨウチエン シュウエン ヒヨウ イチブ ジョセイ セタイ ショトク セイゲン アリ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801										幼稚園就園補助金		幼稚園就園補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		子育て・教育		西海子育てあんしん応援事業		西海子育てあんしん応援事業		同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人目以降の保護者負担金を実質的に無料化する		こども課 カ		0959-37-0029										西海子育てあんしん応援事業		西海子育てあんしん応援事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を助成します。[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て） トウ コウニュウ ジ マン サイ ミマン ニュウヨウジ ヨウイク ホゴシャ カタ コウニュウ カカク ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ホジョリツ ゲンド ガク マンエン エン ミマン キリス		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111										チャイルドシート等購入費補助		チャイルドシート等購入費補助

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン		第３子以降の子・菊池市に１年以上住所を有する母から出生した子・または出生してから１年以上住所を有する子を養育する場合、保護者に対して支給する。(第３子以降の子へ10万円の支給）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-25-7214										すくすく子宝祝金		すくすく子宝祝金

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ		町内に2ヶ所ある保育園の通常開所時間を過ぎる18時から19時の延長保育費用を町が全額助成しています。 チョウナイ ショ ホイクエン ツウジョウ カイショ ジカン ス ジ ジ エンチョウ ホイク ヒヨウ マチ ゼンガク ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										延長保育費用の助成		延長保育費用の助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ		給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成しています。多子世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。 キュウショクヒ ホジョ ショウガッコウ ジドウ ニン ア ゲツガク ０００エン チュウガッコウ セイト ニン ア ゲツガク ６００エン ジョセイ タシ セタイ ダイ シ イコウ ジドウ セイト ゲツガク ０００エン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										小中学校給食費補助		小中学校給食費補助

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン		第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 ダイ シ イコウ コ サイ ミマン ジ ホイク リョウ ムリョウ サイ イ ジョウ ジ ホイク リョウ ブン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										多子世帯児童保育料の軽減		多子世帯児童保育料の軽減

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン		チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで コウニュウヒ ヨウ ゲンド ガク マンエン コ ヒトリ ニュウジヨウ ヨウジヨウ ガクドウヨウ タネ ルイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										チャイルドシート購入費助成金		チャイルドシート購入費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン		納付した保育料の半額を助成 ノウフ ホイク リョウ ハンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0968-57-8503										保育料助成金		保育料助成金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン		2,000円/月 エン ツキ		教育課 キョウイク カ		0968-57-8507										小中学校給食費補助金		小中学校給食費補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		急な仕事や用事等がある場合、サポーターが保育園や幼稚園に迎えに行く、サポーターの自宅で預かるなど、困った時などにご利用できます。 キュウ シゴト ヨウジ トウ バアイ ホイクエン ヨウチエン ムカ イ ジタク アズ コマ トキ リヨウ		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ		子育て親子の交流の場・集いの場として週５日（月～金）開放しています。子育てに関してスタッフに気軽に相談でき、さまざまな情報を提供しています。
		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										つどいの広場事業		つどいの広場事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ		子どもを出産されたお母さんを訪問して、子育ての悩みや不安をお伺いし、必要なサービスの提供・支援、情報提供を行っています。また、０～１８歳の子どもを持つ家庭の相談にも応じています。
		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		096-234-6123										こんにちは赤ちゃん訪問事業		こんにちは赤ちゃん訪問事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気中（病児）又は病気回復期（病後児）にあるお子さんの育児を仕事等の都合により家庭でできない方のために、医療機関に併設された施設で一時的にお預かりします。
		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ		保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 ホゴシャ ロウドウ ヒルマ カテイ ジドウ タイ チョウナイ スベ ショウガッコウ ジドウ アズ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。（午前７時から午後７時まで対応） チョウナイ スベ ホイクエン ツウジョウ ホイク ジカン コ コ アズ エンチョウ ホイク ジッシ ゴゼン ジ ゴゴ ジ タイオウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851												農業後継者育成技術習得研修事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 チョウナイ シリツ ホイクエン エン イチジテキ ホイク デキ コ アズ イチジ ホイク ジッシ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										一時保育事業		一時保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ		１８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 サイ ミマン コ ニンイジョウ バアイ ダイ シ イコウ マン サイ ネンド ホイク リョウ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										多子世帯子育て支援事業		多子世帯子育て支援事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育て支援センターを月曜日から金曜日まで開設しています。 ミ シュウ エンジ オヤコ タイショウ コ タチ タノ アソ バ ホゴシャ ジョウホウ コウカン オコナ バ コソダ シエン ゲツヨウビ キンヨウビ カイセツ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										子育て支援センター		子育て支援センター

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド		町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学困難な場合、奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0965-62-3313										奨学金貸付制度		奨学金貸付制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料 ダイ コ イコウ コ サイミマン ホイク リョウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										第3子以降の保育料無料化		第3子以降の保育料無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		ファミリーサポート事業 ジギョウ		市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支援を受けることができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。 シナイ ス キンム カタ カイイン トウロク カタ コソダ オウエン カイイン カイイン シエン ウ タイショウ ジドウ オオム セイゴ ツキ ショウガクセイ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ		市外にお住まいの子育て世代が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										子育て世代いらっしゃい引越し応援事業		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		“安心・安全”な学校給食の提供		“安心・安全”な学校給食の提供		「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供しています。また、「食育の日」を設け啓発を図っています。		学校給食センター		0978-23-5111										“安心・安全”な学校給食の提供		“安心・安全”な学校給食の提供

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		園児・小学生・中学生を対象に、土曜日を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講料は無料です。		学校教育課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		子どもたちの健やかな心身の育成を目指し、保護者、地域の方、教職員の指導のもと、各種スポーツ活動を盛んに行っています。		学校教育課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		各地域の公民館などで、地域の大人たちの協力のもと、様々な体験活動を行っています。普段の生活ではなかなか体験できない経験や交流を通して、子どもたちの豊かな心をはぐくんでいます。		教育庁総務課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		名物番組「テレビ寺子屋」		名物番組「テレビ寺子屋」		ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、自宅での学習に役立てることができます。		学校教育課		0978-53-5112										名物番組「テレビ寺子屋」		名物番組「テレビ寺子屋」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園では、通常の降園時間以降の預かり保育（14：30～１8:00）制度があり、夏休み等の長期休業期間も実施しています。		学校教育課		0978-53-5112										市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園の預かり保育制度

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育就学奨励		特別支援教育就学奨励		特別支援学級児童生徒の保護者の方へ経済的支援を行っています。		学校教育課		0978-53-5112										特別支援教育就学奨励		特別支援教育就学奨励

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援員等の配置		特別支援員等の配置		様々な障がいをもつ児童・生徒に対し、学校生活が円滑に送れるように支援を行います。		学校教育課		0978-53-5112										特別支援員等の配置		特別支援員等の配置

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		適応指導教室（ビリーブ）		適応指導教室（ビリーブ）		相談活動や、様々な学習活動、体験活動をしながら、心の安定を図り、自立心や社会性を育て、学校や社会で生き生きと生活できるように援助します。		学校教育課		0978-53-5112										適応指導教室（ビリーブ）		適応指導教室（ビリーブ）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護家庭への援助		要保護・準要保護家庭への援助		経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施のため、必要な援助を行っています。		学校教育課		0978-53-5112										要保護・準要保護家庭への援助		要保護・準要保護家庭への援助

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		在学する生徒及び学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は貸与します。		学校教育課		0978-53-5112										奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		講演会や実績ある指導者によるスポーツ教室、指導者研修を行い競技力向上を支援します。		学校教育課		0978-53-5112										スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ		小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営が可能な一貫校を開校しました｡		教育庁総務課		0978-53-5112										豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		通園バス、通学バスによる送迎支援		通園バス、通学バスによる送迎支援		市立幼稚園および一部の小学校（都甲、真玉、香々地）では、遠方から通う園児・児童を対象に送迎バスを運行しています。居住地区や通園距離の条件があります。		教育庁総務課		0978-53-5112										通園バス、通学バスによる送迎支援		通園バス、通学バスによる送迎支援

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学校支援地域本部事業		学校支援地域本部事業		学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行います。		教育庁総務課		0978-53-5112										学校支援地域本部事業		学校支援地域本部事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業「天使のゆりかご」		病後児保育事業「天使のゆりかご」		保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりします。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										病後児保育事業「天使のゆりかご」		病後児保育事業「天使のゆりかご」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		ホームスタート		ホームスタート		ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のように寄り添います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										ホームスタート		ホームスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品レンタル		子育て用品レンタル		使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設｢おひさまひろば｣）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て用品レンタル		子育て用品レンタル

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「花っこルーム」		子育て支援拠点施設「花っこルーム」		誰でも気軽に利用でき、安心して赤ちゃんと一緒に遊べる、屋内公園のようなスペースです。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て支援拠点施設「花っこルーム」		子育て支援拠点施設「花っこルーム」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安心です。地域で子育てを支援します！また、子育て用品のレンタルも実施しています。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブの充実		放課後児童クラブの充実		市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています。（クラブにより、運営方法や対象学年等が異なります。）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										放課後児童クラブの充実		放課後児童クラブの充実

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化		第2子以降で3歳未満児のお子さんは､保育料が無料です。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育		延長保育		市内4保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										延長保育		延長保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育		休日保育		日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。
（実施保育所：城台保育園）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										休日保育		休日保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		一時保育		保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園でお子さんを預ります。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										一時保育		一時保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		がん検診受診時の託児		がん検診受診時の託児		子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児
を実施しています｡（事前に予約が必要です）		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										がん検診受診時の託児		がん検診受診時の託児

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て教室 コソダ キョウシツ		子育て教室 コソダ キョウシツ		幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無料で開催しています。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										子育て教室		子育て教室

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		にこにこ保育支援 ホイク シエン		にこにこ保育支援 ホイク シエン		認可保育園所の保育料、一時保育の利用料を助成します。①第２子で３歳未満の保育料が半額。②第３子以降で３歳未満の保育料が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										にこにこ保育支援		にこにこ保育支援

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ		私立幼稚園に通う園児を持つ保護者に対して、所得状況に応じて就園奨励費の補助を行います。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0978-32-1111										私立幼稚園就園奨励費		私立幼稚園就園奨励費

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン		６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及び限度額１５，０００円）を交付する サイミマン ニュウヨウジ ヒト カイ コウニュウ ガク ブン エン ミマン キ ス オヨ ゲンド ガク エン コウフ		総務課 ソウムカ		0978-87-2111										チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン		・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て関連情報の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 コソダ トウ カン ソウダン エンジョ ジッシ コソダ オヤコ コウリュウ バ テイキョウ コウリュウ ソクシン チイキ コソダ カンレン ジョウホウ テイキョウ コソダ オヨ コソダ シエン カン コウシュウ トウ ジッシ		姫島村保育所 ヒメシマ ムラ ホイク ショ		0978-87-2049										子育て支援センターたんぽぽ		子育て支援センターたんぽぽ

		443417		大分県 オオイタケン		日出町 ヒジ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										児童扶養手当		児童扶養手当

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン		赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										子育て電話相談		子育て電話相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび育児相談 イクジ ソウダン		のびのび育児相談 イクジ ソウダン		６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										のびのび育児相談		のびのび育児相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										赤ちゃん訪問		赤ちゃん訪問

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ		離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期までの離乳食をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										離乳食教室		離乳食教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育 イチジ ホイク		一時保育 イチジ ホイク		保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										一時保育		一時保育

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ ジドウ		児童クラブ ジドウ		昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ります。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										児童クラブ		児童クラブ

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ		知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										特別児童扶養手当		特別児童扶養手当

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		ファミリーサポート事業 ジギョウ		乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。		こども遊センター アソ		0982-54-1635										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」が会員登録を行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。 アンシン コソダ カンキョウ トトノ コソダ テ ダス ヒト テ ダス ヒト カイイン トウロク オコナ キュウヨウ ジ コ アズ チイキ ソウゴ タス ア フクシ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ		保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から３年生までを対象に、空き教室などでお預かりしています。 ホゴシャ シゴト ヒルマ コ ホイク バアイ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ タイショウ ア キョウシツ アズ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										児童クラブ事業		児童クラブ事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 コソダ カテイ コウリュウ ハカ イクジ フアントウ ソウダン タイ ジョゲン オコナ チイキ コソダ カテイ タイ イクジ シエン オコナ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		仕事		子育て・教育		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ		都農町内及び近隣市町の事業者採用試験に要する交通費に対して奨励金を交付する。 ツノチョウ ナイ オヨ キンリン シチョウ ジギョウシャ サイヨウ シケン ヨウ コウツウヒ タイ ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										受験奨励事業		受験奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ		学校給食に要する経費の１／２を補助（町内の小中学校） ガッコウ キュウショク ヨウ ケイヒ ホジョ チョウナイ ショウチュウガッコウ		教育課 キョウイク カ		0982-87-3907										日之影町学校給食費補助事業		日之影町学校給食費補助事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		にほんの里・加計呂麻留学制度		にほんの里・加計呂麻留学制度		町外から加計呂麻島の小中学校に転入する生徒が対象。一人当たり月額３万円を中学卒業まで支給。住宅助成として11,000円を上限として、家賃の1/2を入居後1年間支給。		教育委員会		0997-72-0113										にほんの里・加計呂麻留学制度		にほんの里・加計呂麻留学制度

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		古仁屋高校ふるさと留学制度		古仁屋高校ふるさと留学制度		郡島内からの留学生に月額3万円、郡島外からの留学生に月額5万円を支給。		教育委員会		0997-72-0113				中 チュウ		島の外からの留学生に毎月5万円 シマ ソト リュウガクセイ マイツキ マン エン				古仁屋高校ふるさと留学制度		古仁屋高校ふるさと留学制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ		宜野湾市立小学校に在籍する児童の保護者に対し、学校給食に要する費用について、半額の1,950円を補助金として交付する。		学校給食センター ガッコウ キュウショク		(098)898-4541										小学校給食費助成事業		小学校給食費助成事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		出産		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン		出産したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111										「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		0		リンク修正 シュウセイ

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		出産		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。 ゲツ ケンシン ウ コ ホゴシャ タイ コ ヒトリ エホン サツ		図書館管理係 トショカン カンリ カカリ		0125-52-3819										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		出産		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ		妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図るため妊婦健康診査の費用を助成します。また、マタニティスクールを開催します。 ニンプ ケンコウ カンリ ジュウジツ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ カイサイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		011-372-3311										妊産婦保健推進事業		妊産婦保健推進事業

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		出産祝金交付事業		【出産祝い金の支給】 第1子5万円、第2子20万円、第3子100万円を交付（うち30％町内商品券で支給）		総務課企画グループ		0139-47-3001				中 チュウ		赤ちゃん1人目5万円、2人目20万円、3人目100万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		八雲町在住（住民票がある）の妊婦さんが、産婦人科外来での妊婦に伴う疾病検査及び治療にかかる費用（自己負担分）を助成。ただし、院外処方を除く ヤクモチョウ ザイジュウ ジュウミンヒョウ ニンプ サンフジンカ ガイライ ニンプ トモナ シッペイ ケンサ オヨ チリョウ ヒヨウ ジコ フタン ブン ジョセイ インガイ ショホウ ノゾ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0137-64-2111										妊婦外来医療費助成事業		妊婦外来医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査費用の一部助成を行い、安全な妊娠・出産にむけた妊婦の健康管理を支援します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780										妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		出産		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン		本町に居住し、かつ住民登録されており新生児を養育する方へ商品券を交付①第１，２子３万円②第３子以上５万円 カタ ショウヒンケン コウフ ダイ コ マンエン ダイ コ イジョウ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		１人につき出産祝い金１万円を支給 ヒト シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011										出産祝い金		出産祝い金

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成		妊娠全期を通して一般的に必要とされる「妊婦一般健康診査14回分」と「超音波検査11回分」を助成。		健康福祉課健康グループ		0164-32-2411										妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		出産		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン		次代を担う児童の確保と、町の人口増加及び活性化を図るため、出産１年後を経過した子どもを養育している家庭に対し出産１年後祝金の交付を行います。交付金額は第１子が10万円、第2子以降が20万円 ジダイ ニナ ジドウ カクホ マチ ジンコウ ゾウカ オヨ カッセイカ ハカ シュッサン イチネンゴ ケイカ コ ヨウイク カテイ タイ シュッサン ネンゴ イワ キン コウフ オコナ コウフ キンガク ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										出産１年後祝金		出産１年後祝金

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		妊婦の健診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 ニンプ ケンシン オヨ セイミツ ケンサ ゼンガク ムリョウ ジタク サンカ イリョウ キカン コウツウヒ テイガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		平成２年４月１日以前に生まれた町民で、妊娠を予定している女性とその配偶者・パートナーの方、妊娠中の女性の配偶者・パートナーの方へ風疹ワクチン予防接種の全額助成 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イゼン ウ チョウミン ニンシン ヨテイ ジョセイ ハイグウシャ カタ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カタ フウシン ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										妊婦健康診査交通費の助成		妊婦健康診査交通費の助成

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン		出産前6ヶ月以上継続して本町に居住されている方（住民登録要件有）
・支給額１０万円 シュッサン マエ ツキ イジョウ ケイゾク ホンチョウ キョジュウ カタ ジュウミン トウロク ヨウケン アリ シキュウガク マン エン		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211										すこやか出産支援金		すこやか出産支援金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内に居住している夫婦で北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
・１回の治療につき１５万円迄、1年度あたり３回限度、通算5年間助成 チョウナイ キョジュウ フウフ ホッカイドウ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ ジョセイ ケッテイ ウ カタ カイ チリョウ マンエン マデ ネンド カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査に記載された項目に対して妊婦健診費用を全額助成（医療機関独自の項目は対象外） ニンプ ケンコウ シンサ キサイ コウモク タイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ イリョウ キカン ドクジ コウモク タイショウガイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211										妊婦健診費用助成事業		妊婦健診費用助成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		にれっこ祝金 イワ キン		にれっこ祝金 イワ キン		子どもが生まれた場合、出生届と一緒に手続きし、その場で1人当たり2万円を支給。 コ ウ バアイ シュッショウトドケ イッショ テツヅ バ ニン ア マンエン シキュウ		住民課お客さま窓口係 ジュウミンカ キャク マドグチ カカリ		0165-32-2500										にれっこ祝金		にれっこ祝金

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊娠から出産まで、平均13～15回ある妊婦健診にかかる費用を助成。
国の基準(14回)に町が上乗せし、回数制限なし。 ニンシン シュッサン ヘイキン カイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ クニ キジュン カイ チョウ ウワノ カイスウ セイゲン		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		出産		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス		町内で誕生されたお子さんを対象に出産記念品「君の椅子・絵本・誕生カード」を贈呈。出産記念品の贈呈については百日前後に、町、自治会、絵本の里を創ろう会から絵本の館において贈呈。		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										出産記念品贈呈事業（君の椅子）		出産記念品贈呈事業（君の椅子）

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		出産		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ		出産直後に３万円、１年後に３万円の支給 シュッサン チョクゴ マンエン ネンゴ マンエン シキュウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村出生祝い金支給要綱		音威子府村出生祝い金支給要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		出産		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド		住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録され、3カ月以上住んでいる方、お子さんが生まれ14日経過後に第1子及び第2子はそれぞれ20,000円、第3子以降はそれぞれ100,000円を支給します。 ゴ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813										中川町出生祝金支給制度		中川町出生祝金支給制度

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業（出産祝金）		子育て支援事業（出産祝金）		第３子目以降、１人につき10万円の出産祝金を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（出産祝金）		子育て支援事業（出産祝金）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		出生につき記念品を贈呈 シュッショウ キネンヒン ゾウテイ		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業		子育て支援事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		出産		すくすくギフトプレゼント		すくすくギフトプレゼント		町内で誕生したお子さんに、町内の特産品であるオケクラフトの食器セット（５～６点）をプレゼント チョウナイ タンジョウ コ チョウナイ トクサンヒン ショッキ テン		森林工芸館 シン リン コウゲイカン		0157-52-3170										すくすくギフトプレゼント		すくすくギフトプレゼント

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		エンゼル祝い金		エンゼル祝い金		子育て支援として、新しく出生した子（第2子以降）の両親のいずれかが、子を出生した時点において過去1年以上村内に住所を有する者に、祝い金を交付する。		住民課		0158-87-2111										エンゼル祝い金		エンゼル祝い金

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		出産		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ		村に住所を有する者の新生児の誕生に際し、誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、木製のおもちゃを祝い品として贈呈している。 ムラ ジュウショ ユウ モノ シンセイジ タンジョウ サイ タンジョウ イワ スコ セイチョウ ネガ モクセイ イワ ヒン ゾウテイ		森の美術館木夢（教育委員会） モリ ビジュツカン キ ム キョウイク イインカイ		0158-87-2600										夢のおくりもの事業		夢のおくりもの事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診受診に係る交通費を助成する。 ニンプ ケンシン ジュシン カカ コウツウヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										妊婦健診交通費助成事業		妊婦健診交通費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ		町外の医療機関で出産した方及び付添人の宿泊費助成する。 チョウガイ イリョウ キカン シュッサン カタ オヨ ツキソイニン シュクハク ヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										出産時宿泊費助成事業		出産時宿泊費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費（通算１５０万円限度）、人工授精費（最高10万円）の助成 トクテイ フニン チリョウヒ ツウサン マンエン ゲンド ジンコウ ジュセイ ヒ サイコウ マンエン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113				中 チュウ		不妊治療に150万円 フニン チリョウ マンエン				マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		新ひだか町特定不妊治療費助成事業		新ひだか町特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成。		健康生活部健康推進課		0146-42-1287										新ひだか町特定不妊治療費助成事業		新ひだか町特定不妊治療費助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ		妊娠２２週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受信している方へ助成。 ニンシン シュウ イコウ ニンプ チョウガイ イリョウ キカン ニンプ ケンコウ シンサ ジュシン カタ ジョセイ		健康生活部健康推進課		0146-42-1287										妊婦交通費助成		妊婦交通費助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ		町内に出産日の１年以上前から居住している母親又は父親対象で、出産祝い金を支給。第１子及び第２子→１０万円、第３子→３０万円、第４子→５０万円、第５子以降→１００万円（金額によって支給回数が異なります） チョウナイ シュッサンビ ネンイジョウ マエ キョジュウ ハハオヤ マタ チチオヤ タイショウ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ シ オヨ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン キンガク シキュウ カイスウ コト		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0156-64-0533										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		出産		更別村出産祝金		更別村出産祝金		出生後１４日以上経過している出生子一人につき５万円を支給。※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		住民生活課		0155-52-2112										更別村出産祝金		更別村出産祝金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		医療機関等で実施する妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査の費用を助成。 イリョウ キカン トウ ジッシ ニンプ イッパン ケンコウ シンサ オヨ ニンプ セイミツ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116										妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療を受けている村民に対し、1回の治療につき10万円を1年度当たり2回を限度とし、通算5年間助成。 トクテイ フニン チリョウ ウ ソンミン タイ カイ チリョウ マンエン ネン ド ア カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ		第3子以降の子を出産時に30万円、第3子以降の子が小学校就学時に20万円を支給。 ダイ シ イコウ コ シュッサン ジ マンエン ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ シュウガク ジ マンエン シキュウ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										出産祝金等支給		出産祝金等支給

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ		第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降50万円の給付 ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン キュウフ		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										出産祝い金の給付		出産祝い金の給付

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼントとしてネックレス、プレート等を贈呈		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼント

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費用助成		不妊治療費用助成		不妊治療費に対して道の助成に上乗せして助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										不妊治療費用助成		不妊治療費用助成

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		出産		子宝祝金支給事業		子宝祝金支給事業		市内に引き続き1年以上住所を有している者又は引き続き1年以上住所を有することとなると認められる者が第3子以降を出産した場合に、出産したもの又は出生した子の養育者に対して10万円を支給する。		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0173-35-2111(内線2363)										子宝祝金支給事業		子宝祝金支給事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている者が第3子以上の子を出産したとき、30万円を支給		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										出産祝金		出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン		【対象・条件】町内に住所を1年以上を有し、第2子までの子を出産したとき
【内容】出産祝金として、5万円を支給。 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ コ シュッサン ナイヨウ シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町出産祝金		外ヶ浜町出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を3年以上を有し、第3子以降の子をもったとき
【内容】出産時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ イコウ コ ナイヨウ シュッサン ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン チュウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町エンゼル育成事業		外ヶ浜町エンゼル育成事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コ タカラ イワ キン		子宝祝金 コ タカラ イワ キン		①出産時において１年以上前から継続して板柳町に住所を有する者②一子以上を養育し、第２子以降を出産して養育する父または母祝い金金額：第２子５万円、第３子以降１０万円 イワ キン キンガク		健康福祉課
 ケンコウ フクシ		0172-73-2111(180)										子宝祝金		子宝祝金

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査14回分を助成。妊婦健診受診等に係るタクシー利用料金を、1人あたり2万円まで助成。 ニンプ ケンコウ シンサ カイ ブン ジョセイ ニンプ ケンシン ジュシン トウ カカ リヨウ リョウキン ニン マンエン ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		0175-64-1770										妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		子宝祝金 コダカラ イワ キン		村に住民登録がある平成19年4月1日以降に出産した第3子以上の保護者に対し、子1人につき10万円（出生時：5万円、1歳に達した時：5万円）を支給する。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン ダイ コ イジョウ ホゴシャ タイ コ ヒト マンエン シュッセイ ジ マンエン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										子宝祝金		子宝祝金

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦の経済的負担の軽減及び未受診による飛び込み分娩等の防止を目的とし、妊婦健診1回につき2,000円を支給する（14回分を上限。多胎については21回分を限度）。 ニンプ ケイザイテキ フタン ケイゲン オヨ ミ ジュシン ト コ ブンベン トウ ボウシ モクテキ ニンプ ケンシン カイ エン シキュウ カイブン ジョウゲン タタイ カイブン ゲンド		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794										妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		交付申請した日の１年以上前から村に居住し、村の住民票に記載されている、特定不妊治療を行っている夫婦に対し、１回150,000円を限度に1年度内2回分を通算5年度助成する。 コウフ シンセイ ヒ ネンイジョウ マエ ムラ キョジュウ ムラ ジュウミンヒョウ キサイ トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ イッカイ マンエン ゲンド ネンドナイ カイ ブン ツウサン ネン ド ジョセイ		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794										特定不妊治療費給付事業		特定不妊治療費給付事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ		妊婦健診及び産後1ヶ月健診の医療機関通院にかかる交通費について、往復距離に１キロメートルにつき30円を乗じた額の２分の１をを助成。市内に里帰りした妊婦に対しても32週以降の通院分を助成。
 ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ゲツ ケンシン イリョウ キカン ツウ イン コウツウヒ シナイ サトガエ ニンプ タイ シュウ イコウ ツウ イン ブン ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										妊産婦サポート事業		妊産婦サポート事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ		特定不妊治療に要する費用の一部を助成
一般不妊治療に要する費用に対し年間１０万円、2年間に限り助成。 トクテイ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ イッパン フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ タイ ネンカン マンエン ネンカン カギ ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ		市内に分娩施設がないことから、遠隔地に通院する妊産婦の負担軽減を図るため、県内13医療機関と連携し、妊婦健診、健康教育、保健指導を実施。妊産婦の緊急搬送体制を整備。 シナイ ブンベン シセツ エンカクチ ツウ イン ニンサンプ フタン ケイゲン ハカ ケンナイ イリョウ キカン レンケイ ニンプ ケンシン ケンコウ キョウイク ホケン シドウ ジッシ ニンサンプ キンキュウ ハンソウ タイセイ セイビ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										助産院ねっと・ゆりかご推進事業		助産院ねっと・ゆりかご推進事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦相談 ニンプ ソウダン		妊婦相談 ニンプ ソウダン		妊娠管理に関することや、不安・悩みについて保健師や助産師が相談にのります。 ニンシン カンリ カン フアン ナヤ ホケンシ ジョサンシ ソウダン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										妊婦相談		妊婦相談

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン		妊娠届や相談をもとに、相談・保健指導が必要な妊婦さんに保健師や助産師が家庭訪問します。 ニンシン トドケ ソウダン ソウダン ホケン シドウ ヒツヨウ ニンプ ホケンシ ジョサンシ カテイ ホウモン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										妊婦家庭訪問		妊婦家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊娠５カ月に達する日から出産した翌月末までに妊産婦が健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ニンシン ゲツ タッ ヒ シュッサン ヨクゲツマツ ニンサンプ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方に、県助成金を控除した額とし、１回の治療につき10万円を限度として助成。 ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、出生祝金を支給する。■出生祝金第１子・第２子２万円、第３子５万円、第４子１０万円、第５子以降２０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ シュッショウ イワ キン シキュウ シュッショウ イワ キン ダイ シ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										すこやか子育て支援金（出生祝金）		すこやか子育て支援金（出生祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる特定不妊治療費を助成し、経済的負担を軽減する。
１年度あたりの助成回数は、申請１年度目は３回、２年度目以降は２回までとする。（通算５年間で１０回まで） イリョウ ホケン テキヨウ コウガク チリョウヒ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンド ジョセイ カイスウ シンセイ ネンド メ カイ ネンド メ イコウ ツウサン ネンカン カイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ		妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯抑制のために、市が指定する歯科医院で健診を受けた場合、市が健診料を全額負担します。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370										妊婦・乳幼児の歯科健康診査		妊婦・乳幼児の歯科健康診査

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		出産		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ		町内に在住し、引き続き１年以上住所を有し子供を出産したときに出産祝金を支給します。（第１子、第２子は２０，０００円分の商品券，第３子以降は５０，０００円分の商品券と現金５０，０００円） チョウナイ ザイジュウ コドモ シキュウ		子育て支援室		0229-63-7870
										子育て応援出産祝金事業		子育て応援出産祝金事業

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		出産		幸せはこぶコウノトリ事業		幸せはこぶコウノトリ事業		保険適用外の特定不妊治療費に対する国の助成金額に、秋田県独自に助成金額を上乗せ。
さらに、国の助成対象とならない回数の治療に対し、県独自で助成。		健康推進課		018-860-1426										幸せはこぶコウノトリ事業		幸せはこぶコウノトリ事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療を行った夫婦に対し、治療費の一部を助成する。 トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ チリョウヒ イチブ ジョセイ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		018-883-1172										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド		1歳未満の乳幼児1人につき、市内で購入した新品育児用品を対象に購入費の1/2、上限1万円を2品まで補助 ホジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										育児用品購入費補助金制度		育児用品購入費補助金制度

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝い金		第３子以降出産祝い金		第３子以降の出産に対し、祝い金１０万円を支給 ダイ コ イコウ シュッサン タイ イワ キン マンエン シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										第３子以降出産祝い金		第３子以降出産祝い金

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ		妊婦さんの出産までの定期妊婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費を公費負担 ニンプ シュッサン テイキ ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ コウヒ フタン		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										妊婦健康診査事業		妊婦健康診査事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。自己負担額の一部（1回の上限5万円、年間3回）を助成。また、一般不妊治療（１回の上限5万円、年間3回）、不育症治療（1年度上限15万円）費用の一部を助成。 ケン トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ウワノ ジョセイ セイド ジコ フタン ガク イチブ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ ジョセイ イッパン フニン チリョウ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ フイクショウ チリョウ ネン ド ジョウゲン マンエン ヒヨウ イチブ ジョセイ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										不妊治療費助成		不妊治療費助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		出産		子宝祝金制度		子宝祝金制度		第１子５万円、第２子以降５０万円、第３子以降については、出生又は転入等で住民基本台帳に登録された日より１年を経過した日の翌日から、６歳の誕生日の属する月の前月まで、月額１万円を贈呈する。		住民福祉課		0186-77-2222										子宝祝金制度		子宝祝金制度

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成。 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ		赤ちゃん誕生祝金の支給。
第２子20万円、第３子以降30万円。 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		福祉課
福祉係 フクシ カ フクシ ガカリ		0185-85-2190										赤ちゃん誕生祝金支給事業		赤ちゃん誕生祝金支給事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊症・不育症治療に要した保険診療対象外費用を助成。所得制限なし、通算５年間。特定不妊治療１５万円／１回（年度３回まで）、一般不妊治療１５万円／１年度、不育症治療３０万円／１年度 フニンショウ フイクショウ チリョウ ヨウ ホケン シンリョウ タイショウガイ ヒヨウ ジョセイ ショトク セイゲン ツウサン ネン カン トク サダム フニン チリョウ マンエン カイ ネンド カイ イッパン フニン チリョウ マンエン ネンド フイクショウ チリョウ マンエン ネンド		住民生活課　保健センター ジュウミン セイカツカ ホケン		0185-45-2613										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助成。治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限5万円までを年3回、通算5年間（15回まで）助成。 ヤマガタケン トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ ウ フウフ タイショウ ケン ジョセイ ジギョウ ウワノ ヒヨウ イチブ ジョセイ チリョウヒ ケン ジョセイガク サガク タイ カイ ジョウゲン マンエン ネン カイ ツウサン ネンカン カイ ジョセイ		健康課
健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシンシツ		0233-22-2111
(内線515)										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		子の出生前6ヶ月以上大石田町に居住し、子の出生後１年以上町に居住する意志がある保護者に対し、第１子50,000円、第２子以降100,000円を支給。		保健福祉課		0237-35-2111										出産祝金		出産祝金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		出産		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ		第１子～第３子誕生時１０万円支給。第４子以降３０万円支給。第３子以降小学校入学時１０万円支給。 ダイ シ ダイ シ タンジョウジ マンエン シキュウ ダイ シイコウ マンエン シキュウ ダイ シイコウ ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										誕生入学祝い金支給事業		誕生入学祝い金支給事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク		町内にお住まいの方が出産した場合、第１子は祝品（商品券）３万円、第２子は祝品（商品券）５万円、第３子以降は祝金１７万円を贈呈。 マン マン マン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業		一般的な検査１４回分の費用を１回目１万円、２回以降５千円を限度額として助成。あわせて、ヒトＴ細胞白血病ウイルス-１型、子宮頚がん検査、クラミジア検査の全額を助成。 マン セン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338										妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）		不妊治療に要した医療費の自己負担額の１／２を交付。ただし、対象となる不妊治療が終了した年度から交付し、通算して３０万円を限度として交付。 マン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金給付		出産育児一時金給付		国民健康保険加入者の方に出産育児一時金として４２万円を給付。（原則として医療機関への直接払い） マン		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511										出産育児一時金給付		出産育児一時金給付

		064289		山形県		庄内町		結婚・子育て		出産		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第４子は２０万円、第５子以降は３０万円を贈呈。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ ダイ サンシ マン エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン ゾウテイ		 保健福祉課
 子育て応援係 ホケン フクシ カ コソダ オウエン カカリ		0234-56-2216										ひまわりっ子誕生祝金		ひまわりっ子誕生祝金

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		出産		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ		福島市に住民票のある妊婦さんに15回までの妊婦検診費用を助成 ニンプ ケンシン		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		024-525-7671
										妊婦検診事業		妊婦検診事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		３人目以降の子の出産届を出したとき、５万円のお祝金。※町に住所のある子（または住所のあった子）で３人目以降 ニン メ イコウ コ シュッサン トドケ ダ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ ジュウショ コ サンニン メ イコウ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										出産祝金		出産祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド		妊婦健診１５回までを公費負担。 ニンプ ケンシン カイ コウヒ フタン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										妊婦健診公費助成制度		妊婦健診公費助成制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの出生の日から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医療費が無料。（支給要件あり） コ シュッショウ ヒ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ シキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		第3子以降の出産の場合、祝金を支給。出生時20万円・2歳の誕生日10万円・小学校入学時20万円、計50万円。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ イワ キン シキュウ シュッセイ ジ マン エン サイ タンジョウビ マン エン ショウガッコウ ニュウガク ジ マン エン ケイ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										出産祝金		出産祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		こうのとりサポート事業 ジギョウ		こうのとりサポート事業 ジギョウ		不妊症・不育症（流産等）に悩む夫婦に対して、その検査や治療に係る費用を助成。（添付資料あり） フニン ショウ フ ソダ ショウ リュウザン トウ ナヤ フウフ タイ ケンサ チリョウ カカ ヒヨウ ジョセイ テンプ シリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-4532										こうのとりサポート事業		こうのとりサポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金支給制度		誕生祝金支給制度		対象となる子の出産の日まで１年以上磐梯町に居住し、出産の日以後も引き続き３ヶ月以上磐梯町に居住する者に対し、第一子２０万円、第二子３０万円、第三子以降５０万円を支給する。		こども課 カ		0242-74-1216				大 ダイ		赤ちゃん1人目20万円、2人目30万円、3人目50万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				誕生祝金支給制度		誕生祝金支給制度

		082040		茨城県		古河市		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金制度		出産子育て奨励金制度		本市に1年以上居住し、第3子以上を出産した方で、2人以上の子どもを養育している方に、児童1人につき30万円を0歳時、1歳時、2歳時の3回に分け、10万円ずつ支給する。 ０，０００ ０，０００		子ども部子育て応援課 コ ブ コソダ オウエン カ		0280-92-3111										出産子育て奨励金制度		出産子育て奨励金制度

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		出産		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ		妊娠・出産に関する正しい情報提供及び結婚・妊娠・出産・育児の各ステージで必要な情報を取得できる特設サイトの開設。メールフォームでの相談受付等。事業開始時期についてはお問い合わせください。 ニンシン シュッサン カン タダ ジョウホウ テイキョウ オヨ ケッコン ニンシン シュッサン イクジ カク ヒツヨウ ジョウホウ シュトク トクセツ カイセツ ソウダン ウケツケ ナド カイシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030										高萩市地域少子化対策強化事業		高萩市地域少子化対策強化事業

		082155		茨城県		北茨城市 キタイバラキシ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		父または母のいずれかが出産の日前1年以上市内に在住しており、現に2人以上の児童を養育し、第3子以降の子どもを出産した方に出産祝い金を支給。（第3子10万円、第4子30万円、第5子以降50万円） シナイ ザイジュウ		市民福祉部　　　社会福祉課 シミン フクシ ブ シャカイ フクシカ		0293-43-1111     (内線132,133)										出産祝い金		出産祝い金

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）1回につき10万円を限度（初年度3回まで、2年度目以降2回を限度）とし、通算5年間、通算10回を助成する。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ゲンド ジョセイ		保健衛生部
健康増進課 ホケン エイセイブ ケンコウ ゾウシン カ		0296-77-1101										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		すべての子の誕生時に１人あたり３万円を支給する。 コ タンジョウジ ヒト マン エン シキュウ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド		本市に6月以上在住し、2児を養育している者が第3子以上を出産し、その児童を6月以上養育し、監護している場合に、第3子以上1人につき50万円を、出産後6カ月後に1/2、1年後に1/2の2回に分けて支給。 ホン シ ザイジュウ バアイ ダイ シ イジョウ ヒトリ シュッサン ゴ ゲツ ゴ ネンゴ カイ ワ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0297-35-2121										さわやか子育て出産奨励金制度		さわやか子育て出産奨励金制度

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成する。１回の治療に要した費用のうち、茨城県補助の額を差し引いた額について５万円を限度に助成する。 フニン ナヤ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ カイ チリョウ ヨウ ヒヨウ イバラキケン ホジョ ガク サ ヒ ガク マンエン ゲンド ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0297-35-3121										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ		出生の子1人に対し，2万円の祝金を支給する。 シュッセイ コ ニン タイ マンエン イワ キン シキュウ		こども課 カ		029-240-7144										出産祝い金支給事業費		出産祝い金支給事業費

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		妊婦の夫や妊娠を希望する女性等を対象とし，妊婦が風疹に罹患することによる先天性風疹症候群児の出生を防ぐため予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134										任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業


		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド		H26.4.1以降に始めた治療を対象に，不妊治療を受けている方の治療費の負担軽減を図るため，県の助成に加え，75,000円を上限に助成します。 イコウ ハジ チリョウ タイショウ フニン チリョウ ウ カタ チリョウヒ フタン ケイゲン ハカ ケン ジョセイ クワ エン ジョウゲン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010										不妊治療助成金制度		不妊治療助成金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド		健診費用の負担軽減を図るため，妊婦健診助成を14回から15回に増やしています。 ケンシン ヒヨウ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンシン ジョセイ カイ カイ フ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010										妊婦健康診査助成制度		妊婦健康診査助成制度

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ		第3子以上の子を出産された方に、一人につき30万円までの奨励金を支給。支給時期は、出産後、3歳の誕生日後、小学校入学後に10万円ずつ。 ダイ シ イジョウ コ シュッサン カタ ヒトリ マンエン ショウレイキン シキュウ シキュウ ジキ シュッサン ゴ サイ タンジョウビ ゴ ショウガッコウ ニュウガクゴ マンエン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941										出産子育て奨励金支給事業		出産子育て奨励金支給事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		結婚・子育て		出産		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド		子どもの多いご家庭の経済的な負担軽減などを目的として、第３子以上の子どもを出産されたご家庭に最大50万円を限度とした、出産奨励金を支給する。
 コ オオ カテイ ケイザイテキ フタン ケイゲン モクテキ ダイ シイジョウ コ シュッサン カテイ サイダイ マンエン ゲンド シュッサン ショウレイキン シキュウ		福祉課 フクシカ		0280-81-1305										子育て出産奨励金支給制度		子育て出産奨励金支給制度

		085642		茨城県		利根町		結婚・子育て		出産		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		H22.年度以降に生まれた第2子以降の子どもに対し出生年から次の額を15年間分割支給。
第2子：50万円(出生年3.8万、2年目～3.3万)、第3子以降：100万円(出生年7.6万、2年目～6.6万) ネンド ツギ ガク		福祉課 フクシカ		0297-68-2211				中 チュウ		赤ちゃん2人目50万円、3人目100万円を15年間分割支給 アカ ニン メ マンエン ニン メ マンエン ネンカン ブンカツ シキュウ				利根町子育て応援支給制度		利根町子育て応援支給制度

		092037		栃木県		栃木市		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金		赤ちゃん誕生祝金		第２子以降のお子さんが誕生した保護者に祝金を支給します。
第２子：1万円第３子以降：2万円		保健福祉部
こども課		0282-21-2221										赤ちゃん誕生祝金		赤ちゃん誕生祝金

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		出産		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ		鹿沼市に１年以上居住しており、不妊治療を希望する法律上の婚姻をしている夫婦に助成対象経費の1/2以内で、１回１５万円を限度に通算５回まで助成。 カヌマシ ネンイジョウ キョジュウ フニン チリョウ キボウ ホウリツ ジョウ コンイン フウフ ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ カイ マンエン ゲンド ツウサン カイ ジョセイ		保健福祉部
健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		0289-63-2819										鹿沼市不妊治療支援事業		鹿沼市不妊治療支援事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		出産		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・第二子以降の誕生に祝い金３万円を支給する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ		第3子以降の子出生の日まで、引き続き1年以上住所を有し、第3子以降の子の他2人以上の児童（満18歳の年度末までの児童）を養育している場合、第3子以降の子1人につき20万円を支給。		福祉課		0285-56-9130 										第３子以降出産祝金事業		第３子以降出産祝金事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン		妊娠届を提出した妊婦の一般健康診査費用（1回目20,000円、2回～7回各5,000円、8回目11,000円、9回～10回目各5,000円、11回目9,000円、12～14回目各5,000円）を補助		健康課		0285-56-9132										母子健康教育事業（妊婦検診）		母子健康教育事業（妊婦検診）

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		要件を満たす夫婦に対し、保険診療適用外の不妊治療にかかる治療費（国・県の同様の制度又は各種保険等により給付があるときは、その給付額を控除した額）の1/2の額を助成。1年度あたり上限20万円。通算5年。		健康課 ケンコウ カ		0285-56-9132										母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		妊産婦医療費自己負担分の助成 ニンサンプ イリョウ ヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631										妊産婦医療費助成事業		妊産婦医療費助成事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ		赤ちゃん１人に対し３万円を助成 アカ ニン タイ マンエン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555										出産準備手当事業		出産準備手当事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費1/2（年間上限15万円）を助成。最大５年間 トクテイ フニン チリョウ ヒ ネン カン ジョウゲン マンエン ジョセイ サイダイ ネン カン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し出産祝金を交付 シュッサン イワイ キン		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載された後6か月以上住所を有し、出産後引き続き町内に在住する見込みのある方を対象に、出産児童1人につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ アト ゲツ イジョウ ジュウショ ユウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ ミコ カタ タイショウ シュッサン ジドウ リ マンエン シキュウ		総務課住民係 ソウムカ ジュウミン カカリ		0274-82-2112										出産祝金支給制度		出産祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		出産		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン		１子以上を養育し、２子以上を出産した世帯に、第２子10万円、第３子30万円、第４子以降50万円を支給し、出産を奨励するとともに、定住化の促進を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825										出産奨励手当金		出産奨励手当金

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		出産		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		第３子以上の出産に際し誕生を祝い、出産祝金を支給する。対象児１人につき３０万円。 ダイ コ イジョウ シュッサン サイ タンジョウ イワ シュッサン イワ キン シキュウ タイショウジ ニン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										片品村出産祝金支給事業		片品村出産祝金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ		子の出生日において6ヶ月以上みなかみ町の住民である父または母を対象に、次代を担う子供の健全な育成育成と福祉の増進を図ることを目的として祝金を贈る。第1子7万円。第2子7万円。第3子15万円。 コ シュッセイ ビ ゲツ イジョウ マチ ジュウミン チチ ハハ タイショウ ジダイ ニナ コドモ ケンゼン イクセイ イクセイ フクシ ゾウシン ハカ モクテキ イワイキン オク ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		不妊治療を受けた夫婦に対して費用を一部助成。夫婦の合計所得が730万円未満等の要件あり。治療費から埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額を、10万円/年度を限度に通算5年度助成 ウ フウフ ゴウケイ ショトク マンエン ミマン トウ ヨウケン ネンド		市民部健康づくり課 シミン ブ ケンコウ カ		048-528-0601(直通)										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、出産の奨励と子育て世帯への支援を目的とし、祝い金を支給（一子につき３万円） イワ キン シキュウ イッシ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116										出産祝い金		出産祝い金

		113654		埼玉県		小鹿野町		結婚・子育て		出産		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン		健全な乳幼児を育成するために第１子10,000円、第２子30,000円、第３子以降50,000円の報奨金を支給。対象は、母親が出産まで６箇月以上の居住期間を有すること、出生児の住所が本町にあること。 ケンゼン ニュウヨウジ イクセイ ダイ コ エン ダイ コ エン ダイ コ イコウ エン タイショウ ハハオヤ シュッサン カゲツ イジョウ キョジュウ キカン ユウ シュッショウ ホン		住民課 ジュウミン カ		0494-75-4170										出産報奨金		出産報奨金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		１年以上前から引き続き住所を有し、かつ居住している方で２子以上を養育し、第３子以降を出産して養育する父母に２０万円を支給。 ネンイジョウ マエ ヒ ツヅ ジュウショ ユウ キョジュウ カタ シ イジョウ ヨウイク ダイ シ イコウ シュッサン ヨウイク フボ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										出産祝金		出産祝金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ		１年以上前から市内に住所を有している夫婦に対し、年額１０万円を上限として、平成２６年４月１日以降の特定不妊治療で要した治療費から県による助成額を引いた残りの自己負担額の２分の１を助成。 ネンイジョウ マエ シ ナイ ジュウショ ユウ フウフ タイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		0479-63-8766										特定不妊治療助成		特定不妊治療助成

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		出産		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ		第３子以降の子どもを出産し、本市に住み始めてから１年を経過している保護者に対し、１０万円を支給する。 ダイ コ イコウ コ シュッサン ホン シ ス ハジ ネン ケイカ ホゴシャ タイ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331										出産子育て支援事業		出産子育て支援事業

		124419		千葉県		大多喜町		結婚・子育て		出産		大多喜町出産祝い金支給		大多喜町出産祝い金支給		第１子及び第２子については新生児１人につき１０万円
第３子以降は新生児１人につき３０万円を支給 シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0470-82-2152										大多喜町出産祝い金支給		大多喜町出産祝い金支給

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン		３人目の子どもの出産を祝福して祝金を支給。（３０万円）
【対象】御宿町に１年以上住所を所有し、居住している方で、２人の子どもを養育し、かつ３人目以降の出生児を養育する方 ニン メ コ シュッサン シュクフク イワ キン シキュウ マンエン タイショウ オンジュク マチ ネン イジョウ ジュウショ ショユウ キョジュウ カタ ニン コ ヨウイク ニン メ イコウ シュッセイ ジ ヨウイク カタ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										出産育児祝金		出産育児祝金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ		身体の異常の有無を早期発見し、適切な指導をするための健康診査を行っています。
（町内に住所を有しているが、出産等で他市町村に一時的に里帰りする方も対象） カラダ イジョウ ウム ソウキ ハッケン テキセツ シドウ ケンコウ シンサ オコナ チョウナイ ジュウショ ユウ シュッサン ナド タ シチョウソン イチジテキ サトガエ カタ タイショウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										妊婦健康診査		妊婦健康診査

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ		妊娠届出以降の全ての妊婦健診及び産後健診に係る費用を助成しています。 ニンシン トドケデ イコウ ゼン ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ケンシン カカ ヒヨウ ジョセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511										妊産婦健診事業		妊産婦健診事業

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ		不妊治療費助成制度を設けています。１回の申請につき８万円を限度として助成します。助成回数は、年１回の申請で、通算５回まで可能です。
 モウ マンエン ゲンド ジョセイ ジョセイ カイスウ ネン カイ シンセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511										妊娠アシスト事業		妊娠アシスト事業

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ		出生届の際に申請してもらい、新生児1人につき1回支給する。支給品は「一時預かり利用無料券（2枚）」と「カタログから申請者が選んだ1品」とする。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										出生祝品支給		出生祝品支給

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		入・通院医療費の保険適用分を全額助成。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。特定不妊治療（体外受精、顕微授精）：通算6回、1治療当たり上限13万円。人工授精：1年度1回・通算2年度、上限3万円。 フウフ イッポウ マタ リョウホウ ミナミウオヌマ シ ジュウショ ユウ モノ ホケン テキヨウ ガイ チリョウヒ タイショウ ジョセイ トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ツウサン カイ チリョウ ア マンエン ジンコウ ジュセイ ネン ド カイ ツウサン ネンド マンエン		保健課 母子保健班 ホケンカ ボシ ホケン ハン		025-773-6811										不妊治療費助成		不妊治療費助成

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		●第1子5万円●第2子・5万円●第3子以降1人につき10万円		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763										出産祝金		出産祝金

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		出産等支援交通費助成事業		出産等支援交通費助成事業		市内に住所がある又は出産（死産含む）のため市内に里帰りをした妊産婦の負担を軽減する目的で交通費（１万円上限）の助成を行います。（１回の出産で１回のみ） シ カイ シュッサン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										出産等支援交通費助成事業		出産等支援交通費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療に要した費用を1夫婦年間30万円を上限に助成します。 フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ フウフ ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不育症治療費助成事業		不育症治療費助成事業		不育症治療に要した費用を年間30万円を上限に助成します。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										不育症治療費助成事業		不育症治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ		通常のお祝品（バラの花束、ネームプレート、セーフティサイン）に加え、第３子以降には米１俵又は稲葉メルヘン牛を贈呈しています。 ツウジョウ イワ シナ ハナタバ クワ ダイ コ イコウ コメ ヒョウ マタ イナバ ギュウ ゾウテイ		秘書広報課 ヒショ コウホウ カ		0766-67-1760										誕生お祝い事業		誕生お祝い事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッショウ イワ キン		出生祝い金 シュッショウ イワ キン		お子様の誕生を祝い健やかな成長を願って、お子様が出生された場合、出生祝い金を支給する。
支給される金額（出生児1名につき）は、第1子から3子は3万円、第4子は5万円、第5子以降は10万円。 イコウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053										出生祝い金		出生祝い金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ		所得基準を満たす一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療対象経費の2分の1以内を連続2年間助成。（1年あたり5万円以内、累計10万円以内） ショトク キジュン ミ イッパン フニン チリョウ ウ フウフ タイ チリョウ タイショウ ケイヒ ブン イナイ レンゾク ネンカン ジョセイ ネン マンエン イナイ ルイケイ マン エン イナイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										一般不妊治療支援事業		一般不妊治療支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		新生児一人につき1万円分の地域限定商品券を支給。 シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン チイキ ゲンテイ ショウヒン ケン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										出産祝金		出産祝金

		172090		石川県		かほく市		結婚・子育て		出産		赤ちゃんすくすく応援事業		赤ちゃんすくすく応援事業		新生児の健やかな成長を願い出生祝品として、出生届出時に新生児一人につきかほく市共通商品券３万円分を贈ります。		市民部
子育て支援課 シミン ブ		076-283-7155										赤ちゃんすくすく応援事業		赤ちゃんすくすく応援事業

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療制度		妊産婦医療制度		「妊娠・出産のため生じた疾病」の医療費（保険診療分）を助成します。		子育て支援課		0761-58-2232										妊産婦医療制度		妊産婦医療制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		出産祝金交付事業		子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的に祝金（商品券）を交付。第１子の出産５万円分。第２子の出産１０万円分。第３子以降の出産１５万円分。 イワイ キン ショウヒンケン コウフ マンエン ブン マン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		不妊治療のため支払った検査費および検診費を助成。特定不妊治療は、県の助成金を除いた額の7割を助成。一般不妊治療は、2分の1以内（上限7万円）を助成。（特定・一般あわせた上限70万円）		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		0

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ		出産時に住所を有する養育者（父または母）を対象。
第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円 シュッサン ジ ジュウショ ユウ ヨウイクシャ チチ ハハ タイショウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3134										出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		結婚・子育て		出産		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン		出生後初めて登録した住所が能登町の乳児へ、お祝い金として第1子は70千円、第2子は100千円、第3子は150千円のお祝い金を給付する。 シュッセイ ゴ ハジ トウロク ジュウショ ノトチョウ ニュウジ イワ キン ダイ シ センエン ダイ コ センエン ダイ コ センエン イワ キン キュウフ		町民課 チョウミン カ		0768-62-8500										すこやかあかちゃんお祝い金		すこやかあかちゃんお祝い金		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		健やか育児支援祝金		健やか育児支援祝金		市内に１年以上在住（住民登録）し、第３子以降の出生に１０万円の祝金。 ナイ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										健やか育児支援祝金		健やか育児支援祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成制度		不妊治療費助成制度		不妊治療に要した医療費の自己負担額の２分の１の額とし、１５万円を上限。助成金の交付回数は、１年度の治療期間を１回とし通算５回（５年間）まで助成。		健康増進課
健康支援担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シエン タントウ		0553-22-1111										不妊治療費助成制度		不妊治療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ		不妊症のため子どもをもてない夫婦が、保険適用外の体外受精・顕微授精をうけた場合、その治療費の一部を助成する。要件をすべて満たす方に、１年度において１回の治療につき10万円を限度に２回助成する。 フニンショウ コ フウフ ホケン テキヨウ ガイ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ バアイ チリョウヒ イチブ ジョセイ ヨウケン ミ カタ ネン ド カイ チリョウ マンエン ゲンド カイ ジョセイ		保健課
保健指導担当 ホケンカ ホケン シドウ タントウ		0551-23-4310										不妊症対策支援事業		不妊症対策支援事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド		両親のいずれかが韮崎市に住民登録をし、新生児の住民登録も韮崎市にされた方が対象。出生した新生児の保護者に出生をお祝いし、１万円を支給する。 リョウシン ニラサキシ ジュウミン トウロク シンセイジ ジュウミン トウロク ニラサキシ カタ タイショウ シュッセイ シンセイジ ホゴシャ シュッショウ イワ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										おめでとう赤ちゃん出生祝金制度		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		身延町に住所を有する方が出産し、新生児とともに定住する場合に支給。第1子3万円、第2子5万円、第3子以降20万円。(それぞれに印鑑と希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給)		政策室		0556-42-4801										出産祝金		出産祝金

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成　		不妊治療費の助成　		不妊症と診断された夫婦で1年以上町内に住所を有し居住している方。自己負担額の2分の1、上限20万円、年度1回、通算5回		福祉保健課		0556-20-4611										不妊治療費の助成　		不妊治療費の助成　

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不妊症の治療費の２分の１を助成します。
ただし、助成上限を２０万円とし、１年度内１回、通算５年度まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不育症治療助成事業		不育症治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不育症の治療に関する１治療期間毎の医療費を助成します。ただし、助成上限を２０万円とし、通算５回まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217										不育症治療助成事業		不育症治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊娠中の異常を早期に発見し、母体や胎児の健康確保と経済的負担の軽減のため、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう、受診票（補助券）をお渡しします。		健康づくり課		0263-34-3217										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊治療費補助		不妊治療を受けた夫婦に治療費の一部を補助（所得制限有） アリ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244										不妊治療費補助		不妊治療費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		健やかな出産を迎えられるよう母子健康手帳交付の際、14枚の基本健診受診票、４種類（５枚）の追加検査受診票、４枚の超音波受診票を交付		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		全国唯一の自治体経営の産婦人科の単科病院 ゼンコク ユイツ ジチタイ ケイエイ サンフジンカ タンカ ビョウイン		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		0268-22-1573										上田市立産婦人科病院		上田市立産婦人科病院

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の特定治療費助成決定を受けている夫婦で、住民登録して１年以上経過し医療保険に加入している方に県助成金を控除した額の2分の１以内を年度で1回、通算5回補助。1回の上限額10万円。3回目以降上限額5万円 ケン トクテイ チリョウ ヒ ジョセイ ケッテイ ウ フウフ ジュウミン トウロク ネンイジョウ ケイカ イリョウ ホケン カニュウ カタ ケン ジョセイ キン コウジョ ガク ブン イナイ ネンド カイ ツウサン カイ ホジョ カイ ジョウゲン ガク マンエン カイメ イコウ ジョウゲン ガク マンエン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2333										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン		子どもの出産前６月以上対象地域に住所を有し、定住する意思がある保護者
第１子３万円、第２子５万円、第３子７万円及び第４子以降、１人につき１０万円※年齢要件及び地域要件有り コ シュッサン マエ ツキ イジョウ タイショウ チイキ ジュウショ ユウ テイジュウ イシ ホゴシャ ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン オヨ ダイ コ イコウ ニン マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／出産祝金		過疎地域定住促進補助金／出産祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		大町市に住所を有し、出産して児童を養育する父母を対象に、お祝金を贈ります。第１子・第２子５万円、第３子以降１０万円。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420										出産祝い金		出産祝い金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		誕生祝金		誕生祝金		出生したお子さんに１人２万円を支給します。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)										誕生祝金		誕生祝金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		すこやかな出産を迎えられるよう健康管理を充実させることと、経済的な負担の軽減のために、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう受診券を渡します。		保健センター		0266-27-8384										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		下諏訪町では、町に住民登録をして１年以上経過し、医療保険に加入しているご夫婦を対象に治療費の助成を行います。		保健センター		0266-27-8384								1		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン シュク キン		出産祝金 シュッサン シュク キン		出産について下記のとおり祝金を支給。①第１子２万円②第２子２万円③第３子５０万円 シュッサン カキ シュク キン シキュウ ダイ コ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										出産祝金		出産祝金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産を祝い保護者の出生児育成の一助とするため出産祝金を支給。第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降２０万円 シュッサン イワ ホゴシャ シュッセイ ジ イクセイ イチジョ シュッサン イワイ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										出産祝金		出産祝金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊治療費補助		不妊（不育症）治療に要した医療保険適用外医療費について1/2を補助		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										不妊治療費補助		不妊治療費補助

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		出産		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン		お子さんの出生、また成長に合せ、お祝い金を贈呈。①出産―第１、２子…3万円、第３子…10万円、第４子以降…20万円②満4歳到達時…3万円③小学校入学時…5万円 コ シュッショウ セイチョウ アワ イワ キン ゾウテイ シュッサン ダイ シ ００００エン ダイ シ ００００ エン ダイ シ イコウ ００００ エン マン サイ トウタツ ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		保健センター ホケン		026-269-2104										出生成長祝金		出生成長祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費のうち、県から受けた助成を控除した額について助成します。（限度額１０万円／回、妻の年齢によって回数制限あり） ケン ジョセイ		福祉部
保健センター		(0584)75-2322										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7092										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、支給対象児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ニン マンエン ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837										山県市新生児出産祝金事業		山県市新生児出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、第３子以降の新生児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ダイ シ イコウ シンセイジ ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837										山県市出産祝金事業		山県市出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		お子さんの出産を祝福し、健やかな成長を支援するため、第三子以降のお子さんを出産された場合に保護者に支給します。第三子…３０万円。第４子以降…５０万円。 コ シュッサン シュクフク スコ セイチョウ シエン ダイ サンシイコウ コ シュッサン バアイ ホゴシャ シキュウ ダイ サンシ マンエン ダイ シイコウ マンエン		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753										出産祝金		出産祝金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ		不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る費用に対し助成します。（助成額は治療1回につき治療に直接要した費用で岐阜県から給付される額を除く額。ただし、22万5千円を上限に助成）		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費一部助成		妊婦健康診査費一部助成		妊娠健康診査費14回分を助成します。		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										妊婦健康診査費一部助成		妊婦健康診査費一部助成

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		出産		予防接種事業		予防接種事業		妊娠希望者などに対する風しん予防接種を行い、疾病予防の更なる充実を図ります。		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171										予防接種事業		予防接種事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ		①新生児聴覚検査費用助成3千円②不妊治療助成1人年間上限10万円・5年間③ヤング健康診査（19～39歳を対象とする健診）自己負担5百円④歯周疾患検診（30歳以上全員を対象とする）自己負担5百円 セン ヒャク ヒャク		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		0585-23-1511										各種助成（検診・その他）		各種助成（検診・その他）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー祝い金		すこやかベビー祝い金		住民基本台帳に６か月以上登録されており、かつ出産後も引き続き１年以上居住すると見込まれる方に、出産子１人につき50,000円支給されます。		住民福祉部子育て支援課 コソダ シエン カ		0585-22-2111										すこやかベビー祝い金		すこやかベビー祝い金

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		出産		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン		第３子以降の出産に対し、出産育児奨励金を交付する。
（第３子：１０万円、第４子以降２０万円） ダイ コ イコウ シュッサン タイ シュッサン イクジ ショウレイキン コウフ ダイ コ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513										出産育児奨励金		出産育児奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		出産		出産祝い金交付事業		出産祝い金交付事業		次世代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進を図ることを目的に第１子に５万、第２子に１０万、第３子以降の出産には２０万を支給する。		国保診療所 コクホ シンリョウ ショ		0574-78-2100										出産祝い金交付事業		出産祝い金交付事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されない体外受精・顕微受精による治療について、１回の治療につき最大５万円を助成。		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ		出生時の体重が2,000g以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した赤ちゃんに医療費と食事療養費を助成。 ショクジ リョウヨウヒ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										未熟児養育医療費助成		未熟児養育医療費助成

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。 フニン チリョウ ウ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ		健やか・こども部健康づくり課 スコ ブ ケンコウ カ		0547-34-3281										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。		健康づくり課 ケンコウ カ		0537-37-1112										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド		子どもの出産に係る費用の一部を軽減をすることにより、子育てする家庭の負担を軽減し、子どもを産みやすい環境を整備することを目的とする制度。1回の出産（単胎）につき10万円（多児加算1人5万円）助成 ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										出産費助成制度		出産費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費等助成事業		不妊治療費等助成事業		不妊治療を受けた方に治療費等の一部を助成。①一般不妊治療：経費の１/２以内（1回2万円・年間10万円上限）②特定不妊治療：経費の１/２以内（県助成金制度併用の場合は残額を上限）、1回15万円・年2回 チリョウ ヒ トウ イチブ ジョセイ ジョウゲン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										不妊治療費等助成事業		不妊治療費等助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン		妊婦健康診査のうち、基本健診14回分、超音波検査4回分、後期血液検査1回分を公費（公費負担分を超える分は自己負担）で受診。県外で妊婦健康診査を受診した場合は、還付申請が可能。 ジュシン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										妊婦健康診査の補助金		妊婦健康診査の補助金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		町内在住で出産された方に祝金を支給。
・出産祝金第１子20,000円、第２子30,000円、第３子以降１子につき50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ シュッサン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										出産祝い金		出産祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		出産		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン		子どもの誕生を祝い、出産納金として、新生児1人につき10万円を保護者に給付する。 コ タンジョウ イワ シュッサン ノウキン シンセイジ ヒトリ マンエン ホゴシャ キュウフ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										森っ子出産祝金		森っ子出産祝金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励 シュッサン ショウレイ		出産奨励 シュッサン ショウレイ		２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金を支給 ニン メ マンエン ニン メ マンエン ニン メ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										出産奨励		出産奨励

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を指定医療機関で受けており、前年の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦に県の助成に上乗せし、上限10万円を限度に１年度１回、通産５年助成を行う。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ シテイ イリョウ キカン ウ ゼンネン フウフ ガッサン ショトク マンエン ミマン フウフ ケン ジョセイ ウワノ ジョウゲン マンエン ゲンド ネンド カイ ツウサン ネン ジョセイ オコナ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン		新生児を出産された方に祝い金を支給します		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										すこやかベビー出産祝金		すこやかベビー出産祝金

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		出産		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ		第三子以上の出産に、20万円助成 ダイ サン シ イジョウ シュッサン マン エン ジョセイ		行政経営課 ギョウセイ ケイエイ カ		(0599)66-1366										第三子以上出産祝金助成事業		第三子以上出産祝金助成事業

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		第３子以降の出産に、第３子１０万円、第４子以降３０万円を支給。		福祉課		0735-33-0339										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励祝い金		出産奨励祝い金		出産の祝い金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝い金として助成。（３人目５万円、４人目１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										出産奨励祝い金		出産奨励祝い金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		育児支援助成金		育児支援助成金		育児に必要な紙オムツ、粉ミルクの購入経費の一部を助成する制度。（満１歳まで月額上限２千円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										育児支援助成金		育児支援助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助金		不妊治療費補助金		不妊治療に必要な経費の一部を助成。（上限１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										不妊治療費補助金		不妊治療費補助金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診診査費用助成		妊婦健診診査費用助成		定期妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										妊婦健診診査費用助成		妊婦健診診査費用助成

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		結婚・子育て		出産		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		第２子以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として５万円を支給します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ		妊婦さんが医療機関や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000円）をお渡しします。 ニンプ イリョウ キカン ガイシュツ サイ リヨウ ジョセイ ケン エン ワタ		健康福祉部　　健康介護課　　　　健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カイゴ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		0791-22-7168										マタニティータクシークーポン事業		マタニティータクシークーポン事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		相生市内にお住まいの方が出産した場合、出生児1人当たり5万円の「お祝い金」を贈ります。 カタ シュッサン バアイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		出産費助成事業		出産費助成事業		出産（妊娠12週目以降の死産も含む）の日までに赤穂市在住の母親に出産費の一部を助成。1子あたり5万円を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808										出産費助成事業		出産費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		市内に住所を有する法律上婚姻し、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の決定を受けるなど要件を満たす方に対し、治療1回あたり10万円を上限に通算10回を超えない範囲で助成を行う。		保健センター		0791-43-9855										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		産婦健康診査費補助事業		産婦健康診査費補助事業		平成24年2月1日以降に出産された市内に住所を有する産婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回1,500円を上限として2回助成する。		保健センター		0791-43-9855										産婦健康診査費補助事業		産婦健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		妊婦検診検査費補助事業		妊婦検診検査費補助事業		市内住所を有する妊婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回5,000円を上限として11回分、1回10,000円を上限として3回分、合計85,000円分を助成する。		保健センター		0791-43-9855										妊婦検診検査費補助事業		妊婦検診検査費補助事業

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		出産		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド		第３子以降の出産・養育される方に対して、出産祝金を支給。第３子以降１人につき２０万円、第３子を含む３人以上（２０歳未満）を養育する者、出産後も引き続き出生児とともに５年以上定住する意思のある者 ダイ コ イコウ シュッサン ヨウイク カタ タイ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ コ イコウ ニン マンエン ダイ コ フク ニン イジョウ サイ ミマン ヨウイク モノ シュッサン ゴ ヒ ツヅ		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシカ		0795-74-1130										ツープラス１出産祝金支給制度		ツープラス１出産祝金支給制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		市内にお住まいの方で、お子さんを出産された方を対象に支給。第１子、第２子の出産、１子につき３万円支給。第３子以降の出産、１子につき１０万円支給。 シナイ スマ カタ コ シュッサン カタ タイショウ シキュウ ダイ コ ダイ コ シュッサン コ マンエン シキュウ ダイ コ イコウ シュッサン コ マンエン シキュウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										出産祝金		出産祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の助成制度に上乗せして、治療１回１０万円を上限に助成。 ケン ジョセイ セイド ウワノ チリョウ カイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康課 ケンコウ カ		0799-44-3004										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		出生届提出時2万円の祝い金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501										出産祝金		出産祝金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ		妊娠判定にかかった費用を助成する。
（上限：7,000円／回、年度２回まで） ニンシン ハンテイ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン エン カイ ネンド カイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										妊娠判定受診費用		妊娠判定受診費用

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン		県内の医療機関・助産院で使用できる受診券（95,000円分）を交付する。 ケンナイ イリョウ キカン ジョサンイン シヨウ ジュシン ケン エン ブン コウフ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										妊婦健康診査助成金		妊婦健康診査助成金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費用を助成する。 ヒヨウ ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111								1		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成します。		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)										一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン		町民で第3子以降の子の出産に対し10万円を支給します。		住民福祉課福祉係 ジ フクシ カカリ		0736-22-0300(内線2064)										出産奨励祝金		出産奨励祝金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を14回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担分についても一部助成します。 ニンプ ケンコウ シンサ ヒョウジュンテキ ナイヨウ キホン ジュシン ヒヨウ カイブン ジョセイ ジュシン ヒヨウ イガイ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)										妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		出産		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン		第２子以上の出産に対する報奨金。
第２子は５万円、第３子以降は１０万円を支給。 ジョウ シュッサン タイ ホウショウキン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										第２子以上の出産報奨金		第２子以上の出産報奨金

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産児1人に対して５万円を助成 シュッサンジ ニン タイ マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										出産祝い金		出産祝い金

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		出産		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		出産の日以前から継続して１年以上、出産後も引き続き住民登録し居住される家庭の出生時第１、２子には１０万円分、３子以降には１５万円分の町商工会商品券をお祝いとして贈る。 シュッサン ヒ イゼン ケイゾク ネンイジョウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ ジュウミン トウロク キョジュウ カテイ シュッセイ ジ ダイ シ マンエンブン シ イコウ マンエンブン チョウ ショウコウカイ ショウヒンケン イワ オク		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										すさみっ子誕生祝金		すさみっ子誕生祝金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド		第3子：10万円、第4子以降：30万円を支給する。町民かつ出産後も町内に居住することが条件。 ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ チョウミン シュッサンゴ チョウナイ キョジュウ ジョウケン		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561										出産祝い金制度		出産祝い金制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		出産手当		出産手当		第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。		総務部 市民課 シミンカ		0858-22-8155										出産手当		出産手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用の一部（年間10万円を限度）を5年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療（人工授精）助成事業		一般不妊治療（人工授精）助成事業		人工授精に要した経費の一部（治療費の２割・上限年間２万円）を通算２年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										一般不妊治療（人工授精）助成事業		一般不妊治療（人工授精）助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		不育治療費助成事業		不育治療費助成事業		不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										不育治療費助成事業		不育治療費助成事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		町内に住所を有する方が出産し届出が受理されたとき、2万円を交付。 チョウナイ ジュウショ ユウ カタ シュッサン トド デ ジュリ マンエン コウフ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										出産祝金（いきいき定住促進条例）		出産祝金（いきいき定住促進条例）

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療自己負担金の一部を助成します。（上限30,000円／年）		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		出産		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ		乳児健診（２回）と妊婦健診（１４回）を無料で受診できる。 ニュウジ ケンシン カイ ニンプ ケンシン カイ ムリョウ ジュシン		健康づくり課 ケンコウ カ		0867-72-6129										乳児・妊婦個別健診事業		乳児・妊婦個別健診事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業		不妊治療支援事業		不妊症のご夫婦が医療保険対象外の不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を年間１０万円以内で助成する		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054										不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不育治療支援事業		不育治療支援事業		専門の医療機関で不育症の診断を受けて治療をされている方に、保険外の治療費の一部を助成する。１年度３０万円が上限 ネンド マンエン ジョウゲン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054										不育治療支援事業		不育治療支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦が安心して無事出産を迎えられるよう，妊婦から出産までの間における当該妊婦健診に係る助成金（50,000円）を交付する。 ニンプ アンシン ブジ シュッサン ムカ ニンプ シュッサン アイダ トウガイ ニンプ ケンシン カカ ジョセイキン エン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		現在妊娠しているまたは妊娠を予定・希望している女性とその配偶者，同世帯家族に対し風しん単独ワクチンなら上限7,710円，麻しん風しん混合ワクチンなら上限11,530円の助成金を交付する。 ゲンザイ ニンシン ニンシン ヨテイ キボウ ジョセイ ハイグウシャ ドウ セタイ カゾク タイ フウ タンドク ジョウゲン エン マ フウ コンゴウ ジョウゲン エン ジョセイキン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										風しん任意予防接種費用助成事業		風しん任意予防接種費用助成事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド		出生時に矢掛町に住所を有する第３子以降の新生児の親権者について，新生児１人につき１０万円の誕生祝金を交付する。 シュッセイジ ヤカゲチョウ ジュウショ ユウ ダイ シ イコウ シンセイジ シンケンシャ シンセイジ ニン マンエン タンジョウ イワ キン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										誕生祝金制度		誕生祝金制度

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産準備金 シュッサン ジュンビキン		出産準備金 シュッサン ジュンビキン		出産の経費を軽減するため費用の一部として、出産準備金を贈る。／出産準備金は10万円とする。ただし、第3子から1人につき30万円とする。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627										出産準備金		出産準備金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療費の一部を助成する制度。1回の補助の上限額：100,000円。※費用の２分の1以内を助成※１年度２回、通算５年まで		健康福祉部		0868-38-7102										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 キン		誕生祝い金 キン		出産祝い金３０，０００円。勝央町に６カ月以上在住が要件で、出生届出時に申請・支給します。		税務住民部		0868-38-3115										誕生祝い金		誕生祝い金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		出産		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		出産費用から部屋代、食事代、出産育児一時金・高額医療費等を差し引いた金額を助成。【上限5万円】		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411										出産費用助成事業		出産費用助成事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ		妊婦健康診査を受ける時の費用を助成。妊婦健康診査補助券(14回分)，妊婦歯科健康診査受診券（1回分），妊婦一般健康診査検査券(1回分)，子宮頸ガン検診受診券(1回分)，クラミジア検査受診券(1回分)		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257										妊婦健診費用の助成		妊婦健診費用の助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		広島県不妊治療支援事業の承認決定夫婦を対象に治療費の一部を助成。指定医療機関で，体外受精または顕微授精に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く）に対し，1回15万円を上限に助成。		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		庄原市に住所を有し，出生児と同居および養育している保護者で，出産後3年以上庄原市に在住しようとする方が対象。第１子，第２子は20万円，第３子以降は35万円を交付		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192										出産祝い金		出産祝い金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		出産		妊産婦健康診査等支援制度		妊産婦健康診査等支援制度		妊婦健診の受診を促し、安全で安心な出産ができるようにするため、妊婦健診の受診回数に応じて、1回当たり2,000円、最高で14回分、28,000円を助成します。		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148										妊産婦健康診査等支援制度		妊産婦健康診査等支援制度

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成		妊婦に対し妊婦健診における交通費の一部を助成。【助成額】1回の受診につき1,000円【対象者】町に住民登録を有する期間に，町外の医療機関で妊婦健診を受けた者		福祉課		0826-25-0250										妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		352012		山口県		下関市		結婚・子育て		出産		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン		過疎・離島地域への人口定住促進。（地域限定）
対象地域居住者で、第3子以降の子を出産し、生計を同じくして6ヶ月以上養育した方へ20万円支給。 マン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進対策事業（出産祝金）		　人口定住促進対策事業（出産祝金）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		出産		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド		第３子以降の対象児１人につき10万円の祝金を支給します。		こども支援課 シエン カ		0827-29-5075										出産祝金制度		出産祝金制度

		362069		徳島県		阿波市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業		出産を祝福し祝い金を支給。市内に出産前６ケ月以上居住し、出産後３ケ月以上居住する意思のある方		市民部
市民課		0883-35-7800										出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサンイワ キン		出産祝い金 シュッサンイワ キン		町内居住者が出産をした際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ シュッサン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										出産祝い金		出産祝い金

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド		出産時に交付する祝い金（2万円）に加えて合併後（H17.3.1）の出産からの経過年数（５年後、10年後、15年後）に応じて加算金が交付される制度。		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										出産祝い金加算制度		出産祝い金加算制度

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を１４回分交付。		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0880-63-1113										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		子どもが生まれた方で、町に１年以上住所を有し、かつ居住し、引き続き将来共土佐町に居住する意思を有する方に支給。
第１子及び第２子：５０，０００円
第３子以降：１５０，０００円 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										出産祝金		出産祝金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		新生児一人につき5,000円支給 シンセイジ ヒトリ エン シキュウ		越知町社会福祉協議会 オチ チョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		0889-26-1149										出産祝い金支給		出産祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		一人につき２万円の出産祝い支給 ヒトリ マンエン シュッサン イワ シキュウ		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116										出産祝い金支給		出産祝い金支給

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		母親学級 		母親学級 		妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を実施します。		筑後市立病院 チクゴ シリツ ビョウイン		0942-53-7511										母親学級 		母親学級 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		出生届の価値創出事業		出生届の価値創出事業		新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈します。		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112										出生届の価値創出事業		出生届の価値創出事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付。妊娠全期間を通じて使用可能。 ニンプ ケンシン コウモク クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ケン カイ ブン コウフ ニンシン ゼンキカン ツウ シヨウ カノウ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		406023		福岡県		添田町		結婚・子育て		出産		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン		出産児１人につき50,000円、３子目（２児養育中）200,000円、４子以上（３児養育中）500,000円の出産奨励金。３子以上につき（現在２児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。 シュッサン ジ ヒト エン コ メ ジ ヨウイクチュウ エン コ イジョウ ジ ヨウイクチュウ エン シュッサン ショウレイキン コ イジョウ ゲンザイ ジ ヨウイク ツキ ガク エン イクジ ショウレイキン シキュウ		保健福祉環境課 ホケン フクシ カンキョウ カ		0947-82-1232										添田町出産育児奨励金		添田町出産育児奨励金

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助事業		不妊治療費補助事業		保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										不妊治療費補助事業		不妊治療費補助事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ		【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万円を支給します。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支給します。 シュッサン イワ キン チョウナイ ネンイジョウ テイジュウ フウフ ダイ コ イジョウ シュッサン バアイ シンセイジ ニン アタ マンエン シキュウ イクジ ホウショウキン チョウナイ シュッセイ ダイ シ イジョウ コサマ マン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111										新生児祝い金支給事業		新生児祝い金支給事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ		町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療につき１０万円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通算３年間）。 チョウナイ ネン イジョウ テイジュウ フウフ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ウ バアイ カイ チリョウ マンエン トウケツ ハイ イショク トウ マンエン ジョセイ ショネンド カイ ネンド メ イコウ カイ ゲンド ツウサン ネンカン		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		治療に要した額から県の助成額を控除した額で、1回10万円（凍結胚移植等は5万円）を限度に助成。（初年度は3回、以降年2回を限度に通算3年間）		健康推進課健康増進係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ ゾウシン カカ		0956-85-2483										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン		第３子以降の出産に対し母親に誕生祝金１０万円を贈る。		住民福祉課子育て支援係り ジュウミン フクシカ コソダ シエン カカ		0956-85-2333										誕生祝い金		誕生祝い金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン		母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ） ボシ ケンコウ テチョウ トウ コウフ ウ ニンシン キカンチュウ シカ ケンコウ シンサ ウ ニンプ エン カイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										妊婦歯科健康診査費助成金		妊婦歯科健康診査費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン		第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ エン ダイ コ マンエン ダイ シイコウ マンエン キョジュウ ネンゲン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										関所っ子誕生祝金		関所っ子誕生祝金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝金		出生祝金		出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。 ヒト ダイ シ ００００エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724										出生祝金		出生祝金

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出生児１人につき3万円の出産祝い金を給付しています。 ス カタ タンジョウ バアイ シュッセイジ ニン マンエン シュッサンイワ キン キュウフ		健康福祉課		0967-72-1229										出産祝い金		出産祝い金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		出産		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ		産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育児の困難さが見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／日の利用です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										産前産後ホームヘルプサービス事業		産前産後ホームヘルプサービス事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッセイ イワ キン		出生祝い金 シュッセイ イワ キン		・出生児の養育者に対し出生祝い金を支給する制度。
・支給額：出生児1人につき50,000円 シュッショウ ジ ヨウイクシャ タイ シュッセイ イワ キン シキュウ セイド シキュウガク シュッショウ ジ ニン エン		福祉課 フクシカ		0966-45-7214										出生祝い金		出生祝い金

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。 コ ノゾ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117										不妊治療の助成		不妊治療の助成

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ		妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。 ニンプ ケンシン クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ヒョウ カイブン コウフ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117										妊婦健康診査の一部助成		妊婦健康診査の一部助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付します。妊娠全期間を通じて使用できます。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦超音波検査		妊婦超音波検査		出産予定日に３５歳以上となる妊婦さんを対象に、妊娠後期での超音波検査が無料となる受診券を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										妊婦超音波検査		妊婦超音波検査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		にこにこ赤ちゃんブックスタート		にこにこ赤ちゃんブックスタート		小さな頃から読書の楽しさにふれてもらうため､豊後高田市で出生したお子さんに､布絵本をプレゼントします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										にこにこ赤ちゃんブックスタート		にこにこ赤ちゃんブックスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成		不妊治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため、年間１５万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不育治療費の助成		不育治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、一治療期間につき１０万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										不育治療費の助成		不育治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限10万円/年
（県事業との併用可）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		妊婦教室 ニンプ キョウシツ		妊婦教室 ニンプ キョウシツ		夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を無料で開催しています。 ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										妊婦教室		妊婦教室

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		１４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 カイ ケンシン イガイ ケンシン フタン ガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→30万円） ソンナイ キョジュウ ヒト コ ウ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111										出産祝金		出産祝金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） ソンナイ キョジュウ ニンプ ケンシン イ ウンチン ジョセイ ツキソイ ニン フク		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111										妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ		不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽減するための制度です。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		お母さん教室 カア キョウシツ		お母さん教室 カア キョウシツ		初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										お母さん教室		お母さん教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		両親学級 リョウシン ガッキュウ		両親学級 リョウシン ガッキュウ		これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深めるために両親学級を開催しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										両親学級		両親学級

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン		以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給 マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン シ イコウ マンエン シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122										新生児誕生祝金		新生児誕生祝金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122										出産育児一時金		出産育児一時金

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		子宝祝金 コダカラ イワ キン		都農町に１年以上住所を有し、現に２子以上の児童を養育している方を対象に、第３子以降の子を出産した場合に１０万円を支給する。また、小学校就学時には５万円を支給する。 ツノ チョウ ネン イジョウ ジュウショ ユウ ゲン シ イジョウ ジドウ ヨウイク カタ タイショウ ダイ シ イコウ コ シュッサン バアイ マン エン シキュウ ショウガッコウ シュウガク ジ マン エン シキュウ		福祉課 フクシ カ		0983-25-5714										子宝祝金		子宝祝金

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		１回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成する。 ジョセイ		保健課 ホケンカ		099-474-1111										志布志市特定不妊治療費助成事業		志布志市特定不妊治療費助成事業		1		沼津→志布志 ヌマヅ シブシ

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出産時に10万円を支給する。		福祉課 フクシカ		099-474-1111										出産祝金		出産祝金		0

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		出産		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ		南九州市内に，出産前１年以上住所を有している方を対象に，２人目以降の子どもを出産し，養育する方に対し支給するもの。●第２子・・・５万円●第３子以降・・・１０万円 シ シュッサン マエ イチネンイジョウ ジュウショ ユウ カタ タイショウ ニン メ イコウ コ シュッサン ヨウイク カタ タイ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マ エン		福祉課 フクシカ		0993-83-2511
(代)										出生祝金の支給		出生祝金の支給

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額２０万円を限度に助成。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		第１子３万円第2子５万円第3子以降１０万円を支給（地元商工会商品券）		町民課		0997-72-1060										出産祝い金		出産祝い金

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		出産		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン		独自の子育て支援策として平成19年4月1日から町民の出産を祝福すると共に、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、町民の子育てを支援し、もっと活力のある町づくりを目的として出産祝金を支給しています。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153										子育て支援出産祝金		子育て支援出産祝金

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		結婚		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン		結婚したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（結婚1組10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111										「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		0		リンク修正 シュウセイ

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		結婚		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン		婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行った方へ商品券を交付。ただし、夫婦とも初婚かつ５０歳未満であること。①祝い金３万円②後継者祝い金５万円 カタ ショウヒンケン コウフ イワ キン マン エン コウケイシャ イワ キン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		若年者の定住人口を増やすことを目的に、町内在住者が結婚したときに結婚祝金を支給します。夫婦１組に対して20万円 ジャクネン シャ テイジュウ ジンコウ フ モクテキ チョウナイ ザイジュウシャ ケッコン ケッコン イワ キン シキュウ フウフ クミ タイ マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111				中 チュウ		結婚祝い金20万円 ケッコン イワ キン マンエン				結婚祝い金支給事業		結婚祝い金支給事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内在住のかたの結婚に際し、町から3万円を贈呈。 チョウナイ ザイジュウ ケッコン サイ チョウ マンエン ゾウテイ		総務課庶務係 ソウムカ ショムガカリ		0165-32-2421										結婚祝金		結婚祝金

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		結婚		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ		婚活イベントの実施や自分磨きのための講座等の開催、出会いの場の提供、結婚を希望する方への結婚相談対応や出会いの仲介、これらにより結婚した夫婦へ祝い金10万円を交付します。 コン カツ ジッシ ジブン ミガ コウザ トウ カイサイ デア バ テイキョウ ケッコン キボウ カタ ケッコン ソウダン タイオウ デア チュウカイ ケッコン フウフ イワ キン マンエン コウフ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641										縁結び支援事業		縁結び支援事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		結婚		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ		婚姻の届出から１年以内の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成する。実質家賃額から３万円を差し引いた額で、月額上限１万円を２年間助成。 コンイン トドケデ ネン イナイ シンコン セタイ シナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ バアイ ヤチン ジョセイ ジッシツ ヤチン ガク マンエン サ ヒ ガク ツキ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										新婚生活応援家賃助成事業		新婚生活応援家賃助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド		独身の男女の仲をサポートすることに意欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりはら婚活プランナー」として認定し、その活動を支援する。認定期間は２年間（更新可）。 ニンテイ キカン ネンカン コウシン カ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										くりはら婚活プランナー認定制度		くりはら婚活プランナー認定制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド		独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、イベント経費の一部を助成する。１事業につき対象経費の1/2、上限３０万円。１団体につき、年２回まで交付可。		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										婚活促進事業費補助金制度		婚活促進事業費補助金制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ		各種婚活イベントの開催、婚活講演会の開催 カクシュ コンカツ カイサイ コンカツ コウエンカイ カイサイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										市主催の婚活イベント		市主催の婚活イベント

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		結婚		出会い・結婚支援事業		出会い・結婚支援事業		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、「あきた結婚支援センター」を核に、会員登録制によるマッチング、出会いイベントの開催支援等を促進。		少子化対策局		018-860-1248										出会い・結婚支援事業		出会い・結婚支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		結婚		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ		あきた結婚支援センターへの入会金、１万円を助成。 ケッコン シエン ニュウカイキン マンエン ジョセイ		企画政策課
企画係 キカク セイサク カ キカク ガカリ		0185-85-4817										あきた結婚支援センター入会金助成事業		あきた結婚支援センター入会金助成事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		結婚		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ		農業後継者と村内外の若者との出会いの場を提供する。
交流会開催の他、結婚支援センターの登録料を村が負担。（1人１万円） ノウギョウ コウケイシャ ソンナイ ガイ ワカモノ デア バ テイキョウ コウリュウ カイ カイサイ ホカ ケッコン シエン トウロクリョウ ムラ フタン ヒトリ マン エン		農業委員会 ノウギョウ イインカイ		0185-45-3654										異業種交流会事業		異業種交流会事業

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ		平成23年に「つるおか婚活支援ネットワーク」を立ち上げ、地域の企業や団体等と連携しながら、婚活イベントなど結婚に関する情報提供をはじめ、活動団体への補助金による支援や婚活イベント・セミナー等を実施。 コン カツ ホジョキン コン カツ		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111										婚活支援事業		婚活支援事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		結婚		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ		町内にお住まいの方が結婚した場合、１組につき祝品（商品券）３万円を贈呈。 チョウナイ ス カタ ケッコン バアイ クミ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】

		072052		福島県		白河市		結婚・子育て		結婚		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ		白河市及び西白河郡（４町村）の広域的な範囲で、結婚を希望する独身の男女（２０歳以上から４０歳代）を対象に、実行委員会を立ち上げ、出逢いの場を提供する事業を実施。 シラカワシ オヨ ニシシラカワグン チョウソン コウイキテキ ハンイ ケッコン キボウ ドクシン ダンジョ サイ イジョウ サイ ダイ タイショウ ジッコウ イインカイ タ ア デア バ テイキョウ ジギョウ ジッシ		市民生活部地域支援課 シミン セイカツ ブ チイキ シエン カ		0248-22-1111										「ふれあいの場」創出事業		「ふれあいの場」創出事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内に定住する意思のある新婚夫婦に対し、祝金10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限38,000円/月）を支給。 チョウナイ テイジュウ イシ シンコン フウフ タイ イワ キン マンエン チンタイ ジュウタク ヤチン ゲツ ブン ジョウゲン エン ツキ シキュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										結婚祝金		結婚祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ		若者が交流できるイベントを実施し、町内在住の男性を対象に出会いの場を創出する。結婚活動支援イベント。 ワカモノ コウリュウ ジッシ デア バ ソウシュツ ケッコン カツドウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										後継者対策事業		後継者対策事業

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		結婚		ハッピーサポート事業 ジギョウ		ハッピーサポート事業 ジギョウ		市内花貫渓谷周辺でバーベキューを行い、市内観光を通じて独身男女の出会いの場を創出する。事業開始時期についてはお問い合わせください。 シナイ ハナ ヌキ ケイコク シュウヘン オコナ シナイ カンコウ ツウ ソウシュツ		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316				中 チュウ		バーベキューで男女の出会い ダンジョ デア				ハッピーサポート事業		ハッピーサポート事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		結婚		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ		結婚を希望する男女を応援するため，出会いの場の提供，自己啓発等のセミナーの開催，婚活相談員の配置を行う。 ケッコン キボウ ダンジョ オウエン デア バ テイキョウ ジコ ケイハツ ナド カイサイ コンカツ ソウダンイン ハイチ オコナ		社会福祉課 シャカイ フクシ カ		029-240-7112										婚活応援推進事業		婚活応援推進事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		結婚		やいた未来クラブ運営事業		やいた未来クラブ運営事業		結婚サポーターによるイベント開催、婚活支援		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										やいた未来クラブ運営事業		やいた未来クラブ運営事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		結婚		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し結婚祝金を交付		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載され、結婚後も引き続き町内に在住する意思をもつカップル1組につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ ケッコンゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ イシ クミ マンエン シキュウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803										結婚祝金支給制度		結婚祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ		婚姻届受理後、引き続き住所を置くか、１月以内に中之条町に住所を移し、１年以上住み続ける予定のものに６０ｋｇ分の米引換券を贈呈 コンイントドケ ジュリ ゴ ヒ ツヅ ジュウショ オ ツキ イナイ ナカノジョウマチ ジュウショ ウツ ネン イジョウ ス ツヅ ヨテイ ブン コメ ヒキカエケン ゾウテイ		企画政策課 キカク セイサクカ		0279-75-8802										新婚家庭へのお米プレゼント		新婚家庭へのお米プレゼント

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		結婚活動支援事業		「おやべの縁結びさん」を設置、「結婚活動支援イベント」に助成金を交付するなど、人口増対策の一環として結婚活動の支援事業を実施します。		市民協働課 シミン キョウドウ カ		0766-67-1760										結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		結婚活動支援事業		「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供や、結婚する力を高める自分磨き講座を実施する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		結婚		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ		しあわせアドバイザー「縁結びist」による結婚相談の実施、異性とのコミュニケーション等を指南する「いしかわ婚活実践大学校」の開催、男女の交流イベントを行う企業等に対し、5万円/件を上限に助成。 エンムス ケッコン ソウダン ジッシ イセイ トウ シナン コンカツ ジッセン ダイガッコウ カイサイ ダンジョ コウリュウ オコナ キギョウ トウ タイ マン エン ケン ジョウゲン ジョセイ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										しあわせ発見事業		しあわせ発見事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		毎週火曜日（土曜日は受付のみ）、「フォーラム七尾」で結婚相談を実施。 マイシュウ カヨウビ ドヨウビ ウケツケ ケッコン ソウダン ジッシ		男女共同参画室 ダンジョ キョウドウ サンカク シツ		0767-52-5222										結婚相談事業		結婚相談事業

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		町内に定住を決めた「新婚夫婦」でいずれかが40歳以下である夫婦に対し交付。交付額は、夫婦とも転入者である場合10万円、いずれかが転入者である場合5万円、転入者でない場合3万円。		町民課 チョウミン カ		(076)288-2124										結婚祝金		結婚祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談所の設置、婚活イベント・セミナーの開催。 セッチ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111										結婚相談事業		結婚相談事業

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金		結婚祝金		身延町に住所を有する方が結婚し、定住する場合に5万円を支給。		政策室		0556-42-4801										結婚祝金		結婚祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン		平成２６年４月１日以降に結婚した市内に住民登録のある満５０歳未満の夫婦に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ケッコン マン サイ フウフ		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										新婚さん応援します！新婚生活応援		新婚さん応援します！新婚生活応援

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		結婚		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ		結婚相談所と連携し、飯山市民の独身男女で結婚後も飯山市内に住むことを希望する方には、結婚相談所への入会諸費用を補助 ケッコン ソウダンジョ レンケイ イイヤマシミン ドクシン ダンジョ ケッコンゴ イイヤマシナイ ス キボウ カタ ケッコン ソウダンジョ ニュウカイ ショヒヨウ ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										いいやまお見合い本気婚活支援事業		いいやまお見合い本気婚活支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		結婚		出会い・婚活の場の提供		出会い・婚活の場の提供		婚活プロジェクト委員による婚活パーティーやセミナーの企画・運営など、地域の魅力の再発見を通した、町ぐるみによる婚活機運の盛り上げなど様々な面から婚活を応援しています。		総務課企画係		0266-27-1111(内線257)										出会い・婚活の場の提供		出会い・婚活の場の提供

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		結婚		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド		結婚による定住を目指して取組んでいるエキサイト恋愛結婚「ふるさと婚活」や町主催の出会い・婚活イベントへの参加（登録）者同士が成婚・定住した際に、１組３万円の祝い金を贈呈（成婚のみは祝い品を贈呈） ケッコン テイジュウ メザ ト ク レンアイ ケッコン コン カツ マチ シュサイ デア コン カツ シャ ドウシ セイコン テイジュウ サイ クミ マンエン イワ キン ゾウテイ セイコン イワ ヒン ゾウテイ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										結婚・定住祝金（結婚祝品）制度		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン シュク キン		結婚祝金 ケッコン シュク キン		国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して２万円を支給 コクナイ ガイコク ジン ケッコン ト クミ タイ マンエン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										結婚祝金		結婚祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		結婚		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ		結婚したいと考えている独身男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供し、皆さんの婚活を応援しています。これまで開催したイベントでは、１２３組のカップルが誕生しています。（２６年度は６回開催） ケッコン カイサイ クミ タンジョウ ネンド カイ カイサイ		かがやきライフ推進部
市民活動推進課		0584-47-7169										かがやき婚活事業		かがやき婚活事業

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		結婚		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ		結婚したい男女（男性は市内のみ）に、結婚情報の提供やセミナー、カップリングイベント、紹介等を実施。市民の結婚相談員が運営協議会を設け、毎月の結婚相談や年数回のカップリングパーティー、研修会等を開催 ダンセイ シナイ トウ ジッシ トウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										ことぶき結婚相談所		ことぶき結婚相談所

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン		晩婚化・未婚化の対策として、出会いの場の創出、体験イベント等を通じた結婚のきっかけづくりとなる事業について１０万円を上限として補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										婚活支援事業費補助金		婚活支援事業費補助金

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		結婚		婚活イベント企画運営事業		婚活イベント企画運営事業		定期的に結婚相談所を開設し、市委嘱相談員６名により相談業務を行う。（HP参照：http://mariage-gujo.org/）
田舎でしか出来ない婚活プロジェクトにより、年3回婚活イベントを開催。		市長公室
企画課		0575-67-1831										婚活イベント企画運営事業		婚活イベント企画運営事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談窓口、出会いの場を提供するイベントなどを開催します。		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシ カ		 0576-52-3936										結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		結婚		新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金		結婚後も3年以上定住することを前提とした新婚世帯を対象に奨励金を支給。婚姻日において夫婦ともに満50歳未満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要です。奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン		沼津市役所に婚姻届を提出するカップルを対象に、提出する際の写真を撮影し、記念シートとして贈呈する。また、希望者には協賛施設でスペシャルサービスが受けられる「Vipパスカード」を併せて贈呈する。 キボウシャ キョウサン シセツ ウ アワ ゾウテイ		市民課 シミンカ		055-934-4720										婚姻届提出記念サービス		婚姻届提出記念サービス

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		新たに夫婦となった2人の門出を祝うとともに、町の少子化対策、定住促進、地域福祉の向上を図ることを目的に、夫婦1組につき10万円を支給。 アラ フウフ ニン カドデ イワ マチ ショウシカ タイサク テイジュウ ソクシン チイキ フクシ コウジョウ ハカ モクテキ フウフ クミ マンエン シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										結婚祝金		結婚祝金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内在住で結婚された方に祝金を支給。
・結婚祝金１組50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ ケッコン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										結婚祝い金		結婚祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		結婚		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ		委託先：森町社会福祉協議会
結婚相談：月一回第二日曜日午前9時00分～11時30分 イタクサキ モリマチ シャカイ フクシ キョウギカイ ケッコン ソウダン ツキ イッカイ ダイニ ニチヨウビ ゴゼン ジ フン ジ フン		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0538-85-5769										結婚相談委託事業		結婚相談委託事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		結婚		婚姻奨励 コンイン ショウレイ		婚姻奨励 コンイン ショウレイ		婚姻または婚姻後６カ月以内に転入した方に３万円の報奨金を支給 コンイン コンイン ゴ ゲツ イナイ テンニュウ カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										婚姻奨励		婚姻奨励

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		結婚を希望する独身男女に対して、出会い・交流の場を提供するため、会員登録制によるイベントやセミナーを開催。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552										婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		結婚		ハッピーマジックの会 カイ		ハッピーマジックの会 カイ		出会いの場が少ない若者に、イベントの開催など交流の場を提供。２０～６０歳未満の独身の方で、男性は淡路島在住、在勤または出身者、女性は住所要件なし。 デア バ スク ワカモノ カイサイ コウリュウ バ テイキョウ サイミマン ドクシン カタ ダンセイ アワジシマ ザイジュウ ザイキン シュッシンシャ ジョセイ ジュウショ ヨウケン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										ハッピーマジックの会		ハッピーマジックの会

		294497		奈良県		十津川村		結婚・子育て		結婚		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ		村外の20歳以上40歳未満の独身女性と村内独身男性が、十津川村の自然や温泉を体験するツアーを通して、交流を深める。 ソンガイ サイイジョウ サイ ミマン ドクシン ジョセイ ソンナイ ドクシン ダンセイ トツカワムラ シゼン オンセン タイケン トオ コウリュウ フカ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		0746-62-0004										十津川村縁活ツアー		十津川村縁活ツアー

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		結婚		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ		結婚を希望する独身の男女に、出会いや交流の機会を提供するため、婚活イベントを開催します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2065)										若者交流促進事業		若者交流促進事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活事業 コンカツ ジギョウ		婚活事業 コンカツ ジギョウ		町民、もしくは将来町民となる意志のある方を対象に婚活イベントを実施。
今年度は、１０月頃実施予定。 チョウミン ショウライ チョウミン イシ カタ タイショウ コンカツ ジッシ コンネンド ガツ ゴロ ジッシ ヨテイ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										婚活事業		婚活事業

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド		婚姻届を提出した夫婦に対し、1組につき5万円を支給する。町民かつ結婚後も町内に居住すること、滞納がないこと等が条件。 コンイン トド テイシュツ フウフ タイ クミ マンエン シキュウ チョウミン ケッコンゴ チョウナイ キョジュウ タイノウ トウ ジョウケン		企画課 キカク カ		0735-62-0556										結婚祝い金制度		結婚祝い金制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		結婚		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ		独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」が実施する「出会いの場」イベントの情報を発信します。平成２５年度イベント１３８回実施２０９組カップル成立（主催者報告） ドクシン カタ トウロク コンカツ オウエン キギョウ ダンタイ ジッシ デア バ ジョウホウ ハッシン ヘイセイ ネン ド カイ ジッシ クミ セイリツ シュサイシャ ホウコク		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		夫婦ともに町内に住所を有し引き続き居住する意思のある方が結婚したとき、3万円を交付。 フウフ チョウナイ ジュウショ ユウ ヒ ツヅ キョジュウ イシ カタ ケッコン マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										結婚祝金（いきいき定住促進条例）		結婚祝金（いきいき定住促進条例）

		322032		島根県 シマネケン		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		結婚		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ		未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナーの開催、結婚相談開催支援、支援者養成セミナーの開催など ミコンカ バンコンカ タイサク チイキ ダンタイ トウ レンケイ ハカ ドクシン ダンジョ コンカツ シエン サク ト ク ナイヨウ コンカツ シエン カイサイ ケッコン ソウダン カイサイ シエン シエンシャ ヨウセイ カイサイ		縁結び定住課 エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										縁結びプロジェクト推進事業		縁結びプロジェクト推進事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		結婚		縁結び事業		縁結び事業		縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー」や商工会議所等の市内各種団体と連携し、独身男女の出会いを応援します。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										縁結び事業		縁結び事業

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		結婚		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		隠岐の島町内で披露宴を行うことで25万円を交付します。
また、披露宴内で本町の伝統である「孫抱きの儀」を実施することで更に5万円を交付します。 オキ シマチョウ ナイ ヒロウエン オコナ マンエン コウフ ヒロウエン ナイ ホンチョウ デントウ マゴ ダ ギ ジッシ サラ マンエン コウフ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570				大 ダイ		ウェディングに25万円
孫抱きの儀式でさらに5万円 マンエン マゴ ダ ギシキ マンエン				隠岐の島町孫抱き交付金事業		隠岐の島町孫抱き交付金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		ブライダルセンター		ブライダルセンター		結婚相談所によるカウンセリング，婚活イベントの開催等，出会いの場を提供します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										ブライダルセンター		ブライダルセンター

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		新婚定住祝い金支給事業		新婚定住祝い金支給事業		新婚の夫婦にこうげん通貨3万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										新婚定住祝い金支給事業		新婚定住祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ		新婚の夫婦の仲人に対して，「こうげん通貨」１０万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										結婚仲人報奨金支給事業		結婚仲人報奨金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		縁むすびの会 エニシ カイ		縁むすびの会 エニシ カイ		結婚を希望する男女の出会いを仲立ちする住民ボランティア組織。月２回の相談室（会員対象）及び、年数回の婚活イベント（町内外）を開催。 ゲツ カイ ソウダンシツ カイイン タイショウ オヨ ネン スウカイ コンカツ チョウナイガイ カイサイ		縁むすびの会事務局（企画情報課内） エニシ カイ ジムキョク キ ナイ		0884-62-2200										縁むすびの会		縁むすびの会

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内居住者（婚姻後も引き続き居住の意思がある者に限る）が婚姻した際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ コンインゴ ヒ ツヅ キョジュウ イシ モノ カギ コンイン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										結婚祝い金		結婚祝い金

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		結婚		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ		若者に出会いの場を提供してくれる団体に対して、１０万円を上限とし補助金を交付（１回につき）。現在、海陽町婚活実行委員会では、海陽町に住みたい方を募り、婚活イベントを開催。 ワカモノ デア バ テイキョウ ダンタイ タイ マンエン ジョウゲン ホジョキン コウフ カイ ゲンザイ カイヨウチョウ コンカツ ジッコウ イインカイ カイヨウチョウ ス カタ ツノ コンカツ カイサイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）

		372064		香川県		さぬき市		結婚・子育て		結婚		結婚定住奨励事業		結婚定住奨励事業		婚姻日がＨ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１までにあって、年齢や住所など５つの要件を全て満たした夫婦に対し、さぬき市共通商品券１０万円分を交付。		総務部政策課		087-894-1112										結婚定住奨励事業		結婚定住奨励事業

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		４０歳未満で、町に住民登録し、婚姻後引き続き３年以上土佐町に定住する意思を有する方に対し、土佐地区商工会の発行する商品券１００，０００円分を支給。 カタ タイ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										結婚祝金		結婚祝金

		402079		福岡県		柳川市		結婚・子育て		結婚		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ		独身男女に出会いの場を提供する会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、みやま市に居住又は勤務の方、女性は全国登録可能。休所日（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。 ドクシン ダンジョ デア バ テイキョウ カイイン トウロク セイ ヤナガワ シ オオムタシ シ キョジュウ マタ キンム カタ ジョセイ ゼンコク トウロク カノウ キュウショ ヒ ヒ ミズ イガイ ヒ ショウゴ ジ ジョウチュウ ケッコン ソウダン ジッシ チュウ		大牟田・柳川・みやま結婚サポートセンター オオムタ ヤナガワ ケッコン		0944-77-8787										結婚サポートセンター事業		結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		八女・筑後結婚サポートセンター事業		八女・筑後結婚サポートセンター事業		筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座や教室のほか、結婚相談などを実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										八女・筑後結婚サポートセンター事業		八女・筑後結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届の価値創出事業		婚姻届の価値創出事業		新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。 アラ		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112										婚姻届の価値創出事業		婚姻届の価値創出事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い品贈呈事業 		結婚祝い品贈呈事業 		結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定）		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										結婚祝い品贈呈事業 		結婚祝い品贈呈事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		結婚		うきコン		うきコン		うきは市婚活実行委員会主催の婚活イベント
毎年春と秋の年2回開催 シ コンカツ ジッコウ イインカイ シュサイ コンカツ マイトシ ハル アキ ネン カイ カイサイ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										うきコン		うきコン

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		結婚		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		結婚応援のための若者の出会いの場を提供する事業への支援を行う。公益の増進を図る５人以上で構成される団体へ上限５０万円を補助する。 ケッコン オウエン ワカモノ デア バ テイキョウ ジギョウ シエン オコナ コウエキ ゾウシン ハカ ニンイジョウ コウセイ ダンタイ ジョウゲン マンエン ホジョ		子ども未来課
子育て支援係 コ ミライ カ コソダ シエン カカリ		0946-22-1111
(内線126)				中 チュウ		若者の出会いに50万円 ワカモノ デア マンエン				縁結び応援事業		縁結び応援事業

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		結婚		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる新婚世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス シンコン セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504										新婚世帯家賃補助制度		新婚世帯家賃補助制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		結婚		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ		菊池市への移住定住を目的とし、菊池市の資源を生かした交流会を提供。
自然体験や農業体験など体験型交流や食事会を開催。 キクチシ イジュウ テイジュウ モクテキ キクチシ シゲン イ コウリュウカイ テイキョウ シゼン タイケン ノウギョウ タイケン タイケン ガタ コウリュウ ショクジ カイ カイサイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0968-25-7250										菊池市婚活事業		菊池市婚活事業

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		結婚		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン		婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住する50歳未満の夫婦5万円 コンイン ビ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ コンイン ビ ネン イナイ ナンカン マチ テンニュウ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ サイ ミマン フウフ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										結婚報奨金		結婚報奨金

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援事業		新婚さん応援事業		婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し新婚生活応援金（1組10万円）を交付します（2年以上居住要件有り）。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										新婚さん応援事業		新婚さん応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		婚活応援事業		婚活応援事業		独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するとともに、婚活のお手伝いをしています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										婚活応援事業		婚活応援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		・婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者
・夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者の場合６万円支給する コンイン トドケデ フウフ トモ ソンナイ テイジュウ モノ フウフ トモ ソンナイ バアイ マンエン ハイグウシャ ソンガイ シャ バアイ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										結婚祝い金		結婚祝い金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		結婚		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										出会い応援事業		出会い応援事業

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		結婚		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン		独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与することを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体上限15万円 ダンジョ デア バ オコナ ジギョウ タイ ホジョ オコナ ダンタイ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630										婚活サポート事業補助金		婚活サポート事業補助金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		結婚		出逢い創出支援事業		出逢い創出支援事業		独身者の「出逢いの場づくり」等の活動をしている団体に対して支援を実施。予算総額100万円。 ヨサン ソウガク マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										出逢い創出支援事業		出逢い創出支援事業

		454052		宮崎県		川南町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業		平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成を行います。助成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円） ネンカン		まちづくり課 カ		0983-27-8002										新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成費 コ ヒ		子ども医療費助成費 コ ヒ		小学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。所得制限あり（H26年7月までは，小学生は入院・訪問看護のみ）。 ショトク セイゲン		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446										子ども医療費助成費		子ども医療費助成費

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ		ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446										ひとり親家庭等医療費助成費		ひとり親家庭等医療費助成費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ		乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者等の方が診療を受けたときの、保険診療の自己負担額から一部負担額を除いた額を助成 ニュウヨウジ オヤ カテイ ジュウド シンシン ショウガイシャ トウ ホウ シンリョウ ウ		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0143-25-3026   										医療費助成		医療費助成

		012084		北海道		北見市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		医療機関等にかかった時の医療費のうち、就学前までの乳幼児は入院・訪問看護・通院、小学校就学児は入院・訪問看護を対象に自己負担額の一部を助成。		保健福祉部　　国保医療課		0157-25-1130										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学前までの医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガッコウ ニュウガクマエ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学生卒業前までの入院・指定訪問看護利用に係る医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガクセイ ソツギョウ マエ ニュウイン シテイ ホウモン カンゴ リヨウ カカ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		義務教育就学（小学校入学）前までの子どもの医療費を助成しています。
また、小学生の入院に係る医療費も助成しています。		こども支援課		0144-32-6416										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。		こども支援課		0144-32-6416												定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		安心して子育てができるよう、小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成。また、小学生の入院医療費の一部を助成。 アンシン コソダ ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		市民部市民課
保険年金グループ シミン ブ シミンカ ホケン ネンキン		0126-62-3144										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		市内に住所のある中学生以下の子どもの保険適用となる医療費を全額助成する。		子ども未来・　　医療給付係 コ ミライ イリョウ キュウフ ガカリ		0125-32-2216										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ		市では市立小中学校、幼稚園、保育所に在学(園)する子どもたちが怪我などをした際に給付を受ける「日本スポーツ振興センター災害共済給付契約」を結んでおり、これらの共済掛金の全額を市で負担(無料)している。		学校教育係 ガッコウ キョウイクガカリ		0125-32-1822										独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小児インフルエンザ等の予防接種の助成を行なう。小児インフルエンザ予防接種については中学生以下を対象に1回の接種につき1,000円助成している。 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ オコ ショウニ ヨボウ セッシュ チュウガクセイ イカ タイショウ カイ セッシュ ０００エン ジョセイ		健康づくり推進係		0125-32-5665										小児インフルエンザ等予防接種助成事業		小児インフルエンザ等予防接種助成事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		小学生以下の入院、通院医療費無料。中学生の入院医療費無料。 ショウガクセイ イカ ニュウイン ツウイン イリョウヒ ムリョウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ムリョウ		市民部市民課 シミン ブ シミンカ		0165-23-3121										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		012211		北海道		名寄市 ナヨロシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療制度		ひとり親家庭医療制度		３歳未満児及び住民税非課税世帯は、医療機関で初診時一部負担金のみを支払い、残額を助成。上記以外の方は、医療費の1割を自己負担し、残額を助成。		こども未来課 ミライ カ		01654-3-2111										ひとり親家庭医療制度		ひとり親家庭医療制度

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		未就学児は医療費無料、小学生は入院医療費一部助成（所得制限あり） ミシュウガクジ イリョウヒ ムリョウ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		市民生活部保険医療課 シミン セイカツ ブ ホケン イリョウ カ		0125-28-8018										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		医療		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児の医療費無料（通院、入院）		市民生活課保険係 シミン セイカツ カ ホケン カカリ		0125-54-2121										未就学児医療費助成事業		未就学児医療費助成事業

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		未就学児童までの保健診療分の指定訪問看護・入院費、通院費の助成（所得制限有り）
小学生は指定訪問看護・入院費の助成（所得制限有り）		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		親の入院・指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）
児童の入院、通院、指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り） シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ ジョセイ シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137										ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の自己負担額の一部を助成。
ただし、小・中学生については入院時のみ。(保護者の所得制限あり。) ショウ チュウガク セイ ニュウイン ジ ホゴシャ ショトク セイゲン		保健福祉部国保医療課医療助成担当		0123-33-3131 
内線1242										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前：自己負担は初診時一部負担金のみ。市内医療機関受診は無料。小中学生（通院は対象外）：自己負担は市民税課税世帯は総医療費の1割相当額、市民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ（各所得制限有） シュウガクマエ ジコ フタン ショシン ジ イチブ フタンキン シナイ イリョウ キカン ジュシン ムリョウ ショウチュウガクセイ ツウイン タイショウガイ ジコ フタン シミンゼイ カゼイ セタイ ソウ イリョウヒ ワリ ソウトウ ガク シミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン カク ショトク セイゲン アリ		国保医療課 コクホ イリョウカ		011-372-3311										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ		１８歳まで医療費が無料
（医療保険の適用を受けない自己負担分については対象外） サイ イリョウヒ ムリョウ イリョウ ホケン テキヨウ ウ ジコ フタンブン タイショウガイ		住民課 ジュウミンカ		0126-57-2111										乳幼児等健やか助成		乳幼児等健やか助成

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		子ども医療費助成		【子どもの医療費助成】  18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、医療費を全額助成		保健福祉課		0139-47-4682										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		対象：就学前の乳幼児（入院・通院）、児童（入院のみ）負担：５歳未満児及び住民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ負担。前記以外の受給者は１割負担（月上限：入院外12,000円、入院44,000円） タイショウ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ジドウ ニュウイン フタン サイ ミマン ジ オヨ ジュウミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン フタン ゼンキ イガイ ジュキュウシャ ワリ フタン ツキ ジョウゲン ニュウイン ホカ エン ニュウイン エン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0137-62-2111										乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		013625		北海道 ホッカイ ドウ		上ノ国町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		18歳以下を対象に医療費の自己負担分を全額補助 サイ イカ タイショウ イリョウヒ ジコ フタンブン ゼンガク ホジョ		住民課 ジュウミン カ		0139-55-2311										乳幼児等医療費支給事業		乳幼児等医療費支給事業

		013641		北海道 ホッカイ ドウ		乙部町 オトベ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学生まで医療費が無料		町民課保健衛生係 チョウミン カ ホケン エイセイ カカ		0139-62-2311										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成		乳幼児等が医療機関で保険証を使用して診療を受けたときの医療費の一部が助成されます。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		医療		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		高校生まで医療費が無料 コウコウセイ イリョウヒ ムリョウ		住民福祉課医療給付係 ジュウミン フクシカ イリョウ キュウフ カカ		0136-57-5111										医療費の助成制度		医療費の助成制度

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学生まで医療費が無料（健康保険適用の範囲内） チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ ケンコウ ホケン テキヨウ ハンイナイ		保健福祉課保健医療係 ホケン フクシ カ ホケン イリョウ カカ		0136-44-2121										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		予防接種（一部有料）、乳幼児検診及び歯科検診の実施 ヨボウ セッシュ イチブ ユウリョウ ニュウヨウジ ケンシン オヨ シカ ケンシン ジッシ		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		0136-44-2121										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子どもの医療費を「全額」または「一部」助成。０歳から１２歳になる年度の末日（小学校６年生の年度末）までが対象。外来は６歳まで、入院は１２歳までが対象。 コ イリョウヒ ゼンガク イチブ ジョセイ サイ サイ ネンド マツジツ ショウガッコウ ネンセイ ネンドマツ タイショウ ガイライ サイ ニュウイン サイ タイショウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		18歳までの児童生徒の保健医療費（入院・通院）の自己負担額の２割を助成（自己負担1割、所得制限あり） サイ ジドウ セイト ホケン イリョウヒ ニュウイン ツウイン ジコ フタン ガク ワリ ジョセイ ジコ フタン ワリ ショトク セイゲン		住民課　　　　　医療介護　　　グループ ジュウミンカ イリョウ カイゴ		011-378-2121										児童生徒等医療費助成事業		児童生徒等医療費助成事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド		中学校卒業までお子さんの医療費が無料
（※所得制限があります） コ ショトク セイゲン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										由仁っ子医療助成制度		由仁っ子医療助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド		ワクチン接種（ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん、水ぼうそう、おたふく）費用の全額助成 セッシュ ハイエン キュウキン シキュウ ケイ ミズ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										ワクチン接種助成制度		ワクチン接種助成制度

		014290		北海道		栗山町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		乳児から中学校卒業までのお子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての「全額」又は「一部」を助成します。
		住民福祉課		0123-73-7508										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ		子どもの医療費無料化 コ		０歳から中学３年生までの子供の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。 コドモ		住民課保険グループ ジュウミンカ ホケン		0164-32-2411										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		高校3年生までの医療費（保険診療分の自己負担分）にかかる費用を全額助成します。 コウコウ ネン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ブン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										医療費助成事業		医療費助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ		乳幼児（9-10カ月健診～小学校就学前までの虫歯予防としてフッ素塗布を無料で実施 ニュウヨウジ ゲツ ケンシン ショウガッコウ シュウガクマエ ムシバ ヨボウ ソ トフ ムリョウ ジッシ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										歯科検診・フッ素塗布		歯科検診・フッ素塗布

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		各種予防接種全額助成（定期接種） カクシュ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ テイキ セッシュ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		医療		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		中学生以下の子どもは医療費無料 チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		01658-6-5111										子育て支援制度		子育て支援制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		医療		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内居住で、満22歳までの子がいる方（※一部在学要件有）
・保険適用の自己負担額を全額助成（入院時の食事代等は対象外） チョウナイ キョジュウ マン サイ コ カタ ホケン テキヨウ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ニュウイン ジ ショクジダイ ナド タイショウガイ		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211				大 ダイ		22歳まで医療費全額助成 サイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ				すこやか子ども医療費助成事業		すこやか子ども医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの通院、入院に係る医療費の自己負担分を助成(保険診療以外の費用を除く)。町内の医療機関であれば、窓口負担なしで受診可能。(町外の医療機関を受診した場合は、後日領収証を添付して申請が必要) チュウガクセイ ツウイン ニュウイン カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ ホケン シンリョウ イガイ ヒヨウ ノゾ チョウナイ イリョウ キカン マドグチ フタン ジュシン カノウ チョウガイ イリョウ キカン ジュシン バアイ ゴジツ リョウシュウショウ テンプ シンセイ ヒツヨウ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										わっさむ健やかこども医療費助成		わっさむ健やかこども医療費助成

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ		任意の予防接種のうち、ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜ、インフルエンザ、成人の風しん、成人用肺炎球菌の予防接種にかかる費用の全部または一部を助成。 ニンイ ヨボウ セッシュ ミズ セイジン フウ セイジンヨウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンブ イチブ ジョセイ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										予防接種料金助成		予防接種料金助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児、中学校卒業までの児童の医療費（保険適用内）を全額助成（所得制限なし） ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ イリョウヒ ホケン テキヨウ ナイ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		医療		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ		中学生までの医療費が無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		医療		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の医療費が無料となります。 マン サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ カタ イリョウヒ ムリョウ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813										中川町乳幼児等医療費助成事業		中川町乳幼児等医療費助成事業

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		医療		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ		満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の医療費無料
（町内の医療機関）		住民課 ジュウミン カ		0165-35-2124										子育て支援事業（子供医療費助成）		子育て支援事業（子供医療費助成）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		生まれてから中学生修了までにかかる医療費の自己負担額を全額助成。 ウ チュウガクセイ シュウリョウ イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ		町民課町民生活グループ チョウミン カ チョウミン セイカツ		0152-25-3577										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		医療		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ		高校３年生までの通院入院にかかる医療費自己負担の一部を、町内で使用可能な金券で還元。 コウコウ ネンセイ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン イチブ チョウナイ シ ヨウ カノウ キンケン カンゲン		地域福祉センター
福祉係 チイキ フクシ フクシ カカ		0157-52-3333										健やか子育て応援事業		健やか子育て応援事業

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		結婚・子育て		医療		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費の保険診療分を全額助成します。（所得制限なし） チュウガクセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		保健福祉課
医療保険係 ホケン フクシカ イリョウ ホケン カカリ		01587-2-1212										さろま子育て応援医療費助成事業		さろま子育て応援医療費助成事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度		遠軽町内の乳幼児と小中学生が受けた保険診療による医療費の自己負担分について一部を助成します。（年齢に応じて助成内容が変わります。）
 ナイ ウ		民生部 住民生活課 保健医療年金担当 ミンセイ ブ ジュウミン セイカツ カ ホケン イリョウ ネンキン タントウ		0158-42-4812										乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化事業		子ども医療費無料化事業		１８歳までの子どもを持つ村内の家庭に対し、その子どもの医療費を世帯の所得に関わらず全額助成する。 サイ モ		住民課		0158-87-2111										子ども医療費無料化事業		子ども医療費無料化事業

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校卒業年度までの子どもを対象とした、医療費を助成します。 コウコウ ソツギョウ ネンド コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課 ホケンフクシカ		0158-84-2121										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども）の入院・通院に係る保険適用の医療費全額を助成 チョウナイ ジュウショ ユウ ニュウヨウジ ショウガクセイ チュウガクセイ サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ コ ニュウイン ツウイン カカ ホケン テキヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0142-66-2121										子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		中学生以下の医療費無料（所得制限有り） チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ ショトク セイゲン ア		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小学生以下のインフルエンザ予防接種料金について、１，５００円助成 ショウガクセイ イカ ヨボウ セッシュ リョウキン エン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										予防接種助成事業		予防接種助成事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		医療		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ		０歳から中学生までの子どもに係る自己負担分医療費の全額を地域商品券で助成（千円単位） サイ チュウガク セイ コ カカ ジコ フタン ブン イリョウヒ ゼンガク チイキ ショウヒンケン ジョセイ センエン タンイ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0146-26-9002										子育て家庭医療支援事業		子育て家庭医療支援事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		子供が６歳到達後の最初の３/３１まで通院・入院医療費の一部助成（所得制限あり）子供が１２歳到達後の最初の３/３１まで入院医療費の一部助成（所得制限あり） コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		重度心身障がい者療費助成制度		重度心身障がい者療費助成制度		身体障害者手帳１・２級及び３級の内部障がいの方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又は診断された方の通院入院、精神障害者保健福祉手帳１級の方の通院医療費の一部助成。		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										重度心身障がい者療費助成制度		重度心身障がい者療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等療費助成制度		ひとり親家庭等療費助成制度		母子及び父子家庭等で１８歳までの児童と親、配偶者が重度の障害者である世帯の１８歳までの児童と親への通院入院医療費の一部助成。（※親は入院のみ）※１８歳以上２０歳未満での特例もあり。 ボシ オヨ フシ カテイ トウ サイ ジドウ オヤ ハイグウシャ ジュウド ショウガイ シャ セタイ サイ ジドウ オヤ オヤ ニュウイン サイ イジョウ サイ ミマン トクレイ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										ひとり親家庭等療費助成制度		ひとり親家庭等療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		新ひだか町健康づくり商品券発行事業		新ひだか町健康づくり商品券発行事業		予防接種料や住民健診料の、個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しする。対象項目それぞれの金額に、５００円未満の端数がある場合は切り捨て。（Ｈ２６年７月より予定） ヨテイ		経済部商工労働観光課		0146-43-2111										新ひだか町健康づくり商品券発行事業		新ひだか町健康づくり商品券発行事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		中学生まで医療費が無料（所得制限なし）		保健福祉課 ホケン フクシカ		01564-2-2111(内144)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成		乳幼児及び中学校修了前のお子さんの医療費を助成。所得制限なし。		福祉課 フクシカ		0156-66-1311										乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		医療		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額全額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ		町民課国保年金係 チョウミンカ コクホ ネンキンガカリ		0156-64-0528										小中学生医療費助成		小中学生医療費助成

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する０歳～中学校卒業（卒業年度の３月31日）までの子どもにかかる医療費（保険診療分のみ）を助成する。 チョウナイ ジュウショ ユウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ ソツギョウ ネンド ガツ ニチ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		町民生活課 チョウミン セイカツ カ		0156-62-1151										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		医療		更別村児童医療費助成		更別村児童医療費助成		児童（中学３年生まで）にかかる医療費（基本利用料・食事療養標準負担額・附加給付される額を控除して得た額）に対し、助成金を交付。		保健福祉課		0155-53-3000										更別村児童医療費助成		更別村児童医療費助成

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		医療		 子どもの医療費助成		 子どもの医療費助成		中学生まで医療費を一部または全額助成（所得制限あり）		住民課 ジュウミンカ		0156-22-8128										 子どもの医療費助成		 子どもの医療費助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児及び児童医療費助成制度		乳幼児及び児童医療費助成制度		未就学児童：医療費全額無料（所得制限あり）
小中学生：住民税非課税世帯は医療費全額無料、課税世帯は医療費自己負担3割を1割に低減（所得制限あり）		住民課住民室保険担当 ジュウミンカ ジュウミン シツ ホケン タントウ		0156-25-2141内線215										乳幼児及び児童医療費助成制度		乳幼児及び児童医療費助成制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		医療		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業まで医療費を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										児童・生徒医療費助成		児童・生徒医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		町内に在住する中学卒業までの医療費全額免除 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ソツギョウ イリョウヒ ゼンガク メンジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131										医療費助成		医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		ワクチン接種料金助成		ワクチン接種料金助成		乳幼児から中学3年生までを対象にインフルエンザワクチン接種料金の助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										ワクチン接種料金助成		ワクチン接種料金助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		子どもの医療費に関して、就学前については、通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額を、小学生については、入院に係る保険診療分の医療費自己負担額をそれぞれ助成します。（所得制限あり）		国保医療年金課		017-734-5345										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		弘前市に在住する小学生から満18歳に達した日の属する年度末までの入院に係る医療費を無料化。ただし、所得制限有り。 ヒロサキシ ザイジュウ ショウガクセイ マン サイ タッ ヒ ゾク ネンドマツ ニュウイン カカ イリョウヒ ムリョウカ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7039										子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業		健康保険に加入している中学校卒業までの児童を対象に、就学前児童は通院・入院、小・中学生は入院の医療費を助成。所得制限や、年齢によっては自己負担あり。 タイショウ		こども家庭課		0178-43-9428										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。		家庭福祉課児童家庭係		0173-35-2111(内線2436)										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付制度		乳幼児医療費給付制度		市内在住の0歳時から6歳児(小学校入学前まで）を養育し、所得が限度額以内の保護者を対象とし、入院・外来における医療費自己負担部分を給付。（高額療養費の支給等がある場合は、それらを差し引いた金額）		国保年金課 コクホ ネンキン カ		0173-35-2111(内線2334~2337)										乳幼児医療費給付制度		乳幼児医療費給付制度

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		むつ市内に住所を有する未就学児童の入院・外来医療費・調剤費、及び小・中学生の入院医療費を助成（所得制限有り） ミシュウガク ジドウ オヨ ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲンア		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成事業		ひとり親家庭等医療費助成事業		むつ市に住民登録があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母とその児童あるいは、養育者家庭の児童を対象に、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで医療費を助成（所得制限有り） ショトク セイゲンア		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										ひとり親家庭等医療費助成事業		ひとり親家庭等医療費助成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		予防接種費用助成事業		予防接種費用助成事業		「インフルエンザワクチン」、「B型肝炎ウィルスワクチン」、「ロタウィルスワクチン」、「おたふくかぜワクチン」、「高齢者肺炎球菌ワクチン」について助成対象者に費用の一部、又は全額を助成 ガタ カンエン コウレイシャ ハイエン キュウキン ジョセイ タイショウシャ ヒヨウ イチブ マタ ゼンガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111										予防接種費用助成事業		予防接種費用助成事業		0		区分の変更 クブン ヘンコウ

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		医療		つがる市子ども医療費助成制度		つがる市子ども医療費助成制度		中学校修了までの子どもの医療費無料。健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者に対して助成。対象となる医療費・療養費は保険診療分のみ（入院時の食事療養費、予防接種等は助成の対象外）		福祉課		0173-42-2111										つがる市子ども医療費助成制度		つがる市子ども医療費助成制度

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業		0歳児～小学校就学前（所得制限有）を対象に医療費を助成（0歳～3歳は医療費全額、4歳～就学前は、通院1,500円/月、入院500円/日の負担有）。H26.11月～小学校就学前まで医療費全額助成 アリ タイショウ イリョウヒ ジョセイ アリ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母・父母のいない児童（児童が18歳到達後の最初の年度末まで。所得制限あり）対。保険適用分医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関・月毎に1,000円を超える額を助成 ショトク セイゲン		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給する。 ニュウヨウジ コ イリョウ ホケン イリョウ キュウフ ウ バアイ ジコ フタン カカ ヒヨウ ホゴシャ タイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		017-755-2114										乳幼児・こども医療費給付事業		乳幼児・こども医療費給付事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		医療		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		子どもが中学校卒業の終期に達するまで医療費を全額助成 コ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0174-27-2111										蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		医療		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまでの子の保護者
【内容】医療費を全額助成 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ チュウガッコウ ソツギョウ シュウキ タッ コ ホゴシャ ナイヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業		町内に住所を有する、0歳児から6歳児（小学校就学前）までの乳幼児の医療費を助成しております。［0歳～3歳までは全額助成］、［4歳～就学前までは一部助成］ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		町内に住所を有するひとり親家庭等の18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する父又は母とその児童へ医療費を助成。児童は全額、父又は母は医療機関毎に1月に千円を控除した額（所得制限有） マタ イリョウヒ ジョセイ マタ ゴト セン アリ		保健福祉課		0172-48-2111										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		０歳から小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成：入院及び通院に係る医療費（医療保険対象分の自己負担金） イリョウヒ ジョセイ ニュウイン オヨ ツウイン カカ イリョウヒ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタンキン		健康福祉課　　　　　　　　　 ケンコウ フクシカ		0172-73-2111(代表)										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド		年齢6歳に達する日以降の最初の4月1日～15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の医療費を全額助成。 ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ カン ジドウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0175-64-2111
(296)										子ども医療給付制度		子ども医療給付制度

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		住民である15歳までの子供の医療費補助世帯主の所得による制限なし		福祉課		0176-55-3111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録がある0歳児から中学校卒業までの乳幼児等の外来及び入院に係る医療費を全額助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク サイ ジ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ トウ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録があるひとり親家庭等で扶養されている児童（0歳児から18歳に達した最初の3月31日まで）及び児童を扶養している父または母の外来及び入院に係る医療費を助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク オヤ カテイ トウ フヨウ ジドウ サイ ジ サイ タッ サイショ ツキ ヒ オヨ ジドウ フヨウ チチ ハハ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウ ヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。所得制限あり オヤ カテイ トウ チチ ハハ ジドウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・子ども医療費助成事業		乳幼児・子ども医療費助成事業		中学校卒業までの児童及び生徒の、医療保適用分の医療費全額を助成します。所得制限なし		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246								1		乳幼児・子ども医療費助成事業		乳幼児・子ども医療費助成事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業		（条件）町内に住所を有する0歳児から就学前の乳幼児
（内容）0歳～3歳までは医療費を全額助成、4歳～就学前までは一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		（条件）町内に居住する中学生以下の児童・生徒。（ただし、町内医療機関で受診した場合のみ。）
（内容）医療費を全額助成。 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～就学前の子どもの通院及び入院分の医療費を全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		小学生と中学生の通院及び入院分の医療費全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		医療		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ		子供に係る医療費の一部を助成。支給概要通院の場合：外来・調剤医療費を1ヶ月分合算して1,500円を超えた分を支給。入院の場合：入院日数×500円を引いて支給。 コドモ カカ イリョウヒ イチブ ジョセイ シキュウ ガイヨウ ツウイン バアイ ガイライ チョウザイ イリョウ ヒ ゲツブン ガッサン ５００エン コ ブン シキュウ ニュウイン バアイ ニュウイン ニッスウ エン ヒ シキュウ		住民生活課
住民グループ ジュウミン セイカツ カ ジュウミン		0178-78-2111
内線602										新郷村子ども医療費助成		新郷村子ども医療費助成

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド		妊産婦及び乳幼児から中学生までの医療費の一部を給付。（所得制限有） ニンサンプ オヨ ニュウヨウジ チュウガク セイ イチブ キュウフ ショトク セイゲン アリ		総務部市民課 ソウム ブ シミン カ		0198-62-2111										医療費給付制度		医療費給付制度

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ		水痘・おたふくかぜの予防接種全額助成。 スイトウ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） シュウガクマエ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） ショウガクセイ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343										小学生医療費助成事業		小学生医療費助成事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		雫石町では、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を行っております。 シズクイシ		町民課		019-692-6400										医療費助成制度（中学生まで医療費無料）		医療費助成制度（中学生まで医療費無料）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～小学校入学前までの子どもが、入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の一部を町が助成します。 サイ ショウガッコウ ニュウガクマエ コ ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学から18歳の児童・生徒などが入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ショウガッコウ ニュウガク サイ ジドウ セイト ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										児童生徒等医療費助成		児童生徒等医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の医療費の一部を町が助成。
※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含む。 オヤ カテイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ オヤ カテイ ハイグウシャ ジュウド ショウ バアイ フク		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		心身に重度の障がいのある方が、通院及び入院をした時の医療費の一部を町が助成 シンシン ジュウド ショウ カタ ツウイン オヨ ニュウイン トキ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										重度心身障害者医療費助成		重度心身障害者医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ		身体の発育が未熟なまま出生し、入院が必要な乳児に対して指定養育医療機関でその養育に必要な医療給付を行う。 シンタイ ハツイク ミジュク シュッショウ ニュウイン ヒツヨウ ニュウジ タイ シテイ ヨウイク イリョウ キカン ヨウイク ヒツヨウ イリョウ キュウフ オコナ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										未熟児養育医療		未熟児養育医療

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ		18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、医療を行わないと将来障がいが残る可能性がある児童に対して、その治療にかかる医療費の軽減を図る サイ ミマン ジドウ カラダ ショウ ビョウキ イリョウ オコナ ショウライ ショウ ノコ カノウセイ ジドウ タイ チリョウ イリョウヒ ケイゲン ハカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										自立支援医療（育成医療）		自立支援医療（育成医療）

		042021		宮城県 ミヤギケン		石巻市 イシノマキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで医療費を助成（所得制限あり） ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ ニュウイン チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0225-95-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		医療		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学生までの児童が、県内の医療機関で受診した場合、医療費の支払いが不要となる。保護者の所得に関わらず助成を受けることが可能。 カノウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-22-2360										子育て応援医療費助成事業		子育て応援医療費助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		町内に住む子ども（18歳到達後最初の3月31日まで）の医療費を助成します。（入院・通院ともに助成の対象となり、所得制限はなし。） チョウナイ ス ジョセイ		子育て支援室		0229-63-7870
										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児、小学生およびひとり親家庭の児童の医療費（保険診療）自己負担分を助成する。（助成内容は、保護者の所得状況や入院・通院の別等によって異なる） オヤ カテイ ジドウ ジョセイ ナイヨウ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ ニュウイン ツウイン ベツ トウ コト		子ども未来部子ども総務課 コ ミライ ブ コ ソウムカ		018-866-8846										子ども福祉医療費給付事業		子ども福祉医療費給付事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生までの子どもの医療費のうち、外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成（小学生の外来にかかる自己負担分は所得制限あり） ショウガクセイ コ イリョウヒ ガイライ ニュウイン ホケン シンリョウ ジコ フタン フン ジョセイ ショウガクセイ ガイライ ジコ フタン フン ショトク セイゲン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0185-24-9112										医療費助成事業		医療費助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費の助成		乳幼児医療費の助成		こどもが心身ともに健康ですこやかに成長するよう、市が医療費の自己負担分を助成。対象者は乳幼児(未就学児)及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)のすべて。助成を受けるには申請が必要。 シ タイショウシャ		市民課 国保年金班 		0183-73-2116										乳幼児医療費の助成		乳幼児医療費の助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の福祉医療費の支給について保険適用の自己負担分を支給する。ただし、等級により自己負担あり		住民福祉課		0186-77-2222										福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		所得制限で非該当となった方への自己負担額の助成。
対象者：0歳～小学校卒業まで タイショウシャ サイ ショウガッコウ ソツギョウ		町民課
健康推進係		0185-79-2113										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン		１歳から18歳までのインフルエンザ予防接種への一部助成。 サイ サイ ヨボウ セッシュ イチブ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド		全ての乳幼児及び小中学生の医療費自己負担相当額を助成する制度。
ひとり親家庭の児童は18歳まで助成。 スベ ニュウヨウジ オヨ ショウチュウガクセイ イリョウヒ ジコ フタン ソウトウ ガク ジョセイ セイド オヤ カテイ ジドウ サイ ジョセイ		健康推進課
後期高齢係 ケンコウ スイシンカ コウキ コウレイ ガカリ		0185-85-4834										福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		対象者の医療費を助成する。対象者は以下の通り。
高齢身体障がい者、重度心身障がい者（児）、ひとり親家庭児童、乳幼児及び小学生、中学生（※中学生はＨ２６．８から） タイショウシャ イリョウヒ ジョセイ タイショウシャ イカ トオ コウレイ シンタイ ショウ シャ ジュウド シンシン ショウ シャ コ オヤ カテイ ジドウ ニュウヨウジ オヨ ショウガクセイ チュウガクセイ		住民生活課 ジュウミン セイカツカ		0185-45-2114										福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		医療		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ		子育て環境の整備・促進を図るため、中学3年生までの医療費自己負担額の完全無料化をH26.7より実施。 コソダ カンキョウ セイビ ソクシン ハカ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ガク カンゼン ムリョウカ ジッシ		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ クニ タモ ネンキン カ		0235-25-2111										子育て支援医療給付事業		子育て支援医療給付事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ		0歳～中学3年生の自己負担額を助成する医療証を交付。3歳～中学3年生で扶養者が所得税を課税されている場合は一部負担あり。（０～２歳、第３子以降は０歳～小学3年生まで外来･入院問わず全自己負担額を助成） サイ チュウガク ネンセイ ジコ フタン ガク ジョセイ イリョウ ショウ コウフ サイ チュウガク ネンセイ フヨウシャ ショトクゼイ カゼイ バアイ イチブ フタン サイ ダイ シイコウ サイ ショウガク ネンセイ ガイライ ニュウイン ト ゼン ジコ フタン ガク ジョセイ		子育て推進課
子育て企画室 コソダ スイシン カ コソダ キカクシツ		0233-22-2111
(内線544)										子育て支援医療		子育て支援医療

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費完全無料化事業		中学生以下医療費完全無料化事業		中学３年生までの医療費の無料化		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132										中学生以下医療費完全無料化事業		中学生以下医療費完全無料化事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度		子育て支援医療制度		町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限なし。		保健福祉課		0237-35-2111										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		医療		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費の無料化。 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										医療費の助成		医療費の助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療		子育て支援医療		中学生まで医療費は全て無料（所得制限なし、自己負担分全額助成）で、入院時の食事負担金も給付。		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511										子育て支援医療		子育て支援医療

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		0歳～中学生までの子どもの医療費が扶養者の所得等に関係なく、一部負担なし。 サイ チュウガクセイ コ イリョウヒ フヨウシャ ショトク トウ カンケイ イチブ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5875										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		福島市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）のお子さんの保険診療の自己負担分を助成 ジュウミンヒョウ ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン ジョセイ		地域福祉課 チイキ フクシ カ		024-525-3747
										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		0歳から18歳までの保険診療が無料。所得制限なし ホケン シンリョウ ムリョウ ショトク セイゲン		市こども家庭課		0242-39-1243										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ		１８歳までの子どもの医療費が無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで サイ コ イリョウ ヒ ムリョウ ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ニチ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		医療		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ		18歳までの医療費における自己負担分を全て町が負担（18歳までの医療費が無料）。 サイ イリョウヒ ジコ フタン ブン スベ マチ フタン サイ イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										子育て医療費サポート事業		子育て医療費サポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成制度		乳幼児・児童医療費助成制度		磐梯町に住所を有する０歳児から１８歳（高校）までの乳幼児及び児童・生徒に対し、医療費を全額助成する。 バンダイマチ タイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		こども課 カ		0242-74-1216										乳幼児・児童医療費助成制度		乳幼児・児童医療費助成制度

		082040		茨城県 イバラギケン		古河市		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（マル福） セイド フク		医療費助成制度（マル福） セイド フク		マル福の対象とならない小学校3年生までの小児および小学校4年生から中学校3年生までの児童（平成26年10月1日から18歳まで拡大）の医療費を一部助成する。		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ コクホ ネンキン カ		0280-22-5111										医療費助成制度（マル福）		医療費助成制度（マル福）

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		医療		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド		０歳～中学３年生の医療費の一部を助成します。入院は無料、外来は１回600円の自己負担で受診できます（小学４年生～中学３年生は１０月１日から事業開始）。また、妊産婦に対しても同様の助成を実施。 サイ ネンセイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ムリョウ ニンサンプ タイ ドウヨウ ジョセイ ジッシ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0293-23-2117										医療福祉支給制度		医療福祉支給制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		医療		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク		医療保険各法の規定による患者負担分を公費で助成する。 イリョウ ホケン カク ホウ キテイ カンジャ フタン ブン コウヒ ジョセイ		保健衛生部
保険年金課 ホケン エイセイブ ホケン ネンキン カ		0296-77-1101										医療福祉費助成制度（マル福）		医療福祉費助成制度（マル福）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		医療		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ		マル福の対象者を中学3年生まで拡大する（平成26年10月から）。 フク タイショウシャ チュウガク ネンセイ カクダイ ヘイセイ ネン ツキ		保険課 ホケン カ		029-240-7113										マル福医療費助成事業（拡大）		マル福医療費助成事業（拡大）

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		医療		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド		中学3年生までのお子さんの入院及び外来分の医療費を助成し，無料化を行っています。また，所得基準について撤廃しています。（外来・入院・入院時食事療養費については，一部負担金があります。） チュウガク ネン セイ コ ニュウイン オヨ ガイライ ブン イリョウヒ ジョセイ ムリョウカ オコナ ショトク キジュン テッパイ ガイライ ニュウイン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウヒ イチブ フタンキン		住民課 ジュウミン カ		029-267-5111												南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		医療		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		妊産婦の方，０歳～１５歳到達後，最初の３月３１日までのお子さんが健康保険証を使って医療機関で受診した場合，その自己負担額を助成します。 ガク		町民課 チョウミン カ		0295-72‐1112										医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		医療		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ		平成26年10月から県の行う医療福祉費支給の対象範囲を、中学校3年生までに拡大する。 ヘイセイ ネン ガツ ケン オコナ イリョウフクシヒシキュウ タイショウ ハンイ チュウガッコウ ネンセイ カクダイ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941										医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学校３年生までの子供にかかる医療費の一部を助成。小学校就学前は１レセプト当たり５００円の自己負担なし。入院時の食事療養費は自己負担。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウイン		保健福祉部
こども支援課		0289-63-2172										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校3年生相当までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を助成。県内医療機関窓口での支払不要。 ケンナイ イリョウ キカン マドグチ シハラ フヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		医療		・こども医療費助成制度		・こども医療費助成制度		・高校３年生相当までの医療費(保険診療分)を全額助成する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・こども医療費助成制度		・こども医療費助成制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		医療		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ		出生の日から中学校卒業までの保険診療した医療費全額（予防接種や証明料などは対象外）を助成。		福祉課		0285-56-9130 										児童医療費助成		児童医療費助成

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費無料化 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化（群馬県内の市町村で一律実施） チュウガッコウ ソツギョウ コ タイショウ ホケン シンリョウヒ ムリョウカ グンマ ケンナイ シチョウソン イチリツ ジッシ		医療保険課　　　医療助成係 イリョウ ホケンカ イリョウ ジョセイ カカリ		0277-46-1111(内線272)										子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。		市民課　医療助成係		0277-76-0972										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学卒業までの子どもの医療費について無料化。 チュウガク ソツギョウ コ イリョウヒ ムリョウカ														子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		医療		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ		義務教育を終了する１５歳の３月３１日まで医療費無料。 ギム キョウイク シュウリョウ サイ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										片品村子ども医療費補助		片品村子ども医療費補助

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		医療		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		１５歳年度末までの子、重度心身障害者、母（父）子家庭所得税非課税で１８歳年度末までの子と扶養している配偶者のいない女子または男子に対し、医療費の自己負担分を支給。※県内で一律実施		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0278-25-5011										子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		こども医療費助成事業		中学校卒業までの児童にかかる医療費の一部を助成。対象は、入通院医療費の保険診療一部負担金と入院時食事療養標準負担額（高額療養費や附加給付金を除く。）。保護者の所得制限なし。 タイショウ ツウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ イチブ フタンキン ノゾ ホゴシャ ショトク セイゲン		福祉部こども課		048-524-1452(直通)										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		医療		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までのお子さんが医療機関（整骨院等を含む）に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成。 チュウガッコウ ネンセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										旭市子ども医療費助成事業		旭市子ども医療費助成事業

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学3年生までの子どもの医療費の一部を助成。
○自己負担金：入院一日または通院一回当たり200円若しくは無料、○調剤費無料		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳児から中学３年生まで、保険診療分の自己負担額について全額助成。
 サイジ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ		健康こども部家庭支援課 ケンコウ ブ カテイ シエン カ		043-421-6124										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学校3年生までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。 サイ チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン セタイ ショトク カカ ゼンガク ジョセイ		健康管理課健康管理班 ケンコウ カンリカ ケンコウ カンリ ハン		0479-73-1200										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		０歳から中学校３年生までの子ども医療費を助成する。
【通院】０歳～小３：無料、小４～中３：３００円／１回（非課税世帯：無料）、【入院】０歳～中３：無料 サイ チュウガッコウ ネンセイ コ イリョウヒ ジョセイ ツウイン サイ ショウ ムリョウ ショウ チュウ エン カイ ヒカゼイ セタイ ムリョウ ニュウイン サイ チュウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		124109		千葉県		横芝光町		結婚・子育て		医療		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド		保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るため、0歳児から高校2年生までの医療費を助成。
こども医療費助成制度0歳児から中学3年生まで
児童医療費助成制度高校1、2年生 ホケン タイサク ジュウジツ ホゴシャ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ サイジ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イリョウヒ ジョセイ セイド サイジ チュウガク ネンセイ ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド コウコウ ネンセイ		健康管理課・
福祉課 ケンコウ カンリカ フクシカ		0479-82-3400
0479-84-1257										こども・児童医療費の助成制度		こども・児童医療費の助成制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		０歳児から中学校３年生までの入通院医療費を助成。
通院１回または入院１日あたりの自己負担額が無料もしくは３００円。（住民税の課税状況による） サイ ジ チュウガッコウ ネンセイ ニュウ ツウイン イリョウヒ ジョセイ ツウイン カイ ニュウイン ニチ ジコ フタン ガク ムリョウ エン ジュウミンゼイ カゼイ ジョウキョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		通院は0歳から小学3年生まで、入院は0歳から中学3年生まで医療費を助成します（一部自己負担あり）。また、高校3年生までの子が3人以上いる世帯は、入院・通院ともに0歳から高校3年生まで助成します。 ツウイン サイ ショウガク ネンセイ ニュウイン サイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イチブ ジコ フタン コウコウ ネンセイ コ ニンイジョウ セタイ ニュウイン ツウイン サイ コウコウ ネンセイ ジョセイ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201										こども医療費助成		こども医療費助成

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		子ども医療費助成		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成をします。		福祉課		0254-53-2111(内線246)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		通院は、１回530円。（530円以下だった場合はその額）小学校卒業までの者が対象です。入院は、１日1,200円で、高校卒業までの者が対象です。 ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ モノ タイショウ ニュウイン コウコウ ソツギョウ モノ タイショウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		生まれた日または転入の日から、中学校卒業までの子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。		健康福祉部 こども課		025-526-5111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		①入・通院ともに5歳の誕生月まで全額助成。②2人以下のこどもを有する世帯の3歳以上小学校6年生までの全子について通院のみ一部助成。 ゼンガク ジョセイ		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										子ども医療費助成		子ども医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		医療		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ		１８歳到達の３月末まで、医療費の助成をする。 サイ トウタツ ガツ マツ イリョウヒ ジョセイ		住民福祉課福祉保険班 ジュウミン フクシ カ フクシ ホケン ハン		0254-64-1471										子ども通院・入院医療費助成		子ども通院・入院医療費助成

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		こども医療費助成		市内在住の0歳～中学3年生までの子どもで、各種健康保険に加入している場合、保険診療の自己負担分（入院：中学校3年まで、通院：小学6年まで）を助成。10月から通院の対象年齢を中学３年生まで拡大 ザイジュウ バアイ		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381										こども医療費助成		こども医療費助成

		162060		富山県		滑川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学３年生までの子どもの保険医療費を助成。（現物給付または償還払い） チュウガク ネンセイ コ ホケン イリョウヒ ジョセイ ゲンブツ キュウフ ショウカン ハラ		子ども課 コ カ		076-475-2111										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校３年生までの児童の入・通院にかかる保険診療の医療費を助成します。（所得制限なし。） チュウガッコウ ネンセイ ジドウ ニュウ ツウイン ホケン シンリョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0766-67-8603										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		市内に在住する子どもの医療費（保険適用分）の自己負担額を助成。入院は中学3年生まで、通院は小学6年生まで対象。平成26年10月診療分より中学3年生の通院も対象。ただし、保護者負担が必要。 シナイ ザイジュウ コ イリョウヒ ホケンテキヨウブン ジコ フタンガク ジョセイ ニュウイン チュウガク ネンセイ ツウイン ショウガク ネンセイ タイショウ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン チュウガク ネンセイ ツウイン タイショウ ホゴシャ フタン ヒツヨウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053										こども医療費助成		こども医療費助成

		162116		富山県		射水市		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、市内に住所を有する子ども（中学校３年生修了前）の医療費を助成。 シナイ ジュウショ ユウ		福祉保健部
子育て支援課 フクシ ホケン ブ コソダ シエン カ		0766-82-1953										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ		難病または小児特定疾患のため治療中の市民で県知事の認定者に対し、年額5千円を助成。 ナンビョウ ショウニ トクテイ シッカン チリョウ チュウ シミン ケンチジ ニンテイシャ タイ ネンガク センエン ジョセイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										特定疾患等治療経費一部助成事業		特定疾患等治療経費一部助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		6か月児から中学生までを対象に、指定医療機関でのインフルエンザ予防接種時に1回1千円の助成が受けられる接種券を発行。（6か月児～小学生：年2回、中学生：年1回） ゲツ ジ チュウガクセイ タイショウ シテイ イリョウ キカン ヨボウ セッシュ ジ カイ セン エン ジョセイ ウ セッシュ ケン ハッコウ ゲツ ジ ショウガクセイ ネン カイ チュウガクセイ ネン カイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										インフルエンザ予防接種助成事業		インフルエンザ予防接種助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの児童を対象に、保険適用分の医療費（通院費・薬剤費・入院費など）を助成（小学生以上は入院費を除き月1千円の自己負担あり）。 チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ タイショウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ツウイン ヒ ヤクザイヒ ニュウインヒ ジョセイ ショウガクセイ イジョウ ニュウイン ヒ ノゾ ツキ セン エン ジコ フタン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド		ひとり親家庭の父または母及び児童（高校生以下）を対象に、保険適用分の通院・入院費を助成。中学生以下の児童を除き一部自己負担あり。（所得制限あり） オヤ カテイ チチ ハハ オヨ ジドウ コウコウセイ イカ タイショウ ホケン テキヨウ ブン ツウイン ニュウインヒ ジョセイ チュウガクセイ イカ ジドウ ノゾ イチブ ジコ フタン ショトク セイゲン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										ひとり親家庭等医療費給付制度		ひとり親家庭等医療費給付制度

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療補助制度		乳幼児等医療補助制度		１８歳までの子どもの医療費が無料		子育て支援課		0761-58-2232										乳幼児等医療補助制度		乳幼児等医療補助制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成		０歳～満１８歳の児童の保険適用となった医療費の一部負担支払額（入院及び通院費）の全額助成。 ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ		１８歳に達する日以降の３月３１日まで、乳幼児・児童・生徒の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカキュウフブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										乳幼児・児童及び生徒養育医療費		乳幼児・児童及び生徒養育医療費

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ		ひとり親家庭等において、対象児童が１８歳に達する日以降の３月３１日まで、親・児童の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） オヤ カテイ トウ タイショウ ジドウ サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ オヤ ジドウ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカ キュウフ ブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										ひとり親家庭等医療費給付		ひとり親家庭等医療費給付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		医療		都留市すこやか子育て医療費助成制度		都留市すこやか子育て医療費助成制度		満15歳になる年度の年度末まで(中学校終了まで）医療費の助成をいます。		市民生活課
年金・医療担当 シミン セイカツ カ ネンキン イリョウ タントウ		0554-43-1111
(内線116)										都留市すこやか子育て医療費助成制度		都留市すこやか子育て医療費助成制度

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校６年まで窓口無料化、中学生の入院費助成。		健康増進課
国民健康保険担当 ケンコウ ゾウシン カ コクミン ケンコウ ホケン タントウ		0553-22-1111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ		市内に住所のあるひとり親の方とその子ども（高校3年生まで）方が病院を受診されたときにかかる健康保険の自己負担分の医療費を助成する。 シナイ ジュウショ オヤ カタ コ コウコウ ネンセイ カタ ビョウイン ジュシン ケンコウ ホケン ジコ フタン ブン イリョウ ヒ ジョセイ		市民課
国保医療担当 シミンカ コクホ イリョウ タントウ		0551-22-1111
(内線127~129)										ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		192074		山梨県		韮崎市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進を図ることを目的に、中学3年生までの医療費の保険対象負担分を全額助成します。 コ ホケン コウジョウ キヨ ジドウ フクシ スイシン ハカ モクテキ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン タイショウ フタンブン ゼンガク ジョセイ		市民課 シミンカ		0551-22-1111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド		中学卒業までの医療費個人負担分の無料化 チュウガク ソツギョウ イリョウヒ コジン フタンブン ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0553-32-5081										子ども医療費窓口無料化制度		子ども医療費窓口無料化制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費の助成		子育て支援医療費の助成		町内に住所を有する、出生から中学校3年生までの小児の保護者に医療費の保険対象負担分を全額助成。		子育て支援課		0556-20-4580										子育て支援医療費の助成		子育て支援医療費の助成

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度		０歳から中学3年生までの医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限なし）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額が支給		こども福祉課		0263-33-9855										子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭支援医療費助成制度		ひとり親家庭支援医療費助成制度		１８歳未満（高校卒業まで）の児童と扶養している父・母、父母のいない児童を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限有）。自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給 アリ		こども福祉課		0263-33-9855										ひとり親家庭支援医療費助成制度		ひとり親家庭支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		障害者支援医療費助成制度		障害者支援医療費助成制度		障害のある児童及び成人の方を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限あり）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給		こども福祉課		0263-33-9855										障害者支援医療費助成制度		障害者支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業		就労している保護者を支援するため、病中の子どもを預かる病児保育を２カ所の病院で実施するとともに、病気の回復期にある子どもを預かる病後児保育を２カ所のこどもプラザで実施		こども育成課		0263-34-3261										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた子どもの治療費の一部を市が負担する制度 シュッショウ ジ タイジュウ イカ シンタイ ハツイク ミジュク ウ イシ ニュウイン ヒツヨウ ミト コ チリョウヒ イチブ シ フタン セイド		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ		夜間の急な症状（突発的な発熱、激しい嘔吐等）に対する応急的な内科診療体制		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク		病気治療中の児童を保護者が仕事などの都合により家庭で看護できない場合に利用できる保育センター		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106										病児・病後児保育センター		病児・病後児保育センター

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ		出生から中学3年生までの通院入院医療費自己負担分を支給		福祉課 フクシカ		0268-22-4100 										こども医療費給付		こども医療費給付

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		結婚・子育て		医療		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ		０歳から中学３年生までの方を対象に医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などに支払った医療費の一部を助成 サイ チュウガク ネンセイ カタ タイショウ イリョウ ホケン ツカ ビョウイン シカ イイン ヤッキョク シハラ イリョウヒ イチブ ジョセイ		厚生課 コウセイカ		0267-22-1700										小諸市医療費特別給付金(福祉医療）		小諸市医療費特別給付金(福祉医療）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド		中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（１レセプトあたり５００円の自己負担） チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ イリョウ ヒ イチブ ジョセイ エン ジコ フタン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2342										福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		中学生以下の入・通院にかかる窓口負担のうち、保険適用分について助成（保険適用分については、中学生以下の医療費が無料） チュウガクセイ イカ ニュウ ツウイン マドグチ フタン ホケン テキヨウ ブン ジョセイ ホケン テキヨウ ブン チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0269-62-3111										乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク		生後6カ月から小学校3年生までの病気または病気回復期のお子さんを一時的に預かり、保育を実施。茅野市のお子さんは無料で利用可能 セイゴ ゲツ ショウガク コウ ネンセイ ビョウキ ビョウキ カイフク キ コ イチジテキ アズ ホイク ジッシ チノシ コ ムリョウ リヨウ カノウ		幼児教育課 ヨウジ キョウイク カ		0266-72-2101										病児・病後児保育		病児・病後児保育

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度		乳幼児、障害者、母子父子家庭等の方が医療を受けたとき、医療費の一部を助成します。		住民環境課国保年金係		0266-27-1111(内線138)										福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育		病児・病後児保育		病気又は病気回復期にある生後６ケ月から小学校３年生までのお子さんを、保育ができない期間、一時的に預かる事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		医療		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ		１８歳までのお子様を対象に、医療費の支給を受けることができる。 サイ コサマ タイショウ イリョウヒ シキュウ ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										福祉医療給付		福祉医療給付

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		0歳から18歳まで医療費自己負担分を助成		福祉グループ		026-214-9108										子どもの医療費の助成		子どもの医療費の助成

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給		福祉医療費支給		18歳に達した日以後最初の3月31日まで医療費自己負担額から500円を控除した額を支給		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										福祉医療費支給		福祉医療費支給

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		医療		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド		高等学校卒業までの乳幼児・児童・生徒の医療費一部負担金を手数料を除き、補助 コウトウ ガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウヒ イチブ フタンキン テスウリョウ ノゾ ホジョ		住民福祉課　住民係 ジュウミン フクシ カ ジュウミン カカリ		026-269-2323										特別療養費(福祉医療)制度		特別療養費(福祉医療)制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		高校生相当年齢者の１８歳到達後初めて迎える３月３１日までを助成対象とし、入院、通院医療費の全額を助成します。所得制限はありません。 ショトク セイゲン		福祉部
窓口サービス課		0584-47-8140										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		出生～中学校卒業まで、医療費無料（入院・通院）のほか、子どものインフルエンザ予防接種費等に市独自で上乗せ助成。		障害援護課 ショウガイ エンゴ カ		0573-66-1111										乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)の医療費を助成
※乳幼児から中学生…保険診療の自己負担分※高校生…入院費		民生部
健康福祉課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ		0575-33-1122										福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)

		212083		岐阜県		瑞浪市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 セイド		福祉医療費助成制度 セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費の自己負担額を助成します。		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0572-68-2119										福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ		0歳から中学校卒業までの医療費の自己負担分を助成します		保険年金課医療交付係 ホケン ネンキンカ イリョウ コウフ ガカリ		0573-26-2111(内150､151､152)										子ども福祉医療費助成		子ども福祉医療費助成

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等の医療費助成制度		乳幼児等の医療費助成制度		中学校３年生までのお子さんの保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。 チュウガク コウ ネンセイ コ		市民部子育て支援課
 シミン ブ		0572-54-1111										乳幼児等の医療費助成制度		乳幼児等の医療費助成制度

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		高校生等（15歳から18歳の学生証等を有する者）の保険の対象となる医療費（通院・入院・歯科）、薬代、補装具などから保険給付費を控除した金額または徴収額等の相当額をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827										山県市福祉医療費助成事業		山県市福祉医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 ジギョウ		子ども医療費助成事業 ジギョウ		0歳から中学校3年生終了までの者に対し入院及び外来に係る保険診療の自己負担分を助成。 サイ モノ タイ ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		医療		高校生等医療費助成事業		高校生等医療費助成事業		市単独で、高校生等を対象に、通院・入院費を助成する。医療費の支給は郡上市商工会が発行する、郡上市共通商品券をもって行う		健康福祉部
社会福祉課 ケンコウ フクシ ブ シャカイ フクシ カ		0575-67-1811										高校生等医療費助成事業		高校生等医療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ		中学生までの医療費(保険内自己負担分）を全額助成します。（所得制限なし）		市民部
市民課 シミン ブ シミンカ		0576-24-2222										乳幼児・小学生・中学生医療費助成		乳幼児・小学生・中学生医療費助成

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ		国で定められた子どもに対する定期予防接種を全額助成します。
また、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそうの任意予防接種に対し、費用の一部を助成します。 ニンイ ヨボウ セッシュ タイ		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										子育て支援予防接種事業		子育て支援予防接種事業

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		医療		福祉医療給付費		福祉医療給付費		若者の定住・転入を期待し、子を持つ若者への配慮と将来の町を担うべき子供を安心して産み育てられるように乳幼児・児童・生徒（中学校卒業まで）の個人負担医療費（食事療養費を除く保険適用内）の全額を助成		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171										福祉医療給付費		福祉医療給付費

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		医療		高校生世代までの子どもの医療費助成		高校生世代までの子どもの医療費助成		対象者の保護者が、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで、対象医療機関においては医療費が無料（各種医療保険適用による自己負担分の支払いが不要。岐阜県内の医療機関でのみ適用）。 ムリョウ		住民福祉部住民課 ジュウミンカ		0585-22-2111										高校生世代までの子どもの医療費助成		高校生世代までの子どもの医療費助成

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		医療		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ		助成対象者は乳幼児・児童・生徒等で、対象の範囲は満１８歳に達する日以降における最初の３月３１日以前の者まで。但し、他の福祉医療制度に該当する者を除く。助成内容は保険内診療分。所得制限はなし。 ジョセイ タイショウシャ ニュウヨウジ ジドウ セイト トウ タイショウ ハンイ マン サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ヒ イゼン モノ タダ タ フクシ イリョウ セイド ガイトウ モノ ノゾ ジョセイ ナイヨウ ホケン ナイ シンリョウ ブン ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										医療扶助事業		医療扶助事業

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ		０歳児から中学校卒業前までの医療費を全額助成します。 サイジ チュウガッコウ ソツギョウマエ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513										福祉医療助成事業		福祉医療助成事業

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		１８歳到達後初めてむかえる３月３１日まで、入院、外来医療費の全額助成。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		結婚・子育て		医療		村単児童医療費助成事業		村単児童医療費助成事業		１５歳（中学３年生）までの医療費を全額助成する		村民課 ソンミン カ		05769-6-1311										村単児童医療費助成事業		村単児童医療費助成事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		０歳から中学校３年生までの入院、通院にかかる医療費の一部を助成及び高校１年生相当年齢から高校３年生相当年齢までの入院にかかる医療費の一部を助成。 サイ ニュウイン ツウイン イチブ オヨ コウ ソウトウ ネンレイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										こども医療費助成		こども医療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具（15品目）を給付。（所得に応じた自己負担金あり）		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児～中学生までの保険診療に係る治療に要する医療費の助成を行う。 ミシュウガクジ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ チリョウ ヨウ イリョウヒ ジョセイ オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費の助成。①乳幼児（６歳以下の未就学児）は入院時食事療養標準負担額②児童（小学１年生から中学３年生修了まで）は入院１日500円と入院時食事療養標準負担額、通院は１回500円 ニュウヨウジ サイ イカ ミシュウガクジ ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ジドウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ シュウリョウ ニュウイン ニチ エン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ツウイン カイ エン		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0558-22-2216										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		母子家庭等医療費助成		母子家庭等医療費助成		母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成する。		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914								1		母子家庭等医療費助成		母子家庭等医療費助成

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。 チュウ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学3年生までの子どものが、医療機関で受診した際にかかる保険対象医療費の自己負担分が無料 チュウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ジュシン サイ ホケン タイショウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		乳幼児が医療機関を利用した際、医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成。
○助成の対象：本来の医療保険の自己負担金(２割)○助成対象者：出生児から小学校就学前まで		福祉課 フクシカ		055-981-8215										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		小・中学生の医療費自己負担金の一部を助成。対象は①医療保険分負担金額②健康保険適用補装具の医療保険分負担金額ほか（その他要件有）。額は、助成対象額ー(5百円×入院日数)か助成対象額ー(5百円×通院数) タ ヨウケン アリ ヒャク ヒャク		福祉課 フクシカ		055-981-8215										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年までの医療費助成（入院、通院）し、今年度から入院自己負担金無料で、子育て世代の経済的な負担軽減の拡充を図る。 チュウガク ネン イリョウヒ ジョセイ ニュウイン ツウイン コンネンド ニュウイン ジコ フタンキン ムリョウ コソダ セダイ ケイザイテキ フタン ケイゲン カクジュウ ハカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		出生から高等学校卒業までの医療費一部負担金の全額助成 シュッセイ コウトウ ガッコウ ソツギョウ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		中学3年生まで医療費無料 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウ		福祉課 フクシカ		0536-76-1815										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		妊産婦医療費助成制度		妊産婦医療費助成制度		妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担額から1,500円を控除した額を助成（調剤薬局分は除控除しません）。また、健康診査費助成金として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有 ニンシン ゲツイジョウ ニンサンプ ノゾ コウジョ ジョセイ ホンニン オヨ ハイグウシャ アリ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										妊産婦医療費助成制度		妊産婦医療費助成制度		0		区部、事業概要修正 クブ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ		０歳～小学生を対象に、医療機関等で支払った医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり タイショウ ジョセイ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（中学生）		子ども医療費助成制度（中学生）		中学生を対象に、医療機関等で支払った入院分医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり チュウ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										子ども医療費助成制度（中学生）		子ども医療費助成制度（中学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		医療		中学３年生まで子どもの医療費無料		中学３年生まで子どもの医療費無料		義務教育終了（15歳になる年度末）までの子ども医療費を助成。所得制限無し。		市民課
保険年金係		0599-25-1148										中学３年生まで子どもの医療費無料		中学３年生まで子どもの医療費無料

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校卒業までの医療費を助成 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		健康ほけん課 ケンコウ カ		0598-82-3785										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年生（15歳年度末）までの子どもに対し、医療費助成 チュウガク ネンセイ サイ ネンドマツ コ タイ イリョウヒ ヒ ジョセイ		医療保険課 イリョウ ホケン カ		(0599)66-1708										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ		１５歳年度末（中学校卒業まで）の児童の医療費が無料
（所得制限あり） イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課
福祉係 ケンコウ フクシカ フクシ カカリ		05979-3-0515										福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助		子ども医療費補助		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉課		0735-33-0339										子ども医療費補助		子ども医療費補助

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る）		税務住民課 ゼイム ジュウミン カ		0749-48-8114										福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ		中学卒業までの乳幼児、児童生徒の病気、けがなどで医療機関にかかった場合の医療日に助成。１カ月１医療機関２００円で受診できます。 チュウガク ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト ビョウキ イリョウ キカン バアイ イリョウ ヒ ジョセイ ゲツ イリョウ キカン エン ジュ		保険事業課 ホケン ジギョウ カ		0772-69-0220										子ども医療費補助事業		子ども医療費補助事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		こども医療費助成事業		中学3年までの入院・通院にかかる医療費の無料化を実施します。（所得制限があります） ツウイン		市民生活部　　市民課　　　　国保年金係 セイカツ		0791-23-7154 

										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳児健康診査費補助事業		乳児健康診査費補助事業		市内に住所を有する乳児（乳児健康診査受診時において満1歳6ヶ月満たない者を含む）に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回3,500円を上限に2回分を助成する。		保健センター		0791-43-9855										乳児健康診査費補助事業		乳児健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		乳幼児健康診査		市内在住の4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児の健康診査と2歳児の歯科健康診査に対し、健康診査費を無料とする。		保健センター		0791-43-9855										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		義務教育就学前の乳幼児及び中学3年生までの児童に対し、外来・入院にかかる医療費の自己負担を無料化する。		医療介護課		0791-43-6813										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学３年生までの医療費の無料化（お子さまが0歳の間を除いて、所得制限がある）。 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ ノゾ		健康部
国保・医療課 ケンコウ ブ コクホ イリョウ カ		0795-82-6690										乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		０歳児～小学校３年生までの医療費（保険診療分）助成。 サイジ ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学４年生～中学３年生までの医療費（保険診療分）を助成。 ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003										こども医療費助成		こども医療費助成

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		子どもの健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成。対象：五條市に住所を有し、健康保険に加入している０歳～１５歳（中学校卒業まで）の子ども。※中学生は入院診療のみ		保険課		0747-22-4001										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		医療		子供医療費助成制度		子供医療費助成制度		0歳児から中学生まで（小中学生は入院時のみ）のお子様が病院にかかった場合助成金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501										子供医療費助成制度		子供医療費助成制度

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン		乳幼児、妊娠前の予防接種費用を全額助成する。 ニュウヨウジ ニンシン マエ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										任意予防接種費補助金		任意予防接種費補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		０歳～就学前の乳幼児の医療費を全額助成する。 サイ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学～中学校卒業までの児童・生徒の医療費を全額助成する。 ショウガッコウ ニュウガク チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ セイト イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		医療		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		小学生以下の子どもの医療費を全額助成します。		やすらぎ対策課保険係 ホケン カカリ		0736-22-0300(内線2058)										かつらぎ町子ども医療費支給事業		かつらぎ町子ども医療費支給事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校１年生から中学校３年生までの就学児を対象とし、健康保険適用後の自己負担額全額を助成する制度です。 ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ シュウガク ジ タイショウ ケンコウ ホケン テキヨウ ゴ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ セイド		福祉課 フクシカ		0736-54-2019										就学児医療費助成制度		就学児医療費助成制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド		生後６週間から２４週の乳児を対象とし、ロタウイルス予防接種費用全額を助成する制度です。 セイゴ シュウカン シュウ ニュウジ タイショウ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ セイド		住民課 ジュウミンカ		0736-54-2019										ロタウイルス予防接種費用助成制度		ロタウイルス予防接種費用助成制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		医療		児童の医療費無料化 ジドウ		児童の医療費無料化 ジドウ		中学校卒業までの医療費無料化。※就学児の受給対象は、町内の小中学校に在籍している児童が原則。 シュウガク ジ ジュキュウ タイショウ チョウナイ ショウチュウガッコウ ザイセキ ジドウ ゲンソク		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										児童の医療費無料化		児童の医療費無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児と中学校卒業までの子どもに係る保険適用後の自己負担分の医療費を町で全額負担 ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ ホケン テキヨウゴ ジコ フタンブン イリョウヒ チョウ ゼンガク フタン		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										乳幼児医療及び子ども医療費助成		乳幼児医療及び子ども医療費助成

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		すさみ町に住所を有する０歳～１５歳に達する最初の３月３１日までにある児童の医療機関にかかる際の保険診療の自己負担分を助成する制度。ただし、所得制限あり。		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ		すさみ町に住所を有する重度心身障害児者の入院時の食事代を補助 ジ シャ ニュウイン ジ ショクジダイ ホジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		医療		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ		中学生以下の児童の医療費を村が負担する制度。 チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		小児医療費助成制度		小児医療費助成制度		０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成しています。自己負担額通院１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、入院１日１，２００円（各負担上限あり）		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		医療		小児の医療費助成		小児の医療費助成		中学校卒業までの児童の医療費を助成。対象は、０歳～15歳に達する年度末まで（中学校卒業まで）の子ども。自己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関月4回まで）薬局は無料。入院医療費1日1,200円。		福祉保健部 医療保険課		0858-22-8124										小児の医療費助成		小児の医療費助成

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		医療		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ		病気やケガにより小中学生が医療機関で受診したとき、１医療機関毎に、１回当たり５３０円を超えた医療費（５回目からは全額）を助成。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										小中学生特別医療費助成		小中学生特別医療費助成

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者負担を助成します（3歳以上就学前までは一部負担必要）。26年7月以降、制度改正により0歳から就学前まで医療費は無料となります。 シンリョウ サイ イジョウ シュウガク マエ イチブ フタン ヒツヨウ ネン ツキ イコウ セイド カイセイ サイ シュウガク マエ イリョウヒ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6963										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成事業		乳幼児・児童医療費助成事業		小学校６年生までの医療費を一部助成。小学生は平成２６年７月以降の医療費が対象。医療費の自己負担額は１割。１医療機関あたりの上限額は通院（月1,000円）、入院（2,000円）、調剤薬局等（無料）		福祉環境部保険課 フクシ カンキョウブ ホケンカ		0856-31-0215										乳幼児・児童医療費助成事業		乳幼児・児童医療費助成事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		中学校卒業までの子どものいる家庭の経済的負担を軽減するため、保険適用の本人負担額について、下記の負担上限額を超える医療費を助成しています。また、平成25年10月診療分より全ての区分を無料化します。		医療政策課 イリョウ セイサク カ		0854-82-1600										乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		町内に居住する中学生以下のお子さまが医療機関で診療を受ける場合、医療費が無料となります。
（食事代、ベッド代等対象外となる費用があります。） チョウナイ キョジュウ チュウガクセイ イカ コ イリョウ キカン シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ ムリョウ ショクジダイ ダイ ナド タイショウガイ ヒヨウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0854-72-1770										中学生以下医療費無料		中学生以下医療費無料

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		医療		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		誕生から義務教育終了まで医療費は無料で、定期予防接種費用は全額助成（インフルエンザ予防接種は高校卒業まで） タンジョウ ギム キョウイク シュウリョウ イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ ヨボウ セッシュ コウコウ ソツギョウ		住民課
健康福祉課 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カ		0855-75-1213
0855-75-1932										医療費無料・定期予防接種費用全額助成		医療費無料・定期予防接種費用全額助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ		保険適用分の医療費が無料（０歳～中学校卒業まで）となります。 ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ムリョウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ		知夫診療所・知夫歯科診療所・隠岐島前病院から紹介された通院について交通費を支給。本土：中学生１回８，０００円、小学生１回４，０００円、島後：中学生１回４，０００円、小学生１回２，０００円。 チブ シンリョウ ショ チブ シカ シンリョウ ショ オキ シマ マエ ビョウイン ショウカイ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド チュウガクセイ カイ エン ショウガクセイ カイ エン シマ アト		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										子どもの通院費助成		子どもの通院費助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ		特定疾患、自立支援医療・小児慢性特定疾患・育成医療・療育医療・妊婦健診等通院にかかる交通費を支給します。本土：１回８，０００円、島後：１回４，０００円。 トクテイ シッカン ジリツ シエン イリョウ ショウニ マンセイ トクテイ シッカン イクセイ イリョウ リョウイク イリョウ ニンプ ケンシン トウ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド カイ エン シマ アト カイ エン		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										公費負担患者の通院助成		公費負担患者の通院助成

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校６年生まで（倉敷市に住民票があり，健康保険に加入している人）の保険適用内の医療費は，入院・通院とも無料です。自己負担はありません。		医療給付課		086-426-3395										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		０歳から１８歳（１８歳に達した年度末）までの医療費の自己負担部分が無料となるよう助成		子ども課 コ カ		0866-21-0288										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までの医療費の自己負担分を全額補助する。 チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ホジョ		こども課 カ		0867-72-6115										子育て支援医療費助成事業		子育て支援医療費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		医療		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド		中学校卒業までの入院・通院医療費に対し、医療費の保険適用部分の自己負担額が無料となる。 チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン イリョウヒ タイ イリョウヒ ホケン テキヨウ ブブン ジコ フタン ガク ムリョウ		市民課 シミン カ		0869-22-3958										小児医療費給付制度		小児医療費給付制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費給付制度		乳幼児・児童生徒医療費給付制度		中学校卒業までの幼児・児童生徒に係る医療費を市が負担 チュウガッコウ ソツギョウ ヨウジ ジドウ セイト カカ イリョウヒ シ フタン		市民課 シミンカ		0867-42-1112										乳幼児・児童生徒医療費給付制度		乳幼児・児童生徒医療費給付制度

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費が無料になる制度です。 ギム キョウイク シュウリョウ コ イリョウヒ ムリョウ セイド		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0868-75-3911										乳幼児等医療費給付制度		乳幼児等医療費給付制度

		334235		岡山県		早島町 ハヤシマチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド		中学校卒業まで、お子様の病院などの医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ コサマ ビョウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		086-482-0612										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学３年生までの子どもにかかる医療費の自己負担を無料とする。 チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ジコ フタン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費補助		乳幼児・児童生徒医療費補助		中学生まで医療費自己負担分が無料。出生児の保険証ができたら申請にお越しください。（勝央町国保の
場合は、出生届出時に発行します。）		税務住民部		0868-38-3115										乳幼児・児童生徒医療費補助		乳幼児・児童生徒医療費補助

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業		出生から18歳までのお子さんの医療費の保険診療分を全額助成。 シュッセイ サイ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児から中学3年生までの児童に対して医療費を助成。医療費（一部負担金）1医療機関あたり：入院500円（月14日），通院500円（月4日） ニュウヨウジ		子育て支援部
育児支援課
児童家庭相談係		0824-62-6247										乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		小学校６年生まで（Ｈ26年８月１日より，中学３年生まで）の乳幼児・児童が医療機関を受診する際の医療費を助成。自己負担額は通院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1日500円（1ヶ月14日まで）		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0824-73-1175										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ		小学6年生までの子どもが，医療機関に通院・入院したときの医療費の自己負担分の一部を助成
（自己負担分を1医療機関1日500円の通院は1ヵ月4回まで，入院は1ヵ月14日まで負担） ショウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ イリョウ キカン ヒ エン フタン		健康福祉部保険介護課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カイゴ カ		0827-59-2141										乳幼児等医療助成事業		乳幼児等医療助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成		乳幼児の医療費の自己負担分を無料とする（保護者の所得制限あり）。		福祉保健部保険課		0829-30-9160										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		中学校3年生までの乳幼児等の方が受けた医療費の自己負担分の一部を助成
・通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）・入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		0歳～18歳までの医療費について一部支給
【自己負担額】１医療機関ごとに１日500円、通院：月4日まで、入院：月14日まで		住民生活課		0826-28-2116										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		歯科相談等事業		歯科相談等事業		妊婦歯科検診（妊婦歯科検診1回）、乳幼児フッ素塗布事業（希望者にフッ素塗布（無料））、むし歯予防・ブラッシング教室、食育指導事業（栄養指導に合わせた歯の健康教室）		健康づくり課		0826-22-0196										歯科相談等事業		歯科相談等事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		医療		児童医療費支給事業		児童医療費支給事業		小学校入学から中学生までの児童生徒が医療機関を受診する際の医療費を助成する。（保護者負担額：通院一回500円、月４回まで。入院一日500円、月14日まで。）		子育て支援課		0847‐25‐0295										児童医療費支給事業		児童医療費支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		医療		こども医療費支給		こども医療費支給		こどもの医療に要する費用を一部支給します。（１診療機関で500円自己負担）		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										こども医療費支給		こども医療費支給

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの児童の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成 ショウガッコウ シュウガクマエ ジドウ ケンコウ ホケン テキヨウ イリョウヒ ジコ フタン ブブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0835-25-2348										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		医療		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学校３年生までのこどもの医療費（医療保険の自己負担相当分）を全額助成（年齢により所得制限有） ショウガッコウ ネンセイ ゼンガク ジョセイ ネンレイ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										こどもの医療費助成		こどもの医療費助成

		352110		山口県		長門市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		所得制限をなくし、小学校入学前の全乳幼児の保険診療に係る医療費を完全無料化しています。		市民福祉部福祉課		0837-23-1243										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		医療		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校6年生までの医療費を無料化 ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505										ちびっこ医療費助成事業		ちびっこ医療費助成事業

		363014		徳島県		勝浦町 カツウラチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校を卒業するまでの子ども医療費を助成。所得制限なし。 コウコウ ソツギョウ コ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0885-42-1502										子どもはぐくみ医療費の助成		子どもはぐくみ医療費の助成

		363413		徳島県		石井町 イシイチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで助成。（入院・通院１レセプトあたり６００円の自己負担あり。） コ トウ イリョウヒ トクシマケン ジギョウ ショウガッコウ シュウリョウ クワ チョウ ドクジ ジギョウ ジョセイ ニュウイン ツウイン エン ジコ フタン		すくすく子育て課 コソダ カ		088-674-1623										子どもはぐくみ医療費助成事業		子どもはぐくみ医療費助成事業

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ ホケン		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0875-23-3927										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド		平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より小学校終了前までの子どもの歯科外来診療に係る医療費助成を開始。（乳幼児は入院、通院とも無料） ヘイセイ ネン ガツ ショウチュウガッコウ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ カイシ ヘイセイ ネン ガツ ショウガッコウ シュウリョウ マエ コ シカ ガイライ シンリョウ カカ イリョウヒ ジョセイ カイシ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ムリョウ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		西条市内在住の未就学の子で、医療保険に加入している方に対し、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。		国保医療課		0897-52-1212										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生の入院にかかる一部負担金を助成。ただし、入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象外。また、一部負担金が医療保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を控除した額となる。 ジョセイ ガイ		　国保医療課		0897-52-1212										小・中学生入院医療費助成制度		小・中学生入院医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		医療保険に加入している市内在住小中学生の歯科外来受診による医療費の自己負担分を全額助成。ただし、保険診療外の治療については、対象外。平成２６年１０月診療分から助成対象とする。 シナイ ザイジュウ ショウチュウガクセイ シカ ガイライ ジュシン イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ ホケン シンリョウ ガイ チリョウ タイショウ ガイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン ジョセイ タイショウ		　国保医療課		0897-52-1212												鹿追町企業振興条例

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド		現在、母子家庭等に限定されている医療費助成を平成２６年１０月診療分からひとり親世帯医療費助成制度として拡充し、父子家庭等にも拡大。 ゲンザイ ボシ カテイ ラ ゲンテイ イリョウヒ ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン オヤ セタイ イリョウヒ ジョセイ セイド カクジュウ フシ カテイ ラ カクダイ		　国保医療課		0897-52-1212												ふるさと創生基金事業助成金

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの乳幼児にかかる入・通院費及び中学校卒業までの児童にかかる入院費について、医療費の自己負担分を助成。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヒ オヨ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ ニュウインヒ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		母子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） ボシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										母子家庭医療費助成制度		母子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		父子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） フシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										父子家庭医療費助成制度		父子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ		体重2,000g以下又は生活力が特に未熟で、入院医療が必要な子ども（1歳未満）にかかる医療費を助成。 タイジュウ イカ マタ セイカツリョク トク ミジュク ニュウイン イリョウ ヒツヨウ コ サイミマン イリョウヒ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		089-966-2191										未熟児養育医療給付		未熟児養育医療給付

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校卒業まで医療費を無料化		保健福祉課 ホケン フクシカ		0893-44-6154										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		385069		愛媛県		愛南町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		・出生から就学前までの乳幼児が医療機関を受診（外来・入院）した場合に、医療費の自己負担額を助成。
・小学校1年生から中学校３年生までの児童が入院した場合、医療費の自己負担額を助成。 シュッショウ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウ キカン ジュシン ガイライ ニュウイン バアイ イリョウ ヒ ジコ フタン ガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0895-72-7300										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド		高知市内に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが病気やケガで医療機関に受診したときに、保険医療の自己負担額の全額または一部を助成。 コウチシ ナイ ジュウショ ケンコウ ホケン カニュウ コ ビョウキ イリョウ キカン ジュシン ホケン イリョウ ジコ フタン ガク ゼンガク イチブ ジョセイ		子育て給付課 コソダ キュウフ カ		088-823-9447										乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		医療		未就学児医療費負担		未就学児医療費負担		①入院：０歳～１５歳まで全額助成②通院：（非課税世帯）０歳～１５歳まで全額助成、（課税世帯）０歳～就学前まで全額助成、就学～１５歳まで第１～２子１割助成、第３子～全額助成 ニュウイン サイ サイ ゼンガク ジョセイ ツウイン ヒカゼイ セタイ サイ サイ ゼンガク ジョセイ カゼイ セタイ サイ シュウガクマエ ゼンガク ジョセイ シュウガク サイ ダイ コ ワリ ジョセイ ダイ コ ゼンガク ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジムショ		0887-22-1111室戸市(代)										未就学児医療費負担		未就学児医療費負担

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ		中学生以下の児童は、医療費無料。乳幼児・児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費（保険診療分）を助成。 チュウガクセイ イカ ジドウ ニュウヨウジ ジドウ ビョウキ ビョウイン トキ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0880-63-1114										乳幼児・児童福祉医療費助成事業		乳幼児・児童福祉医療費助成事業

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		医療		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド		0歳～中学生以下のお子さまの医療費(通院・入院)の病院窓口での自己負担分が無料。(一部負担あり) サイ チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ツウイン ニュウイン ビョウイン マドグチ ジコ フタン ブン ムリョウ イチブ フタン		福祉事務所		0880-82-1118										医療費無料制度		医療費無料制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		各種医療保険に加入している児童（15歳未満に達する日以降における最初の3月末まで）の医療費の自己負担分（全額）を助成。 ゼンガク		住民課住民係 ジュウミンカ ジュウミン カカ		0887-82-1110										医療費助成制度		医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳から中学校卒業の3月31日までの間、医療費の助成を行う。 サイ チュウガッコウ ソツギョウ ガツ ニチ アイダ		住民課 ジュウミン カ		0889-26-1170										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン		乳幼児の定期健診 ニュウヨウジ テイキ ケンシン		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211										乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児の健康を守るため、医療費の助成。中学校卒業まで入院・通院とも自己負担なし。 ニュウヨウジ ケンコウ マモ イリョウヒ ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン ジコ フタン		健康福祉課　　保健衛生係 ケンコウ フクシ カ ホケン エイセイ カカリ		0880-43-2836										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日まで）の保健医療費自己負担額の全額助成をする。（平成26年10月診療分から） チュウガクセイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ ホケン イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン		市民生活部
市民課 シミン セイカツ ブ シミン カ		0947-44-2000										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		妊婦歯科健康診査		妊婦歯科健康診査		母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										妊婦歯科健康診査		妊婦歯科健康診査

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の一部を公費で負担する制度です。		市民課
医療保険係 シミンカ イリョウ ホケン ガカリ		0942-65-7016										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】・３歳未満の乳幼児…通院、入院とも無料
・３歳から就学前までの乳幼児…通院６００円/月（上限）入院５００円/日（月に７日を限度） ジコ フタン ガク ムリョウ		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成		【自己負担額】
・入院500円/日（月に7日を限度）・通院800円/月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】※各種要件あり。
・（一般）入院500円／日（月20日限度）（低所得）入院300円／日（月20日限度）・通院500円／月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										障害者医療費助成		障害者医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ		①満1歳以上3歳未満の幼児の水ぼうそう予防接種無料
②満70歳以上の肺炎球菌予防接種費用一部補助（自己負担4千円） マン サイ イジョウ サイ ミマン ヨウジ ミズ ヨボウ セッシュ ムリョウ マン サイ イジョウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ イチブ ホジョ ジコ フタン センエン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										予防接種の助成		予防接種の助成

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		医療		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド		就学前児童医療費の無料化と小学生入院費の一部助成を行う。小学生入院費は、一月に５００円/日（一医療機関につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。 シュウガク マエ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ ショウガクセイ ニュウイン ヒ イチブ ジョセイ オコナ ショウガクセイ ニュウイン ヒ ヒトツキ エン ニチ イチ イリョウ キカン ニチ ジョウゲン ジコ フタン ゲンド ガク コ フタン ガク ジョセイ		保険年金課
公費医療係 ホケン ネンキン カ コウヒ イリョウ カカリ		0946-22-1111
(内線138･139)										朝倉市子ども医療費助成制度		朝倉市子ども医療費助成制度

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		市内に住んでいる健康保険加入の小学校３年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 シナイ ス ケンコウ ホケン カニュウ ショウガッコウ ネンセイ コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		健康づくり課		0944-64-1529										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		概要、問い合わせ先、リンク先修正 ガイヨウ ト ア サキ サキ シュウセイ

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費支給制度 		乳幼児医療費支給制度 		健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）を全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										乳幼児医療費支給制度 		乳幼児医療費支給制度 

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給制度 		子ども医療費支給制度 		健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費の一部を助成する。自己負担額は、外来：医療機関ごと８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬局分は全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										子ども医療費支給制度 		子ども医療費支給制度 

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		医療		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ		小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や校長会などで実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。 ガッコウ ガッコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355										多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度		【小・中学生】入院した場合、一部負担金（２割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療費助成交付申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,0００円の自己負担を差し引いて助成する。		こども課 カ		0952-37-6109										子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		こども医療費助成		0歳から中学生までの児童を対象に保険診療分の自己負担額の一部を助成。※（助成例）児童1人が1医療機関を１日受診した場合800円、2日以上受診した場合は1,600円を控除した額を助成		子育て・こども課		0956-72-1111
(内線146･148)										こども医療費助成		こども医療費助成

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を補助する。（最大補助額医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円を差し引いた額。上限600円） トウ ツギ ホジョ サイダイ ホジョ ガク ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0959-37-0069										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		結婚・子育て		医療		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド		障がい児、０歳から中学生までの児童などを対象に保険診療分の自己負担額の内800円（月/1，600円を限度）を控除した額を助成します。 ショウ ジ サイ チュウガクセイ ウチ ツキ エン ゲンド コウジョ ガク ジョセイ		市民福祉部
子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		0957-36-2500										福祉医療制度		福祉医療制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額 ショウガッコウ ニュウガク マエ コサマ ビョウイン ヤッキョク サイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ヒト イリョウ キカン ヒ エン ヒ イジョウ バアイ ツキ エン コウジョ ガク		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111										医療費助成事業		医療費助成事業

		432067		熊本県		玉名市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		中学生まで医療費を全額を助成します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-75-1120										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が適用されない費用や入院時の食事代は対象外です）。 チュウガッコウ ネンセイ コ ツウイン オヨ ニュウイン イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ケンコウ ホケン テキヨウ ヒヨウ ニュウイン ジ ショクジダイ タイショウガイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ		インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ コウコウセイ ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										インフルエンザ予防接種助成		インフルエンザ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ		水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ サイ シュウガクマエ ジ エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										水痘（水ぼうそう）予防接種助成		水痘（水ぼうそう）予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ		風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶者、家族を対象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。 ヒヨウ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク ニンシン キボウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク タイショウ カイ ア ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										風しん・ＭＲ予防接種助成		風しん・ＭＲ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。この取り組みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。 チョウナイ ホイクエン ショウ チュウガッコウ カ ブツ セン コウ エキ ジッシ ヒヨウ マチ ジョセイ ト ク ギョクトウ マチ コ ムシバ ホユウリツ クマモト ケンナイ モット ヒク		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										フッ化物洗口		フッ化物洗口

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		医療		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン		町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分） チョウナイ ザイジュウ シンセイジ チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ゼンガク ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン		保健センター ホケン		0968-53-3298										こども医療費助成金		こども医療費助成金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ		高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額負担します。 コウコウ ネンセイ コ カカ イリョウヒ イチブ フタンキン マチ ゼンガク フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724										子ども医療費無料		子ども医療費無料

		434426		熊本県		嘉島町 カシマ チョウ		結婚・子育て		医療		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等についての、医療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金）を差し引いた額を助成します。		町民課 チョウミン カ		096-237-1111										嘉島町子ども医療費助成事業		嘉島町子ども医療費助成事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児から中学校3年生までの子どもを持つ保護者に対して医療費（保険診療の範囲内）を助成します。		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成金		子ども医療費助成金		生まれてから15歳までの医療費の助成を行っています。 イリョウヒ オコナ		健康福祉課		0967-72-1229										子ども医療費助成金		子ども医療費助成金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ		ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医療費の補助を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医療費により無料 オヤ カテイ イリョウヒ フタン ケイゲン モクテキ オヤ オヨ サイ ミマン ジドウ タイ イリョウヒ ホジョ オコナ ジコ フタン ガク ホジョ チュウガクセイ イカ ジドウ ジドウ イリョウヒ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										ひとり親家庭医療費補助		ひとり親家庭医療費補助

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン		町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発達障害の早期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実施 ジッシ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										5歳児健診（5歳児相談）		5歳児健診（5歳児相談）

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		町内全保育園幼稚園において、年中年長児の希望者を対象にフッ化物洗口を実施しています。週5回法で実施し、子どもたちのむし歯予防の一つとして取り組んでいます。小中学生においても今年度から開始する予定です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		1歳児健診 サイジ ケンシン		1歳児健診 サイジ ケンシン		成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健師や歯科衛生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けします。 セイチョウ ハッタツ フシメ サイ タンジョウ ツキ サイジ ケンシン ジッシ イシ シンサツ ホケンシ シカ エイセイシ カンリ エイヨウシ シンリシ ホゴシャ フアン ヨ ソ ソウダン ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										1歳児健診		1歳児健診

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特別な場合を除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。 ヒカワ チョウ キョジュウ アカ チュウガク ネンセイ コサマ イリョウヒ ゼンガク ホジョ セイド ニュウイン トクベツ バアイ ノゾ ジドウ イリョウヒ ジュキュウシャ ショウ イリョウ キカン マドグチ テイジ マドグチ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										氷川町児童医療費助成事業		氷川町児童医療費助成事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		・中学校全課程修了までのお子様を持つ保護者に対し保険診療により、病院や薬局へ支払った負担金を助成する制度。※平成26年3月31日までは、小学生までが対象。 チュウガッコウ ゼン カテイ シュウリョウ コサマ モ ホゴシャ タイ ホケン シンリョウ ヤマイ イン ヤッキョク シハラ フタンキン ジョセイ セイド ヘイセイ ネン ガツ ヒ ショウガクセイ タイショウ		町民課 チョウミン カ		0966-45-7213										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料 ホケン テキヨウ ブン コ イリョウヒ ショウ チュウガクセイ ニュウイン ブン タイショウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ		市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの解消等により、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができます。（有料） シナイ ス オオム セイゴ ゲツ シュウガクマエ コ モ カタ キュウ シゴト ビョウキ イクジ ツカ カイショウ ナド イチジ ホイク キボウ カタ イチジテキ ホイク ショ アズ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										一時預かり事業		一時預かり事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		乳幼児健康診査		お子さんの成長と健康状態が確認できる集団健診（4か月、8か月、1歳6か月、3歳6か月、5歳）を無料で実施します。また医療機関での無料の個別健診受診券（生後3～6か月、9～11カ月）を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		予防接種費の助成		予防接種費の助成		定期予防接種に加え、乳幼児や高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌、水痘、流行性耳下腺炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する助成も行っています。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										予防接種費の助成		予防接種費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化		保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		保険適用分の子どもの医療費を助成します。①０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無料。②小中学生の入院医療費が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己負担） ケン ジョセイ イガイ ジコ フタン ソン タンドク ジョセイ ミシュウガクジ ジコ フタン ショウチュウガクセイ ツウイン オヨ ニュウイン ジコ フタン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		任意の予防接種の助成 ニンイ ヨボウ セッシュ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										予防接種事業		予防接種事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ		4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイ ゲツ ジ タイショウ ケンコウ シンサ オコナ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		２歳児歯科教室		２歳児歯科教室		２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生士が行います。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										２歳児歯科教室		２歳児歯科教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用の助成		任意予防接種費用の助成		おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成します。 ミズ フウ ヨボウ セッシュ セッシュ ヒヨウ イチブ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										任意予防接種費用の助成		任意予防接種費用の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 オヤ カテイ オヤ ジドウ フボ ジドウ タイ イリョウヒ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業		医療費助成事業		乳幼児は、医療機関ごとに月額350円、小学生は月額1,000円を超える額について、市が助成を行う。なお、調剤薬局はどちらも無料。		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0983-43-0376										医療費助成事業		医療費助成事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校卒業まで、保険対象分の医療費の助成を行います。入院は無料、外来等は3歳未満を350円、3歳以上を800円に軽減します。※Ｈ26.7.1以後は、対象が中学校卒業までに拡充されます。 ショウガッコウ ソツギョウ ホケン タイショウ ブン イリョウヒ ジョセイ オコナ ニュウイン ムリョウ ガイライ トウ サイミマン エン サイイジョウ エン ケイゲン イゴ タイショウ チュウガッコウ ソツギョウ カクジュウ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		医療		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ		日之影町に住所を有する子どもの医療費の一部を補助。医療費０歳から小学校就学前まで（診療報酬明細書350円／月）。小学生から中学生まで（診療報酬明細書1,000円／月） ヒノカゲチョウ ジュウショ ユウ コ イリョウヒ イチブ ホジョ イリョウヒ サイ ショウガッコウ シュウガクマエ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ ショウガクセイ チュウガクセイ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ		町民福祉課 チョウミン フクシ カ		0982-87-3902										日之影町子ども医療費助成		日之影町子ども医療費助成

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの医療費の保険診療分の全額助成		福祉課 フクシ カ		0993-72-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2千円を超えた医療費の保険診療分が助成されます。 シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ センエン コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエンカ		0995-45-5111(内線2061)										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		一般医科診療・歯科診療について、高等学校終了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成する。 イッパン イカ シンリョウ シカ シンリョウ コ ホケン シンリョウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		099-474-1111										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		南九州市に住所を有している方を対象に，中学生までの保険診療に係る医療費自己負担分を助成するもの。 ミナミキュウシュウシ ジュウショ ユウ カタ タイショウ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0993-83-2511
(代)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 ナカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		お子さんの健康と健やかな育成を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク		こどもに係る医療費につき、４歳から就学前までの通院一部負担金を助成。対象者は市内に住所を有するこどもの保護者とし、申請が必要。また県内医療機関、調剤薬局、歯科受診したときは、自動償還払方式を利用可 ツウイン ヒツヨウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		(098)893-4411 										こども医療費助成事業（単独）		こども医療費助成事業（単独）

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク		水痘・おたふくかぜワクチン接種を任意の予防接種であることを認識し希望する者に、予防接種費用を公費で全額を助成する。対象者は、宜野湾市に住民登録を有し、接種日において１歳以上２歳に至るまでの者。 ゼンガク		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		(098)898-5583										任意予防接種費用助成事業（単独）		任意予防接種費用助成事業（単独）

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		本町に住む中学校卒業までのこども達に対し、入院及び通院の全額助成、入院時食事療養費の半額助成を行っています。 ホンチョウ ス チュウガッコウ ソツギョウ タチ タイ ニュウイン オヨ ツウイン ゼンガク ジョセイ ニュウインジ ショクジ リョウヨウヒ ハンガク ジョセイ オコナ		こども課 カ		098-889-7028										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		仕事		起業・事業・就職		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ		商業起業者（市外からの移住を含む）の経営安定化と空き店舗解消を目的に店舗家賃等の一部を助成。【助成額】起業に資すると認められる研修費用の２／３（上限３万円）、家賃の２／３、期間１年間（上限月額５万円） ショウギョウ キギョウ シャ シガイ イジュウ フク ケイエイ アンテイ カ ア テンポ カイショウ モクテキ テンポ ヤチン トウ イチブ ジョセイ ジョセイガク キギョウ シ ミト ケンシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ヤチン キカン ネンカン ジョウゲン ゲツガク マンエン		産業港湾部
商業労政課 サンギョウ コウワン ブ ショウギョウ ロウセイ カ		(0134)32-4111
内線265										商業起業者支援事業		商業起業者支援事業

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規創業支援資金		新規創業支援資金		本市で起業する方を対象とした低利融資制度。また，本制度融資借入者のうち市が定める特定事業・業種を営む場合は、借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										新規創業支援資金		新規創業支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		中心市街地新規出店支援資金		中心市街地新規出店支援資金		本市が定める中心市街地区域で新たに起業する方等（業種条件有り）を対象とした低利融資制度。本制度融資の貸付とあわせて借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。 サダ クイキ アラ トウ ギョウシュ ジョウケン ア		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										中心市街地新規出店支援資金		中心市街地新規出店支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援利子補給制度		新規開業支援利子補給制度		本市で起業するに際し日本政策金融公庫から新規開業向けの融資を受けた場合、本融資に係る借入当初1年間の支払済利子の2/3相当額を補給。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										新規開業支援利子補給制度		新規開業支援利子補給制度

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		就職支援カウンセリング事業		就職支援カウンセリング事業		求職者へのカウンセリングを実施 キュウショク シャ ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0143-22-1127										就職支援カウンセリング事業		就職支援カウンセリング事業

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力創出及び賑わいの再生を図るため、室蘭市商店街空き店舗情報に掲載されている空き店舗を活用して事業を開始する事業主に対し、改修工事に係る費用の一部を助成		産業振興課		0143-22-1109   										商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街空き店舗出店促進支援事業

		012068		北海道 ホッカイ ドウ		釧路市 クシロシ		仕事		起業・事業・就職		魅力ある個店づくり支援事業補助金		魅力ある個店づくり支援事業補助金		建物の１階に存在する20㎡以上の空き店舗を活用し小売・飲食・サービス業を展開する場合、地元業者で店舗改修・広告宣伝を行う場合、1/2、20万円以内を補助		産業振興部　商業労政課　商業労政担当		0154-31-4548										魅力ある個店づくり支援事業補助金		魅力ある個店づくり支援事業補助金

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ		毎年8月に網走商工会議所と共催で、合同企業説明会を実施。 マイネン ガツ アバシリ ショウコウ カイギショ キョウサイ ゴウドウ キギョウ セツメイカイ ジッシ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										合同企業説明会・就職相談会等の実施		合同企業説明会・就職相談会等の実施		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン		市内で新たに事業を起こそうとする方に対して、店舗開業に要する経費の一部（50万円以内）を助成。 シナイ アラ ジギョウ オ カタ タイ テンポ カイギョウ ヨウ ケイヒ イチブ マンエン イナイ ジョセイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援①		起業（創業）支援①		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン		中心市街地商店街の空き店舗を活用して起業する方に家賃費用や店舗改修費用を補助。 チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ キギョウ カタ ヤチン ヒヨウ テンポ カイシュウ ヒヨウ ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援②		起業（創業）支援②		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う初期段階の研究開発やアイデアプランなどを支援（対象経費の10/10、上限30万円） チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ ショキ ダンカイ ケンキュウ カイハツ シエン タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援③		起業（創業）支援③		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う新製品開発事業を支援。新製品・新技術事業（対象経費の1/2、200万円以内）、商品化事業（対象経費の1/2、100万円以内）。 チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ シンセイヒン カイハツ ジギョウ シエン シンセイヒン シンギジュツ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ショウヒンカ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援④		起業（創業）支援④		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン		起業を行う市内中小企業者等に対し、低利融資制度を設けるとともに信用保証料の全額を補助。 キギョウ オコナ シナイ チュウショウ キギョウ シャ トウ タイ テイリ ユウシ セイド モウ シンヨウ ホショウ リョウ ゼンガク ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援⑤		起業（創業）支援⑤		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		中心市街地内の空き店舗で新規開業する事業者に対し、店舗賃借料（月額賃借料の1/2以内、月額上限5万円、最長12か月）または店舗改装費（補助対象経費の1/2以内、上限30万円）を補助します。		商業観光課		0144-32-6445										空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金交付制度		ふるさと就職奨励金交付制度		Ｕ・Ｉターンによって市内に移住し、市内事業所へ就職した方に対して市内で使用できる商品券を交付。（3年間で30万円の地域限定商品券）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111										ふるさと就職奨励金交付制度		ふるさと就職奨励金交付制度

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		看護師就業支援金貸与制度		看護師就業支援金貸与制度		市立芦別病院に看護師（正職員）として従事することが決定している方に対して、就業支援金を貸与。（市外から転入を予定している方30万円以内）		市立芦別病院事務局総務係		0124-22-2701										看護師就業支援金貸与制度		看護師就業支援金貸与制度

		012254		北海道		滝川市		仕事		起業・事業・就職		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ		市内で起業する場合、対象経費の１/３、上限１００万円を補助。		経済部産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0125-28-8009										滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等対策事業		商店街空き店舗等対策事業		空き店舗を購入又は賃貸借等をして小売業等を新規開業した場合、補助金を交付する。（１）店内改装費用の３割を補助。（限度額200万円）（２）店舗賃借料の７割を補助。（限度額月10万円、12か月分）		商工労働観光課商工観光係 ショウコウ ロウドウ カンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0125-54-2121										商店街空き店舗等対策事業		商店街空き店舗等対策事業

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金		登別市内における、地域の資源や技術を活用した新たな地場産業の創出する起業家の事業を支援するため、事業拠点開設費、商品化推進費になどにかかる経費の1/2を補助（最長２年上限３００万円）		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		指定区域内の空き店舗を賃借し、商店街の活性化、地域の賑わい創出が見込める小売業、飲食業、サービス業などを営む場合に賃料の1/2を補助（最長１年月額上限５万円） コウリギョウ インショクギョウ イトナ バアイ チンリョウ ホジョ サイチョウ ネン ゲツガク ジョウゲン マンエン		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		若年者等キャリアカウンセリング事業		若年者等キャリアカウンセリング事業		「キャリアサポートのぼりべつ」のキャリアカウンセラーが、若年層の市内での就職活動をサポート		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										若年者等キャリアカウンセリング事業		若年者等キャリアカウンセリング事業		OK		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		地域職業相談室		「ジョブガイドのぼりべつ」を設置し、地域住民の就職の促進及び利便性の向上を図っている		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										地域職業相談室		地域職業相談室		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		仕事		起業・事業・就職		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ		市内の商店街に新たに出店する事業者に対し経費の一部を補助することで、起業者の支援と空き店舗の利用促進を図ります。対象は、家賃・店舗改修費等に要する経費の補助。（上限35万円） トウ ジョウゲン		経済部 商業労政課 		0123-33-3131 
内線3331										恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を活用し開業する事業者への助成を実施する北広島商工会に対して、市が相当額を補助します。		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										空き店舗利用促進事業		空き店舗利用促進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ		創業支援事業の指定を受けた事業に対し、対象経費の1/2（上限100万円）を助成します。また、アドバイザーによるコミュニティビジネス創業相談を実施します。 ウ タイ ジッシ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										コミュニティビジネス創業支援事業		コミュニティビジネス創業支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ		ふるさとハローワークを運営し、求人情報の提供、職業相談、失業者相談を行ないます。 ウンエイ キュウジン ジョウホウ テイキョウ ショクギョウ ソウダン シツギョウシャ ソウダン オコ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										地域職業相談室運営事業		地域職業相談室運営事業

		013323		北海道		福島町		仕事		起業・事業・就職		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド		ほぼ全ての業種の企業支援として、施設投資助成1/3、３００万円以内。雇用奨励助成一人５０万円、２５０万円以内、１年限り。外国人技能実習生受入助成一人３０万円、１８０万円以内/年） キギョウ シエン イナイ イナイ イナイ ネン		水産商工課		0139-47-3004										福島町企業等振興支援制度		福島町企業等振興支援制度

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、農業の後継者、商工業等の後継者又は新規就業者として就業する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円、有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ シンキ ガクソツシャ マンエン カタ マンエン カタ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、町内又は通勤可能な町外の対象事業所等に就職する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円③Ｕターン者等のうち配偶者等を有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ		本町を所在地として、新たに対象事業所等を開設する方へ２０万円を助成。ただし、他の事業所等の実質的支配を受けていないものとする。 カタ マンエン ジョセイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ		中小企業の運転資金200万円、設備資金200万円を融資（両方を借りるときは、合わせて300万円以内、条件あり） チュウショウ キギョウ ウンテン シキン マンエン セツビ シキン マンエン ユウシ リョウホウ カ ア マンエン イナイ ジョウケン		商工観光課商工労働係 ショウコウ カンコウ カ ショウコウ ロウドウ カカ		0136-44-2121										中小企業特別融資事業		中小企業特別融資事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ		10名以上を雇用し、製造事業、情報通信技術事業または旅館業を行うための新設や増築した家屋、償却資産、家屋建設の土地を2,700万円を越えて新設または増設・取得した場合に、固定資産税を３年間免除 メイイジョウ コヨウ セイゾウ ジギョウ ジョウホウ ツウシン ギジュツ ジギョウ リョカンギョウ オコナ シンセツ ゾウチク カオク ショウキャク シサン カオク ケンセツ トチ マンエン コ シンセツ ゾウセツ シュトク バアイ コテイ シサンゼイ ネンカン メンジョ		税務課固定資産税係 ゼイム カ コテイ シサンゼイ カカリ		0136-44-2121										過疎法に基づく固定資産税の免除		過疎法に基づく固定資産税の免除

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等活用対策事業		商店街空き店舗等活用対策事業		空き店舗については店舗改装費の1/2以内（上限50万円）を助成。新規店舗建築については店舗建築費の1/2以内（上限100万円）を助成。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0135-21-2125										商店街空き店舗等活用対策事業		商店街空き店舗等活用対策事業

		014290		北海道		栗山町		仕事		起業・事業・就職		栗山町空き店舗活用支援事業		栗山町空き店舗活用支援事業		市街地商店街の区域内に点在する空き店舗を有効活用する新規出店者に対し、開業までに係る経費の一部を補助し、賑わいのある商店街づくりを推進します。		くりやまブランド推進室		0123-73-7516										栗山町空き店舗活用支援事業		栗山町空き店舗活用支援事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		最大100万円の企業支援
最大100万円の起業支援 サイダイ マンエン キギョウ シエン サイダイ マンエン キギョウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0164-35-2112				中 チュウ		企業＆起業支援100万円 キギョウ キギョウ シエン マンエン				北海道で社長になりませんか		北海道で社長になりませんか

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ		新たに取り組む商業活動やまちおこし事業及び自主的・継続的にまちづくりに取り組もうとする者に対し、費用の一部を助成。 アラ ト ク ショウギョウ カツドウ ジギョウ オヨ ジシュテキ ケイゾクテキ ト ク モノ タイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114										まちづくり活性化支援事業		まちづくり活性化支援事業

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ		魅力ある店舗づくりを応援するため、起業者等の皆さまには新たに空き地や空き店舗を活用し新築・改修等にかかる費用に対し、１００万円を上限に１/２以内の助成があります。 ミリョク テンポ オウエン アラ ア チ ア テンポ カツヨウ シンチク カイシュウ トウ ヒヨウ タイ マンエン ジョウゲン イナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		01658-6-5111										愛別町商店街活性化支援事業		愛別町商店街活性化支援事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ		起業者・従業員とその家族全員が町内に居住し、3年以上の事業継続が見込まれ、商工会の会員となる者で、新たに商工業等で起業する際、施設、設備等整備費100万円以上の場合1/3助成（限度額200万円） モノ アラ ショウコウギョウ ナド キギョウ サイ シセツ セツビ ナド セイビ ヒ マンエン イジョウ バアイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		産業課商工観光係 サンギョウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0167-52-2178										商工業等起業支援事業		商工業等起業支援事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ		①就業から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円)
②事業用建物の新築・購入補助(上限50万円) シュウギョウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン ジギョウヨウ タテモノ シンチク コウニュウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業振興課商工観光労政係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ ロウセイガカリ		0165-32-2423										商工業新規就業対策事業補助		商工業新規就業対策事業補助

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町中小企業特別融資制度		剣淵町中小企業特別融資制度		町内で1年以上事業を営む企業者で、常時雇用する従業員が個人の事業所は20人以下、法人の事業所は50人以下の事業所に対して賃金貸付、または利子補給。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町中小企業特別融資制度		剣淵町中小企業特別融資制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町産業経営者育成資金		剣淵町産業経営者育成資金		本町に居住する商業経営者に、経営の改善、技術の習得、研究開発等に対して、個人は1,500千円以内で、会社は4,000千円以内で、既貸付額がある場合は、限度額からその額を除いた額を貸付します。 イナイ イナイ		農林課 ノウリンカ		0165-34-2121
(内線 232)										剣淵町産業経営者育成資金		剣淵町産業経営者育成資金

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町起業化支援事業補助金		剣淵町起業化支援事業補助金		新たに起業を目指す者に、事業経費の一部補助。補助金額３００万円上限、補助対象経費の２分の１以内で、予算の範囲内の額を補助。補助対象期間は、起業化計画の認定日から翌会計年度の３月３１日まで。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町起業化支援事業補助金		剣淵町起業化支援事業補助金

		015628		北海道		西興部村		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		村民等が新たに事業を起こしたり、既にある事業所でも異業種事業として取り組む場合に、対象経費の3/4以内で最高300万円を限度とした補助金を交付し支援する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0158-87-2111										起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		仕事		起業・事業・就職		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ		町内商工業の振興と活性化を目的に、空き家・空き店舗を活用し、地域に根ざした特色あるショップ開業者、起業者等を支援するため洞爺湖町規則と予算の範囲内において、チャレンジショップ支援事業補助金を交付する。 チョウナイ ショウコウギョウ シンコウ カッセイカ モクテキ ア ヤ ア テンポ カツヨウ チイキ ネ トクショク ヒラ ギョウ シャ キギョウ シャ ナド シエン トウヤコ チョウ キソク ヨサン ハンイナイ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005										洞爺湖チャレンジショップ支援事業		洞爺湖チャレンジショップ支援事業

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業（創業）支援		起業（創業）支援		農林商工等連携・ビジネス創出促進事業：新商品開発や販路開拓など、産業間の連携による新たな事業への進出や起業を、財政的に支援		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		01564-2-2111(内241)										起業（創業）支援		起業（創業）支援

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		仕事		起業・事業・就職		鹿追町企業振興条例		鹿追町企業振興条例		当町の企業の振興を促進するため、町内に事業所を新設・増設および事業転換する方に対して、助成措置を行っている。補助率や補助限度額は事業所等の区分によって異なるが、500万円を上限に助成している。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0156-66-4034										鹿追町企業振興条例		鹿追町企業振興条例

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		ふるさと創生基金事業助成金		ふるさと創生基金事業助成金		地域づくり対策事業、特産品開発チャレンジ事業、商店街活性化事業、ふるさとづくり事業について助成金を交付（各事業によって助成額等が異なる）。 ジョセイキン コウフ カクジギョウ ジョセイガク トウ コト		企画政策課 キカク セイサク カ		0155-52-2114										ふるさと創生基金事業助成金		ふるさと創生基金事業助成金

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ		新規に従業員を雇用する事業主に対し、月額給料の一部を助成（月額上限7万円）。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211										更別村地元雇用促進事業実施要綱		更別村地元雇用促進事業実施要綱

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ		更別村中小企業近代化資金特別融資に関する条例に基づく融資。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211										更別村中小企業近代化資金特別融資		更別村中小企業近代化資金特別融資

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ		町内で新しく起業する場合、対象経費の1/2以内で限度額300万円まで助成。空き家等を利用した場合は10/10。		企画振興課 キカク シンコウカ		0156‐22‐8121										起業家等支援事業		起業家等支援事業

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン		これまでに事業活動を行っていない者が、事業を開始する場合又は町外から移転して町内で事業を開始する場合に、3,000,000円を限度に経費の２分の１以内を助成		経済課林業商工観光室商工観光担当 ケイザイ カ リンギョウ ショウコウ カンコウ シツ ショウコウ カンコウ タントウ		0156-25-2141内線252										産業振興事業補助金		産業振興事業補助金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド		将来医師又は看護師として足寄町に勤務志望者に対し、医師は月額２０万円以内、看護師は月額10万円以内を貸付し、貸付年数（看護師は貸付年数の1.5倍）の期間、在職した場合は償還金免除。 モノ タイ ネンスウ カンゴシ カシツケ ネンスウ バイ キカン		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケン フクシ シツ ホケン スイシン タントウ		0156-25-2141内線133										医師等就学資金貸付制度		医師等就学資金貸付制度

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		起業・事業・就職		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		新たに店舗・事務所・事業所を町内に開設等を行う、個人・法人に対し補助。対象経費が687万5千円未満の場合、対象経費の50％以内、687万5千円以上、対象経費の8％以内で1,000万円を限度に補助。 トウ オコナ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		015-485-2111										ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン		村内において新たに起業しようとする者に対し、補助対象経費の1/2以内で500万円を上限額とした補助金を交付。 ソンナイ アラ キギョウ モノ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョキン コウフ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0154-64-2114										起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ		町内在住者が新たに町内に企業創業を目指す方に対して開業費用の一部助成する。
助成上限額300万円 チョウナイ ザイジュウシャ アラ チョウナイ キギョウ ソウギョウ メザ カタ タイ カイギョウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ジョウゲンガク マンエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0153-82-2131										企業支援補助の拡充		企業支援補助の拡充

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		市内で新たに中小企業者として事業を開始する方等に対して、青森県融資制度「未来を変える挑戦資金」利用者のうち、一定の条件で融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を行います。 トウ タイ イッテイ ジョウケン		商工業政策課		017-734-2379										中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		起業･創業等相談ルーム		起業･創業等相談ルーム		青森市内で起業・創業をしようとする方に対して、起業・創業後において継続的かつ安定的に事業を展開できるよう、企業経営者としての経営ノウハウなどについて、専門家が助言・指導を行います。 カタ タイ		商工業政策課		017-734-2379										起業･創業等相談ルーム		起業･創業等相談ルーム

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン		中心市街地の空き店舗に新たに出店する（小売・サービス業）方に対し、店舗の改装に要する経費を補助。 チュウシン シガイチ ア テンポ アラ シュッテン コウリ ギョウ カタ タイ テンポ カイソウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										空き店舗活用支援補助金		空き店舗活用支援補助金

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用し新規出店を目指す方に対し起業に向けてチャレンジしやすい環境を整えるため、店舗スペースを細分化し、低家賃で貸し出すチャレンジショップの設置と運営者の支援を行う。 チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ シンキ シュッテン メザ カタ タイ キギョウ ム カンキョウ トトノ テンポ サイブンカ テイヤチン カ ダ セッチ ウンエイ シャ シエン オコナ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										店舗シェアリング支援事業		店舗シェアリング支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ		中心市街地区域において新たな事業所等の設置者が新規で5名以上を常勤雇用し、うち、市内在住者を3名以上雇用する場合に人件費の一部を補助。 チュウシン シガイチ クイキ アラ ジギョウショ トウ セッチ シャ シンキ メイ イジョウ ジョウキン コヨウ シナイ ザイジュウシャ メイイジョウ コヨウ バアイ ジンケンヒ イチブ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										中心市街地雇用促進支援事業		中心市街地雇用促進支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		UJIターンにより市内で起業する方に対し、借上げする事務所等の賃料・共益費の一部を補助。補助率は2分の1とし、上限は月額25,000円。 シナイ キギョウ カタ タイ カリア ジム ショ トウ チンリョウ キョウエキヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ブン ジョウゲン ゲツガク エン		産業育成課 サンギョウ イクセイ カ		0172-32-8106										ひろさきUJIターン起業支援事業		ひろさきUJIターン起業支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		アントレプレナー情報ステーション事業		アントレプレナー情報ステーション事業		創業希望者を対象に、創業に向けた情報発信、マーケティング強化等スムーズな創業に取り組む拠点として設置。		商工政策課		0178-43-9242										アントレプレナー情報ステーション事業		アントレプレナー情報ステーション事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		離職者対策・若年者定着セミナー		離職者対策・若年者定着セミナー		若年求職者及び新入社員を対象に、就職活動や自己改革に役立つセミナーを開催（受講料無料）		雇用支援対策課		0178-43-9038										離職者対策・若年者定着セミナー		離職者対策・若年者定着セミナー

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン就職希望者登録		Ｕターン就職希望者登録		現在、県外で働いている方で、将来八戸市で就職を希望されている方を対象に、Ｕターン求人情報（市・八戸公共職業安定所作成）を送付する（登録料無料） タイショウ シ ハチノヘ コウキョウ ショクギョウアンテイジョ サクセイ		雇用支援対策課		0178-43-9038										Ｕターン就職希望者登録		Ｕターン就職希望者登録

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		無料職業紹介事業		雇用支援対策課内に八戸市無料職業紹介所を開設、職業紹介事業を実施。公共職業安定所と連携をとりながら市の商工・産業振興策に附帯する事業として効率的かつ集中的な求人・求職のマッチングを行う。		雇用支援対策課		0178-43-9038										無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		雇用奨励金交付事業		雇用奨励金交付事業		障がい者、高年齢者、未就職新規高卒者、中年齢離職者等を常用雇用した事業主に対し雇用奨励金を交付し、雇用の促進と市民生活の安定を図る。		雇用支援対策課		0178-43-9038										雇用奨励金交付事業		雇用奨励金交付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		フロンティア八戸職業訓練助成金制度		フロンティア八戸職業訓練助成金制度		未就職新規高等学校卒業者及び若年未就職者の主体的な職業能力開発を支援し、早期就職を促進するために、厚生労働大臣指定教育訓練講座等を受講、修了した場合に、受講料の一部を助成する。 トウ		雇用支援対策課		0178-43-9038										フロンティア八戸職業訓練助成金制度		フロンティア八戸職業訓練助成金制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		県空き店舗活用チャレンジ融資		県空き店舗活用チャレンジ融資		県制度を活用して融資を受ける中小企業者に対し、貸付当初から5年間信用保証料を全額補助。さらに、中心商店街の空き店舗で開業する方で、要件を満たした方に対し、1/2の利子を5年間補給する。 セイド タイ カタ		商工政策課		0178-43-9242										県空き店舗活用チャレンジ融資		県空き店舗活用チャレンジ融資

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ産業集積促進事業		ＩＴ産業集積促進事業		中心市街地への質の高いオフィスの整備促進や、八戸ハイテクパークなど、自然環境に恵まれた区域への環境配慮型オフィスの整備促進により、ＩＴ関連企業の集積を図る。		産業振興課		0178-43-9048										ＩＴ産業集積促進事業		ＩＴ産業集積促進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街の空き店舗・空き床の有効活用を促進するため、店舗等の改装工事等に要する経費の一部について、補助金を交付する。		まちづくり文化推進室		0178-43-9426										中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街空き店舗・空き床解消事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		女性チャレンジ講座の開催		女性チャレンジ講座の開催		20～40代の働く女性に対し、ビジネススキルの習得に資する学習機会を提供し、職場等における活躍と積極的登用を促進するとともに、参加者同士のネットワーク構築により新たな女性人材の育成及び発掘を図る。		市民連携推進課		0178-43-9217										女性チャレンジ講座の開催		女性チャレンジ講座の開催

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン		市内に立地・操業する一定要件を満たす企業で、正社員を5人以上雇用し、企業が正社員に対して市外からの転居費用を補助した企業に対し、転居した正社員1人につき10万円を交付。 イッテイヨウケン ミ キギョウ		産業振興課		0178-43-9048										八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証を行う。（一企業1,000万円以内、貸付利率3.30%以内、保証期間7年以内、保証料は市が全額負担） シ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111
(内線2552･2554)										五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証（一企業2,000万円以内、貸付利率3.60%以内、保証期間10年以内、保証料は中小企業が全額負担） チュウショウ キギョウ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111
(内線2552･2554)										五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		青森県・つがる市連携融資制度		青森県・つがる市連携融資制度		青森県特別保証融資制度により融資を受けた方の信用保証料を補助。補助割合2分の1（限度額20万円）		商工観光課		0173-42-2111										青森県・つがる市連携融資制度		青森県・つがる市連携融資制度

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		企業、団体等が、雇用拡大を目指して若年者等を有期雇用契約にて雇い入れ、人材育成計画に基づいて1年間の研修等を実施し、市がそれに対して人経費、研修費等の経費を助成するもの		地域振興対策室		0173-42-2111										地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		起業・事業・就職		新規就農施設等整備事業		新規就農施設等整備事業		国の経営体育成支援事業を活用して導入した機械や施設整備経費の5割までを嵩上げ助成（上限2,000千円）。条件は①市内に住所を有する市内継続就農者②県の就農認定を受けた45歳以下の者③就農2年以内の者 ワリ カサア ジョウケン シュウノウ シャ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農施設等整備事業		新規就農施設等整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ		空き店舗を利用して店舗の経営するための改装・備品購入・宣伝広告に要する経費に対して助成※要件有り
○交付額:100万円上限（1/2以内の額） カイソウ ビヒン コウニュウ センデン コウコク ヨウ ケイヒ タイ ジョセイ		経済課 
		0172-73-2111(代表)										空き店舗利活用推進事業費補助		空き店舗利活用推進事業費補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ		商店街の入居者に対し、開店に要する店舗内外装工事費の1/2以内（限度100万円）を補助します。商工会議所が窓口となり、開業に関連する相談から受付け、会議所を通じて補助します。 ショウテンガイ ニュウキョシャ タイ カイテン ヨウ テンポ ナイ ガイ ソウ コウジヒ イナイ ゲンド マンエン ホジョ ショウコウ カイギショ マドグチ カイギョウ カンレン ソウダン ウケツケ カイギショ ツウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8412										空き店舗入居者支援事業		空き店舗入居者支援事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド		市内の中小企業への融資を行います。また、制度利用の際に利子、及び保証料補給の補助があります。 シナイ チュウショウ キギョウ ユウシ オコナ セイド リヨウ サイ リシ オヨ ホショウリョウ ホキュウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8413										中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン		市の指定地域に用地を取得し工場等を新設する場合、要する経費(固定資産投資額)の10～15%を補助金として交付します。また、指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースした場合)は、要する経費の１割を補助します。 シ シテイ チイキ ヨウチ シュトク コウジョウトウ シンセツ バアイ ヨウ ケイヒ コテイ コウフ ワリ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進奨励事業費補助金		企業立地促進奨励事業費補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン		立地企業が市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助します。 リッチ キギョウ シナイ コウジョウ ジギョウショ トウ セツビ シン ゾウセツ バアイ タイショウ シサン カカ コテイ シサン ゼイ カゼイ ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										生産設備等投資促進補助金		生産設備等投資促進補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ		市内において工場等を新設又は増設をする場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく低金利融資を受けることができます。 シナイ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト テイキンリ ユウシ ウ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進資金貸付		企業立地促進資金貸付		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン		市内において「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく融資を受け工場等の新設又は増設をする場合、融資実行日から3年を限度として支払利息相当額を補助します。 シナイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト ユウシ ウ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ ユウシ ジッコウ ビ ネン ゲンド シハライ リソク ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進資金利子補給補助金		企業立地促進資金利子補給補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ		立地企業が操業する際に行う社員の人材育成事業に要する経費について、補助します。 リッチ キギョウ ソウギョウ サイ オコナ シャイン ジンザイ イクセイ ジギョウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										立地企業操業支援事業		立地企業操業支援事業		0

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		起業・事業・就職		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		町内在住の新卒者の雇用拡大と地元への定着を促進するため、町内在住の新卒者を雇用した事業主に対して補助金を交付する。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111										一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資額と、市内在住者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合、投下固定資産に対して課される固定資産税相当額を奨励金として交付(3か年）。 ネン		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										企業立地促進奨励金		企業立地促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資（投下固定資産）額と、市内在住（住民登録）者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合に、規模に応じて奨励金を交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										企業立地投資奨励金		企業立地投資奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン		市内で設備投資（事業所の新設、移設、増設）をしたことで、市内在住者の新規雇用人数等一定の要件を満たした場合、その人数に応じて奨励金を交付。設備投資を伴わない場合でも一定要件を満たせば交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										雇用促進奨励金		雇用促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）した企業等が、常時雇用している従業員の住居を市外から市内へ移すために要した費用に対し、設備投資額・新規転入人数等について一定の要件を満たした場合、奨励金を交付
		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										誘致企業社員定住促進奨励金		誘致企業社員定住促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ		新規学卒者等を雇用した企業等に対し、その人数に応じた奨励金を交付します。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ		中心市街地の空き店舗や大型商業施設の空きテナントへの出店、新店舗の建築や設備投資などに対し支援する。
対象経費：賃借料および共益費の１２ヶ月分
補助率：１／２限度額：２５０万円 チュウシン シガイチ ア テンポ オオガタ ショウギョウ シセツ ア シュッテン シンテンポ ケンチク セツビ トウシ タイ シエン タイショウ ケイヒ チンシャクリョウ キョウエキヒ ゲツ ブン ホジョリツ ゲンドガク マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										中心市街地商業集積促進事業		中心市街地商業集積促進事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街区域の空き店舗出店における改装費補助。①改装費補助：事業費2/5以内、限度額100万円)、②賃借料補助：１年目）賃借料2/5以内、限度額月額8万円、２年目)賃借料1/5以内、限度額月額4万円 クイキ ア テンポ タイ トウ ホジョ マンエン マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										商店街空き店舗対策事業		商店街空き店舗対策事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン		秋田市インキュベーション施設「チャレンジオフィスあきた」が、新規創業者等へオフィスを安価に提供。専門家が常駐し起業創業支援の相談等に応じる。
月額使用料（１０，２８５円～５１，４２９円、光熱水費別途） アキタシ シセツ シンキ ソウギョウ シャ トウ アンカ テイキョウ センモンカ ジョウチュウ ソウダン トウ オウ ゲツガク シヨウリョウ エン エン コウネツスイヒ ベット		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										チャレンジオフィスあきたによる入居者支援		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		秋田市資格取得助成事業補助金		秋田市資格取得助成事業補助金		若年求職者の雇用促進や若年の非正規雇用者の正規雇用への転換を支援するため、就職や仕事に役立つ資格の取得費用の一部を補助。補助額は、補助対象経費の1/2以内の額で10万円上限。（1人年度1回を限度） ホジョガク		商工労働課
雇用労働担当 ショウコウ ロウドウカ コヨウ ロウドウ タントウ		018-866-2114										秋田市資格取得助成事業補助金		秋田市資格取得助成事業補助金

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ		新規就農に必要な基礎知識や生産・経営技術等を習得するため、県内試験場等で県が実施する未来農業のフロンティア育成研修を受講する市内就農予定者に対して支援。研修生に、月額7万5千円の研修奨励金を交付。 シンキ シュウノウ ヒツヨウ キソ チシキ セイサン ケイエイ ギジュツ トウ シュウトク ケンナイ シケンジョウ トウ ケン ジッシ ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ ジュコウ シナイ シュウノウ ヨテイシャ タイ シエン ケンシュウセイ ゲツガク マン セン エン ケンシュウ ショウレイ キン コウフ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116										未来農業のフロンティア育成研修		未来農業のフロンティア育成研修

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ		園芸部門の就農希望者に対し、専任指導員による現地指導や営農相談を行う。 エンゲイ ブモン シュウノウ キボウシャ タイ センニン シドウイン ゲンチ シドウ エイノウ ソウダン オコナ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)										園芸振興センターの専任指導員の設置		園芸振興センターの専任指導員の設置

		062031		山形県		鶴岡市		移住・体験		起業・事業・就職		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ		「仕事をつくる」体験を通じて、ＵＩターンを実現できない要因である「つながり不足」「情報不足」を解消し、人生の選択肢として検討する機会を創出。		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111										つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興事業		中小企業振興事業		雇用を伴う設備投資等を行う中小企業に対し、最高で１億円の補助金を交付。これにより就労の場を確保し、労働力の流失防止と若者の定住促進を図る。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523										中小企業振興事業		中小企業振興事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		雇用調整助成事業		雇用調整助成事業		国の雇用調整助成金制度による助成を受けた方に、３００,０００円を上限として助成金額の１０％を補助。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523										雇用調整助成事業		雇用調整助成事業

		073083		福島県		川俣町		仕事		起業・事業・就職		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン		町内の企業に就職した（正規雇用された）場合に、５万円の一時金 チョウナイ キギョウ シュウショク セイキ コヨウ バアイ マンエン イチジキン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										新規学卒者奨励金		新規学卒者奨励金

		074055		福島県		西会津町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ		次世代を担う人材の育成や、若者のコミュニティ形成を支援。
①起業へ向けた実践コース②町を盛り上げる入門コース ジセダイ ニナ ジンザイ イクセイ ワカモノ ケイセイ シエン キギョウ ム ジッセン マチ モ ア ニュウモン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										若者まちづくりプロジェクト会議		若者まちづくりプロジェクト会議

		082163		茨城県		笠間市		仕事		起業・事業・就職		笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼の後継者育成、創業支援及び定住化支援として、新たに市内で創業するための窯、ろくろ等の設備購入費補助や、賃貸物件の家賃の一部や住居購入費の一部を補助する。		産業経済部
商工観光課		0296-77-1101				中 チュウ		笠間焼のろくろ補助 カサマ ヤキ ホジョ				笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼陶芸家支援事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン		茨城工業団地及び茨城中央工業団地立地企業に対し，企業奨励金（固定資産税相当額）及び雇用奨励金（新規雇用者1人当たり10万円）を交付する（3年間）。 イバラキ コウギョウ ダンチ オヨ イバラキ チュウオウ コウギョウ ダンチ リッチ キギョウ タイ キギョウ ショウレイキン コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク オヨ コヨウ ショウレイキン シンキ コヨウシャ ニン ア マンエン コウフ ネンカン		地域産業課 チイキ サンギョウ カ		029-240-7124										企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ		地域活性化事業やボランティア活動等を自主的及び主体的に行う行政区に対し，補助金を交付する（（補助期間）3年間，（補助金額）初年度20万円，以降2年間10万円が限度）。 チイキ カッセイカ ジギョウ カツドウ ナド ジシュテキ オヨ シュタイテキ オコナ ギョウセイク タイ ホジョキン コウフ ホジョ キカン ネンカン ホジョ キンガク ショネンド マンエン イコウ ネンカン マンエン ゲンド		まちづくり推進課 スイシン カ		029-240-7126										ふるさと元気づくり推進事業		ふるさと元気づくり推進事業		0		リンク切り替え キ カ

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		栃木市空き店舗活用促進事業補助金		栃木市空き店舗活用促進事業補助金		対象地域の空き店舗を利用して新規開店される方に、改装費用・家賃（最長１２か月分）・専門家相談費用（５回まで）の一部を補助。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2508										栃木市空き店舗活用促進事業補助金		栃木市空き店舗活用促進事業補助金

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		中小企業創業資金		中小企業創業資金		市内で新たに事業を起こす方にご利用いただける栃木市制度融資。運転資金又は設備資金として利用可能で、年利１．７％、融資限度額５００万円、返済期間５年以内。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2372										中小企業創業資金		中小企業創業資金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン		操業開始した年度から起算して、１年以上雇用された年度の１回限り、新規常用雇用者１人当たり１０万円を補助する。 ソウギョウ カイシ ネンド キサン ネンイジョウ コヨウ ネンド カイ カギ シンキ ジョウヨウ コヨウ シャ ニン ア マンエン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2266										雇用創出補助金		雇用創出補助金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン		鹿沼市内における空き店舗等を活用した新規出店事業を支援。空き店舗（空き家・空き店舗含）等への出店者に対し、店舗家賃、経営指導等に要する費用等の一部を補助。 タイ トウ イチブ ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182										鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		仕事		起業・事業・就職		茂木町中小企業融資制度		茂木町中小企業融資制度		町内に事業所を有し、引続き１年以上の事業を営む中小企業の融資制度		商工課 ショウコウカ		0285-63-5625										茂木町中小企業融資制度		茂木町中小企業融資制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ		①空き店舗等の全部又は一部の改装に要する経費について助成。
補助率１/３上限１００万円（重点地域は１５０万円）
②店舗賃借料補助率１/２上限月額７万円 ジョセイ ホジョ リツ ジョウゲン マンエン ジュウテン チイキ マンエン テンポ チンシャクリョウ ホジョリツ ジョウゲン ゲツガク マンエン		環境経済部産業振興課 カンキョウ ケイザイ ブ サンギョウ シンコウ カ		043-421-6134
										空き店舗等活用事業		空き店舗等活用事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ		町内の中小企業が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の２分の１(限度額5万円)を町が補助します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2513										HP作成費補助		HP作成費補助

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ		町内で新たに立地する企業や事業を拡張する企業に対し、固定資産税相当額の奨励金、従業員の新規雇用の奨励金を交付します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2514										企業誘致・雇用促進制		企業誘致・雇用促進制

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ		Ｕターンに関する相談窓口（ながおか就職・Ｕターンサポートデスク）の設置や、ポータルサイト（でーｊｏｂら、ネット）による情報発信、合同企業説明会、都内での個別相談会を実施。 カン ソウダン マドグチ シュウショク セッチ ジョウホウ ハッシン ゴウドウ キギョウ セツメイカイ トナイ コベツ ソウダンカイ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228										地元就職・Ｕターン支援事業		地元就職・Ｕターン支援事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ		市役所内に就職、暮らしなどＵターンに関する様々な相談を受け付ける総合窓口を開設。相談内容によって市担当窓口への案内や必要な情報提供を実施。 シヤクショ ナイ シュウショク ク カン サマザマ ソウダン ウ ツ ソウゴウ マドグチ カイセツ ソウダン ナイヨウ シ タントウ マドグチ アンナイ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228										Ｕターン総合窓口事業		Ｕターン総合窓口事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		仕事		起業・事業・就職		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン		市内の病院や訪問看護ステーションで働く看護職員を応援するための就職助成金を交付。 シナイ ビョウイン ホウモン カンゴ ハタラ カンゴ ショクイン オウエン シュウショク ジョセイキン コウフ		国保医療課 コクホ イリョウカ		0257-21-2210										柏崎市看護師就職助成金		柏崎市看護師就職助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職資金貸付制度		ふるさと就職資金貸付制度		糸魚川市で就職する方（市内における転職は除く。）に通勤用自動車の購入など就職に伴い必要となる資金を低利でお貸しします。（年利１．５％※利息分は補助、貸付限度額100万円～300万円）		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										ふるさと就職資金貸付制度		ふるさと就職資金貸付制度		0

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン登録制度		Ｕ・Ｉターン登録制度		糸魚川市内で就職を希望される方（学生、Ｕ・Ｉターンして定住・就職をお考えの方、ならびに会社を退職し新たな就職先をお探しの方）に様々な情報・サービスを提供する制度です。		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										Ｕ・Ｉターン登録制度		Ｕ・Ｉターン登録制度

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ビジネスチャレンジ支援事業		ビジネスチャレンジ支援事業		糸魚川市内で新たに店舗を構えて事業を営む若しくは営もうとする方に、創業するために必要となる初期費用の一部を助成します。（補助率1／2以内、補助限度額50万円～100万円） イトイガワ シ ジョセイ リツ ホジョ ゲンド ガク		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										ビジネスチャレンジ支援事業		ビジネスチャレンジ支援事業

		152269		新潟県		南魚沼市		仕事		起業・事業・就職		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ		商店街の振興及び活性化を図るため、市内の商業地域等の空き店舗に新規出店し、3年間引き続き店舗経営を行う者に1年間の家賃補助を行う。補助額：月額家賃の2分の1の額（上限3万円） オヨ ネンカン ヒ ツヅ テンポ ケイエイ オコナ モノ オコナ ガク ジョウゲン マンエン		商工観光課 商工振興班 ショウコウ カンコウカ ショウコウ シンコウ ハン		025-773-6665										自主的出店者支援事業補助		自主的出店者支援事業補助

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		働くことに悩みをお持ちの方(おおむね15～39歳)のほか、お子様の就職や進路についてお悩みの保護者やご家族の方に相談いただけます。		産業振興部商業雇用課 サンギョウ シンコウ ブ ショウギョウ コヨウ カ		0766-20-1297										たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		母子家庭等自立支援給付金		母子家庭等自立支援給付金		母子・父子家庭の経済的自立のための就労支援として、児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準の方に給付金を支給。自立支援教育訓練給付金は受講料の２割（4千円～十万円）、高等職業訓練促進給付金は月額十万円 マタ カタ キン シキュウ ワリ セン １０ １０		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381										母子家庭等自立支援給付金		母子家庭等自立支援給付金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		起業家育成支援事業補助金		起業家育成支援事業補助金		事業継続の展開見込みのある起業家に対し経費1/2以内を補助。事業所等開設事業／1事業所200万円、事業所等借上事業／1事業所月額25,000円（最長3年間）、販売促進事業／1回40万円、年度内1回限り ケイゾク イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018										起業家育成支援事業補助金		起業家育成支援事業補助金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策支援事業補助金		空き店舗対策支援事業補助金		商店街・団体・個人等が、空き店舗・空き家等を購入又は賃貸、改装する際の費用を補助。空き店舗等改装事業補助率1/2以内2百万円限度。空き店舗等借上事業補助率1/2以内2.5万円限度、3年以内 ショウテンガイ マタ サイ ヒヨウ ア テンポ トウ カイソウ ジギョウ ホジョリツ イナイ ヒャク ゲンド ア テンポ トウ カ ア ジギョウ ホジョリツ イナイ マンエン ゲンド ネン イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018										空き店舗対策支援事業補助金		空き店舗対策支援事業補助金

		170003		石川県		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ		ＵＩターン就職に関する相談・情報提供を一元的に実施。
（県産業政策課内） シュウショク カン ソウダン ジョウホウ テイキョウ イチゲン テキ ジッシ アガタ サンギョウ セイサク カ ウチ		産業政策課 サンギョウ セイサク カ		076-225-1508										ＵＩターン促進事業		ＵＩターン促進事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		起業・事業・就職		シャッターオープン事業 ジギョウ		シャッターオープン事業 ジギョウ		市内商店街の空き店舗、空き家などを活用し、開業する事業者を対象に、対象事業の全額を助成。（最高150万円（ただし、飲食関係は200万円）） シナイ ショウテンガイ ア テンポ ア ヤ カツヨウ カイギョウ ジギョウ シャ タイショウ タイショウ ジギョウ ゼンガク ジョセイ サイコウ マンエン インショク カンケイ マンエン		産業部
産業振興課 サンギョウ ブ サンギョウ シンコウカ		0767-53-8565										シャッターオープン事業		シャッターオープン事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		起業・事業・就職		仕事場創業・拡大支援助成金		仕事場創業・拡大支援助成金		①本市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業に対し、経費の2/3以内、上限100万円を助成。
②雇用拡大を伴う増設に対し、経費の1/2、上限100万円を助成。		産業振興課		0768-82-7775										仕事場創業・拡大支援助成金		仕事場創業・拡大支援助成金

		172111		石川県		能美市		仕事		起業・事業・就職		ワーク・イン・レジデンス制度		ワーク・イン・レジデンス制度		市内で店舗・工房等を開設し、起業と共に移住する人、伝統工芸品後継者等に対し支援基本５０万円。加算要件により最大１５０万円		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212										ワーク・イン・レジデンス制度		ワーク・イン・レジデンス制度

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用促進奨励金		新規雇用促進奨励金		町内に事業所を新設・増設したことに伴い、町民を新規雇用した事業者に対し、雇用者1人につき20万円（限度400万円）の奨励金を交付。		交流経済課 コウリュウ ケイザイ カ		(076)288-2129										新規雇用促進奨励金		新規雇用促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン		町が指定する人材育成事業等を受講したＵIターン者が、当町の基幹産業である第1次産業に従事し定住する場合、月額3万円を上限に家賃の2分の1以内を助成。（5年間）初年度は生活準備金として5万円を支給。 マチ シテイ ジンザイ イクセイ ジギョウ トウ ジュコウ トウチョウ キカン サンギョウ ダイ ジ サンギョウ ジュウジ テイジュウ バアイ ゲツガク マンエン ジョウゲン ヤチン ブン イナイ ジョセイ ネン カン ショネンド セイカツ ジュンビキン マンエン シキュウ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0768-76-8302										能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進緊急助成金		雇用促進緊急助成金		町内に住所を有する新規学卒者や住所を有してから１年以内のＵ・Ｉターン者を雇用する町内に事業所を持つ企業・団体に１人につき、月額基本給の１／３（限度額50,000円×６カ月分）を助成するもの ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										雇用促進緊急助成金		雇用促進緊急助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン		雇用促進緊急助成金の対象となった企業等に雇用され１年を経過する人で、対象になってから２年以上町内に定住する意志のある人に10万円を助成（申請年度末50,000円、翌年度末50,000円） トウ マン ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										定住促進助成金		定住促進助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		地域職業相談室		市役所庁舎内にハローワークの分室を設置。「求人検索用パソコン」もあり、広く皆さんからの職業相談を受付。 ウケツケ		地域職業相談室		0553-20-1358										地域職業相談室		地域職業相談室

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗バンク制度 セイド		空き店舗バンク制度 セイド		空き店舗の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。家賃補助あり（最大２万円（月額）、補助率２分の１で２年間）・改修費補助（最大２５万円、補助率２分の１）。 ア テンポ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ ホジョ サイダイ マンエン ゲツガク ホジョリツ ブン ネンカン サイダイ マンエン ホジョリツ ブン		農林商工課
商工労政担当
		0553-22-1111										空き店舗バンク制度		空き店舗バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン		市外に１年以上居住し、かつ就職経験がある45歳未満の方で、再就職または起業のため、韮崎市に移住された方に対して、就職奨励金を支給する。就職後１年を経過した日に、10万円を支給する。 シガイ ネン イジョウ キョジュウ シュウショク ケイケン サイ ミマン カタ サイシュウショク キギョウ ニラサキシ イジュウ カタ タイ シュウショク ショウレイキン シキュウ シュウショクゴ ネン ケイカ ヒ マンエン シキュウ		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)										若者定住就職奨励金		若者定住就職奨励金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン		中心市街地にある空き店舗を利用した「空き店舗対策事業」に着手する個人、法人、その他の団体に助成（空き店舗への新規出店に係る店舗改修及び看板等の設置経費は上限50万円、店舗賃借料は月上限5万円で1年間） チュウシン シガイチ ア テンポ リヨウ ア テンポ タイサク ジギョウ チャクシュ コジン ホウジン タ ダンタイ ジョセイ ア テンポ シンキ シュッテン カカ テンポ カイシュウ オヨ カンバン トウ セッチ ケイヒ ジョウゲン マンエン テンポ チンシャクリョウ マンエン ネンカン		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)										商店街空き店舗対策事業費補助金		商店街空き店舗対策事業費補助金

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街の活性化と活力あるまちづくりのため、中心市街地の商店街にある空き店舗を利用し、飲食業及び小売店、若しくは商店街のイメージアップにつながる事業を行う方に対し、1年間、店舗改修費と店舗賃借料を助成。 ショウテンガイ カッセイカ カツリョク チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ リヨウ インショクギョウ オヨ コウリ テン モ ショウテンガイ ジギョウ オコナ カタ タイ ネン カン テンポ カイシュウ ヒ テンポ チンシャクリョウ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0551-22-1111										空き店舗対策事業		空き店舗対策事業

		193658		山梨県		身延町		仕事		起業・事業・就職		就職奨励金		就職奨励金		身延町に住所を有する新規学卒者及び町外から転入した方が、新たに就職し定住する場合に3万円を支給。		政策室		0556-42-4801										就職奨励金		就職奨励金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン		開業前または開業後1年未満で市内に居住している方を対象とする貸付制度 カイギョウ マエ カイギョウゴ ネン ミマン シナイ キョジュウ カタ タイショウ カシツケ セイド		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395										上田市中小企業融資制度資金		上田市中小企業融資制度資金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン		商店街振興組合が誘致した出店者に対して、空き店舗改修費用の1/3（上限1,500千円）を補助 ショウテンガイ シンコウ クミアイ ユウチ シュッテン シャ タイ ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン ゼン エン ホジョ		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395										空き店舗新規出店支援事業補助金		空き店舗新規出店支援事業補助金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、３か月以上空いている物件、３年以上営業することを条件に、店舗改装費の一部を支援。助成額は改修費等及び店舗購入費の１/３以内（上限１００万円） チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ハジ カタ ゲツ イジョウ ア ブッケン ネンイジョウ エイギョウ ジョウケン ジョセイガク カイシュウヒ トウ オヨ テンポ コウニュウヒ イナイ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0267-22-1700										空き店舗活用事業補助事業		空き店舗活用事業補助事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		仕事		起業・事業・就職		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン		住所を有する対象地域からその地域外の事業所に１年を通じ継続して通勤する者、片道１０ｋｍを超える１ｋｍにつき月額３００円とし、１月に５，０００円を限度とする。※年齢要件及び地域要件有 ジュウショ ユウ タイショウ チイキ チイキ ガイ ジギョウショ ネン ツウ ケイゾク ツウキン シャ カタミチ コ ゲツガク エン ツキ エン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所 長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／通勤助成金		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援資金		新規開業支援資金		新規開業予定者で事業の実施のための資金を要する方に、設備資金１５００万円、最大で２５００万円を年利２％で融資します。		商工労政課		0261-22-0420										新規開業支援資金		新規開業支援資金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（１）		空き店舗活用事業（１）		空き店舗を商店街の集客に役立つ施設として改修する場合に、改修に要する経費の１/２以内で、５００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420				中 チュウ		商店街の空き店舗に500万円補助 ショウテンガイ ア テンポ マン エン ホジョ				空き店舗活用事業（１）		空き店舗活用事業（１）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（２）		空き店舗活用事業（２）		空き店舗を（1）に掲げるもの以外の事業の用に供するために改修する場合に、改修に要する経費の１/３以内で、１００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（２）		空き店舗活用事業（２）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（３）		空き店舗活用事業（３）		空き店舗を商業及び集客に役立つ施設の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/２以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（３）		空き店舗活用事業（３）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（４）		空き店舗活用事業（４）		空き店舗を（３）に掲げるもの以外の事業の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/３以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（４）		空き店舗活用事業（４）

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		仕事		起業・事業・就職		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ		飯山市の地域資源を活用し、起業する法人または個人に対して、製造及び営業のため新たに投資する資金のうち、最大で1/2、200万円を補助 イイヤマ シ チイキ シゲン カツヨウ キギョウ ホウジン コジン タイ セイゾウ オヨ エイギョウ アラ トウシ シキン サイダイ マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0269-62-3111										地域資源活用型起業支援事業		地域資源活用型起業支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ起業支援事業補助金		チャレンジ起業支援事業補助金		町内に居住する個人及び法人が、初めて商業活動を行う場合又は社会公益団体等が新たに事業を行う場合に、店舗改装に係る経費に対し、１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)										チャレンジ起業支援事業補助金		チャレンジ起業支援事業補助金

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		空店舗活性化事業補助金		空店舗活性化事業補助金		既存商店街における空店舗等を商業施設又は社会公益団体として活用する事業に対して、賃借料を１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)										空店舗活性化事業補助金		空店舗活性化事業補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		飯島町若者就職応援補助金		飯島町若者就職応援補助金		町外在住の若者が定住し、飯島町はもとより通勤圏内で定職に就いた方に対し、就職祝金や引越費用の一部、社会人スタート・再スタートの意を込めて一律10万円を補助。 イチリツ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町若者就職応援補助金		飯島町若者就職応援補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン		飯島町商工業振興事業補助金（商工業経営確立支援事業）において、中小企業者の起業支援として、法人設立に要する直接的経費を最大25万円補助。 イイジマ マチ ショウコウギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン ホウジン セツリツ ヨウ チョクセツテキ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカ		0265-86-3111										中小企業者起業支援		中小企業者起業支援

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		仕事		起業・事業・就職		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン		村外へ通勤する者に対し、月額６，０００円を限度に支給 ソンガイ ツウキン モノ タイ ゲツガク エン ゲンド シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										通勤助成金		通勤助成金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		中途就職ポータルサイト上に本市の情報ページを作成・掲載します。また、市内企業が中途就職ポータルサイトへ求人情報を掲載する場合、掲載料の一部を支援します。〔予定〕 バアイ ケイサイ ヨテイ		経済部
商工観光課		0584-47-8596										Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙製造技術等の保存伝承、後継者の育成・確保を図るため、手すき和紙製造技術等の習得をする者に奨励金の交付を行う。月額5万円（2年間）		美濃和紙の里会館 ミノ ワシ サト カイカン		0575-34-8111										美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙後継者育成奨励金

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃市起業家支援制度		美濃市起業家支援制度		新しい事業等を始めようとする方を支援するため、美濃市民間活力創生基金（通称:うだつ基金）を活用した起業家支援制度。例：市街地活性化等融資制度創業資金の一部を無利子、無担保、無保証で300万円まで融資 レイ		産業振興部
産業課 サンギョウ シンコウ ブ サンギョウカ		0575-33-1122				中 チュウ		無利子・無担保で300万円の起業支援 ムリシ ムタンポ マンエン キギョウ シエン				美濃市起業家支援制度		美濃市起業家支援制度

		212083		岐阜県		瑞浪市		仕事		起業・事業・就職		新たな事業チャレンジ支援補助事業		新たな事業チャレンジ支援補助事業		市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、新規事業を支援するため、融資に係る支払利子相当額又は必要な経費の一部を補助します。（5事業所）		商工課 ショウコウカ		0572-68-9805										新たな事業チャレンジ支援補助事業		新たな事業チャレンジ支援補助事業

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン		飛騨市を拠点として新たな事業を創出する個人、団体等に対し、団体等企業化計画に基づいた事業費用の20％以内を助成します。（限度額100万円） ヒダシ キョテン アラ ジギョウ ソウシュツ コジン ダンタイ トウ タイ ダンタイ トウ キギョウカ ケイカク モト ジギョウ ヒヨウ イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463										起業化促進補助金		起業化促進補助金

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン		市内商店街の空き店舗を活用し、まちづくりと一体となって行う商業活動に対し、その改修費用の一部を支援。
○空き店舗の改修費用の1/3（限度額100万円）○空き店舗賃借料の1/3（限度額年間20万円） シナイ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ イッタイ オコナ ショウギョウ カツドウ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ シエン ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ゲンド ガク マンエン ア テンポ チンシャクリョウ ゲンド ガク ネンカン マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463										商店街空き店舗活用事業奨励金		商店街空き店舗活用事業奨励金

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		創業塾		創業塾		商工会が主体となり、創業希望者に対し研修という形で創業のノウハウを伝授。
例：平成25年度実績：平成25年10月15日～12月12日のうち4日間（計12時間）、参加者32名（うち創業支援2名） レイ ネンド ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820										創業塾		創業塾

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		次世代起業家育成		次世代起業家育成		高校生に起業に関する学習（基礎知識、仮想企業経営、実演販売等）を通して起業という選択肢も知ってもらう。
例：平成25年度実績：平成25年7月～10月のうち10日間（計25時限）、講師は商工会職員
 レイ ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820										次世代起業家育成		次世代起業家育成

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金事業		雇用促進奨励金事業		Iターン・Uターン等により村内に住所を移した人を、新規に雇用(常時雇用)した事業所へ、奨励金を交付する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111										雇用促進奨励金事業		雇用促進奨励金事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ		起業する個人、団体、法人について、設備投資等に係る費用の１０／１０を補助する（上限３００万円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										起業者支援事業		起業者支援事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ		村内に住所を置き、村外に通勤する若者（４０歳未満）に対して、通勤費を助成する（月額２０，０００円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										若者等通勤就職者助成事業		若者等通勤就職者助成事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		起業・事業・就職		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ		就労を希望する若者、女性、高齢者等に対して、セミナーや個別相談会を開催する。 シュウロウ キボウ ワカモノ ジョセイ コウレイシャ トウ タイ コベツ ソウダンカイ カイサイ		産業観光部商工課 サンギョウ カンコウ ブ ショウコウカ		0547-36-7166										就労支援事業		就労支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		仕事		起業・事業・就職		新規店舗参入支援補助金		新規店舗参入支援補助金		商店街の活性化、地域の賑わいの形成、市街地で暮らす高齢者等の生活環境における利便性を向上を目的に指定区域内で空き店舗等を活用して小売業等を行う方に対し、その店舗改装費と2年間分の店舗賃借料を補助する。 モクテキ カタ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0537-35-0936										新規店舗参入支援補助金		新規店舗参入支援補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ		事業を起業する経費の１／２補助（上限１０万円） ジギョウ キギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527										起業家グループ事業補助		起業家グループ事業補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ		町内企業に就職した方に５万円の報奨金を支給 チョウナイ キギョウ シュウショク カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										新規就業・就職奨励		新規就業・就職奨励

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		仕事		起業・事業・就職		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド		○ふるさと就労奨励金・・・新規学卒者7万円～10万円補助
○若者Ｕターン奨励金・・・5万円補助○若者Ｉターン奨励金・・・5万円補助 シュウロウ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ マンエン マン エン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		0536-76-0502										若者定住奨励金制度		若者定住奨励金制度

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		起業・事業・就職		商店街等活性化推進事業補助制度		商店街等活性化推進事業補助制度		空き地・空き店舗の活用経費を補助。①集客施設として整備・活用(改装費の45%内・～450万円、賃借料の45%内・～月10万円）②事業者の誘致(改装費の1/3内・～300万円、賃借料の1/3内・～月7万円） ア チ ア テンポ カツヨウ ケイヒ ホジョ ヨンマン ツキ マンエン		商工観光部商業振興労政課 ショウコウ カンコウ ブ ショウギョウ シンコウ ロウセイ カ		059-229-3169										商店街等活性化推進事業補助制度		商店街等活性化推進事業補助制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン		コミュニティビジネスを起こそうとする地域団体（自治会、任意団体、NPO法人、個人等）に、立ち上げに必要な経費を、2/3以内で上限２００万円を補助。その他、専門家やコーディネータを派遣（無料）する制度有 オ チイキ ダンタイ ジチカイ ニンイ ダンタイ ホウジン コジン トウ タ ア ヒツヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ ホカ センモンカ ハケン ムリョウ セイド アリ		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										コミュニティビジネス応援補助金		コミュニティビジネス応援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ		「くらし」と「しごと」の寄り添い支援センターを設置し、関係機関と連携を図りながら就労困難者に「仕事力アップ講座」や「就労体験セミナー」等を開催し、本人のステージに応じた支援を行います。 ヨ ソ シエン セッチ カンケイ キカン レンケイ ハカ シュウロウ コンナン シャ シゴト リョク コウザ シュウロウ タイケン トウ カイサイ ホンニン オウ シエン オコナ		寄り添い支援総合サポートセンター ヨ ソ シエン ソウゴウ		0120-125-294										生活困窮者終了準備支援事業		生活困窮者終了準備支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン		事業拡大、新商品・新製品開発、起業、事業転換、空き店舗・空き工場等活用、ジオパーク関連商品開発、国内外販路開拓、知的財産権取得などの事業に、1/4～1/2以内で上限20万～１００万を補助。 ジギョウ カクダイ シンショウヒン シンセイヒン カイハツ キギョウ ジギョウ テンカン ア テンポ ア コウジョウ トウ カツヨウ カンレン ショウヒン カイハツ コクナイガイ ハンロ カイタク チテキ ザイサンケン シュトク ジギョウ イナイ ジョウゲン マン マン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市商工業支援補助金		京丹後市商工業支援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン		大学等研究機関が持つ高度な学術資源を活用した「新商品・新サービスの開発」や「新技術の導入」を目的に、大学等研究機関と「共同研究」や「委託研究」に取り組む事業に、1/2以内で上限１００万円を補助。 ダイガク トウ ケンキュウ キカン モ コウド ガクジュツ シゲン カツヨウ シンショウヒン シン カイハツ シンギジュツ ドウニュウ モクテキ ダイガクナド ケンキュウ キカン キョウドウ ケンキュウ イタク ケンキュウ ト ク ジギョウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン		一定規模以上の投資及び市民正規雇用者の増加を伴い京丹後市内に事業所を新設又は増設された事業主に対し、市民の正規雇用増加数に応じて助成。事業所の新設にともない増加した市民の正規雇用者数×１００万円を上限 イッテイ キボ イジョウ トウシ オヨ シミン セイキ コヨウシャ ゾウカ トモナ キョウタンゴシナイ ジギョウショ シンセツ マタ ゾウセツ ジギョウヌシ タイ シミン セイキ コヨウ ゾウカスウ オウ ジョセイ ジギョウショ シンセツ ゾウカ シミン セイキ コヨウシャ スウ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市企業立地助成金		京丹後市企業立地助成金

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		仕事		起業・事業・就職		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド		市内に在住で、通勤・通学にＪＲ西日本発売の回数特急券を利用されている方を対象に一カ月一冊限り最大で１，５００円補助 シナイ ザイジュウ ツウキン ツウガク ニシ ニホン ハツバイ カイスウ トッキュウケン リヨウ カタ タイショウ イッ ゲツ イッサツ カギ サイダイ エン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		小売業や飲食業、サービス業などで、新たに起業される方を支援。起業する際の店舗改装費や設備導入費、店舗等賃借料などを支援。 コウリギョウ インショクギョウ ギョウ アラ キギョウ カタ シエン キギョウ サイ テンポ カイソウ ヒ セツビ ドウニュウ ヒ テンポ トウ チンシャクリョウ シエン		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										新規起業者支援事業補助金交付制度		新規起業者支援事業補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ		市内で起業しようとする人たちの支援窓口「たんばチャレンジカフェ」を開設。資金面での補助制度の紹介や、経営ノウハウを学ぶセミナーの開催、起業後のフォローに至るまで、起業を支援するワンストップ窓口。 シナイ キギョウ ヒト シエン マドグチ カイセツ シキン メン ホジョ セイド ショウカイ ケイエイ マナ カイサイ キギョウ ゴ イタ キギョウ シエン マドグチ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										起業家支援窓口の設置		起業家支援窓口の設置

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		地域に密着した行政サービスを提供するためにハローワーク柏原と丹波市が共同で運営し、雇用や就業をサポート。 ギョウセイ テイキョウ カイバラ タンバシ キョウドウ ウンエイ コヨウ シュウギョウ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		仕事		起業・事業・就職		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン		地域資源を活かした地域性の高い商品の開発や新産業の創出などの事業に対し、補助金を交付する。
補助率：補助対象経費の半額、上限額：300万円 チイキ シゲン イ チイキセイ タカ ショウヒン カイハツ シン サンギョウ ソウシュツ ジギョウ タイ ホジョキン コウフ ホジョリツ ホジョ タイショウ ケイヒ ハンガク ジョウゲンガク マンエン		地域振興課 チイキ シンコウカ		0746-52-0111										川上村産業復興支援補助金		川上村産業復興支援補助金

		300004		和歌山県		-		仕事		起業・事業・就職		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、地域資源を活用した起業をする方（60歳未満）に、初期経費の補助金として最大100万円を支給。（※応募時期／第1次：7月、第2次：11月予定、審査会有）		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										移住者起業補助金		移住者起業補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ		働き手が不足している農業者（求人者）と、農作業のお手伝いを希望される方（求職者）との紹介・斡旋を行います。 ハタラ テ フソク ノウギョウシャ キュウジンシャ ノウサギョウ テツダ キボウ カタ キュウショク シャ ショウカイ アッセン オコナ		産業観光課 サ		0736-22-0300(内線2101)										無料職業紹介所		無料職業紹介所

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		仕事		起業・事業・就職		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド		町内の中小企業を対象にした資金融資制度。利率1.2％以下、貸付期間７年以内で最大1,250万円まで融資。 チョウナイ タイショウ シキン ユウシ セイド リリツ イカ カシツケ キカン ネンイナイ サイダイ マンエン ユウシ		まち未来課 ミライ カ		0736-56-3000										しゃくなげ融資制度		しゃくなげ融資制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ホームヘルパー講座など指定された教育訓練講座を受講する場合に受講料の20％に相当する額（上限10万円、下限4千円）を支給します。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		高等技能訓練促進費：看護師や介護福祉士などの資格取得のため、母子家庭高等技能訓練促進費を支給。入学支援修了一時金：高等技能訓練促進費の支給対象者が対象資格に係る養成訓練を修了した場合に一時金を支給。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジショップあきない塾		チャレンジショップあきない塾		お店を始めたい方に安価な家賃で貸し出しを行い、起業のノウハウを習得します。契約期間は最長1年間。利用者負担は家賃月額5,400円（店舗面積により異なる）、光熱費、上下水道使用料、共益費。		倉吉商工会議所		0858-22-2191										チャレンジショップあきない塾		チャレンジショップあきない塾

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗マッチング事業		空き店舗マッチング事業		空き店舗情報の提供から契約までサポート。貸し手と借り手をつなぎます。倉吉商工会議所HPでの空き店舗情報の公開。相談対応など。		倉吉商工会議所		0858-22-2191										空き店舗マッチング事業		空き店舗マッチング事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		対象エリア内の空き店舗を商業用施設等として活用する開業者に、店舗賃貸料の3分の2（上限1万8千円、期間は１年間）、改装工事費の３分の２（借主：上限200万円）を補助します。		産業環境部 商工課		0858-22-8129										にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		倉吉市短期融資		倉吉市短期融資		中小企業信用保険法の対象となるもので、市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者の運転資金を融資。融資限度額500万円、融資利率は保証付年1.89％、保証無年2.23％。融資期間：3年以内。		産業環境部 商工課		0858-22-8129										倉吉市短期融資		倉吉市短期融資

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		起業、異業種参入、新製品の開発又は事業の経営改善をしようとする事業者に対し、調査研究費、販売拡大に係る経費、建物や構築物の建築・修繕費、機械・工具・備品の購入費など、経費の1/2、上限50万円を助成。 タイ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										チャレンジ企業支援事業		チャレンジ企業支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ		工業等の土地の確保に要する経費、購入費の1/2、上限2000万円、または賃貸料の1/2、上限20万円を補助。 コウギョウ トウ トチ カクホ ヨウ ケイヒ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン チンタイリョウ ジョウゲン マンエン ホジョ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										企業立地奨励条例		企業立地奨励条例

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		県外在住の方が円滑にＵＩターン就職できるように、ふるさと島根定住財団が仲介役として、無料職業紹介を実施。県内企業等の求人情報の提供や就職マッチングを行う。2014年5月現在、約1,000件の求人有。 ケンガイ ザイジュウ カタ エンカツ シュウショク シマネ テイジュウ ザイダン チュウカイヤク ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジッシ ケン ナイ キギョウ トウ キュウジン ジョウホウ テイキョウ シュウショク オコナ ネン ガツ ゲンザイ ヤク ケン キュウジン アリ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ		地域のＮＰＯや地域づくり団体が受け皿となり、県外在住の体験希望者とのマッチングを経て、一定期間（３か月～２年間）地域体験を行う場合に、6～12万円／月の助成を行う。親子連れ加算あり。 チイキ チイキ ダンタイ ウ ザラ ケン ガイ ザイジュウ タイケン キボウシャ ヘ イッテイ キカン ツキ ネンカン チイキ タイケン オコナ バアイ ツキ ジョセイ オコナ オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク		大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校の卒業予定者を対象とした地元企業情報掲載サイトを運営している。掲載企業193社（平成26年4月末時点） ダイガク ダイガクイン タンキ ダイガク センシュウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ソツギョウ ヨテイシャ タイショウ ジモト キギョウ ジョウホウ ケイサイ ウンエイ ケイサイ キギョウ シャ ヘイセイ ネン ガツマツ ジテン		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660										新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム		求職者及び求人企業が、互いに情報を登録・検索することができる求職・求人支援サイトを運営している。 キュウショク シャ オヨ キュウジン キギョウ タガ ジョウホウ トウロク ケンサク キュウショク キュウジン シエン ウンエイ		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660										一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		無料職業紹介事業		出雲市内の事業所への無料職業紹介を実施しています。職業相談員が、仕事をお探しの方の希望や状況にあった職業紹介を行います。		出雲総合雇用情報ｾﾝﾀｰ「ｼﾞｮﾌﾞ・ｽﾃｰｼｮﾝ出雲」　		0853-24-7620										無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		出雲市地域商業再生支援事業		出雲市地域商業再生支援事業		「空店舗活用事業」、「中山間地域商業機能維持・向上事業」により、市内地域において、地域経済の活性化と中小企業の振興に取り組む事業者に対し、その事業費の一部を補助します。		産業観光部 商工労働課		0853-21-6572										出雲市地域商業再生支援事業		出雲市地域商業再生支援事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		起業・事業・就職		益田市産業創出協働事業補助金		益田市産業創出協働事業補助金		地域の雇用の維持拡大に寄与する取り組み（新規創業、事業拡大など）に対し、金融機関などの支援機関と連携して支援。創業、販路開拓に要する経費や事業拡大に要する経費の1/2（上限5,000千円）を補助。		産業経済部産業支援センター サンギョウ ケイザイ ブ		0856-31-0341										益田市産業創出協働事業補助金		益田市産業創出協働事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ		大田市内で就職を希望されるＵＩターン希望者等と市内事業者等の求職・求人のマッチングを図ります。		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600										大田市無料職業紹介事業		大田市無料職業紹介事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと大田創業支援事業		ふるさと大田創業支援事業		主要観光地、中心市街地等の空き店舗等を利用して起業・創業をされる方に対し、起業・創業経費の一部を助成。（１）改装費の１／２（２）空き店舗賃借料の２／３（原則１年）。（１）（２）合計１５０万円上限 ゴウケイ		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600										ふるさと大田創業支援事業		ふるさと大田創業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン		美郷町で新たな雇用を創出する事業を行う法人の事業に対して、雇用した人の人件費を補助する。（初年度：100%補助、2年次：70%補助、3年次50%補助）※1年度あたりの限度額は1,000万円以内 ミサトチョウ アラ コヨウ ソウシュツ ジギョウ オコナ ホウジン ジギョウ タイ コヨウ ヒト ジンケンヒ ホジョ ショネンド ホジョ ネンジ ホジョ ネンジ ホジョ ネンド ゲンド ガク マンエン イナイ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										新たな雇用創出企画提案事業補助金		新たな雇用創出企画提案事業補助金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ		町外から美郷町に移住し起業する人を対象に、早期の自立を目的に補助（補助額：1世帯当たり年額24万円） チョウガイ ミサトチョウ イジュウ キギョウ ヒト タイショウ ソウキ ジリツ モクテキ ホジョ ホジョ ガク セタイ ア ネンガク マンエン		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										ＵＩターン者起業支援事業		ＵＩターン者起業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		将来の美郷町を担う起業者の支援を目的として起業コンテストを行い、審査に合格すれば、必要と認められる設備整備資金・運転資金を補助（1事業につき1,000万円を限度） ショウライ ミサトチョウ ニナ キギョウ シャ シエン モクテキ キギョウ オコナ シンサ ゴウカク ヒツヨウ ミト セツビ セイビ シキン ウンテン シキン ホジョ ジギョウ マン エン ゲンド		企画財政課
町づくり係 キカク ザイセイカ マチ カカリ		0855-75-1924				大 ダイ		起業コンテストで1000万円の資金援助 キギョウ マンエン シキン エンジョ				みさとカレッジ起業支援事業		みさとカレッジ起業支援事業

		330001		岡山県		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		仕事		起業・事業・就職		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		津山広域事務組合〔津山市・鏡野町・奈義町・勝央町・美咲町・久米南町〕が設置している無料職業紹介センター。専門の相談員が、希望職種や業務内容、勤務条件等の相談を受けて、仕事の紹介をします。 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ ツヤマシ カガミノチョウ ナギチョウ ショウオウチョウ ミサキ チョウ クメナンチョウ セッチ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ センモン ソウダンイン キボウ ショクシュ ギョウム ナイヨウ キンム ジョウケン トウ ソウダン ウ シゴト ショウカイ		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		0868-24-3633										津山圏域無料職業紹介センター		津山圏域無料職業紹介センター

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業就業奨励金		農林漁業就業奨励金		新たに農林漁業に従事し，年齢が申請年度の４月１日現在で３９歳以下の人に奨励金１０万円を支援します（一度限り）。 ショウレイキン マンエン シエン イチド カギ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		086-426-3425										農林漁業就業奨励金		農林漁業就業奨励金

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		くらしき創業サポートセンター		くらしき創業サポートセンター		創業者・創業希望者に向け，市内の５商工団体と連携し，専門の相談員が対応する窓口を設置し，また年に２回起業塾を開催しています。 ソウギョウシャ ソウギョウ キボウシャ ム		商工課 ショウコウカ		086-426-3405										くらしき創業サポートセンター		くらしき創業サポートセンター

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ		市内の空き店舗等を賃借し、新たに事業を始める場合、その賃借料の１/２（月額４万円が上限）を１年間補助する。 シナイ ア テンポ トウ チンシャク アラ ジギョウ ハジ バアイ チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ジョウゲン ネンカン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-72-6137										空き店舗・空き工場活用事業		空き店舗・空き工場活用事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		仕事		起業・事業・就職		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金		市が指定する空き店舗等において体験、実演又は直売できる店舗を開設する者に対し、補助金を交付する。改装費補助：上限２００万円、家賃補助：36月分以内の家賃の2/3以内で月額３万円。 テンポ モノ ジョウゲン マンエン イナイ		商工観光課		0868-72-6693

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		空き家や空き店舗を改修し、起業する方へ改修費用の4割を補助。【上限200万円】 ア ヤ ア テンポ カイシュウ キギョウ カタ カイシュウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		三次市空店舗出店支援事業補助金		三次市空店舗出店支援事業補助金		空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため，新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し，店舗改修等に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										三次市空店舗出店支援事業補助金		三次市空店舗出店支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		女性・シニア起業支援事業補助金		女性・シニア起業支援事業補助金		女性の社会進出と生涯現役社会の推進による経済の活性化を図るため，新たに市内で起業する女性または50歳以上の新規起業者等に対し，起業に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										女性・シニア起業支援事業補助金		女性・シニア起業支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		農家民宿開業支援事業補助金		農家民宿開業支援事業補助金		農林水畜産業者等が農家民宿を開業するために必要な経費の一部を助成。旅館業及び飲食店の営業許可を受けて開業する場合は100万円，旅館業の営業許可のみを受けて開業する場合は50万円（対象経費の1/2以内） オヨ		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										農家民宿開業支援事業補助金		農家民宿開業支援事業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		庄原市転入定住者起業補助金		庄原市転入定住者起業補助金		移住者が起業する際に補助する制度
審査会を実施し，通過すれば対象経費の3分の1を補助（上限200万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市転入定住者起業補助金		庄原市転入定住者起業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン		市内に居住する若者を雇用した、一定の条件を満たす雇用主に対して奨励金を交付する（雇用１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（雇用奨励金）		若者就業奨励金（雇用奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として家業の後継者となる方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として新たに事業を開始する方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（起業奨励金）		若者就業奨励金（起業奨励金）

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		店舗リフォーム助成事業		店舗リフォーム助成事業		・市内の建設関連業者により，店舗のリフォームを行う工事に対して費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191										店舗リフォーム助成事業		店舗リフォーム助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援施設		起業家支援施設		・新たに事業を開始しようとする人や，新分野への事業展開を目指す人を支援する施設。
・入居者には事業拠点となるスペースを提供し，インキュベーション・マネージャー等が総合的な支援を行う。		環境産業部商工労政課		0829-30-9140 										起業家支援施設		起業家支援施設

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		安芸太田町無料職業紹介所事業		安芸太田町無料職業紹介所事業		毎週木曜日10時から16時まで，役場本庁東館で町内求人・求職情報を面談形式で実施。求人の有無の調査等の情報収集を行い，町ＨＰ等で求人情報及び求職者情報を発信。 オヨ		産業振興課		0826-28-1973										安芸太田町無料職業紹介所事業		安芸太田町無料職業紹介所事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業①		起業化促進事業①		【起業化の促進】施設改修，設備導入等に要する経費1/2以内（補助限度額200万円）
技術取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業①		起業化促進事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業②		起業化促進事業②		【新規開業支援事業補助】宣伝広告（ホームページ開設，チラシ印刷，新聞折込，広告掲載等）に要する経費1/2以内（補助限度額20万円）		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業②		起業化促進事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業③		起業化促進事業③		【空き店舗出店支援事業】店舗の改修に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
家賃の月額の1/2以内（補助額は月5万円まで，年間60万円まで）1年間のみ		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業③		起業化促進事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業①		新分野進出事業①		【創意工夫ビジネス支援事業】施設改修や設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業①		新分野進出事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業②		新分野進出事業②		【新技術・新製品の開発支援事業】研究開発に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業②		新分野進出事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業③		新分野進出事業③		【地域産品開発支援事業補助】商品開発，認証取得，意匠登録等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業③		新分野進出事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		事業継承事業		事業継承事業		【事業継承事業】施設改修，設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
技術の取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										事業継承事業		事業継承事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ活用ビジネス支援事業		ＩＴ活用ビジネス支援事業		【ＩＴ活用ビジネス事業】技術の取得，研修に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）
ＩＴ環境整備に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961										ＩＴ活用ビジネス支援事業		ＩＴ活用ビジネス支援事業

		352047		山口県		萩市 ハギシ		仕事		起業・事業・就職		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド		起業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等、事業所開設に係る設備投資を行う事業に対して補助します。○補助率2分の1以内で補助限度額は50万円 キギョウ モクテキ ジギョウショ チンタイ セツビ ビヒン コウニュウトウ ジギョウショ カイセツ カカ セツビ トウシ オコナ ジギョウ タイ ホジョ ホジョリツ ブン イナイ ホジョ ゲンド ガク マン エン		商工振興・企業誘致推進課 ショウコウ シンコウ キギョウ ユウチ スイシン カ		0838-25-3811										萩市起業化支援助成制度		萩市起業化支援助成制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド		新たに成長性、独創性のある事業内容で創業してから6ヶ月以内の事業者を対象に事業所開設費や販売促進費の50％相当額を補助（50万円が上限、ただし補助対象経費が販売促進費のみの場合は30万円が上限） アラ セイチョウセイ ドクソウセイ ジギョウ ナイヨウ ソウギョウ ゲツ イナイ ジギョウ シャ タイショウ ジギョウショ カイセツ ヒ ハンバイ ソクシン ヒ ソウトウ ガク ホジョ マンエン ジョウゲン ホジョ タイショウ ケイヒ ハンバイ ソクシン ヒ バアイ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市創業支援補助金制度		防府市創業支援補助金制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を借り上げて出店する際に家賃の2分の1以内を最高2年間補助（1年目は5万円/月、2年目は3万円/月が上限）※開店前1年以内に転入してきた事業者は家賃の3分の2以内とし、上限額を１万円ずつ上乗せ ア テンポ カ ア シュッテン サイ ヤチン ブン イナイ サイコウ ネンカン ホジョ カイテンマエ テンニュウ ジギョウシャ ヤチン ブン イナイ ジョウゲン ガク マンエン ウワノ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市空き店舗活用促進事業		防府市空き店舗活用促進事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド		中心市街地で新たに事業所を設置する際に賃借料と改装費用の1/2を補助（50平方ｍ以上は賃借料10万円/月・改装費用20万円/1回限り、100平方ｍ以上は賃借料20万円/月・改装費用50万円/一回限り） チュウシン シガイチ アラ ジギョウショ セッチ サイ チンシャクリョウ カイソウ ヒヨウ ホジョ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン カイ カギ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン イッカイ カギ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市事業所誘致促進補助制度		防府市事業所誘致促進補助制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド		「ふるさとに帰って仕事がしたい」「徳島で働きたい」Ｕ・Ｉターン希望者と「即戦力が欲しい」「人材を確保したい」県内求人企業の登録を受付中。登録すれば県外にいながら最新の就職情報を得ることができる。		とくしまジョブステーション		088-625-3190										Ｕ・Ｉターン就職登録制度		Ｕ・Ｉターン就職登録制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド		過疎市町村の産業振興と活性化を図るため、県外在住で、クリエイティブ事業等を営む事業者が、県内過疎地域に事業所を新設する際、補助金の交付を３年間行い、県外事業者の誘致を推進。 カソ シチョウソン サンギョウ シンコウ カッセイカ ハカ ケンガイ ザイジュウ ジギョウ トウ イトナ ジギョウシャ ケンナイ カソ チイキ ジギョウショ シンセツ サイ ホジョキン コウフ ネンカン オコナ ケンガイ ジギョウシャ ユウチ スイシン		企業支援課 キギョウ シエンカ		088-621-2155										徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		起業・事業・就職		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ		移住希望者に登録をしてもらい、求人情報をメールで提供。 イジュウ キボウシャ トウロク キュウジン ジョウホウ テイキョウ		土佐清水市
地域雇用創造協議会 トサシミズシ チイキ コヨウ ソウゾウ キョウギカイ		0880-83-0232										移住希望者向け求人情報提供		移住希望者向け求人情報提供

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用奨励事業 ジギョウ		新規雇用奨励事業 ジギョウ		工場の新設・増設に伴う新規雇用があった場合に、事業者への奨励金の給付や課税免除を実施します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										新規雇用奨励事業		新規雇用奨励事業

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド		中小企業の施設、設備の設置等に必要な資金の一部を補助（補助対象経費の3分の1以内、最大30万円） チュウショウ キギョウ シセツ セツビ セッチ トウ ヒツヨウ シキン イチブ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイダイ マンエン		農林商工観光課農商工観光連携係 ノウリン ノウショウコウカンコウ		0943-75-4975										商工振興事業補助制度		商工振興事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ		履歴書の書き方・面接の仕方講座、資格取得講座等、再就職に向けた各種講座（託児あり）
他に子育て女性の無料就業相談、母子家庭・父子家庭向けの自立支援教育訓練給付金制度や高等技能訓練促進給付金制度もある。 リレキショ カ カタ メンセツ シカタ コウザ シカク シュトク コウザ トウ サイシュウショク ム カクシュ コウザ ホカ コソダ ジョセイ ムリョウ シュウギョウ ソウダン ボシ カテイ フシ カテイ ム ジリツ シエン キョウイク クンレン キュウフキン セイド コウトウ ギノウ クンレン ソクシン キュウフキン セイド		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガクシュウカ ダンジョ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										子育て女性のための再就職準備講座		子育て女性のための再就職準備講座

		422088		長崎県		松浦市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金		ふるさと就職奨励金		44歳以下の新規転入者が、転入に合わせて転職する場合、市内への長期居住を応援するため、5年間で最大30万円の奨励金を交付		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										ふるさと就職奨励金		ふるさと就職奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン		五島市の地域資源を活用した事業、または新しく人を雇用して行う事業で、これから起業するもしくは、起業後３年以内の方が対象）２年間で最大３００万円助成（１年目2/3、２年目1/3） ゴトウシ チイキ シゲン カツヨウ ジギョウ アタラ ヒト コヨウ オコナ ジギョウ キギョウ キギョウ ゴ ネン イナイ カタ タイショウ ネンカン サイダイ マンエン ジョセイ ネンメ ネンメ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862										起業支援補助金		起業支援補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン		農林漁業民泊に取り組む方で、民泊の開業に伴う営業許可手数料（1/2助成）及び民泊施設の改修工事に係る費用の一部助成（1/2で上限５万円） ノウリン ギョギョウ ミンパク ト ク カタ ミンパク カイギョウ トモナ エイギョウ キョカ テスウリョウ ジョセイ オヨ ミンパク シセツ カイシュウ コウジ カカ ヒヨウ １ブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816										農林漁業体験民宿拡大事業費補助金		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		仕事		起業・事業・就職		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ		町内空き店舗等を賃借して、開業する方に、以下の補助を行います。①賃借料：補助率1/2、限度額25千円/月、期間１年間②改修費補助：補助率1/2、限度額500千円③経営開始補助：定額２００千円 チョウナイ ア テンポ トウ チンシャク カイギョウ カタ イカ ホジョ オコナ チンシャクリョウ ホジョリツ ゲンド ガク セン エン ツキ キカン ネンカン カイシュウヒ ホジョ ケイエイ カイシ ホジョ テイガク センエン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き店舗等活用促進事業		東彼杵町空き店舗等活用促進事業

		430005		熊本県		-		仕事		起業・事業・就職		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										林業就業支援講習		林業就業支援講習		0

		432024		熊本県		八代市		仕事		起業・事業・就職		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ		商店街振興組合等が実施する新規出店者誘致並びに既存店舗の魅力創出推進のための事業※①新規建設費：1/3（限度額200万円）②出店改装費：1/3（限度額200万円）③家賃：1/3（限度額月5万円） ショウテンガイ シンコウ クミアイ ナド シンキ シュッテン シャ ユウチ ナラ キソン テンポ ミリョク ソウシュツ スイシン ジギョウ シンキ ケンセツ ヒ ゲンド ガク マンエン シュッテン カイソウ ヤチン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0965-33-8513										八代市商店街再生事業補助金		八代市商店街再生事業補助金

		433675		熊本県		南関町		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン		町内の空き店舗等を活用（賃貸借）し、新たに商業を営む人
賃借料の1/2（月額2万円を限度）助成期間3年間 チョウナイ ア テンポトウ カツヨウ チンタイシャク アラ ショウギョウ イトナ ヒト チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ゲンド ジョセイ キカン ネンカン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										空き店舗等活用事業助成金		空き店舗等活用事業助成金

		434477		熊本県		山都町		仕事		起業・事業・就職		商店街店舗改修事業補助金		商店街店舗改修事業補助金		商店街にある店舗の改修工事（外装工事を伴う）をしようとする方に改修工事費の一部を補助（借用している店舗１/2補助50万限度、所有している店舗1/3補助３０万限度）します。 ホジョ ゲンド ホジョ ゲンド		商工観光課		0967-72-1158										商店街店舗改修事業補助金		商店街店舗改修事業補助金

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ		・就職、転職のために必要な資格の取得等にかかる経費の一部を補助
する制度。・補助金額：経費の１/２とし、２万円以上、１０万円以下。 シュウショク テンショク ヒツヨウ シカク シュトク トウ ケイヒ イチブ ホジョ セイド ホジョ キンガク ケイヒ マンエン イジョウ マンエン イカ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7200										あさぎり町元気支援研修費補助事業		あさぎり町元気支援研修費補助事業

		442020		大分県		別府市 ベップシ		仕事		起業・事業・就職		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド		市内において開業を目指す創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う。 シナイ カイギョウ メザ ソウギョウシャ タイ カイギョウ シキン ユウシ エンカツカ ハカ チュウショウ キギョウ シンコウ イクセイ ハカ モクテキ ユウシ オコナ		商工課 ショウコウカ		0977‐21‐1132										中小企業開業資金融資等		中小企業開業資金融資等

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業		空き店舗活用事業		まちづくりの趣旨に沿って､商店街で空き店舗を借りて起業される場合に､家賃や内装改修の一部を支援します｡また、外観修景の支援もあります。		商工観光課		0978-22-3100										空き店舗活用事業		空き店舗活用事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		市内企業の求人情報サイト		市内企業の求人情報サイト		メールアドレスを登録されると市内の求人情報をメールで無料配信します。
hotnavi@star7.jpに空メールをお送りください。		商工観光課		0978-22-3100										市内企業の求人情報サイト		市内企業の求人情報サイト

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		企業合同就職説明会 カイ		企業合同就職説明会 カイ		求職者と市内へのＵＪＩターン希望者に対して、市内企業合同の就職説明会を毎年開催しています。		商工観光課		0978-22-3100										企業合同就職説明会		企業合同就職説明会

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		豊後高田市就職応援企業ガイドブック		豊後高田市就職応援企業ガイドブック		若者や女性、移住者等の雇用の相談、応援をしていただける企業のガイドブックを商工観光課等で配布いたします。		商工観光課		0978-22-3100										豊後高田市就職応援企業ガイドブック		豊後高田市就職応援企業ガイドブック

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		開業資金（融資）		開業資金（融資）		開業しやすい環境をづくりのため、自己資金なしの低利融資を利用できます。		商工観光課		0978-22-3100										開業資金（融資）		開業資金（融資）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		起業チャレンジ若者支援事業		起業チャレンジ若者支援事業		45歳以下の若者が、市内で新たに開業する場合、開業に必要な費用の一部を助成します。（上限50万円、補助率1/2）		商工観光課		0978-22-3100

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		ふるさとハローワーク		ふるさとハローワーク		ハローワークと連携して、求人・求職の相談、紹介を行っています。		商工観光課		0978-22-3100										ふるさとハローワーク		ふるさとハローワーク

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター		シルバー人材センター		高年齢者が生きがいをもち、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供しています。		商工観光課		0978-22-3100										シルバー人材センター		シルバー人材センター

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		工業団地		工業団地		市内には４つの工業団地があります。
精密機器、自動車関連等の多様な企業が進出・立地し、地域での大きな雇用の受け皿となっています。		商工観光課		0978-22-3100										工業団地		工業団地

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		起業・事業・就職		USA・UIターン雇用拡大推進事業		USA・UIターン雇用拡大推進事業		UIターン者向けの雇用・企業情報を収集し、希望者に提供します。		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0978-32-1111										USA・UIターン雇用拡大推進事業		USA・UIターン雇用拡大推進事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		仕事		起業・事業・就職		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン		学業終了後新たに、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、村内に定住する者に３万円支給する ガクギョウ シュウリョウゴ アラ コウキョウダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウシャ シュウギョウ ソンナイ テイジュウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										就業奨励金		就業奨励金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ		中心商店街の空き店舗の解消を図ることにより、地域のにぎわいづくりへの貢献、住民の方の生活の質の向上に資することを目的として、新たに出店する事業者に対し必要な資金の一部を助成 ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-73-3158										空き店舗助成事業		空き店舗助成事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター ジンザイ		シルバー人材センター ジンザイ		高年齢者が、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-75-9620										シルバー人材センター		シルバー人材センター

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		仕事 シゴト		起業・事業・就職		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		空き店舗に出店する事業者への助成を行う。（１）店舗改装費・・当該改装費の2分の１又は50万円のいずれか低い額（２）家賃・・出店者が借受けた店舗の家賃の1/2又は5万円いずれか低い額 オコナ シュツ		日向商工会議所 ヒュウガ ショウコウ カイギショ		0982-52-5131										日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		起業・事業・就職		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド		高校生以上の就学者で学校等を卒業後２年以内の研修を受けたあと，直ちに農業又は漁業に５年以上従事する者※月額４万１千円を上限とする奨学金の支給（貸与期間は在学期間中，毎年度更新する。） コウコウセイ イジョウ シュウガクシャ ガッコウ トウ ソツギョウゴ ネン イナイ ケンシュウ ウ タダ ノウギョウ マタ ギョギョウ ネンイジョウ ジュウジ モノ ゲツガク マン センエン ジョウゲン ショウガクキン シキュウ タイヨ キカン ザイガク キカンチュウ マイネンド コウシン		農政課
水産商工課 ノウセイ カ スイサン ショウコウカ		0993-72-1111										産業後継者育成奨学金制度		産業後継者育成奨学金制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		宜野湾市内の空き店舗に入居する者に対し、家賃の半額（上限5万円）、最長6ヶ月間を補助する。		商工農水課 ショウコウ ノウスイ カ		(098)893-4411 										空き店舗対策事業		空き店舗対策事業

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン		営農に直接必要となる機械、施設等の設備投資費用の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限300万円（5年間累計）		農政部
農政課		0166-25-7417										営農開始支援補助金		営農開始支援補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン		営農に直接必要となる農地、機械、施設等の賃借料の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限20万円/年		農政部
農政課		0166-25-7417										農場等リース事業補助金		農場等リース事業補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン		農地を取得する際の資金を低金利で融資：5年間無利息(6年目～1.60％)、償還期限15年間、上限1,800万円		農政部
農政課		0166-25-7417										農地等取得資金		農地等取得資金

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		新規参入就農支援事業		新規参入就農支援事業		北海道就農計画認定制度に基づく認定を受け、２年間の農業研修を終え、北見市内で農地を確保して就農し、年齢が２０歳以上４６歳未満の方を対象に、経営を開始したときから、毎月５万円を２４ヶ月間を限度に補助。		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										新規参入就農支援事業		新規参入就農支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農地借上支援事業		経営開始農地借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農地の借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										経営開始農地借上支援事業		経営開始農地借上支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農業施設借上支援事業		経営開始農業施設借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し、借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										経営開始農業施設借上支援事業		経営開始農業施設借上支援事業

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		経営開始から5年以内に借り入れた融資に関する債務保証料及び取得した農地等に係る固定資産税相当額を助成。 ケイエイ カイシ ネン イナイ カ イ ユウシ カン サイム ホショウ リョウ オヨ シュトク ノウチトウ カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ジョセイ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)										農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農家子弟及び他産業からの新規就農者に対し、1万円相当のギフトセットを贈る（網走市農政推進協議会事業）。 ノウカ シテイ オヨ タ サンギョウ シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ソウトウ オク アバシリシ ノウセイ スイシン キョウギカイ ジギョウ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)										農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012122		北海道		留萌市 ルモイシ		仕事		農林水産業		留萌市新規就農者支援事業		留萌市新規就農者支援事業		経営責任者の年齢が概ね22歳以上55歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する耕作面積２ｈａ以上の経営計画を有する方が市内において新たに農業を営む場合、必要な支援を行います。 カタ オコナ		地域振興部農林水産課 チイキ シンコウ ブ ノウリン スイサンカ		0164-42-1837										留萌市新規就農者支援事業		留萌市新規就農者支援事業

		012165		北海道		芦別市		仕事		農林水産業		新規就農者支援制度		新規就農者支援制度		農業をしたい方が、準備不足などの理由から挫折しないよう、就農相談、農業体験実習、営農実習などを行う。		経済建設部農林課農政係		0124-22-2111										新規就農者支援制度		新規就農者支援制度

		012203		北海道		士別市 シベツシ		仕事		農林水産業		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン		農業の新規就農を目指す方への支援。 ノウギョウ シンキ シュウノウ メザ カタ シエン		経済部農業振興課 ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0165-23-3121										新規就農支援		新規就農支援

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ		新規就農に向けた研修期間中の２年間を対象に住宅費を助成（家賃の１/２、上限２万円） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン チュウ ネンカン タイショウ ジュウタクヒ ジョセイ ヤチン ジョウゲン マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ		新規就農に向けた自主的な研修活動費を助成（月額４万円、研修期間の２年間を対象） シンキ シュウノウ ム ジシュテキ ケンシュウ カツドウ ヒ ジョセイ ゲツガク マンエン ケンシュウ キカン ネンカン タイショウ		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド		就農後に基準を満たす対象者の営農への支援。設備等（農地賃貸借料含む）の取得費１/２を助成（就農後３年以内、限度額３００万円） シュウノウ ゴ キジュン ミ タイショウシャ エイノウ シエン セツビ トウ ノウチ チンタイシャク リョウ フク シュトク ヒ ジョセイ シュウノウ ゴ ネン イナイ ゲンド ガク マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										就農後の営農支援制度		就農後の営農支援制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		新規就農者支援事業		農地の賃借や農業機械や資材の購入に対し、助成金を交付する。①農地の年間賃借料（2分の1以内（限度額5万円）、5年分）②農業用機械、施設又は資材の購入経費（100分の30以内（限度額90万円））		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカリ		0125-54-2121										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ		農業後継者等の育成を目的として、農業技術習得などの研修費等の一部を補助します。 モクテキ イチブ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										農業後継者等育成事業		農業後継者等育成事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者に、就農年度から3年度の期間、農地賃借料の1/2（年間上限25万円）を助成します。 シナイ キョジュウ シナイ ノウギョウ ジュウジ ニンテイ シュウノウ シャ シュウノウ ネンド ネンド キカン ノウチ チンシャク リョウ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										新規就農経営安定支援事業		新規就農経営安定支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者で就農年度の翌年度から起算して3年を経過した方に、2年間対象経費の1/3（年間上限30万円）を助成します。 シュウノウ ネンド ヨクネン ド キサン ネン ケイカ カタ ネンカン タイショウ ケイヒ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										新規就農者支援金交付事業		新規就農者支援金交付事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		農林業担い手養成事業		農林業担い手養成事業		【農林業への就業支援】 農林業を新規に営む方への支援		農林課		0139-47-3002										農林業担い手養成事業		農林業担い手養成事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		水産業担い手支援事業		水産業担い手支援事業		【水産業への就業支援】 水産業を新規に営む方への支援		水産商工課		0139-47-3004										水産業担い手支援事業		水産業担い手支援事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ		新たに農業経営を開始する農業者に対し、営農開始時に必要な資金を貸付する。１人１回限り、２００万円を上限、無利子、５年均等償還 アラ ノウギョウ ケイエイ カイシ ノウギョウシャ タイ エイノウ カイシ ジ ヒツヨウ シキン カシツケ ヒトリ カイ カギ マンエン ジョウゲン ムリシ ネン キントウ ショウカン		農林課 ノウリンカ		0137-62-2111										新規就農支援資金貸付事業		新規就農支援資金貸付事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン		本町に定住する新規就農者で、農地法又は農業経営基盤強化法に基づき農地を取得し、又は農地の使用収益権を有している方へ２４万円の商品券を交付 カタ マンエン ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ		本町に定住し、かつ、卒業後において本町で農業に就業するため、北海道農業大学校等に入学した方へ年額２４万円を助成する。ただし、助成する対象年限はその大学校等の修学年限以内とする。 カタ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		農林水産業		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド		新規就農認定者の就農開始時に必要となる各種資金について、100万円を上限に融資（１回限り） シンキ シュウノウ ニンテイシャ シュウノウ カイシ ジ ヒツヨウ カクシュ シキン マンエン ジョウゲン ユウシ カイ カギ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121										新規就農資金貸付金制度		新規就農資金貸付金制度

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド		余市町に就農を希望する者に対し研修期間の家賃を助成（1/2以内、上限1万円/月）。		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0135-21-2123										新規就農者研修農業研修家賃助成制度		新規就農者研修農業研修家賃助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		仕事		農林水産業		農業後継者関連各種祝金		農業後継者関連各種祝金		本町にて新規に農業を開始する者及び後継者として農業に従事する者（就農祝い金）に5万円、本町にて農業に従事する（している）者が結婚した場合（結婚祝い金）として５万を助成。 マンエン バアイ ジョセイ		農政課農政グループ		0164-32-2411										農業後継者関連各種祝金		農業後継者関連各種祝金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ		20～46歳未満の新規農業経営者。・家賃50％2万円以内、3年間、・農地取得25％100万円以内、・農地賃貸料50％50万円以内、5年間、・3年間固定資産税補助、・2年間就農奨励金120万円/年 サイ ミマン シンキ ノウギョウ ケイエイ シャ ヤチン マンエン イナイ ネン カン ノウチ シュトク マンエン イナイ ノウチ チンタイリョウ マンエン イナイ ネン カン ネンカン コテイ シサン ゼイ ネンカン シュウノウ ショウレイキン マンエン ネン		産業課農政係 サンギョウ カ ノウセイ カカリ		0167-52-2178										新規就農者等育成事業		新規就農者等育成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ		就農から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円) シュウノウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(就農奨励補助)		新規就農対策事業(就農奨励補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ		就農後10年以内の農業者が農地を取得する費用の一部を補助。①購入：田15,000円/10ａ、畑5,000円/10ａを補助②賃貸：賃借料の1/2を補助(5年間) シュウノウ ゴ ネンイナイ ノウギョウシャ ノウチ シュトク ヒヨウ イチブ ホジョ コウニュウ タ エン ハタケ エン ホジョ チンタイ チンシャクリョウ ホジョ ネンカン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ		新規就農者の研修を受け入れる農家等に月額3万円を補助(2年以内) シンキ シュウノウシャ ケンシュウ ウ イ ノウカ トウ ゲツガク マンエン ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(受入農家支援補助)		新規就農対策事業(受入農家支援補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ		研修中の新規就農者に対し、家賃及び上下水道料の基本料金を全額補助(2年以内) ケンシュウチュウ シンキ シュウノウシャ タイ ヤチン オヨ ジョウゲスイドウ キホン リョウキン ゼンガク ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(生活支援補助)		新規就農対策事業(生活支援補助)

		014702		北海道		音威子府村		仕事		農林水産業		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ		概ね20歳から50歳までの同居の親族がいる新規就農者に対し、農地等賃借料の半額を５年間、農地等固定資産税相当額を３年間、借入資金償還利息分を５０万円以内で最大５年間補助。 オオム サイ サイ ドウキョ シンゾク シンキ シュウノウ シャ タイ ノウチ トウ チンシャクリョウ ハンガク ネンカン ノウチ トウ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン カリイレ シキン ショウカン リソクブン マンエン イナイ サイダイ ネンカン ホジョ		経済課産業振興室 ケイザイ カ サンギョウ シンコウ シツ		01656-5-3313										音威子府村新規就農者等に関する条例		音威子府村新規就農者等に関する条例

		014818		北海道		増毛町		仕事		農林水産業		増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町の区域内において、新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する方に対し、特別な措置を行います。		経済課農林係		0164-53-1117										増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町新規就農者招致特別措置事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		仕事		農林水産業		新規就農者誘致促進事業		新規就農者誘致促進事業		遠軽町で新たに農業を営む方（後継者は対象外）に助成を行います。（就農前２年間研修必要）
新規就農奨励金１８０万円、農地賃借料助成年間賃借料の１／２以内２０万円を限度に１０年間 カタ ジョセイ オコナ		経済部　農政林務課 農政係		0158-42-4819										新規就農者誘致促進事業		新規就農者誘致促進事業

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		仕事		農林水産業		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド		新たに農業を営む方及び農業経営を継承する方に対し研修期間中の生活資金の貸し付け、就農時の農地取得、施設・購入に対する助成 アラ ノウギョウ イトナ カタ オヨ ノウギョウ ケイエイ ケイショウ カタ タイ ケンシュウ キカンチュウ セイカツ シキン カ ツ シュウノウジ ノウチ シュトク シセツ コウニュウ タイ ジョセイ		経済環境課 ケイザイ カンキョウカ		0142-66-2121										就農者支援制度		就農者支援制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ		農業支援員として最長３年間農業研修を実施し、その間の住宅料や備品等を一部補助する ノウギョウ シエンイン サイチョウ ネンカン ノウギョウ ケンシュウ ジッシ カン ジュウタク リョウ ビヒン トウ イチブ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（住宅補助）		新規就農支援制度（住宅補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ		農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費等の実費補助 ノウギョウ ダイガク コウ トウ ケンシュウ ヒツヨウ ジュコウリョウ キョウザイ ヒ トウ ジッピ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（教育研修補助）		新規就農支援制度（教育研修補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ		就農施設整備費補助農地・施設・機械の取得に要する経費の２分の１を補助（５００万円限度） シュウノウ シセツ セイビヒ ホジョ ノウチ シセツ キカイ シュトク ヨウ ケイヒ ブン ホジョ マンエン ゲンド		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		15歳以上40歳未満の新規就農者に就農研修期間中、月額8万円を補助 サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		就農研修終了後、15歳以上～40歳未満の新規就農者に対し100万円を補助 シュウノウ ケンシュウ シュウリョウゴ サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		新規就農者に対し、就農開始年度の翌年から3年間必要な農業経費の1/2を補助（上限100万円） シンキ シュウノウ シャ タイ シュウノウ カイシ ネンド ヨクネン ネンカン ヒツヨウ ノウギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ		漁業後継者、漁業希望者、新規就漁者に対して条件により補助 ギョギョウ コウケイシャ ギョギョウ キボウシャ シンキ ツケル リョウ シャ タイ ジョウケン ホジョ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		0146-26-9014										漁業担い手等支援事業補助		漁業担い手等支援事業補助

		016101		北海道		新ひだか町		仕事		農林水産業		新規就農支援制度		新規就農支援制度		新規就農を目指す者で３ヵ月以内の農業体験実習を行う者に対し、日額3000円（住み込みの場合1500円）の手当、２年以内の就農研修を行う場合、日当6,000円の支給等。 イナイ		農林水産部　　農政課		0146-33-2111										新規就農支援制度		新規就農支援制度

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援		農業体験：18～35歳の女性限定、原則３カ月以上、最低賃金以上、住込みまたは通勤宿泊施設利用可能		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)										農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援		農業従業員：18～35歳、原則３カ月以上、月額160,000円、住込み		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)										農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		新規就農希望者と、現在営農しているが「後継者がいない」などの経営移譲希望者の意向を聞き取りし、希望に合致する者同士を地域への周知等をした上で紹介		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)										農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		農家子弟の独立等、農家内からの新規就農希望者、農家外・町外からの新規就農希望者の農業の担い手に対し、36カ月以内に限り月額8万円を助成		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)										担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）

		016390		北海道		更別村		仕事		農林水産業		更別村新規就農者受入特別措置		更別村新規就農者受入特別措置		おおむね２０歳以上４０歳以下で配偶者を有し、畑作・酪農ともに本村の平均規模以上の経営基盤が確保できる者に対し、奨励金を交付。		産業課		0155-52-2115										更別村新規就農者受入特別措置		更別村新規就農者受入特別措置

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン		実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励金として、月額15万円（2年以内）を交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273										新規就農志向者営農実習奨励金		新規就農志向者営農実習奨励金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン		農業経営開始に必要な出資金等、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額200万円を上限（経営開始から３年間）に交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273										新規就農者経営開始奨励金		新規就農者経営開始奨励金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		○新規就農奨励金の交付(リースの場合：リース料の50%、経営継承事業利用の場合：継承資産額の25%)○農業関連資産に係る固定資産税相当額○農業関係制度資金に係る借入利息の2.5％以内各5年間助成 カカ カク ネンカン ジョセイ		農林課 ノウリン カ		015-485-2111										新規就農支援制度		新規就農支援制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		農林水産業		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン		新規就農者に対し、経営安定支援金として100万円を２年間支給。また、公社営農場リース事業等の賃貸料の1/2を５年間補助。 シンキ シュウノウ シャ タイ ケイエイ アンテイ シエンキン マンエン ネンカン シキュウ コウシャ エイ ノウジョウ ジギョウ トウ チンタイリョウ ネンカン ホジョ		産業振興課
農政係 サンギョウ シンコウ カ ノウセイ カカリ		0154-64-2114										新規就農者対策補助金		新規就農者対策補助金

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		農林水産業		新規就農者定着化支援事業		新規就農者定着化支援事業		本市に住所を有する認定就農者（農業に新規参入した者に限る）に対して、就農時に3年以上の賃貸借による農地の利用権設定をした場合に、農地の賃借料を3年間支援（最大60千円）します。 タイ		農業政策課		0172-62-1156										新規就農者定着化支援事業		新規就農者定着化支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン		弘前市に在住し、営農開始からおおむね2年以内の認定就農者である方に対し、農地の賃借料を補助。ただし、3年以上の農地の賃貸借契約をする場合に限るものとする。 ヒロサキシ ザイジュウ エイノウ カイシ ネン イナイ ニンテイ シュウノウ シャ カタ タイ ノウチ チンシャクリョウ ホジョ ネンイジョウ ノウチ チンタイシャク ケイヤク バアイ カギ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102										新規就農者営農開始支援事業費補助金		新規就農者営農開始支援事業費補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		八戸市担い手総合支援事業		八戸市担い手総合支援事業		担い手育成総合支援協議会の開催、認定農業者に対する補助事業等の関連情報提供活動の実施、認定農業者制度の周知活動の実施等		農業経営振興センター		0178-27-9163										八戸市担い手総合支援事業		八戸市担い手総合支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		企業等農業参入支援事業		企業等農業参入支援事業		企業等の農業参入を支援するため、各種制度、農作物生産技術等に関する「法人経営総合窓口」を設置		農業経営振興センター		0178-27-9163										企業等農業参入支援事業		企業等農業参入支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		農林水産業		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ		15歳～35歳までの研修生を受け入れる認定農業者及び農業法人、加工団体等を対象とし、農業体験研修生の受入経費の補助。（補助率80％で研修生1人当たり複数年で30日間まで）		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0173-35-2111
(内線2512･2513)										明日の農業者育成事業		明日の農業者育成事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		農業機械・施設導入等事業		農業機械・施設導入等事業		①国・県の補助事業で対象となっていない機械・施設導入・更新経費確定額の4分の1以内（限度額100万円）②(同）農業に関連資格取得経費（除・更新）・組織活動費の確定額の2分の1以内（限度額20万）を助成 コウシン ドウ カンレン ノゾ		農林水産課		0173-42-2111										農業機械・施設導入等事業		農業機械・施設導入等事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		堆肥等利用促進土づくり対策事業		堆肥等利用促進土づくり対策事業		つがる市農業振興地域内の農用地区域内に水稲、畑作物、野菜、花き、果樹等が作付されている農地に地力増進を図るため投入した堆肥・粉炭購入費の確定額の2分の1以内（限度額10万円）を助成		農林水産課		0173-42-2111										堆肥等利用促進土づくり対策事業		堆肥等利用促進土づくり対策事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（就農奨励金）		新規就農支援事業（就農奨励金）		就農から1年を経過する毎に10万円を交付（3年間）。条件：①市内に住所を有し、市内で継続して就農する者②県の就農認定を受けた45歳以下の者。 ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農支援事業（就農奨励金）		新規就農支援事業（就農奨励金）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（農地賃借料補助）		新規就農支援事業（農地賃借料補助）		農地賃借料を補助。補助単価は、田：13,000円/10a、畑：5,000円/10a50aまで。条件：①市内に住所を有し市内で継続就農する者②)県の就農認定を受けた45歳以下の者(3)就農2年以内の者 ノウチ ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農支援事業（農地賃借料補助）		新規就農支援事業（農地賃借料補助）

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ		新規就農者に対する12ヶ月分の家賃補助※要件有り
○交付額:月額4万円上限×1/2		経済課 
		0172-73-2111(代表)										新規就農者住宅賃貸借料補助		新規就農者住宅賃貸借料補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ		新規就農者が対象となる有利子農業制度資金の利子補助※要件有り
○補助率:借入金の1.0％相当額		経済課 
		0172-73-2111(代表)										新規就農者農業制度資金利子補給補助		新規就農者農業制度資金利子補給補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		新規就農した方に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間150万円給付※要件有り
○支援期間:最長5年間○支援額:年間最大150万円、夫婦ともに就農する場合は、1.5人分（225万円）給付		経済課 
		0172-73-2111(代表)										青年就農給付金		青年就農給付金

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		仕事		農林水産業		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン		（条件）町内に住所を有し居住する農業者（農業に新規参入される方も含む）
（内容）先進技術や新規品目の栽培技術の習得に係る研修費等として、1件あたり15万円を上限に助成。 ジョウケン ナイヨウ シュウトク ジョセイ		産業振興課		0179-20-7115										農業先進技術チャレンジ支援事業		農業先進技術チャレンジ支援事業		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		専ら農業で生計維持を目的に町内にUJIターン等をした者へ助成金を最大3年間交付①後継者対策型：15歳以上～48歳(町内出身者は60歳)未満→3万円／月②定住促進型は15歳以上65歳未満の者→2万円／月 ジョセイキン ガタ イジョウ		農林課 ノウリンカ		0178-76-2308										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ		新規就農者及び農業後継者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 シンキ シュウノウ シャ オヨ ノウギョウ コウケイシャ タイショウ ゲツガク ０００エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン ０００エン ジュウタク ヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就農希望者研修事業		新規就農希望者研修事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		農業で生計を維持することを目的に就農する新規就農者を対象に、機械整備等に要する経費の2/3以内で上限100万円を助成。 ノウギョウ セイケイ イジ モクテキ シュウノウ シンキ シュウノウ シャ タイショウ キカイ セイビ トウ ヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、住宅費家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ タイショウ ゲツガク エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ジュウタクヒ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン エン ジュウタクヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就業希望者研修支援事業		新規就業希望者研修支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者で、国、県等の研修機関で生産技術及び経営管理等の研修を行う方を対象に、研修受講料及び交通費上限年間50万円助成。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ クニ ケン トウ ケンシュウ キカン セイサン ギジュツ オヨ ケイエイ カンリ トウ ケンシュウ オコナ カタ タイショウ ケンシュウ ジュコウリョウ オヨ コウツウヒ ジョウゲン ネンカン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										林業技術研修受講支援事業		林業技術研修受講支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		農林水産業		(株)一戸夢ファーム		(株)一戸夢ファーム		新規就農希望者や農業後継者のための研修機関。・43歳以下で、一戸町内に就農する方・指定した研修内容に従っていただける方・青年就農給付金（準備型）年150万円や一戸町の支援を受けることができる		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111										(株)一戸夢ファーム		(株)一戸夢ファーム

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		農林水産業		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ		新規に農業経営及び技術を習得するために、認定農業者、農業法人等の経営体や、農業試験研究機関等が実施する研修を受ける方で、研修終了後に栗原市内で就農する方に、研修に係る費用を助成。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0228-22-1135										くりはらの担い手育成事業		くりはらの担い手育成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン		就農希望者に対し、営農プランの作成や、営農技術の指導、農地・機械施設等の営農基盤の整備、更には住居等の生活面までを総合的に支援する。 シュウノウ キボウシャ タイ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116										就農定着支援チーム		就農定着支援チーム

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ		対象を野菜・花きに特定し、生産から販売までの実践的な研修を２年間実施。就農予定時の年齢が原則４５歳未満で園芸（野菜、花き）の経営を志し、研修終了後１年以内に本市での独立・自営就農、雇用就農が確実な者。 タイショウ ヤサイ カ トクテイ セイサン ハンバイ ジッセンテキ ケンシュウ ネンカン ジッシ シュウノウ ヨテイ ジ ネンレイ ゲンソク サイ ミマン エンゲイ ヤサイ カ ケイエイ ココロザ ケンシュウ シュウリョウゴ ネン イナイ ホンシ ドクリツ ジエイ シュウノウ コヨウ シュウノウ カクジツ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)										新規就農研修（平成２７年４月から）		新規就農研修（平成２７年４月から）

		053279		秋田県		上小阿仁村		仕事		農林水産業		農業後継者育成技術習得研修事業		農業後継者育成技術習得研修事業		新規就農者及び既就農者が畑作営農に必要な知識や生産技術を習得する為、村野外生産試作センターで研修を行う。（上小阿仁村に居住する５０歳未満の者）・月額１２０，０００円を支給・研修期間は３年以内。 タメ		産業課		0186-77-2223										農業後継者育成技術習得研修事業		農業後継者育成技術習得研修事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		農林水産業		新規就農定着促進事業		新規就農定着促進事業		月家賃１／２又は２万円のいずれか低い額を上限に助成（３年）。施設取得費の１％内で助成（３年）。年間１０ａあたりの契約賃借料と町参考賃借料の差額の１／２又は１万円のいずれか低い額で当該借入面積の額を助成 ツキ マタ マン ジョセイ ジョセイ マン ジョセイ		農林振興課農地管理室		0238-87-0524										新規就農定着促進事業		新規就農定着促進事業

		064289		山形県		庄内町		仕事		農林水産業		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン		研修後も町で施設園芸農業に取り組む方を対象に、町の施設園芸農家で1年間週20～40時間の作業を手伝いながら、知識や技術を習得。研修期間中は、月額5万円の補助の他、扶養加算や家賃加算の措置あり。 ケンシュウ ゴ マチ シセツ エンゲイ ノウギョウ ト ク カタ タイショウ マチ シセツ エンゲイ ノウカ ネン カン シュウ ジカン サギョウ テツダ チシキ ギジュツ シュウトク ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ ホカ フヨウ カサン ヤチン カサン ソチ		 農林課
 農産係 ノウリンカ ノウサン カカリ		0234-42-0169										園芸農業実践研修支援事業補助金		園芸農業実践研修支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ		経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に、経営開始型の給付金を給付。一人当たり年間150万円（最長5年間） ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ガタ キュウフキン キュウフ ヒトリ ア ネンカン マンエン サイチョウ ネン カン		産業課 サンギョウカ		0234-72-5882										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		仕事		農林水産業		就農希望者の研修受入		就農希望者の研修受入		今後、市内での就農を検討している方が、農業研修を希望する際に、その受入先として市認定農業者や先進的取り組みを行っている農業者を紹介する。 コンゴ シナイ シュウノウ ケントウ ホウ ノウギョウ ケンシュウ キボウ サイ ウケイレ サキ シ ニンテイ ノウギョウシャ センシンテキ ト ク オコナ ノウギョウシャ ショウカイ		市農政課		0242-39-1253										就農希望者の研修受入		就農希望者の研修受入

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン		独立して農業を開始する方に対して，経営が安定するまでの間，生活費相当額の青年就農給付金（経営開始型）を給付する。給付額：150万円/年（最長5年間） ドクリツ ノウギョウ カイシ カタ タイ ケイエイ アンテイ アイダ セイカツヒ ソウトウ ガク セイネン シュウノウ キュウフキン ケイエイ カイシ ガタ キュウフ キュウフガク マンエン ネン サイチョウ ネンカン		農業政策課 ノウギョウ セイサクカ		029-240-7118										新規就農者対策事業（新規就農者給付金）		新規就農者対策事業（新規就農者給付金）

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン		市内に居住し、農業に従事していない方を対象に年額５，０００円、最長３年間農地を貸し出す。ただし、区画に空きがない場合には募集なし シナイ キョジュウ ノウギョウ ジュウジ カタ タイショウ ネンガク エン サイチョウ ネンカン ノウチ カ ダ クカク ア バアイ ボシュウ		新里支所地域振興整備課 　産業振興係 ニイサト シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-74-2217										貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		ワーキングホリデー		ワーキングホリデー		農家生活を体験したい方を対象にぶどう、そば、シクラメンなどの農作業および栽培体験ができる ノウカ セイカツ タイケン カタ タイショウ ノウサギョウ サイバイ タイケン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										ワーキングホリデー		ワーキングホリデー

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		独立・自営就農時の年齢が45歳未満の農業経営に強い意志を持っている新規就農者に最長5年間、年間150万円の給付金が支給される制度の相談受付など ドクリツ ジエイ シュウノウ ジ ネンレイ サイミマン ノウギョウ ケイエイ ツヨ イシ モ シンキ シュウノウ シャ サイチョウ ネンカン ネンカン マンエン キュウフキン シキュウ セイド ソウダン ウケツケ		農業振興課　　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0277-46-1111(内線567)										新規就農者支援		新規就農者支援

		124419		千葉県		大多喜町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン		４５歳未満の新規就農者を対象に、１人あたり年間１５０万円を最長５年間給付。夫婦で共同経営の場合は２２５万円給付 サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイショウ ニン ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ フウフ キョウドウ ケイエイ バアイ マンエン キュウフ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0470-82-2176										青年就農給付金		青年就農給付金

		152226		新潟県		上越市		仕事		農林水産業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		全国農業会議所が実施する「農の雇用事業」により農業法人等で実践的な研修を受ける新規就業者を対象に、月額上限3万円×最長12カ月の助成金を交付します。		農林水産部 農業振興課 ノウリン スイサン ブ ノウギョウ シンコウカ		025-526-5111										上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業

		162027		富山県		高岡市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業		青年就農給付金事業		新規就農者の経営が安定するまでの最長5年間、年間150万円の給付を受けることができます。		産業振興部農業水産課		0766-20-1308										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		農林水産業		就農研修支援		就農研修支援		研修資金を借り受けて長期研修を実施し、研修終了後南砺市で就農する人を対象に、借り受けた研修資金の償還助成をおこなう。		産業経済部
農政課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2016										就農研修支援		就農研修支援

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業研修者支援事業		就業研修者支援事業		市内に住所を有し、富山県農林水産公社または富山県西部森林組合が行う農業、林業、漁業の体験研修の参加費用について助成。 シナイ ジュウショ ユウ トヤマケン ノウリン スイサン コウシャ トヤマケン セイブ シンリン クミアイ オコナ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイケン ケンシュウ サンカ ヒヨウ ジョセイ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959										就業研修者支援事業		就業研修者支援事業

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業者居住支援事業
		就業者居住支援事業
		就業研修者支援を受けた方で、農林漁業で生計を維持することを目的に新たに市内の事業等に就職した方を対象に、一月一万円（最大12ケ月）支給。 ウ カタ ノウリン ギョギョウ セイケイ イジ モクテキ アラ シナイ ジギョウ トウ シュウショク カタ タイショウ ヒトツキ イチマンエン サイダイ ゲツ シキュウ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959										就業者居住支援事業
		就業者居住支援事業


		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		農林水産業		新規就農者確保対策事業		新規就農者確保対策事業		新規就農者で市内の定住促進住宅への入居者に対し、最高月1万5千円を助成。 タイ サイコウ ジョセイ		産業部
農林課 サンギョウ ブ ノウリン カ		0767-53-8422										新規就農者確保対策事業		新規就農者確保対策事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		農林水産業		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		市民又は市内の法人に以下の事業費を助成（上限50万円／年で最長2年間）
(1)世界農業遺産の利活用（経費の2/3以内）
(2)里山里海環境等の保全継承のための活動（経費の10/10以内）		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		新規就農相談		新規就農相談		農業委員会が窓口となり農地などの相談に対応。 タイオウ		農林商工課
農地担当
 ノウチ		0553-22-1111										新規就農相談		新規就農相談

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		農業担い手支援資金		農業担い手支援資金		農機具などの整備に必要な資金の貸付や利子補給（新たに農業経営を始める年齢２０歳から６５歳までの者で、農業をもって生計を営む者の場合、償還利子のうち年利率０．２１％）。 モノ バアイ		農林商工課
農地担当
 ノウチ		0553-22-1111										農業担い手支援資金		農業担い手支援資金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ		新たに農業をはじめる方に対して、住居助成として最大２年間、１世帯あたり月額30,000円以内の助成金を交付する。 アラタ ノウギョウ カタ タイ ジュウキョ ジョセイ サイダイ ネンカン セタイ ゲツガク エン イナイ ジョセイキン コウフ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)										新規就農者住居助成事業		新規就農者住居助成事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド		遊休農地等を有効活用するため、荒廃した農地を再利用し、農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援
※賃借権を新規に設定した遊休農地10ａ当たり2万円、賃借権を新規に設定した荒廃農地10ａ当たり5万円等 ユウキュウ ノウチ トウ ユウコウ カツヨウ コウハイ ノウチ サイリヨウ ノウギョウ ケイエイ キボ カクダイ メザ ノウギョウシャ シエン チンシャクケン シンキ セッテイ ユウキュウ ノウチ ア マン エン チンシャクケン シンキ セッテイ コウハイ ノウチ ア マン エン トウ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)										遊休農地等利用促進補助金制度		遊休農地等利用促進補助金制度

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		農林水産業		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン		市内で新規就農する山梨県認定就農者に対して、2年間を限度とし助成金を支給します。生活支援…月額5万円、住居助成…月額3万円。 シナイ シンキ シュウノウ ヤマナシケン ニンテイ シュウノウ シャ タイ ネンカン ゲンド ジョセイキン シキュウ セイカツ シエン ゲツガク マンエン ジュウキョ ジョセイ ゲツガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0551-22-1111										新規就農者に対する助成金		新規就農者に対する助成金

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		仕事		農林水産業		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ		就農を希望する方への農業技術の習得等を支援するため、優れた技術を持つ農業者の指導の下で実践的な技術習得を支援 シュウノウ キボウ カタ ノウギョウ ギジュツ シュウトク トウ シエン スグ ギジュツ モ ノウギョウシャ シドウ モト ジッセン テキ ギジュツ シュウトク シエン		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092										甲州市就農定着支援制度推進事業		甲州市就農定着支援制度推進事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		仕事		農林水産業		新規就農者育成対策事業		新規就農者育成対策事業		新規就農者に対して３年間の実践研修と就農支援を実施。JA等による営農指導、研修用農地の提供、農業機械の無償貸与、研修期間中毎月7万円支給。研修先は有限会社アグリランド松本（JA松本ハイランド子会社） シャ ジッシ		農政課		0263-34-3222										新規就農者育成対策事業		新規就農者育成対策事業

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		農林水産業		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ		新規就農者が必要な経費の一部について支援。農業大学校や長野県農業里親制度などで２年以上の研修の修了者で、専ら市内で農業を営んで生計を維持することを目的とした概ね４５歳までの方。一世帯あたり百万円以内 シンキ シュウノウ シャ ヒツヨウ ケイヒ イチブ シエン ノウギョウ ダイガッコウ ナガノケン ノウギョウ サトオヤ セイド ネンイジョウ ケンシュウ シュウリョウ シャ モッパ イトナ セイケイ イジ モクテキ オオム サイ カタ イッセタイ ヒャク マンエン イナイ		農林課 ノウリン カ		0267-22-1700										新規就農者就農準備支援事業		新規就農者就農準備支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		仕事		農林水産業		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		農業技術を教える「指導者」、生活の拠点「住居」、生産の拠点「農地・機械」を１つのパッケージにして新規就農者へ提供		産業課営農推進係 サンギョウカ エイノウ スイシン カカリ		0266-62-9234										新規就農支援パッケージ制度		新規就農支援パッケージ制度

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		若く意欲のある新規就農者を育成。金銭面だけでなく、農業体験から自営独立までのすべてのプロセスにおいて長期的視点に立った支援を実施 ジッシ		産業振興グループ サンギョウ シンコウ		026-214-9104										新規就農者の支援		新規就農者の支援

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		就農・就業相談会		就農・就業相談会		岐阜県内で就農を考えている人を対象として、県内各地の農業情報を提供したり、技術・知識レベルに応じた就農研修メニューの紹介を実施。年数回開催。 カズ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										就農・就業相談会		就農・就業相談会

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業やる気発掘夜間ゼミ		農業やる気発掘夜間ゼミ		働きながら、夜間に農業の基礎を学ぶ講座。座学９回。
（※オプションメニューとして、①就農研修施設見学（バスツアー）、②農作業体験（３回程度）を実施） ザガク シュウノウ ケンシュウ シセツ ケンガク ノウサギョウ タイケン カイ テイド ジッシ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										農業やる気発掘夜間ゼミ		農業やる気発掘夜間ゼミ

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ		県内農家で２～４週間程度、農業を体験。
対象は、本格的に就農を考えている方。 ケンナイ ノウカ シュウカン テイド ノウギョウ タイケン タイショウ ホンカクテキ シュウノウ カンガ カタ		（一社）岐阜県農畜産公社 イチ シャ ギフケン ノウ チクサン コウシャ		058-276-4601										短期農業体験研修		短期農業体験研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業で夢再発見研修		農業で夢再発見研修		約４か月間、講義と実習で、就農に必要な知識・技術を県農業大学校で学ぶ研修。		岐阜県農業大学校 ギフケン ノウギョウ ダイガッコウ		0574-62-1226										農業で夢再発見研修		農業で夢再発見研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		あすなろ農業塾		あすなろ農業塾		約１年間、農業者のもとで指導を受けながら、就農に必要な技術を習得する研修。		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										あすなろ農業塾		あすなろ農業塾

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ		「トマト独立ポット耕栽培システム（開発：岐阜県）」を活用した栽培技術等を習得し、冬春トマト農家として自立するための研修。研修場所：岐阜県就農支援センター（海津市） ドクリツ コウ サイバイ カイハツ ギフケン カツヨウ サイバイ ギジュツ トウ シュウトク フユ ハル ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ギフケン シュウノウ シエン カイヅシ		岐阜県就農支援センター ギフケン シュウノウ シエン		0584-53-0175										冬春トマト新規就農者研修		冬春トマト新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		いちご新規就農者研修		いちご新規就農者研修		「高設ベンチ栽培（岐阜県方式）」による栽培技術を習得し、いちご農家として自立するための研修。
研修場所：ＪＡ全農岐阜いちご新規就農者研修所（岐阜市） コウ セツ サイバイ ギフケン ホウシキ サイバイ ギジュツ シュウトク ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ゼンノウ ギフ シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ショ ギフ シ		全農岐阜県本部営農対策課		058-276-5301										いちご新規就農者研修		いちご新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ		新たに林業への就業を希望する方を対象に、林業に関する基礎的な学習と作業体験を行う研修。年３回 アラ リンギョウ シュウギョウ キボウ カタ タイショウ リンギョウ カン キソテキ ガクシュウ サギョウ タイケン オコナ ケンシュウ ネン カイ		（公社）岐阜県森林公社　担い手対策課（岐阜県林業労働力確保支援センター） コウシャ ギフケン シンリン コウシャ ニナ テ タイサク カ ギフケン リンギョウ ロウドウリョク カクホ シエン		0575-33-4011										林業への就業を目指す方の研修		林業への就業を目指す方の研修

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		仕事		農林水産業		農地担い手対策事業		農地担い手対策事業		持続可能な農業の実現に向けた農業の担い手を確保するために、新規就農者に対して給付金交付（就農後５年間）、家賃補助などを行います。就農セミナーも実施。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0573-66-1111										農地担い手対策事業		農地担い手対策事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン		下呂市に初めて住所を移し、下呂市での就農を前提として研修する者の居住にかかる経費（ただし、対象は40歳未満とし、3年間を限度とする。）家賃の月額（上限35,000円） ゲロシ ハジ ジュウショ ウツ ゲロシ シュウノウ ゼンテイ ケンシュウ モノ キョジュウ ケイヒ タイショウ サイ ミマン ネンカン ゲンド ヤチン ゲツガク ジョウゲン エン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										農業研修生住宅費助成金		農業研修生住宅費助成金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		農業を始めるために必要な買ったり借りたりする農地、農業施設などの情報について、市役所農務課で相談を受付。Uターン、脱サラ、これまで農業をやったことがない人でも農地を取得して農業を始めることが可能 ヒツヨウ カノウ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ		野菜、果樹、花き等園芸品目において、就農希望者が円滑に農地を確保できるようにするため、農地確保に協力する方に協力金を交付（就農支援協力金事業50,000円／反、機械等譲渡加算金事業20,000円／反） ヤサイ カジュ カ トウ エンゲイ ヒンモク シュウノウ キボウシャ エンカツ ノウチ カクホ ノウチ カクホ キョウリョク カタ キョウリョク キン コウフ シュウノウ シエン キョウリョク キン ジギョウ エン タン キカイ トウ ジョウト カサン キン ジギョウ エン タン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										就農支援協力金事業		就農支援協力金事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ		就農前の研修段階において、指定する機関において研修をする青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（研修開始年度～最長２年度目までとし、年間150万円を給付） シュウノウ マエ ケンシュウ ダンカイ シテイ キカン ケンシュウ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケンシュウ カイシ ネンド サイチョウ ネンド メ ネンカン マンエン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										青年就農給付金事業（準備型）		青年就農給付金事業（準備型）

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ		農業経営の不安定な就農初期段階の青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（経営開始年度～最長５年度目までとし、年間150万年を給付） ノウギョウ ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケイエイ カイシ ネンド サイチョウ ネン ド メ ネンカン マンネン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										青年就農給付金事業（経営開始型）		青年就農給付金事業（経営開始型）

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		農林水産業		新規就農者定住促進事業		新規就農者定住促進事業		新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111										新規就農者定住促進事業		新規就農者定住促進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、農業経営を開始した直後の青年就農者に対して給付金を給付する。 セイネン シュウノウ イヨク カンキ オヨ シュウノウ ゴ テイチャク ハカ ノウギョウ ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ タイ キュウフキン キュウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7168										青年就農給付金		青年就農給付金

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		①町内在住者で、新規就農及び農業後継によって５年以上農業経営を行う満50満以上の方に、最大84万の奨励金を交付
②新規就農者の農作業用機械器具購入に対して、経費の１／２、30万円を限度に助成金を交付 チョウナイ ザイジュウシャ シンキ シュウノウ オヨ ノウギョウ コウケイ ネン イジョウ ノウギョウ ケイエイ オコナ マン マン イジョウ カタ サイダイ マン ショウレイキン コウフ シンキ シュウノウ シャ ノウサギョウ ヨウ キカイ キグ コウニュウ タイ ケイヒ マン エン ゲンド ジョセイキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		仕事		農林水産業		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ		農業者人材育成事業の業務委託 ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ ジギョウ ギョウム イタク		産業課 サンギョウカ		0538-85-6319										農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ		新規就農者に対して県農業振興基金からの貸し付けを受けた償還金の２／３を県・町で助成 シンキ シュウノウ シャ タイ ケン ノウギョウ シンコウ キキン カ ツ ウ ショウカンキン ケン マチ ジョセイ		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527										就農支援資金助成		就農支援資金助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ		農業・林業・営業のための設備投資経費の無利子貸付（上限３００万円・一人１回限り）。対象は４０歳未満の設備整備を行う方 ノウギョウ リンギョウ エイギョウ セツビ トウシ ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ヒトリ カイ カギ タイショウ サイミマン セツビ セイビ オコナ カタ		企画課		0536-62-0514										設備整備資金貸付		設備整備資金貸付

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		市民農業塾		市民農業塾		市内で新たに農業を始めたい人や農業法人などへの就職を希望する人を対象にした農業研修を開催する。（主催：津市農林水産物利用促進協議会） カイサイ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172										市民農業塾		市民農業塾

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		農林業の就業希望者に対して指導研修等を行う団体に研修費、準備費等の補助を行う。 ノウリンギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ シドウ ケンシュウ トウ オコナ ダンタイ ケンシュウヒ ジュンビ ヒ トウ ホジョ オコナ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172										農林業就業促進対策事業		農林業就業促進対策事業

		245615		三重県		御浜町		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		【新規就農者支援】三重県紀南地域(熊野市・御浜町・紀宝町)で新規就農を希望する方を、行政(県・市町)、JA三重南紀、生産者が一体となってサポートを行っています。 ミエケン キ ナン チイキ クマノシ ミハマチョウ キホウチョウ シンキ シュウノウ キボウ カタ ギョウセイ ケン シ マチ ミエ ナンキ セイサンシャ イッタイ オコナ		三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会		05979-3-1707										新規就農者支援		新規就農者支援

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		農林水産業		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ		生産・加工・流通・販売までの実践的研修のほか、農業経営の座学など、就農に必要な知識と技術を身に着ける研修制度。研修期間：２年、研修費：無料、対象者：概ね４０歳まで。年間１５０万円の就農給付制度もあり。		農政課 ノウセイカ		0772-69-0410										丹後農業実践型学舎		丹後農業実践型学舎		OK		文字数オーバー モジスウ

		300004		和歌山県		-		仕事		農林水産業		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、農林水産業に独立就業する方（60歳未満）に、最大50万円を支給。（※随時受付、実施規模について要件有、所得制限有） ヨウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										移住者農林水産就業補助金		移住者農林水産就業補助金

		310000		鳥取県 トットリケン		-		仕事		農林水産業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ		給料をもらいながら、約１年間の研修を受けることができます。先進農家の元で経営ノウハウを習得でき、研修後の就農まで総合的にサポートします。 キュウリョウ ヤク ネンカン ケンシュウ ウ センシン ノウカ モト ケイエイ シュウトク ケンシュウ アト シュウノウ ソウゴウテキ		（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 コウザイ トットリケン ノウギョウ ノウソン ニナ テ イクセイ キコウ		0857-26-8349										鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド		1～2年間、農林業技術の習得を目的とした研修で、期間中は月額12万円の研修手当が支給されます。 ネンカン ノウリンギョウ ギジュツ シュウトク モクテキ ケンシュウ キカンチュウ ツキ ガク マンエン ケンシュウ テアテ シキュウ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114										農林業研修生制度		農林業研修生制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		新規就農者の就農時に必要な機械、施設を新規就農者が整備する場合、事業費の2/3、上限1200万円を助成。 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジ ヒツヨウ キカイ シセツ シンキ シュウノウ シャ セイビ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114				中 チュウ		農業を始めるのに1200万円助成 ノウギョウ ハジ マンエン ジョセイ				就農条件整備事業		就農条件整備事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ		経営開始直後の青年就農者に年間150万円（最長5年間）を給付。 ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ		島根県（しまね農業振興公社）が実施する予約制の個別相談会（農業・林業・漁業が対象） シマネケン ノウギョウ シンコウ コウシャ ジッシ ヨヤクセイ コベツ ソウダンカイ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイショウ		しまね農業振興公社 ノウギョウ シンコウ コウシャ		0852-20-2872										しまね就業相談会		しまね就業相談会

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ		県外在住の方が、島根県内の受入先で一定期間（３か月～１年間）農林漁業等の産業体験を行う場合に、滞在に要する経費の一部を助成（条件等により１か月あたり6万円～12万円。親子連れ加算あり）。 ケンガイ ザイジュウ カタ シマネケン ナイ ウケイレ サキ イッテイ キカン ツキ ネンカン ノウリン ギョギョウ トウ サンギョウ タイケン オコナ バアイ タイザイ ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジョウケン トウ ツキ マンエン マンエン オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターンしまね産業体験事業		ＵＩターンしまね産業体験事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		アグリビジネススクールの実施及び、国や県、市独自の制度により、意欲のある方を支援。・経営が安定するまでの給付金・無利子融資・農業用施設・機械の整備に対する補助金他 ジッシ オヨ ホカ		産業観光部 農業振興課 農業支援センター		0853-21-6122										新規就農者への支援		新規就農者への支援

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン		新規漁業就業者の施設整備（船舶、機械・機器の購入）に係る経費の助成や、漁業の担い手確保育成のため、規則で定める「新規自営漁業者」に対し、資金を無利息で貸与します。		産業観光部 水産振興課		0853-21-6795										新規就漁者への支援		新規就漁者への支援

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		農林水産業		益田市農林水産業就業支援助成金		益田市農林水産業就業支援助成金		ＵＩターン者が農林水産業の産業体験を行う場合、100,000円／月×12月以内を上限に助成。（ただし、ふるさと島根定住財団の産業体験事業の対象者の場合、助成額：30,000円／月×12月以内） ジョウゲン ジョセイ		産業経済部農業振興課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0856-31-0312										益田市農林水産業就業支援助成金		益田市農林水産業就業支援助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド		町内での就農を目指す方に対して2年間の収入保障をします。期間中は町内の受け入れ先農家でOJTによる研修を受けていただき、就農までの経験を積んでいただきます。交付額：15万円/月。 チョウナイ シュウノウ メザ カタ タイ ネンカン シュウニュウ ホショウ キカンチュウ チョウナイ ウ イ サキ ノウカ ケンシュウ ウ シュウノウ ケイケン ツ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										農林業定住研修制度		農林業定住研修制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		兼業農家を目指すUIターン希望者を対象に、研修期間と定着支援期間を１年間ずつ実施します。
研修期間中は助成金の交付をします。交付額：12万円/月。 ケンギョウ ノウカ メザ キボウシャ タイショウ ケンシュウ キカン テイチャク シエン キカン ネンカン ジッシ ケンシュウ キカンチュウ ジョセイキン コウフ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214				中 チュウ		「半農半X」に毎月12万円支給 ハンノウ ハン マイツキ マンエン シキュウ				半農半X事業		半農半X事業

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		仕事		農林水産業		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン		新たに農業に従事し６ヶ月を経過し、将来にわたり専業として農業経営を続けていく認定農業者で、年齢が申請年度において５５歳以下の人に対し、１００万円の就農奨励金を支給 タイ		農林課 ノウリン カ		0866-21-0223										就農奨励金		就農奨励金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ		ピオーネの生産を目指し農業実務研修（２年）を終えた人に対して、３年目の研修費（月額７万５千円）を支給する。 セイサン メザ ノウギョウ ジツム ケンシュウ ネン オ ヒト タイ ネンメ ケンシュウヒ ゲツガク マン センエン シキュウ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133										地域定着手当支給事業		地域定着手当支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅確保事業		新規就農者住宅確保事業		新規就農者が、民間業者が低コストで住宅を新築し、１０年間リースした後、自己所有することができる。また、リース料を５年間（合計２４０万円）補助する。なお、一括購入した場合は１５０万円を補助する。 シンキ シュウノウ シャ ミンカン ギョウシャ テイ ジュウタク シンチク ネンカン アト ジコ ショユウ リョウ ネンカン ゴウケイ マンエン ホジョ イッカツ コウニュウ バアイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133										新規就農者住宅確保事業		新規就農者住宅確保事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、空き家(公営住宅は除く)の入居に必要な賃借料の1/3を助成(賃借料の上限年額720千円)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、農業経営に必要な農地の賃借料の1/2を助成（賃借料の上限20千円/10ａ)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地で作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等に、再生作業5万円/10a（重機等を用いた場合は率1/2以内）、営農定着2.5万円/10aを交付。 マンエン コウフ		産業建設部		0868-38-3113										耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地再生利用緊急交付金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		就農促進トータルサポート事業		就農促進トータルサポート事業		先進農家等で一か月程度の農業体験研修後、２年以内の技術の習得や農地・住宅の確保、地域の絆作り等により独立自営就農するための実践的な研修に年間１５０万円を最長２年間支給。 ノウギョウ シキュウ		産業建設部		0868-38-3113										就農促進トータルサポート事業		就農促進トータルサポート事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		農林水産業		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定と初期投資の軽減を図るため，新規就農者の機械導に要する経費の一部を助成。農業用機械導入経費の2分の1以内（上限額100万円） イチブ ジョセイ ブン マンエン		産業部
農政課
農林振興係 サンギョウ ブ ノウセイカ ノウリン シンコウ カカリ		0824-62-6171										新規就農者機械導入支援事業		新規就農者機械導入支援事業

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（準備型）		新規就農者育成事業奨励金（準備型）		市内で新たに農業を始めたいという強い意志と意欲のある人を認定し，市内指定農家等で1年以上研修を受ける際，月70,000円を最長2年間給付。対象者は原則45歳未満。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農者育成事業奨励金（準備型）		新規就農者育成事業奨励金（準備型）

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）		就農初期の経営経費の軽減を図るため，就農後，月額7万円を最長3年間給付
対象者は原則45歳未満とし，自営就農若しくは親元就農される認定新規就農者とする		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農施設等整備補助金		新規就農施設等整備補助金		認定新規就農者が農業経営を開始するのに必要となる施設・機械等の購入に必要な経費の一部を補助
対象経費を1,000万円以内とし，補助率は2分の1		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農施設等整備補助金		新規就農施設等整備補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農定着支援補助金		新規就農定着支援補助金		新規に農業専業経営を開始後5年以内の方の，専門技術の習得や先進農業研修に要する経費を補助
対象者は原則45歳未満の認定農業者とし，対象経費の2分の1を補助（上限は5年間通算で50万円以内）		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農定着支援補助金		新規就農定着支援補助金

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		農林水産業		新規農業経営者育成事業		新規農業経営者育成事業		新たに農業経営を希望する者に対し、軟弱野菜の栽培についての研修事業を実施し、研修から経営開始までを総合的に支援（年齢制限あり）。		環境産業部農林水産課		0829-30-9143										新規農業経営者育成事業		新規農業経営者育成事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		農林水産業		営農用施設機械器具整備事業		営農用施設機械器具整備事業		ビニールハウスの整備に要する経費を補助（事業費上限額300万円，事業費の1/2以内）
※規模100㎡以上の耐雪型ビニールハウスで新規就農者，農業生産法人，認定農業者等が新設する場合		産業振興課		0826-28-1973										営農用施設機械器具整備事業		営農用施設機械器具整備事業

		344311		広島県		大崎上島町		仕事		農林水産業		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ		自ら独立して農業を開始する者に対し、生活支援（補助）を行う。【条件】新規就農者は営農を開始して5年以内のもので、3年後に認定農業者に認定申請する営農計画を立てることが可能な者。 ミズカ ドクリツ ノウギョウ カイシ モノ タイ セイカツ シエン ホジョ オコナ ジョウケン シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ ネン イナイ ネンゴ ニンテイ ノウギョウシャ ニンテイ シンセイ エイノウ ケイカク タ カノウ モノ		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0846-65-3120										新規就農者育成交付金事業		新規就農者育成交付金事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		仕事		農林水産業		世羅町農業後継者育成確保事業		世羅町農業後継者育成確保事業		認定農業者及び認定就農者が、農業経営もしくは６次産業事業を開始した場合に、経営定着のための助成金を月額15万円支給する。		産業振興課 シンコウカ		0847‐22‐5304										世羅町農業後継者育成確保事業		世羅町農業後継者育成確保事業

		345458		広島県		神石高原町		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		新規就農者支援事業		新規就農者へ月額10万円までを支援し，さらに農地購入費の一部を補助します。		産業課 サンギョウカ		(0847)89-3337										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械や施設等の初期投資の一部を助成します。 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ ソウキ アンテイ ハカ ノウギョウヨウ キカイ シセツトウ ショキ トウシ イチブ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0827-29-5113										新規就農者経営安定対策事業		新規就農者経営安定対策事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		新規漁業就業希望者に対する研修に必要な経費の一部を、1年間支給します。 シンキ ギョギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ ケンシュウ ヒツヨウ ケイヒ イチブ ネンカン シキュウ		水産振興課 スイサン シンコウ カ		0827-29-5118										新規漁業就業者確保育成推進事業		新規漁業就業者確保育成推進事業

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		就農円滑化対策事業(農業）		就農円滑化対策事業(農業）		農業経験がなく、経営基盤の弱い新規就農希望者(認定就農者）が、農業経営を開始する際に必要な栽培技術、知識等の習得のため研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部農林課		0837-23-1237										就農円滑化対策事業(農業）		就農円滑化対策事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業(農業）		青年就農給付金事業(農業）		独立・自営就農する方（就農時の年齢が45歳未満の新規就農者）に対し、就農後5年間の所得を確保するため給付金を給付します。		経済観光部農林課		0837-23-1237										青年就農給付金事業(農業）		青年就農給付金事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウスを設置し、地域にあった品種の栽培を行う場合、設置費用の一部を補助します。補助率：1/3以内(上限額：15万円）		経済観光部農林課		0837-23-1237										小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		漁業経験がなく、経営基盤の弱い新規漁業就業希望者(18歳以上50歳未満）が、漁業者の下で漁業技術、知識等の習得に係る研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145										ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		新規漁業就業者（50歳未満で着業後3年以内）に対して経営開始に必要な漁船、漁具等をリースします。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145										ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		移住者支援事業		移住者支援事業		移住後、農地を購入又は借りて、耕作を行なう方又は、農林漁家民宿や地元食材を使用する飲食店など農林水産業を活用し起業する方に補助金を交付します。		企画総務部企画政策課		0837-23-1229										移住者支援事業		移住者支援事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ		農業の担い手を確保するための新規就農支援として、新規就農者育成補助金を交付 ノウギョウ ニナ テ カクホ シンキ シュウノウ シエン シンキ シュウノウ シャ イクセイ ホジョキン コウフ		産業建設部農林課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン カ		0820-79-1002										新規就農者確保事業		新規就農者確保事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		漁業の担い手の育成支援 ギョギョウ ニナ テ イクセイ シエン		産業建設部水産課 サンギョウ ケンセツ ブ スイサン カ		0820-79-1004										ニューフィッシャー確保育成推進事業		ニューフィッシャー確保育成推進事業

		384887		愛媛県 エヒメケン		鬼北町 オニ キタ マチ		仕事		農林水産業		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド		①青年研修コース（40歳未満・期間2年・月額12～15万円）②中年研修コース（40～50歳未満・期間1年・月額12～15万円）③熟年研修コース（50～55歳未満・期間1年・月額5万円） セイネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン チュウネン ケンシュウ サイミマン キカン ネン ゲツガク マンエン ジュクネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン		鬼北地域農業支援センター 		0895-45-2911										新規就農促進事業（農業研修生制度）		新規就農促進事業（農業研修生制度）

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		おおむね１年から２年の農業生産に必要な能力を身につけるための研修を受講。研修期間内は月額１５万円以内の研修費を支給。 イチネン ネン ノウギョウ セイサン ヒツヨウ ノウリョク ミ ケンシュウ ジュコウ ケンシュウ キカンナイ ゲツガク マンエン イナイ ケンシュウヒ シキュウ		春野地域振興課
（春野地域）
土佐山地域振興課
（土佐山地域） ハルノ チイキ シンコウ カ ハルノ チイキ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ トサヤマ チイキ		088-894-4387
088-895-2312										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ		○短期研修３日以上７日以内の短期研修受講費用を全額負担。○長期研修原則６５歳未満、研修開始後２年以内の自立を目指す方、審査会で認められた方に、研修期間中、月額１５万円を限度に生活支援費支給。 タンキ ケンシュウ ニチ イジョウ ニチ イナイ タンキ ケンシュウ ジュコウ ヒヨウ ゼンガク フタン チョウキ ケンシュウ ゲンソク サイミマン ケンシュウ カイシ ゴ ネン イナイ ジリツ メザ カタ ミト カタ ケンシュウ キカンチュウ ゲツガク マンエン ゲンド セイカツ シエン ヒ シキュウ		農林水産課
 ノウリン スイサン カ		088-823-9458										新規漁業就業者支援事業		新規漁業就業者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市漁業就労者支援事業		室戸市漁業就労者支援事業		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										室戸市漁業就労者支援事業		室戸市漁業就労者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										青年就農給付金		青年就農給付金

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ		※詳細に関しましてはお問い合わせください
土佐備長炭生産者の育成 トサ ビンチョウタン セイサン シャ イクセイ		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド		①新規漁業就業者支援事業：長期研修2年以内、月額15万円以内を限度に補助②新規漁業就業者漁船リース事業：中古船リースに対する補助を実施③漁業体験研修支援事業(3日以上7日以内の漁業研修) シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ チョウキ ケンシュウ ネン イナイ ゲツガク マンエン イナイ ゲンド ホジョ シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ ギョセン ジギョウ チュウコ セン タイ ホジョ ジッシ ギョギョウ タイケン ケンシュウ シエン ジギョウ ニチ イジョウ ニチ イナイ ギョギョウ ケンシュウ		産業振興課		0880-82-1115										漁業就労支援制度		漁業就労支援制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド		市内で新たに自営の「農業」を始めたいと希望される方を支援（新規就農研修支援制度）
・受入対象：15～65歳未満・支援期間：６ヶ月～2年以内(月20日以上） シナイ アラ ジエイ ノウギョウ ハジ キボウ カタ シエン シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン セイド ウケイレ タイショウ サイ ミマン シエン キカン ゲツ ネン イナイ ツキ ニチ イジョウ		産業振興課		0880-82-1114										農業就労支援制度		農業就労支援制度

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		県が指定する先進農家、先進農業法人等で研修を受け、基準の要件を全て満たす方に、年額180万円以内を最長2年間給付 ケン シテイ センシン ノウカ センシン ノウギョウ ホウジン トウ ケンシュウ ウ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ ネン ガク マンエン イナイ サイチョウ ネン カン キュウフ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額150万円を最長5年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										青年就農給付金		青年就農給付金

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額75万円を最長2年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										壮年就農給付金		壮年就農給付金

		394289		高知県		黒潮町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		対象者は町内居住者又は研修期間中に住民登録して町内に自立農家として定住しようとする者（15歳以上55歳未満）で研修期間は1年以上2年以内。対象経費は研修経費及び研修期間中の生活費等（月額上限15万円） キョジュウ シャ マタ		農業振興課　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0880-43-1888										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事 シゴト		農林水産業		青年就農給付金		青年就農給付金		新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の所得確保のため、国および市より給付金を給付します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										青年就農給付金		青年就農給付金

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		農林水産業		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、作付面積１０aあたり定住型10,000円、通勤型5,000円を助成するほか、営農指導等 サクツケ メンセキ テイジュウ ガタ エン ツウキンガタ エン ジョセイ トウ		農林商工観光課農政係 ノウリンショウコウ		0943-75-4975										新規就農促進事業		新規就農促進事業

		406422		福岡県		吉富町		仕事		農林水産業		農業補助金制度		農業補助金制度		野菜果樹等園芸品目へ栽培の転換を促進と、新規就農者誘致のため、種苗、苗及び資材購入費（例イチゴ１０ａ耕作経費９６万円中６４万円助成）や、パイプハウス設置費（最大１／２）の高補助率で助成している。 トウ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0979-24-4073										農業補助金制度		農業補助金制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		将来の農業経営に必要なスキルや栽培技術等の実践的な研修を行う。
研修期間は２年間（月額１０万円支給）で、１６歳～概ね４５歳の者。 ショウライ ノウギョウ ケイエイ ヒツヨウ サイバイ ギジュツ トウ ジッセンテキ ケンシュウ オコナ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ サイ オオム サイ モノ		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816										農業研修生支援制度		農業研修生支援制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		漁業者の直接指導（弟子入り）。研修期間は１年間（月額１２万円支給）で満６０歳未満の者。 ギョギョウシャ チョクセツ シドウ デシイ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ マン サイ ミマン モノ		水産課 スイサンカ		0959-72-7869				中 チュウ		漁師に弟子入りで毎月12万円支給 リョウシ デシイ マイツキ マンエン シキュウ				漁業研修生支援制度		漁業研修生支援制度

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										林業体験学習会		林業体験学習会		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		林業従事希望者を対象に、森林組合や林業会社等の現場作業員として就業するための知識や技術を修得する研修を実施するものです。（177日間程度）※受講期間中は、月額１２万５千円の就業準備給付金を受給できます。 ジュウジ モノ ニチカン テイド ジュキュウ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										くまもと緑の新規就業促進対策事業		くまもと緑の新規就業促進対策事業

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		農業関連の求人・求職者への無料職業紹介事業 ノウ カンレン キュウジン キュウショク シャ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		新規就農支援センター シン		096-385-2679										就農無料職業紹介事業　		就農無料職業紹介事業　		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム		・新規就農相談業務（無料）・・・平日のみ・県内で年２回「新規就農・就業相談会、体験発表会」を開催（入場無料）・県外（東京・大阪等）において就農相談業務（新・農業人フェアに出展）（入場無料） シンキ シュウノウ ソウダン ギョウム ムリョウ ヘイジツ ケンナイ ネン ニカイ シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダンカイ タイケン ハッピョウ カイ カイサイ ニュウジョウ ケンガイ トウキョウ オオサカ トウ シュウノウ ソウダン ギョウム シン シュッテン		新規就農支援センター シン		096-385-2679										新規就農・就業相談業務		新規就農・就業相談業務

		442097		大分県 オオイタケン		豊後高田市		仕事		農林水産業		農地バンク制度		農地バンク制度		新しく農業を始めたい方や、農地を借りたい・買いたい方に農地情報を提供し、農地所有者との橋渡しを行います。		農業委員会		0978-22-3100										農地バンク制度		農地バンク制度

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		アグリチャレンジスクール		アグリチャレンジスクール		小規模（家庭菜園等）での野菜､果樹､花き栽培の基本的な知識や技術を講義と実習で学びます｡受講料は年間２千円です｡年１回の募集です。		農林振興課		0978-22-3100										アグリチャレンジスクール		アグリチャレンジスクール

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農相談		新規就農相談		豊後高田市で新規就農を目指す方に対し、研修・資金・補助金等様々な支援を行っています。		農林振興課		0978-22-3100										新規就農相談		新規就農相談

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修制度（就農実践研修）		農業研修制度（就農実践研修）		市が認定した研修受入農家（新規就農サポーター）のもとで１～２年間研修を行い、実践的な栽培・経営管理技術を習得します。		農林振興課		0978-22-3100										農業研修制度（就農実践研修）		農業研修制度（就農実践研修）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者促進事業 ジギョウ		新規就農者促進事業 ジギョウ		新規就農サポーターのもとで研修する場合の生活を、就農実践期間中最大１年間支援します。（上限２万５千円/月）		農林振興課		0978-22-3100										新規就農者促進事業		新規就農者促進事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修期間中の家賃助成		農業研修期間中の家賃助成		農業を主業とすることを目的に先進農家で研修する方に､研修期間（半年～2年）中の家賃の1/2（上限2万5千円/月）を助成します｡		農林振興課		0978-22-3100										農業研修期間中の家賃助成		農業研修期間中の家賃助成

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者自立支援助成 ジョセイ		新規就農者自立支援助成 ジョセイ		独立就農する場合に必要な種苗、肥料、農薬等にかかる費用の一部を助成します。
（上限20万円・１回のみ）		農林振興課		0978-22-3100										新規就農者自立支援助成		新規就農者自立支援助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ		宇佐市椎茸栽培推進協議会の会員で、種駒業者から2万駒以上購入し、すべて植菌した場合、2万駒を超えた分に対して、1駒あたり1円補助します。（県事業との併用可） マン コマ コ ブン タイ ケン ジギョウ ヘイヨウ カ		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										椎茸種駒購入費助成		椎茸種駒購入費助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ		椎茸栽培に新規参入する65歳未満の方に、機械等の整備費用の1/2を補助します。（県1/3、市1/6負担）		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										しいたけ生産新規参入者サポート		しいたけ生産新規参入者サポート

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援（ぶどうの学校）		新規就農者支援（ぶどうの学校）		ぶどう生産の担い手を養成するため、実践的な栽培技術や経営手法を習得するための研修を無料で行っています。研修期間は短期5日間、長期2年間。		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111										新規就農者支援（ぶどうの学校）		新規就農者支援（ぶどうの学校）

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン		宇佐市産の農林水産物を活用した新商品の開発や地場産品の販路開拓などを行っている民間事業者に補助金を交付します。上限50万円		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111										地域資源２００％活用支援補助金		地域資源２００％活用支援補助金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		仕事		農林水産業		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ		農業体験プログラムの推進や、新規就農者に対する初期投資の緩和対策、市内の先進農家等での農業技術や経営手法の研修活動に必要な経費の助成などを行っています。 ノウギョウ タイケン スイシン シンキ シュウノウ シャ タイ ショキ トウシ カンワ タイサク シナイ センシン ノウカトウ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ カツドウ ヒツヨウ ケイヒ ジョセイ オコナ		畜産農政課担い手対策係 チクサン ノウセイ カ ニナ テ タイサク ガカリ		0984-35-1111(内線233)										新規就農総合支援事業		新規就農総合支援事業

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室（東京・大阪・鹿児島）では，鹿児島県内の求人情報の提供や，相談員による無料職業相談を行っています。		雇用労政課		ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-445106 099-286-3026										ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		鹿児島県新規就農相談所		鹿児島県新規就農相談所		就農アドバイザー等による新規就農希望者に対する，県内外での就農相談や各種情報提供に応じています。		（公社）鹿児島県農業・農村振興協会		099-213-7223										鹿児島県新規就農相談所		鹿児島県新規就農相談所

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		新たに農業に従事する者に対し，研修，就農に区分し，24月を限度にサラリーを交付する。
○研修：単身者・夫婦150千円/月○就農：単身者150千円/月，夫婦200千円/月 アラ ノウギョウ ジュウジ モノ タイ ケンシュウ シュウノウ クブン ツキ ゲンド コウフ ケンシュウ タンシンシャ フウフ センエン ツキ シュウノウ タンシンシャ フウフ		農政課 ノウセイ カ		0993-72-1111				大 ダイ		新規就農する夫婦に毎月20万円を2年間支給 シンキ シュウノウ フウフ マイツキ マンエン ネンカン シキュウ				農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン		当市内において漁業及び水産加工業に新たに従事し，１年を通して従事した漁業従業者及び節加工従事者で，就業時年齢35歳未満の者に交付する。○奨励金の額は，５万円とする。 トウシ ナイ ギョギョウ オヨ スイサン カコウギョウ アラ ジュウジ ネン トオ ジュウジ ギョギョウ ジュウギョウシャ オヨ フシ カコウ ジュウジシャ シュウギョウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ コウフ ショウレイキン ガク マンエン		水産商工課 スイサン ショウコウカ		0993-72-1111										産業後継者育成奨励金		産業後継者育成奨励金

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農村農業人材育成確保事業		農村農業人材育成確保事業		新規参入者にはファームサラリーの支給を1年間(研修が必要な場合は2年間)行い、農業後継者には就農一時金を支給する。		農水振興課農政係		0993-53-2111										農村農業人材育成確保事業		農村農業人材育成確保事業

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農業担い手育成研修事業		農業担い手育成研修事業		新規参入者(研修2年間)及び新規就農者(研修1年間)に、研修手当を支給する。		公益社団法人南さつま市農業公社		0993-77-3811										農業担い手育成研修事業		農業担い手育成研修事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ		将来、農業を担う意欲ある人材の育成及びその確保を図るため、新たに専業的に就農する方に対して、補助金を交付する。 ショウライ ノウギョウ ニナ イヨク ジンザイ イクセイ オヨ カクホ ハカ アラ センギョウ テキ シュウノウ カタ タイ ホジョキン コウフ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111										新規就農支援事業		新規就農支援事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ		将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法についての研修を実施する。 ショウライ ノウカ ジリツ メザ ノウギョウ コウケイシャ シンキ シュウノウ シャ トウ ウ イ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ ジッシ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111										志布志市農業公社研修事業		志布志市農業公社研修事業

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ		農業後継者，新規就農者（４０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。長期研は２年間、短期研修は１年間。１０月～翌年９月まで（１年間）・研修生には，奨励金を支給 ケンシュウセイ ショウレイキン シキュウ		総合営農課 ソウゴウ エイノウ カ		0993-83-2511
(代)										農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ		農業後継者，新規就農者（５０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。
研修期間は原則２年間（受入時期は原則４月１日）、募集人員は毎年２名程度 ゲンソク ウ イ ジキ ゲンソク ガツ ニチ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0993-83-2511
(代)										農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社

		464686		鹿児島県		大崎町		仕事		農林水産業		就農奨励金補助金　 シュウノウ		就農奨励金補助金　 シュウノウ		大崎町に居住し，就農計画に基づき一定規模の農地，又は，施設等の保有者で中核的農業経営専従者になりうる者、支援終了後5年以上就農できる者に対し就農研修資金補助金を助成。 タイ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウカ		099-476-1111										就農奨励金補助金　		就農奨励金補助金　

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		仕事		農林水産業		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ		さとうきびの生産の増量・規模拡大をめざし、さとうきび収穫機械（ハーベスター）を利用した農家に対して、１ｔあたり５００円の補助をします。 セイサン ゾウリョウ キボ カクダイ シュウカク キカイ リヨウ ノウカ タイ エン ホジョ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		098-889-4430										さとうきび振興対策事業		さとうきび振興対策事業

		012041		北海道		旭川市		移住・体験		移住体験		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク		１週間～１年程度の短期滞在型住宅１棟，１年～最長３年の長期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度（一泊一名4,900円～）。 シュウカン ネン テイド タンキ タイザイガタ ジュウタク トウ ネン サイチョウ ネン チョウキ タイザイガタ ジュウタク トウ イッコ ダ チンタイ セイド イッパク イチメイ エン		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316										旭川市移住生活体験住宅		旭川市移住生活体験住宅

		012301		北海道		登別市		移住・体験		移住体験		移住体験事業		移住体験事業		北海道移住促進協議会が推進する北海道生活体験「ちょっと暮らし」に対応し、登別温泉町に移住体験用宿泊施設を整備（施設利用は有料）		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122										移住体験事業		移住体験事業

		012335		北海道 ホッカイ ドウ		伊達市 ダテシ		移住・体験		移住体験		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ		移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた物件を2物件3部屋用意（物件利用は有料） ブッケン ヘヤ ヨウイ ブッケン リヨウ ユウリョウ		企画財政部企画課企画調整係 キカク ザイセイ ブ キカク カ キカク チョウセイ カカリ		0142-23-3331										移住体験事業		移住体験事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		移住・体験		移住体験		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ		体験住宅で、北広島市の生活を体感してもらい、不安や疑問を解消することで、移住を支援します。（施設利用は有料） タイケン ジュウタク キタヒロシマシ セイカツ タイカン フアン ギモン カイショウ イジュウ シエン シセツ リヨウ ユウリョウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311										おためし移住事業		おためし移住事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		移住・体験		移住体験		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ		八雲町への移住に関心のある町外在住者に短期生活を体験できる施設を整備（施設利用は有料） ヤクモチョウ イジュウ カンシン チョウガイ ザイジュウシャ タンキ セイカツ タイケン シセツ セイビ シセツ リヨウ ユウリョウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111										短期生活体験事業		短期生活体験事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住体験		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド		１００日程度の農業体験や町内の各種行事等に参加した２０～４０歳の独身者で滞在期間１年間。
1ヶ月７万円の生活費、中古住宅の無償提供、引越し旅費の一部、社会保険料一部、暖房費５万円を補助。 ニチ テイド ノウギョウ タイケン チョウナイ カクシュ ギョウジトウ サンカ サイ ドクシンシャ タイザイ キカン ネンカン ゲツ マンエン セイカツヒ チュウコ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒッコ リョヒ イチブ シャカイ ホケンリョウ イチブ ダンボウ ヒ マンエン ホジョ		社会教育課 シャカイ キョウイク カ		0157-52-3075										地遊人制度		地遊人制度

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験事業		田舎暮らし体験事業		（条件）田舎暮らしを希望する方。（内容）「移住体験住宅」の貸出。（利用料）2週間以内／2万円（定額、光熱水費含む）1ヶ月以上6ヶ月未満／2.5万円（月額、光熱水費別途） ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										田舎暮らし体験事業		田舎暮らし体験事業

		052094		秋田県		鹿角市		移住・体験		移住体験		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		市で認定している体験物件を利用して、２泊以上７泊以内で、市内での暮らしを体験する場合、体験物件所有者に支払う利用料の一部を市が負担する。		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		ワーキングホリデー事業		ワーキングホリデー事業		農業や農村に関心を持ち、農作業や農村への滞在を希望されている方が農作業を手伝い、受入農家が作業料金の代わりに食事と宿泊を提供。		市農政課		0242-39-1253										ワーキングホリデー事業		ワーキングホリデー事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ		「ほたるの森移住体験住宅」を移住希望者に貸し出し本市での実際の生活体験の機会を提供する。（1ケ月～3ケ月、入居協力金：月額20,000円） モリ ニュウキョ キョウリョクキン ゲツガク エン		市定住・二地域居住推進協議会（市地域づくり課内） シ チイキ カ ナイ		0242-39-1202										交流体験事業（移住体験住宅の提供）		交流体験事業（移住体験住宅の提供）

		092053		栃木県		鹿沼市		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		農山村地域の昔ながらの生活を体験し、地元住民との交流や農業体験を通して、定住の促進と地域の活性化を図る。		市民部　市民活動支援課 シミン ブ シミン カツドウ シエン カ		0289-62-3569										田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」

		092118		栃木県		矢板市		移住・体験		移住体験		就農・定住者促進事業		就農・定住者促進事業		田舎暮らしをしてみたい。そんな方のために、古民家での「お試し」田舎暮らしを提供しています。
田舎暮らしを１ヶ月から最長３年お試し体験することができます。		財）矢板市農業公社		0287-43-2650										就農・定住者促進事業		就農・定住者促進事業

		102032		群馬県		桐生市		移住・体験		移住体験		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ		桐生市での暮らしを体験したい方を対象にお一人様1,500円/1泊～利用できる。ただし、布団はないので用意してもらう必要あり キリュウシ ク タイケン カタ タイショウ ヒトリ サマ エン ハク リヨウ フトン ヨウイ ヒツヨウ		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										お試し暮らし事業		お試し暮らし事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		移住・体験		移住体験		貸し農園の設置		貸し農園の設置		体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000円～）、そば打ち体験（1名1,050円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。 クカク テイキョウ トウ		農林課　基盤整備係		0277-76-1937										貸し農園の設置		貸し農園の設置

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住体験		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		県外の若者等に1か月～6か月程度滞在型のインターンシップ（「匠の業」、「農業」などのメニュー）に参加してもらい、就業や地域での暮らしを個別支援するもの。		県民生活・環境部県民生活課		025-280-5112										にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		移住・体験		移住体験		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ		ありのままの農山漁村の暮らしを体験していただくため、参加者の安全を第一に考えた体制を整えている。主な体験と宿泊は、山間部の山古志、栃尾、小国、川口、海岸部の寺泊で行っている。 ノウ ヤマ ギョソン ク タイケン サンカシャ アンゼン ダイイチ カンガ タイセイ トトノ オモ タイケン シュクハク サンカンブ ヤマコシ トチオ オグニ カワグチ カイガン ブ テラドマリ オコナ		農政課 ノウセイカ		0258-39-2223										農業体験教育旅行の受け入れ		農業体験教育旅行の受け入れ

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		移住・体験		移住体験		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		「南砺市」へ移住又は定住を希望される方々のために、「なんと」の生活を経験していただくことを目的とした、南砺市「なんとに住んでみられ」住宅。1人1泊1,000円で、最長30泊31日まで利用可能。 ニン パク エン サイチョウ ハク ニチ リヨウカノウ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037				中 チュウ		豊かな自然に囲まれた体験住宅に1泊1,000円で1か月滞在可能 ユタ シゼン カコ タイケン ジュウタク パク エン ゲツ タイザイ カノウ				南砺市体験ハウス		南砺市体験ハウス

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク		使用料：1週間21,000円～（6名まで利用可）、期間：1週間～6ヶ月、4LDK・オール電化・駐車場2台完備 シヨウリョウ シュウカン エン メイ リヨウカ キカン シュウカン ゲツ デンカ チュウシャジョウ ダイ カンビ		建設課 ケンセツ カ		076-462-9975										立山の暮らし体験住宅		立山の暮らし体験住宅

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ		体験料：1人2,980円（体験料1泊1,080円、布団レンタル料400円、陶芸体験料1,500円）、期間：1泊～ キカン ハク		越中陶の里陶農館 エッチュウ スエ サト トウ ノウ カン		076-462-3929										立山町里山暮らし体験施設		立山町里山暮らし体験施設		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住体験		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		本市への移住・定住を希望する方に対し、市内での生活を体験できる空き家を短期間貸出（定員5名程度、駐車場有）
11日間まで：15,000円、12～21日間：30,000円、22～31日間：45,000円		自然共生室		0768-82-7720										空き家短期滞在（ちょい住み）制度		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		0

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		移住・体験		移住体験		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ		週末を利用し農業体験・農家民泊を実施 シュウマツ リヨウ ノウギョウ タイケン ノウカ ミン ハク ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092										おためし居住・農業体験事業		おためし居住・農業体験事業

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		移住・体験		移住体験		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		田舎暮らしに興味がある方等を対象としたお試し暮らしの制度。１か月単位で最長６ヶ月、各種体験やご近所さんとの交流、四季の体感や物件探しなどを目的に町所有の施設を格安（家賃＠6,400円／月～）で貸出し イナカ グ キョウミ カタ トウ タイショウ タメ グ セイド ゲツ タンイ サイチョウ ゲツ カクシュ タイケン キンジョ コウリュウ シキ タイカン ブッケン サガ モクテキ マチ ショユウ シセツ カクヤス ヤチン エン ツキ カシダシ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111				中 チュウ		町の施設を家賃6400円/月で貸出 マチ シセツ ヤチン エン ツキ カシダシ				飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン		地方への移住をお考えの方や田舎暮らしを希望される方へ、田舎暮らしの体験プログラムを開催します。自然豊かな本市上石津地域において、地域イベントへの参加など、地域との交流を予定しています。（年３回程度） カイサイ チイキ コウリュウ ヨテイ ネン カイ テイド		上石津地域事務所地域政策課 カミイシヅ チイキ ジム ショ チイキ セイサクカ		0584-45-3111(内線)213										田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		移住・体験		移住体験		里山暮らし体験事業 サトヤマ		里山暮らし体験事業 サトヤマ		里山暮らしの体験を快適に過ごしていただくため、「里山暮らしの館」の貸出。（利用協力金）６日以内／１泊２日2500円（大人１人様）寝具の有料リースあり サトヤマ ク タイケン カイテキ ス サトヤマ ク ヤカタ キョウリョクキン ヒ ハク ヒ エン オトナ ニン サマ シング ユウリョウ		 定住推進課		0573-66-1111														0

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住体験		農家民宿等モデル事業		農家民宿等モデル事業		農林業に対する理解及び関心を高めるとともに、多様な交流の機会の創出による地域の活性化を図る。
川根地域：２箇所		企画部政策推進課		0547-36-7197										農家民宿等モデル事業		農家民宿等モデル事業

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住体験		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ		県外からの移住を推進するため、平成26年度は８回程度県内各地で現地体験会を実施（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド カイ テイド ケンナイ カクチ ゲンチ タイケンカイ ジッシ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										わかやま田舎暮らし現地体験会		わかやま田舎暮らし現地体験会

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		移住・体験		移住体験		体験交流施設「おおたき山の学校」
		体験交流施設「おおたき山の学校」
		廃校になった小学校跡を改修した施設を、短期貸出（最大2ヶ月）している。
実際に暮らしを体験し、地域住民の人柄や風土にふれることができる。 タンキ サイダイ ゲツ ジッサイ ク タイケン チイキ ジュウミン ヒトガラ フウド		まち未来課		0736-56-3000										体験交流施設「おおたき山の学校」
		体験交流施設「おおたき山の学校」


		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住体験		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ		まずは島根県の市街地で生活体験したい方のために、松江市・出雲市・大田市にお試し体験施設を用意し、県外在住のＵＩターン希望者に貸し出す。（貸出期間１週間～３か月。施設利用料はＨＰを参照）。 シマネケン シガイチ セイカツ タイケン カタ マツエシ イズモシ オオダシ タメシ タイケン シセツ ヨウイ ケン ガイ ザイジュウ キボウシャ カ ダ カシダシ キカン シュウカン ツキ シセツ リヨウリョウ サンショウ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										しまね暮らしお試し体験施設		しまね暮らしお試し体験施設

		322041		島根県		益田市 マスダシ		移住・体験		移住体験		益田市立田舎暮らし体験施設		益田市立田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験や農林業体験を希望する人が、1月以上3年以内の期限で益田市匹見町に所在する期限付きのお試し施設をご利用いただけます。使用料は単身用8,100円、世帯用16,000円です。 ツキイジョウ ネン イナイ キゲン マスダシ ヒキミ チョウ ショザイ シヨウ リョウ タンシンヨウ １００エン セタイヨウ ０００エン		匹見総合支所地域づくり推進課		0856-56-0305										益田市立田舎暮らし体験施設		益田市立田舎暮らし体験施設

		322059		島根県		大田市 オオダシ		移住・体験		移住体験		田舎体験施設利用促進事業		田舎体験施設利用促進事業		ＵＩターン希望者が市内１２の「ツーリズムの宿」を利用しお試し体験をする場合、安価に施設を利用することができます（事前に施設の利用申請が必要）。 タメ シセツ ヒツヨウ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										田舎体験施設利用促進事業		田舎体験施設利用促進事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住体験		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク		美郷町に移住を考えている人のための体験住宅（家賃7,500円/週～30,000円/月程度）で、最長2年間利用することができる。 ミサトチョウ イジュウ カンガ ヒト タイケン ジュウタク ヤチン エン シュウ エン ツキ テイド サイチョウ ネンカン リヨウ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										移住体験住宅		移住体験住宅

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		移住・体験		移住体験		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ		隠岐の島町への移住に向けた生活体験及び生活への準備を行うことが出来る施設です。
入居期間は最大６月で、電化製品を完備してあります。利用料は月21,000円～30,000円です。 デキ ニュウキョ キカン サイダイ ツキ デンカ セイヒン カンビ リヨウリョウ ツキ エン エン		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570										定住促進施設		定住促進施設

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		移住・体験		移住体験		お試し住宅貸付事業		お試し住宅貸付事業		移住希望者が気軽に田舎を体験でき、地域のサポートも受けられる「お試し住宅」を整備している。家賃は2～3万円で、上下水道、光ケーブル、家電製品も完備しており、田舎暮らしのプレ体験が可能。 イジュウ キボウシャ キガル イナカ タイケン チイキ ウ タメ ジュウタク セイビ ヤチン マンエン ジョウゲ スイドウ ヒカリ カデン セイヒン カンビ イナカ グ タイケン カノウ		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631										お試し住宅貸付事業		お試し住宅貸付事業		0		追加 ツイカ

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住体験		田舎暮らしお試し体験住宅制度		田舎暮らしお試し体験住宅制度		2棟（１棟あたり農園1区画（50㎡）付き）
移住希望者を対象に，1週間単位として最短１週間から最長1か月まで，町での生活体験できる機会を提供。 キボウシャ		地域づくり課
商工観光課		0826-28-2112
0826-28-1961										田舎暮らしお試し体験住宅制度		田舎暮らしお試し体験住宅制度

		344311		広島県		大崎上島町		移住・体験		移住体験		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ		移住希望者の方に島の暮らしを体験してもらうために、中長期で滞在できる住宅を準備しました。3日間7,000円～3カ月（90日）93,000円家電製品や簡単な台所用品を整備しています。 イジュウ キボウシャ カタ シマ ク タイケン チュウチョウキ タイザイ ジュウタク ジュンビ カ カン ０００エン ゲツ ニチ ０００エン カデン セイヒン カンタン ダイドコロ ヨウヒン セイビ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										定住促進用住宅　トライアルハウス大串		定住促進用住宅　トライアルハウス大串

		402079		福岡県		柳川市		移住・体験		移住体験		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		地方への移住検討者に対して、市が所有する空き家に10日～1か月単位で住んでもらい、地方での生活を実体験いただく事業。賃料・光熱費は無料。入居者へは取材やアンケート調査等について協力をお願いする予定。 チホウ イジュウ ケントウ シャ タイ シ ショユウ ア ヤ ニチ ゲツ タンイ ス チホウ セイカツ ジッタイケン ジギョウ チンリョウ コウネツヒ ムリョウ ニュウキョシャ シュザイ チョウサ トウ キョウリョク ネガ ヨテイ		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423				中 チュウ		賃料・光熱費無料で1か月間の田舎生活 ムリョウ ゲツ カン イナカ セイカツ				柳川暮らし体験事業		柳川暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ		移住希望者にちくご暮らし体験施設「筑恋邸」へ一定期間居住してもらう体験事業を実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										ちくご暮らし体験事業		ちくご暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ふるさと体験農園事業  		ふるさと体験農園事業  		1人に1区画（30平方メートル）を1年間1区画3000円で貸出します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										ふるさと体験農園事業  		ふるさと体験農園事業  

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		移住・体験		移住体験		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための仮の住まいのこと。（家賃無料、光熱水費等は自己負担。最長３か月利用可能） ゴトウシ テイジュウ ソクシン モクテキ シナイ セイカツ タンキテキ タイケン カリ ス ヤチン ムリョウ コウネツスイヒ トウ ジコ フタン サイチョウ ツキ リヨウ カノウ		市長公室 シチョウ コウシツ		0959-72-6782				大 ダイ		家賃無料で最長3か月の田舎暮らし ヤチン ムリョウ サイチョウ ゲツ イナカ グ				ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		0		リンクの修正 シュウセイ

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ		市外居住者が当市への移住を検討、希望する場合に１ヶ月間無料で入居することが可能な施設。（２戸） シガイ キョジュウシャ トウシ イジュウ ケントウ キボウ バアイ ゲツカン ムリョウ ニュウキョ カノウ シセツ コ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064										田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験施設

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住体験		おためし暮らし事業 グ ジギョウ		おためし暮らし事業 グ ジギョウ		市が所有する“おためし暮らし住宅”に一定期間滞在し、実際の生活を体験する事業。光熱水費込みで家賃月15,000円。１週間以上６か月以内で利用可能。 シ ショユウ グ ジュウタク イッテイ キカン タイザイ ジギョウ コウネツ スイ ヒ コ ヤチン ツキ ０００エン シュウカン イジョウ ゲツ イナイ リヨウ カノウ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										おためし暮らし事業		おためし暮らし事業

		434477		熊本県		山都町		移住・体験		移住体験		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ		町外から本町への移住を希望、検討する方（移住希望者等）が、本町への移住に向けて必要な調査や準備を行ったり、滞在することができる施設として、最大1年間を限定として貸し出します。		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410										短期滞在施設		短期滞在施設

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		”お試し”居住制度		”お試し”居住制度		市内の空き家物件で一定期間”お試し”居住し、豊後高田市での田舎暮らしを体験しながら、移住の準備を行っていただく制度です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										”お試し”居住制度		”お試し”居住制度

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		「半住半旅」田舎暮らし体験事業		「半住半旅」田舎暮らし体験事業		２週間以内でコテージに滞在しながら空き家探しなど、移住の準備を行っていただく事業です。 イナイ		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										「半住半旅」田舎暮らし体験事業		「半住半旅」田舎暮らし体験事業

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在施設		お試し滞在施設		市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設です。３ＬＤＫで、寝具や電化製品などを備え付けており、１日１，０００円（施設運営協力金）で最長１４日間使用いただけます。		市民協働課		0984-23-1148										お試し滞在施設		お試し滞在施設

		452092		宮崎県		えびの市 シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行うため、えびの市国際交流センターに宿泊した場合に、滞在費の一部（使用料の2分の1以内・上限５泊分・同一年度内１回限り）を助成します。 シ イジュウ モクテキ ジュウキョ マタ シゴト サガ カツドウトウ オコナ シ コクサイ コウリュウ シュクハク バアイ タイザイヒ イチブ シヨウ リョウ ブン イナイ ジョウゲン ハク ブン ジョセイ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										お試し滞在助成金交付事業		お試し滞在助成金交付事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		移住・体験		移住体験		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ		霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、本市のすばらしい自然や温泉といった魅力に触れながら、農業体験、移住者宅訪問、分譲地・空き家見学など多くのメニューを盛り込んだ2泊3日の体験研修です。 キリシマシ イジュウ キョウミ モ カタ タイショウ ホン ノウギョウ タイケン イジュウ シャ タク ホウモン ブンジョウチ ア ヤ ケンガク ハク ニチ		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)										霧島市移住体験研修事業		霧島市移住体験研修事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		移住・体験		移住・転入		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ		Ｕターン者等で、定住する世帯の人員が２人以上の方へ１世帯当たり精米６０㎏ カタ セタイ ア セイマイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		移住・体験		移住・転入		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ		1歳を迎える子どもの世帯、婚姻届を提出した世帯、転入世帯（単身者は除く）に対し、ニセコ町産米５キログラムの引き換え券を進呈 サイ ムカ コ セタイ コンイン トドケ テイシュツ セタイ テンニュウ セタイ タンシンシャ ノゾ タイ チョウ サン コメ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121										地産地消・販売促進事業		地産地消・販売促進事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		移住・体験		移住・転入		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ		町内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助し、ふるさと回帰のきっかけをつくり、定住を促進し、本町人口の増加と地域経済の活性化を応援します。1人1,000円で上限30,000円まで チョウナイ カイサイ ドウソウカイ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ カイキ テイジュウ ソクシン ホンチョウ ジンコウ ゾウカ チイキ ケイザイ カッセイカ オウエン ニン エン ジョウゲン ０００エン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										ふるさと回帰同窓会開催事業		ふるさと回帰同窓会開催事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住・転入		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		小学生と保護者対象（留学期間、最長３年間）。１戸建て住宅を無償提供（一部負担あり）、受け入れ時の旅費支給。引越し費用補助（１０万円上限） ショウガク セイ ホゴシャ タイショウ リュウガク キカン サイチョウ ネンカン コ タ ジュウタク ムショウ テイキョウ イチブ フタン ウ イ ジ リョヒ シキュウ ヒッコ ヒヨウ ホジョ マンエン ジョウゲン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0157-52-3316				中 チュウ		1戸建て住宅を無償提供
しかも引っ越し費用補助 コ ダ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒ コ ヒヨウ ホジョ				親子山村留学制度		親子山村留学制度

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		移住・体験		移住・転入		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、引越すために係る費用を助成。町内移動（５万円）、管内移住（１０万円）、道内移住（１５万円）、道外移住（３０万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ヒッコシ カカ ヒヨウ ジョセイ チョウナイ イドウ マンエン カンナイ イジュウ マンエン ドウナイ イジュウ マンエン ドウガイ イジュウ マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										引越助成金		引越助成金

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		移住・体験		移住・転入		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド		就農目的で移住を希望する方に対し、円滑な就農を支援することを目的に、利用希望者に情報提供と連絡調整を行う。 シュウノウ モクテキ イジュウ キボウ カタ タイ エンカツ シュウノウ シエン モクテキ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ レンラク チョウセイ オコナ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102										ひろさき農家住宅情報バンク制度		ひろさき農家住宅情報バンク制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		アーティスト・イン・レジデンス事業		アーティスト・イン・レジデンス事業		八戸ポータルミュージアムの自主事業において、国内・海外から選定及び公募により決定したアーティストが、館内レジデンス施設に一定期間滞在し、地域住民と交流しながら創作活動を行う。 ジュウミン		八戸ポータルミュージアム		0178-22-8200										アーティスト・イン・レジデンス事業		アーティスト・イン・レジデンス事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		八戸ウェルカムチケット事業		八戸ウェルカムチケット事業		八戸市への転入者を対象に、博物館等の市内公共施設12施設を１回無料で利用できるチケットを配付する。		政策推進課		0178-43-9233										八戸ウェルカムチケット事業		八戸ウェルカムチケット事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		移住・体験		移住・転入		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ		○対象・条件:町に住所を有しようとする者等○内容:平成26年4月現在全棟入居、外ヶ浜町定住促進団地○家賃：平屋3LDK(1棟)46,700円/月、2階建て3LDK(2棟)48,300円/月 タイショウ ジョウケン マチ ジュウショ ユウ モノ トウ ナイヨウ ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ ゼン トウ ニュウキョ ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ダンチ ヤチン ヒラヤ トウ エン ツキ カイダ トウ エン ツキ		建設課 ケンセツ カ		0174-31-1226										外ヶ浜町定住促進住宅設置事業		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住化雇用促進事業		定住化雇用促進事業		（条件）町内に事業所を有する事業者で、新規卒業者等を一年以上正規雇用すること
（内容）年額20万円を3年間支給。 ジョウケン ナイヨウ シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										定住化雇用促進事業		定住化雇用促進事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住移住促進事業（通勤助成金）		定住移住促進事業（通勤助成金）		（条件）町内在住の新規学卒者又は50歳未満の転入者で、町外に1年以上勤務している方。※26歳～50歳未満の方は、町内の学校に通う子どもを扶養する場合に限る。（内容）通勤費用の一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										定住移住促進事業（通勤助成金）		定住移住促進事業（通勤助成金）

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ		①勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住宅の入居世帯主に商品券を交付（６ヶ月３万円）
②分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限１０万円）を商品券で補助。 キンロウシャ テイジュウカ ソクシン ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ セタイヌシ ショウヒンケン コウフ ゲツ マンエン ブンジョウチ ジュウタク ケンチク イジ ホシュウ トウ バアイ ヒヨウ ハンブン ジョウゲン マン エン ショウヒンケン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										定住化促進事業（商品券交付）		定住化促進事業（商品券交付）		0

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ		芸術、スポーツ、研究等の活動を行う入村者を奨励。・宅地無償貸付（700㎡）、住宅建築・居住から７年経過後に無償譲渡。・活動支援として年間１０万円を上限に補助。 ゲイジュツ ケンキュウ トウ カツドウ オコナ ニュウソンシャ ショウレイ タクチ ムショウ カシツケ ジュウタク ケンチク キョジュウ ネン ケイカ ゴ ムショウ ジョウト カツドウ シエン ネンカン マン エン ジョウゲン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										情報発信者入村事業		情報発信者入村事業		0

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ		飯豊町では、住みよい環境づくりと、にぎわいのあるまちづくりを推進するために、定住対策や子育て支援をはじめとする各種施策に積極的に取り組んでいます。 イイデマチ ス カンキョウ スイシン テイジュウ タイサク コソダ シエン カクシュ シサク セッキョクテキ ト ク		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										定住促進・子育て促進事業		定住促進・子育て促進事業

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住・転入		にいがた暮らし相談窓口		にいがた暮らし相談窓口		「表参道・新潟館ネスパス」において、市町村や県の定住支援施策の紹介やにいがた暮らしや体験に関する相談、空き家情報、医療や教育に関する情報も紹介しています。		にいがた暮らし相談窓口		03-3479-1415										にいがた暮らし相談窓口		にいがた暮らし相談窓口

		152226		新潟県		上越市		移住・体験		移住・転入		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン		「上越市はどんなところか」「雪はどのくらい多いのか」「移住する前に上越市の暮らしを体験してみたい」など、上越市への移住に関するご相談を電話やメールで受け付けています。 デンワ		自治・市民環境部 自治・地域振興課 ジチ シミン カンキョウブ ジチ チイキ シンコウカ		025-526-5111										上越市ふるさと暮らし支援センター		上越市ふるさと暮らし支援センター

		153851		新潟県		阿賀町		移住・体験		移住・転入		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド		●定住奨励【単身転入】２万円、【家族（複数）転入】５万円、【義務教育以下の子（１人あたり）】３万円加算●結婚祝3万円●就職祝3万円●遠距離通勤支援 テイジュウ ショウレイ タンシン テンニュウ マンエン カゾク フクスウ テンニュウ マンエン ギム キョウイク イカ コ ヒトリ マンエン カサン ケッコン イワ マンエン シュウショク イワ マンエン エンキョリ ツウキン シエン		総務課 ソウム カ		0254-92-3113										阿賀町定住奨励制度		阿賀町定住奨励制度

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住・転入		若者定住促進支援事業		若者定住促進支援事業		新規学卒者及び満40歳以下のＵ・Ｉターン者を対象に市内共通商品券（3万円相当）を交付。また、対象者の意見をまちづくり施策に反映するため市長を囲んで意見交換を実施。		産業振興課		0768-82-7775										若者定住促進支援事業		若者定住促進支援事業

		192082		山梨県		南アルプス市		移住・体験		移住・転入		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ		地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図るため、南アルプスクラインガルテンを設置する。 チイキ シゲン カツヨウ ツチ シタ バ テイキョウ オヨ トシ ジュウミン コウリュウ ツウ チイキ カッセイカ ハカ ミナミ セッチ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207										クラインガルテン（二地域居住）		クラインガルテン（二地域居住）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		移住・体験		移住・転入		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン		Ｉ・Ｕターン後、１年が経過し、定住意思や自治会に加入し地域活動への参加意思が認められる者に、世帯につき十五万円（Ｕターンは十万円）、単身世帯等は七万円（Ｕターンは五万円）、※年齢要件及び地域要件有 アト ネン ケイカ テイジュウ イシ ジチカイ カニュウ チイキ カツドウ サンカ イシ ミト シャ セタイ １５ マンエン ジュウ マンエン タンシン セタイ トウ ７ マンエン ５ マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／定住助成金		過疎地域定住促進補助金／定住助成金

		202126		長野県		大町市		移住・体験		移住・転入		定住促進奨励事業		定住促進奨励事業		満５０歳未満のＩターン者又はＵターン者が、定住を目的として、市内に住民登録をした場合に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		移住・転入		移住コンシェルジュ イジュウ		移住コンシェルジュ イジュウ		移住コンシェルジュが空き家情報バンク登録物件とともに地域の紹介を行い、下諏訪町へ移住を希望する方の様々な不安を解消します。 オコナ カイショウ		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)										移住コンシェルジュ		移住コンシェルジュ

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		移住・体験		移住・転入		U・Iターン助成金 ジョセイキン		U・Iターン助成金 ジョセイキン		村外からの転入者に対し助成。①夫婦１０万円②単身５万円③子供１８歳以下１人につき２万円 ソンガイ テンニュウシャ タイ ジョセイ フウフ マンエン タンシン マンエン コドモ サイ イカ ニン マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										U・Iターン助成金		U・Iターン助成金

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住・転入		三世代同居促進事業		三世代同居促進事業		６５歳以上の高齢者のみの世帯に、６４歳以下の二世代以上の子や孫などが市外から転入し、三世代以上で同居する場合、転居費用（引越し代）を補助します。（補助率４／５、限度額８万円）		福祉部
高齢介護課
		0584-47-7409										三世代同居促進事業		三世代同居促進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		移住・体験		移住・転入		新規定住者健康管理事業		新規定住者健康管理事業		20歳以上の新規定住者に対し、転入から１年以内に受けた人間ドックなどの健康診断費用の助成を１万円を上限に行います。（対象人数：90人） テンニュウ ネン イナイ ウ ニンゲン マンエン ジョウゲン		健康づくり課 ケンコウ カ		0572-67-2700										新規定住者健康管理事業		新規定住者健康管理事業

		212105		岐阜県		恵那市		移住・体験		移住・転入		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ		移住定住に関するご相談の総合窓口です。空き家バンクの運営管理、定住セミナなどを開催し、移住定住のお世話をさせて頂きます。 イジュウ テイジュウ カン ソウダン ソウゴウ マドグチ ア ヤ ウンエイ カンリ テイジュウ カイサイ イジュウ テイジュウ セワ イタダ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」

		212172		岐阜県		飛騨市		移住・体験		移住・転入		米10俵プロジェクト		米10俵プロジェクト		個人世帯、家族世帯を問わず、飛騨市外から飛騨市に転入し、3年以内に生活の本拠とする住宅を新築または購入した方にお米を１０年間（1年あたり米1俵）支援します。		企画課 キカク カ		0577-73-6558				中 チュウ		住宅購入者に米1俵を10年間支給 ジュウタク コウニュウシャ コメ タワラ ネンカン シキュウ				米10俵プロジェクト		米10俵プロジェクト

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住・転入		移住相談会への出展		移住相談会への出展		首都圏の移住希望者を対象に、神奈川県横浜市で開催されるイベントに参加する(11月予定)。①市の定住施策の紹介②相談会		企画部政策推進課		0547-36-7197										移住相談会への出展		移住相談会への出展

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		移住・体験		移住・転入		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。また、Ｕターン世帯には、１年間、月額１万円を加算して交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住・転入		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ		県外からの移住を推進するため、平成２６年度は東京、大阪、名古屋で計１５回程度セミナーもしくはフェアを開催（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド トウキョウ オオサカ ナゴヤ ケイ カイ テイド カイサイ カイサイ ジョウホウ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										わかやま田舎暮らしセミナー・フェア		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア

		310000		鳥取県 トットリケン		-		移住・体験		移住・転入		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県での移住（就職を含む）を検討中の県外在住の方が事前申請を行い、鳥取空港、米子鬼太郎空港を利用して鳥取県に訪れた場合、運賃の半額を助成します。（ただし予算に達し次第、募集を終了します。）		交通政策課		0857-26-7099										鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		移住・体験		移住・転入		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ		定住の意志のある町内に居住する新規学卒者、又は本町に転入した５０歳未満の者が、町内又は通勤可能な町外の事業所等に就職して３年を経過したとき、10万円を交付。 マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										定住奨励金（いきいき定住促進条例）		定住奨励金（いきいき定住促進条例）

		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住・転入		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ		東京・大阪・広島にＵＩターンの相談窓口を開設。職業紹介事業の求職登録やＵＩターンに関する相談が可能。島根県内市町村情報の提供。 トウキョウ オオサカ ヒロシマ ソウダン マドグチ カイセツ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ キュウショク トウロク カン ソウダン カノウ シマネケン ナイ シチョウソン ジョウホウ テイキョウ		地域振興部しまね暮らし推進課 チイキ シンコウ ブ ク スイシンカ		0852-22-5687										ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住・転入		定住ポイント制度 テイジュウ セイド		定住ポイント制度 テイジュウ セイド		40歳以下を対象に、5年間以上の定住を条件として、定住ポイントを付与する。付与されたポイントは、1ポイント10,000円として地域商品券等に交換できる。（UIターン5ポイント、就職20ポイントほか） サイ イカ タイショウ ネンカン イジョウ テイジュウ ジョウケン テイジュウ フヨ フヨ エン チイキ ショウヒンケン トウ コウカン シュウショク		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212										定住ポイント制度		定住ポイント制度

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		移住・体験		移住・転入		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		定住する際の引越費用として、１〜２人世帯には２０万円、３人以上世帯には２５万円を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者）		観光振興課 カンコウ シンコウ カ		08514-8-2211				大 ダイ		引っ越し費用を最大25万円支給 ヒ コ ヒヨウ サイダイ マンエン シキュウ				引越費用助成金		引越費用助成金

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		移住・体験		移住・転入		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン		家族並びに若者の転入を促進するため、義務教育以下の子供を含む家族又は50歳未満の家族及び35歳未満の若者が定住の意志をもつて転入した場合、1世帯につき10万円の転入奨励金を贈る。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627										転入奨励金		転入奨励金

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		定住相談		定住相談		定住を希望・検討されて来市された方の最初の相談窓口として，お話を伺う
住民自治組織と連携して，地域情報の提供や地域への溶け込みをサポート		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										定住相談		定住相談

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		「帰ろうや倶楽部」		「帰ろうや倶楽部」		会員(登録無料)に「定住情報」や「ふるさと情報」を定期的に発信
企業や市民団体と協力し、移住に役立つ情報を提供する		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										「帰ろうや倶楽部」		「帰ろうや倶楽部」

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		高速バス活用による定住対策補助金		高速バス活用による定住対策補助金		高速バスで広島市へ通勤・通学する場合，定期乗車券購入費用から通勤手当等を差し引いた額が15,000円以上の場合15,000円を，または，通勤手当等を差し引いた額が15,000円未満の場合，その額を助成		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										高速バス活用による定住対策補助金		高速バス活用による定住対策補助金

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住・転入		高速道路通勤費補助金制度		高速道路通勤費補助金制度		◆65歳以下新規転入者で，引き続き5年以上町内に居住される方が片道100km以内の高速道路ETC通勤をされる場合，ETC料金の1/2を助成		地域づくり課		0826-28-2112										高速道路通勤費補助金制度		高速道路通勤費補助金制度

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		神石高原町に関する広報活動		神石高原町に関する広報活動		定住促進PRパンフレット作成事業，広告掲載事業，観光大使設置事業		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										神石高原町に関する広報活動		神石高原町に関する広報活動

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク		定住又は二地域居住を希望する者に対し，町で生活する上で必要となる情報の提供等の支援を行っている。 オコナ		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										田舎暮らしアドバイザー		田舎暮らしアドバイザー

		352047		山口県		萩市 ハギシ		移住・体験		移住・転入		移住支援員 イジュウ シエン イン		移住支援員 イジュウ シエン イン		萩市への移住経験者2名を移住支援員として配置し、移住希望者からの相談対応や空き家案内を行い、萩市への円滑な移住と定着を支援します。 ハギシ イジュウ ケイケンシャ メイ イジュウ シエン イン ハイチ イジュウ キボウシャ ソウダン タイオウ ア ヤ アンナイ オコナ ハギシ エンカツ イジュウ テイチャク シエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										移住支援員		移住支援員

		362069		徳島県		阿波市		移住・体験		移住・転入		阿波市移住ナビ		阿波市移住ナビ		移住希望者及び市への転入者に対し、市の概要及び支援事業内容等をまとめたガイドブックを配布。		企画総務部
企画総務課 キカク ソウム		0883-35-4111										阿波市移住ナビ		阿波市移住ナビ

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		移住・体験		移住・転入		e移住ネット イジュウ		e移住ネット イジュウ		住居、就労、生活関連情報や移住経験者の体験談など、移住交流希望者が移住先選定にあたって必要とする各種情報を一元的に提供するポータルサイト。 ジュウキョ シュウロウ セイカツ カンレン ジョウホウ イジュウ ケイケンシャ タイケンダン イジュウ コウリュウ キボウ シャ イジュウ サキ センテイ ヒツヨウ カクシュ ジョウホウ イチゲン カイイチ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 										e移住ネット		e移住ネット

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		移住・体験		移住・転入		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン		高知市の移住・定住促進に関する相談窓口 コウチシ イジュウ テイジュウ ソクシン カン ソウダン マドグチ		移住・定住促進室 イジュウ テイジュウ ソクシン シツ		088-823-8813										移住・定住相談		移住・定住相談

		392090		高知県		土佐清水市		移住・体験		移住・転入		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム		移住相談員を配置し、移住希望者の方へ空き家の紹介などを行っております。物件の紹介等、移住を総合的にサポートしています。 イジュウ ソウダンイン ハイチ イジュウ キボウシャ カタ ア ヤ ショウカイ オコナ ブッケン ショウカイ トウ イジュウ ソウゴウ テキ		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217										移住総合案内業務		移住総合案内業務

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		転入者新幹線定期券購入補助事業		転入者新幹線定期券購入補助事業		筑後市に転入された人で、九州新幹線筑後船小屋駅からの新幹線定期券を購入し、通勤や通学をする場合、その定期券の購入費の一部に対し1カ月あたり1万円の補助金を支給します。 タイ		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										転入者新幹線定期券購入補助事業		転入者新幹線定期券購入補助事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		定住促進PR事業 ジギョウ		定住促進PR事業 ジギョウ		ホームページや市外住民への定住促進ガイドブックの配布、駅貼りポスターなど様々な媒体を活用しながら、筑後市の魅力や空き家バンクの情報などの定住促進メニューを発信します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										定住促進PR事業		定住促進PR事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		ふるさと案内人事業 ジギョウ		ふるさと案内人事業 ジギョウ		「地域おこし協力隊」をふるさと案内人として委嘱し、市外住民に対して筑後市の魅力や住みやすさをPRする活動を行います。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										ふるさと案内人事業		ふるさと案内人事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		Uターン・Iターン推進 		Uターン・Iターン推進 		郷土との関係を持ち続けてもらうため、都市圏に住む地元出身者などに筑後市の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										Uターン・Iターン推進 		Uターン・Iターン推進 

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		移住・体験		移住・転入		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が町外から転入した場合に、町の特産物を１年に限りプレゼントするもの。※特産物は合計２万円以内とし、年複数回に分けて贈る。 チョウガイ テンニュウ バアイ マチ トクサンブツ ネン カギ トクサンブツ ゴウケイ マンエン イナイ ネン フクスウカイ ワ オク		住民環境課 ジュウミン カンキョウ カ		093-282-1211
内線111										ウエルカムキャンペーン事業		ウエルカムキャンペーン事業

		406023		福岡県		添田町		移住・体験		移住・転入		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ		町外に住む方々が添田町への定住を希望し、活力ある元気なまちづくりを推進するために支援金を交付する事業 チョウガイ ス カタガタ ソエダマチ テイジュウ キボウ カツリョク ゲンキ スイシン シエンキン コウフ ジギョウ		まちづくり課 カ		0947-82-5965										添田町定住促進支援事業		添田町定住促進支援事業

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		移住・体験		移住・転入		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン		３年以上一世代又は二世代で市内に居住されている方と、小城市内で新たに三世代同居を始められた場合に１０万円を交付。 ネンイジョウ イッセ ダイ マタ ニ セダイ シナイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ アラ サン セダイ ドウキョ ハジ バアイ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115										三世代同居奨励金		三世代同居奨励金

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住・転入		定住希望者登録制度		定住希望者登録制度		登録者に、不動産情報、日常生活、イベント等の情報の提供を行うことで、市への関心を維持しながら移住への具体的な動きを支援します。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										定住希望者登録制度		定住希望者登録制度

		432156		熊本県		天草市		移住・体験		移住・転入		天草市定住促進奨励金		天草市定住促進奨励金		交付対象となる世帯に奨励金（２人以上の世帯２０万円、１人世帯１０万円）を交付。過去に天草市へ居住したことがない方、３年以上天草市へ居住する意志のある方、世帯の構成員の１人以上が６５歳未満であること。 コウフ		地域政策課 チイキ セイサク カ		0969-23-1111
内線1374 ナイセン																		99

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		Uターン奨励金 ショウレイキン		Uターン奨励金 ショウレイキン		・Uターンして村内に定住する者で、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業した後、６ヶ月を経過している者・転入時の年齢が５０歳未満の者・独身者３万円、夫婦６万円、子供を扶養している者９万円支給する ソンナイ テイジュウ モノ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ノチ ゲツ ケイカ モノ テンニュウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ ドクシンシャ マンエン フウフ マンエン コドモ フヨウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										Uターン奨励金		Uターン奨励金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン		村内に定住し、村外の公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、通勤する者に５千円助成する ソンナイ テイジュウ ソンガイ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ツウキン モノ センエン ジョセイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										姫島丸定期乗船券購入補助金		姫島丸定期乗船券購入補助金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ		町内外の人に日出町の「良いところ」を紹介する雑誌を作成		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										定住促進雑誌		定住促進雑誌

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド		市外に住所がある方で、西都市への移住・定住を目的として、住居探しや仕事探し等をされる方を対象に、1泊1人当たり6,500円の宿泊代に対し、5,000円を2泊分まで助成。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市お試し滞在助成金制度		西都市お試し滞在助成金制度

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ		都市部から本市への移住・定住を推進するため「西都市移住相談会」を開催。相談会では空き家情報や就職情報、お試し滞在助成事業等の紹介を行う。 トウ オコナ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市移住相談会		西都市移住相談会

		454044		宮崎県		木城町		移住・体験		移住・転入		転入奨励金		転入奨励金		・奨励金額３０万円・転入して１年後に申請・３回に分け年１０万円交付・１回目の申請期間は転入して１年経過した日から１年以内（２回目以降は文書により通知）		企画課		0983-32-4727				中 チュウ		転入奨励金を最大30万円支給 テンニュウ ショウレイキン サイダイ マンエン シキュウ				転入奨励金		転入奨励金

		462217		鹿児島県		志布志市		移住・体験		移住・転入		移住定住促進事業補助金 イジュウ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		移住定住促進事業補助金 イジュウ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		中山間地域の活性化と均衡ある発展、さらに小学校の複式学級解消を目的に転入定住者及び再転入者の世帯責任者に対して補助金を交付する。さらに、小学生以下の子どもがいる世帯に対し、補助金を追加で交付する。		企画政策課 キカク セイサク カ		099-474-1111										移住定住促進事業補助金		移住定住促進事業補助金
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家を借りる

				住まい ス

				01.家を借りる イエ カ

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		12181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		若年の定住人口の増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に住む若者転入世帯および新婚世帯に対し、家賃の一部を市内で使用できる「まごころ商品券」を上限3万円として最長5年間支給し、助成する。 シヨウ		企画財政課企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ ガカリ		0125-32-1834										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を借りる		滝川市住み替え支援補助制度		滝川市住み替え支援補助制度		基準を満たす対象世帯に対して、入居から３年間に限り、家賃の一部を補助。上限２万５千円。		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040								1		滝川市住み替え支援補助制度		滝川市住み替え支援補助制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド		民間賃貸住宅家賃助成制度 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ セイド		民間賃貸住宅入居者を対象とした家賃助成制度
（所得制限、入居期間等条件あり上限月額5,000円）		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										民間賃貸住宅家賃助成制度		民間賃貸住宅家賃助成制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を借りる		若者定住促進賃貸住宅		若者定住促進賃貸住宅		45才未満の方を対象とした市営住宅（１棟８戸） サイ ミマン カタ タイショウ シエイジュウタク ムネ コ		建築住宅課		0178-43-9109										若者定住促進賃貸住宅		若者定住促進賃貸住宅

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を借りる		六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町に借家を借りる若者夫婦（いずれも40歳未満）に対し、家賃を2年間補助する。		企画財政課		0176-55-3111										六戸町若者定住支援事業補助金		六戸町若者定住支援事業補助金

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を借りる		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、戸建住宅を賃借する世帯で、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。１２ヶ月経過後１２万円で最大３年間 シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ コダテ ジュウタク チンシャク セタイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ゲツ ケイカ ゴ マンエン サイダイ ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273				中 チュウ		転入後12か月経過した世帯に家賃補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12万円を最大3年間 テンニュウ ゴ ゲツ ケイカ セタイ ヤチン ホジョ マンエン サイダイ ネンカン				地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅等入居支援事業		若者定住促進住宅等入居支援事業		（条件）世帯主が18歳～39歳の単身又は夫婦世帯及びU・Iターン世帯で、3年以上継続して定住すること。
（内容）月額2万円を3年間支給。ただし、家賃が2万円を下回る場合はその額。 ジョウケン セタイヌシ マタ ナイヨウ シキュウ バアイ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										若者定住促進住宅等入居支援事業		若者定住促進住宅等入居支援事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		住まい		家を借りる		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業 シンジョウ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ケイゲン ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、中学3年生までの子どもと同居する世帯が、市が管理する定住促進住宅「東山団地」に入居した場合に、最大で2割の月額家賃の軽減を行う。 コソダ セタイ ケイザイテキフタンケイゲン ハカ チュウガク ネンセイ コ ドウキョ セタイ シ カンリ テイジュウ ソクシン ジュウタク ヒガシヤマ ダンチ ニュウキョ バアイ サイダイ ワリ ゲツガク ヤチン ケイゲン オコナ		都市整備課 建築住宅室 トシ セイビ カ ケンチク ジュウタク シツ		0233-22-2111
(内線522)										新庄市定住促進住宅家賃軽減事業		新庄市定住促進住宅家賃軽減事業

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金交付制度		新婚世帯家賃助成金交付制度		市内の民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結(H25.4.1以降)し、居住している新婚夫婦を対象に家賃を助成（月額1万円を最長36月）。（年齢40歳未満等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090										新婚世帯家賃助成金交付制度		新婚世帯家賃助成金交付制度

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン		新婚世帯定住奨励金 シンコン セタイ テイジュウ ショウレイキン		結婚届け出後１年以内の新婚世帯（就業世帯）が、民間借家に入居したとき、月額１万円の家賃補助を３年間、助成します。※世帯主満年齢５０歳以下 ケッコン トド デ ゴ ネン イナイ シンコン セタイ シュウギョウ セタイ ミンカン シャクヤ ニュウキョ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン ジョセイ セタイヌシ マンネンレイ サイイカ		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		073083		福島県		川俣町		住まい		家を借りる		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン		UIターン者定住奨励金 シャ テイジュウ ショウレイキン		定住後３か月以内のUIターン世帯（就業世帯）に対し、月額１万円の家賃補助を３年間。※世帯主満年齢５０歳以下 テイジュウ ゴ ゲツ イナイ セタイ シュウギョウ セタイ タイ ツキ ガク マンエン ヤチン ホジョ ネンカン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										UIターン者定住奨励金		UIターン者定住奨励金

		075213		福島県		三春町		住まい		家を借りる		三春町賃貸住宅家賃助成事業		三春町賃貸住宅家賃助成事業		町内へ転入し賃貸住宅に入居した４０歳未満の単身・夫婦世帯、子育て世帯に賃貸住宅の家賃の一部（最大月額2万円×24か月）を助成。 サイダイ ゲツガク マンエン ゲツ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
										三春町賃貸住宅家賃助成事業		三春町賃貸住宅家賃助成事業

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		新婚家庭への家賃助成		新婚家庭への家賃助成		Ｈ22.4.1以降に新たに当市内の民間賃貸住宅を契約し入居した新婚世帯（結婚3年以内、夫婦ともに50歳以下）に対し、月額2万円を最大36月間助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										新婚家庭への家賃助成		新婚家庭への家賃助成

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を借りる		市営住宅の整備（住居条件緩和）		市営住宅の整備（住居条件緩和）		これまで当市内居住者又は当市内勤務者が対象であったが、子育て世帯又は新婚世帯、当市内の旧町村地区の市営住宅希望のいずれかであれば市外の方も申し込み可とした。		都市計画課		0294-72-3111										市営住宅の整備（住居条件緩和）		市営住宅の整備（住居条件緩和）

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		住まい		家を借りる		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ		新婚家庭家賃助成事業 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ ジギョウ		助成金申請日前3年以内に婚姻届を提出している夫婦で、平成26年度以降新たに民間賃貸住宅の契約をした世帯に、家賃月額1万円の助成を行います。（他該当要件あり） ジョセイキン シンセイ ヒ マエ ネン イナイ コンイン トドケ テイシュツ フウフ ヘイセイ ネンド イコウ アラ ミンカン チンタイ ジュウタク ケイヤク セタイ ヤチン ツキ ガク マンエン ジョセイ オコナ タ ガイトウ ヨウケン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030										新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい ス		家を借りる		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド		新婚家庭家賃助成金交付制度 シンコン カテイ ヤチン ジョセイ キン コウフ セイド		申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以上、年間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助成。 シンセイ ヒ ネン イナイ コンイントドケ テイシュツ カテイ フウフ トモ サイ ミマン ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン マンエン イジョウ ネンカン ソウ シュウニュウ キンガク マンエン イカ マタ ソウ キンガク マンエン イカ セタイ ゲツガク エン ヤチン ジョセイ		都市建設課 トシ ケンセツカ		0295-52-1111										新婚家庭家賃助成金交付制度		新婚家庭家賃助成金交付制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		町営住宅において，１８歳未満の児童がいる世帯は，家賃の減額が受けられます。		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611										子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減		子育て世帯に対する町営住宅使用料の軽減

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を借りる		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度 コソダ		中心市街地にある民間賃貸住宅へ転居した，夫婦いずれもが４０歳未満の若年夫婦世帯，または義務教育終了前の子どもとその親がいる世帯に対して，家賃の一部を補助します。 フウフ サイ ミマン ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ オヤ セタイ イチブ		建設部住宅課		028-632-2735										宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度		宇都宮市若年夫婦・子育て世帯家賃補助制度

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に転入される世帯又は新婚世帯に対する家賃助成（月あたり家族：15,000円、単身7,000円（補助金1/2、商品券1/2）最大３年間） チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク テンニュウ セタイ マタ シンコン セタイ タイ ヤチン ジョセイ ツキ カゾク エン タンシン エン ホジョキン ショウヒンケン サイダイ ネン カン		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を借りる		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ		市営住宅の紹介（HP） シエイ ジュウタク ショウカイ		桐生市の市営住宅について相談・申込みを受付ける キリュウシ シエイ ジュウタク ソウダン モウシコ ウケツ		群馬県住宅供給公社　桐生支所 グンマケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ キリュウ シショ		0277-46-1111(内線625)										市営住宅の紹介（HP）		市営住宅の紹介（HP）

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を借りる		定住促進住宅事業		定住促進住宅事業		みどり市東町地域に定住する意志を有する方に、市有沢入住宅を賃貸します。平成5年建築2階建て、家賃1K7,000円（6部屋）、2DK10,000円（5部屋）。空状況はホームページに掲載。 カタ シ ユウ ヘイセイ ネン ケンチク カイダ ヤチン エン ヘヤ エン ヘヤ ソラ ジョウキョウ ケイサイ		建設課　住宅係		0277-76-1904										定住促進住宅事業		定住促進住宅事業

		104434		群馬県		片品村		住まい		家を借りる		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド		片品村定住促進家賃補助金制度 カタシナ ムラ テイジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン セイド		村に定住する意思を有する者に家賃の補助を行う。１ヶ月１最大１万円（最長３年間）の補助を行う。 ムラ テイジュウ イシ ユウ モノ ヤチン ホジョ オコナ ゲツ サイダイ マンエン サイチョウ ネンカン ホジョ オコナ		むらづくり観光課 カンコウ カ		0278-58-2112										片品村定住促進家賃補助金制度		片品村定住促進家賃補助金制度

		113611		埼玉県		横瀬町		住まい ス		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		若年層の居住促進と少子化の緩和を図るために、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に家賃の一部を補助。（補助額は実質家賃額の１／２の額とし、月１万円が上限） ホジョ ガク ツキ		総務課 ソウムカ		0494-25-0111										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を借りる		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金 ス オウエン ジギョウ ヤチン トウ ホジョ キン		新婚世帯及び市外から転入した中学生以下の子どもが同居する子育て世帯の家賃の一部を補助します。補助額は家賃月額から勤務先の住宅手当を引いた額で、月額１万円を上限とし、最長で36か月分の補助金を交付。 シンコン セタイ オヨ シガイ テンニュウ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク ヤチン ゲツガク キンムサキ ジュウタク テアテ ヒ ガク ゲツガク マンエン ジョウゲン サイチョウ ゲツ ブン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911										ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金		ファミリー住まいる応援事業家賃等補助金

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ		新婚世帯家賃支援事業 シンコン セタイ ヤチン シエン ジギョウ		町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯へ補助金を交付。夫婦の満年齢の合計が100歳未満で、家賃月額に対し10,000円を交付。補助金交付期間は3年を限度。 コウフ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を借りる		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		転入世帯及び新婚世帯の市内定着を促進し、定住人口の増加を図るため、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）		定住促進対策事業
（定住促進賃貸住宅家賃助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を借りる		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン		南砺市民間賃貸住宅居住補助金 ナントシ ミンカン チンタイ ジュウタク キョジュウ ホジョキン		民間賃貸住宅への家賃補助。市外からの転入世帯月額1万円1年間、新婚世帯月額1万円2年間、転入かつ新婚世帯月額2万円2年間（2年目1万円）、転入でかつ学生世帯月額2万円2年間。過疎地域は金額1.5～2倍 ヤチン シガイ カソ チイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市民間賃貸住宅居住補助金		南砺市民間賃貸住宅居住補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		家を借りる		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン		移住定住促進補助（住宅家賃） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク ヤチン		県外から転入し、民間賃貸住宅（集合住宅や一戸建て住宅）に入居した人に、家賃の一部（最高：月額1万5千円、補助期間：3年間）を助成。 ケンガイ テンニュウ ミンカン チンタイ ジュウタク シュウゴウ ジュウタク イッコ ダ ジュウタク ニュウキョ ヒト ヤチン イチブ サイコウ ゲツガク マン セン エン ホジョ キカン ネンカン ジョセイ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117										移住定住促進補助（住宅家賃）		移住定住促進補助（住宅家賃）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を借りる		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		市長が指定する人材育成事業等を受講し、市内の賃貸住宅等に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2以内を補助。上限3万円/月、最大5年、年を経るごとに上限額漸減。		自然共生室		0768-82-7720										珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金		珠洲市里山里海マイスター等移住定住支援補助金

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を借りる		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		４０未満の新婚世帯が市内の民間賃貸住宅等に入居し生活する場合に月１万円を最大２年間補助します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112										かほく市新婚さん住まい応援事業補助金		かほく市新婚さん住まい応援事業補助金

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を借りる		井倉団地に係る入居者負担額の特例		井倉団地に係る入居者負担額の特例		「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が受けられます。		基盤整備課
建築住宅担当 ケンチク ジュウタク タントウ		0554-43-1111
(内線137)										井倉団地に係る入居者負担額の特例		井倉団地に係る入居者負担額の特例

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン		定住促進住宅の家賃助成金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヤチン ジョセイ キン		市外より定住促進住宅へ入居する方を対象に、転入日から2年間、月額5,000円～10,000円家賃を助成する。 シガイ テイジュウ ソクシン ジュウタク ニュウキョ カタ タイショウ テンニュウ ビ ネンカン ツキ ガク エン エン ヤチン ジョセイ		建設課
管理担当 ケンセツ カ カンリ タントウ		0551-22-1111
(内線246,247)										定住促進住宅の家賃助成金		定住促進住宅の家賃助成金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		家を借りる		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン		山ノ内町移住促進家賃補助金 ヤマ ウチ マチ イジュウ ソクシン ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅（社宅等は除く）若しくは空き家に新たにお住まいになる、50歳以下の世帯に対して家賃の一部を補助 チョウナイ モ ア ヤ サイ イカ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111										山ノ内町移住促進家賃補助金		山ノ内町移住促進家賃補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅		若者定住促進住宅		少子高齢化により地域活力の低下を防ぐため、市内６団地３８戸の定住（ＵＩターン者用住宅を含む）を整備し安価に提供しています。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0573-66-1111										若者定住促進住宅		若者定住促進住宅		0

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		住まい		家を借りる		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市への若年層の定住を促進するため、美濃市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助
月1万円（補助期間は24か月まで）		建設部
都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-1122										美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度		美濃市新婚世帯家賃補助金交付制度

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		Ｕ・Ｉ・Ｊターンで下呂市内に就職をした若者を対象に、家賃の一部を補助します。（35歳未満の方対象。民間の借家・アパート等（社宅・社員寮等及び公共的な住宅を除く））		観光商工部
商工課 カンコウ ショウコウ ブ ショウコウカ		0576-24-2222										若者定住促進事業		若者定住促進事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		町内の民間賃貸住宅に3年以上移住することを前提に入居する者に対し、家賃の一部を助成します。12ヶ月間。基本奨励金：（実質家賃－４万円）×１／２以内。上限月額１万円。加算要件該当で別途加算あり		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										賃貸住宅家賃助成奨励金制度		賃貸住宅家賃助成奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		244431		三重県		大台町		住まい		家を借りる		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン		大台町移住支援助成金 オオダイ チョウ イジュウ シエン ジョセイキン		大台町が定める高齢化率を50％を超える地域へ、移住された方に3,000円／人を２カ年助成。 オオダイ チョウ サダ コウレイカ リツ コ チイキ イジュウ カタ エン ニン ネン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782										大台町移住支援助成金		大台町移住支援助成金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を借りる		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、民間の賃貸住宅で生活されている場合に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯家賃補助金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助金交付事業		新婚世帯家賃補助金交付事業		婚姻届出3年以内の新婚世帯の方で、平成26年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の契約をされた方に、月額1万円を上限に、３年間の家賃補助を行います。		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125										新婚世帯家賃補助金交付事業		新婚世帯家賃補助金交付事業

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		家を借りる		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ		豊岡市定住促進（お試し居住）事業 トヨオカシ テイジュウ ソクシン タメ キョジュウ ジギョウ		定住支援用の住宅に居住し、豊岡市での生活を体験しながら定住の準備を行う。○支援用住宅間取り３DK、使用料（月額）23,000円、入居期間最大２年間※他、３LDK、２DKの支援用住宅も有 テイジュウ シエンヨウ ジュウタク キョジュウ トヨオカ シ セイカツ タイケン テイジュウ ジュンビ オコナ シエンヨウ ジュウタク マド シヨウリョウ ゲツガク エン ニュウキョ キカン サイダイ ネンカン ホカ シエンヨウ ジュウタク アリ		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市定住促進（お試し居住）事業		豊岡市定住促進（お試し居住）事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成事業		新婚世帯家賃助成事業		平成25年4月1日以後婚姻し、市内の賃貸住宅に居住する新婚世帯に対し、家賃の一部を赤穂商工会議所商品券で最大3年間助成。市外からの転入者には加算有り。		企画広報課		0791-43-6867										新婚世帯家賃助成事業		新婚世帯家賃助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助。（家賃が５万円未満の場合は月額５千円、家賃が５万円以上の場合は月額１万円。）最長36ヶ月。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン		民間賃貸住宅補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に居住する者に対して月額1万円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)										民間賃貸住宅補助金		民間賃貸住宅補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		家を借りる		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		定住促進住宅補助金 テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		町内の定住促進住宅に居住する者に対して1号館は月額1万円、2号館は5千円を最長3年間補助します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2211)										定住促進住宅補助金		定住促進住宅補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助 チイキ ユウリョウ チンタイ ジュウタク ダンチ ヤチン ホジョ		新婚・子育て世帯向けに建設した町営住宅に入居するについて、一定の条件を満たす場合、家賃負担額の半額補助を行う制度です。 シンコン コソダ セタイ ム ケンセツ チョウエイ ジュウタク ニュウキョ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ オコナ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019										地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助		地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン		民間賃貸住宅入居者家賃補助金 ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョシャ ヤチン ホジョキン		町内の民間賃貸住宅に入居している新婚・子育て世帯について、一定の条件を満たす場合、実質家賃負担額の半額を補助する制度です。 チョウナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ シンコン コソダ セタイ イッテイ ジョウケン ミ バアイ ジッシツ ヤチン フタンガク ハンガク ホジョ セイド		建設課 ケンセツカ		0736-54-2019										民間賃貸住宅入居者家賃補助金		民間賃貸住宅入居者家賃補助金

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		住まい		家を借りる		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ		村内で住宅を借りて居住する者に対して、家賃から１万円を除いた２分の１を村が補助する制度。 ソンナイ ジュウタク カ キョジュウ モノ タイ ヤチン マンエン ノゾ ブン ムラ ホジョ セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助		若者定住促進事業／賃貸住宅の家賃補助

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を借りる		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」 テイジュウ ソクシン シセツ シュクハク ケンシュウ ジョ		町内でお仕事をされる単身の方で、移住までの当分の期間入居できます。
賃料：1.1万～1.2万円、間取り：1K、入居期限：2年間 チョウナイ シゴト タンシン カタ イジュウ トウブン キカン ニュウキョ チンリョウ マン マンエン マド ニュウキョ キゲン ネンカン		建設課 ケンセツカ		0859-82-1113										定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」		定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		新婚さん住まい応援事業		新婚さん住まい応援事業		夫婦いずれも４０歳未満の新婚世帯の民間住宅賃貸費用の一部を助成します。結婚１年以内の夫婦でいずれも４０歳未満の新婚世帯に月額１万円（２４カ月間）、ＵＩターン者の場合は、月額５千円を加算（１２カ月間） ケッコン フウフ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										新婚さん住まい応援事業		新婚さん住まい応援事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を借りる		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク		第二次定住奨励事業（賃貸住宅） チンタイ ジュウタク		住宅を賃貸する移住者に対し家賃の３か月分か１０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で家賃１カ月分か３万円の低い額を加算。合計１８万円上限 ジュウタク チンタイ イジュウ シャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン ゴウケイ マンエン ジョウゲン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										第二次定住奨励事業（賃貸住宅）		第二次定住奨励事業（賃貸住宅）

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		定住促進賃貸住宅 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク		全４パターンの住宅から好きなものを選び、町有地に住宅を建築。入居時に12万円と、4万円/月の家賃を支払って25年住み続ければ所有権の譲渡をします。 ゼン ジュウタク ス エラ マチ ア チ ジュウタク ケンチク ニュウキョ ジ マンエン マンエン ツキ ヤチン シハラ ネン ス ツヅ ショユウケン ジョウト		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214				大 ダイ		新築住宅がなんと家賃4万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかも、25年後には自分のものに！ シンチク ジュウタク ヤチン マンエン ネンゴ ジブン				定住促進賃貸住宅		定住促進賃貸住宅

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を借りる		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		若者定住住宅 ワカモノ テイジュウ ジュウタク		40歳以下で、小学生までの子ども（妊娠中も可）を持つ子育て世帯のための住宅（家賃3万円）。20年以上の定住が条件で、20年住めば住宅を無償譲渡、25年住めば宅地を無償譲渡。 サイイカ ショウガクセイ コ ニンシンチュウ カ モ コソダ セタイ ジュウタク ヤチン マンエン ネン イジョウ テイジュウ ジョウケン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト ネン ス タクチ ムショウ ジョウト		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212				中 チュウ		若者定住住宅　家賃3万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年住めば住宅を無償譲渡 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ヤチン マンエン ネン ス ジュウタク ムショウ ジョウト				若者定住住宅		若者定住住宅

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃助成金		新婚世帯家賃助成金		市内の民間賃貸住宅（家賃３万円以上）に入居する新婚世帯（婚姻日から１年以内）を対象に、月額１万円の家賃助成金を２年間交付 タイショウ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282								1		新婚世帯家賃助成金		新婚世帯家賃助成金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		家を借りる		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		民間賃貸住宅家賃助成事業 ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイ ジギョウ		賃貸物件を借り、夫婦どちらかが40歳未満又は義務教育終了までのお子さんがいれば、家賃の4割を助成。【月額上限1万5千円、対象期間60ヶ月】 チンタイ ブッケン カ フウフ サイ ミマン マタ ギム キョウイク シュウリョウ コ ヤチン ワリ ジョセイ ゲツガク ジョウゲン マン センエン タイショウ キカン ゲツ		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										民間賃貸住宅家賃助成事業		民間賃貸住宅家賃助成事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		庄原市新婚世帯定住促進補助金		庄原市新婚世帯定住促進補助金		夫婦とも40歳未満の新婚世帯が民間の賃貸住宅に住む場合，月額家賃から3万円を引いた金額を補助（上限2万円，補助期間12ヶ月）。夫婦どちらかが市外に通勤する場合は月額3,000円を加算		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市新婚世帯定住促進補助金		庄原市新婚世帯定住促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を借りる		定住促進住宅		定住促進住宅		市外からの転入者および中堅所得者等に賃貸する住宅で，入居要件は次のどちらかを満たすこと。①世帯の収入(月収額)が158,000円以上であること②市外からの転入者または企業等の市外からの転勤者であること ツギ		都市整備課		0824-73-1172										定住促進住宅		定住促進住宅

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を借りる		定住促進住宅		定住促進住宅		45歳未満の方や義務教育終了前の子どもがいる方等を対象とした住宅。		都市・建築局住宅営繕課		0829-30-9177										定住促進住宅		定住促進住宅

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を借りる		子育て住宅 コソダ ジュウタク		子育て住宅 コソダ ジュウタク		子育て世帯の負担軽減のための住宅提供。建物：４階建て３DK、家賃等35,000円、共益費2,000円、駐車場1,000円、その他：高校3年生以下1名扶養につき5,000円の控除（上限20,000円） コソダ セタイ フタン ケイゲン ジュウタク テイキョウ タテモノ カイダ ヤチン トウ ０００エン キョウエキヒ ０００エン チュウシャジョウ ０００エン タ コウコウ ネンセイイカ メイ フヨウ 000エン コウジョ ジョウゲン 000エン		建設課 ケンセツ カ		0846-65-3124										子育て住宅		子育て住宅

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		子育て家庭家賃補助事業		子育て家庭家賃補助事業		民間賃貸住宅に居住し、小学６年生までの児童を養育している世帯に対し、家賃から４万円を差し引き、月額１万円を上限に60カ月補助。諸要件有 アリ		子育て支援課		0847‐25‐0295										子育て家庭家賃補助事業		子育て家庭家賃補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を借りる		雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅（甲山宿舎）に入居された方へ補助金を交付		建設課		0847‐22‐5309										雇用促進住宅家賃補助金		雇用促進住宅家賃補助金

		352012		山口県		下関市		住まい		家を借りる		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ） ジンコウ テイジュウ ソクシン ジュウタク カンリ ウンエイ ギョウム ホウホク		過疎地域への人口定住促進。（地域限定）
本市へのUJIターン希望者に対して、一定期間（最長5年間）低家賃で賃貸するもの。		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）		　人口定住促進住宅管理運営業務（豊北ハイツ）

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		家を借りる		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク		UJIターン促進住宅 ソクシン ジュウタク		UJIターン希望者を対象とした賃貸住宅を提供しています。入居者の募集は、ホームページ等で行います。（入居期間原則3年間） キボウシャ タイショウ チンタイ ジュウタク テイキョウ ニュウキョ シャ ボシュウ トウ オコナ ニュウキョ キカン ゲンソク ネンカン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										UJIターン促進住宅		UJIターン促進住宅

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業		結婚を機に柳川市内の民間賃貸住宅に新居を構える結婚後１年以内の新婚世帯に対して家賃の２分の１（月額上限１万円）を限度に申請月から最長２年間奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業		若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを生み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を最大36万円（月額上限1万円・最長36カ月）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										新婚世帯家賃支援事業		新婚世帯家賃支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を借りる		市営住宅整備事業 		市営住宅整備事業 		市内9つの市営住宅を整備します。		都市対策課
都市対策係 トシ タイサク カ トシ タイサク ガカリ		0942-65-7029										市営住宅整備事業 		市営住宅整備事業 

		402125		福岡県		大川市 オオカワ		住まい		家を借りる		大川市新婚世帯家賃補助金		大川市新婚世帯家賃補助金		市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯を対象に、家賃の一部を補助します。		企画課		0944-85-5573										大川市新婚世帯家賃補助金		大川市新婚世帯家賃補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を借りる		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、市外からの転入者に対し、1年間2万円/月の家賃を補助 クニ ウワノ シガイ テンニュウシャ タイ ネンカン ツキ ヤチン ホジョ		農林商工観光課農政係 ノウリン ショウコウ カンコウカ ノウセイ ガカリ		0943-75-4975										新規就農促進事業		新規就農促進事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を借りる		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業 ジギョウ		小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間アパートに転入または校区外から転居した場合、３年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額２万円 ショウ シンコン ウチウラ ト キリ コウク ミンカン テンニュウ コウク ガイ テンキョ ネンカン ヤチン ホジョ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業		内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金交付事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を借りる		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ		多久市新婚世帯家賃等補助事業 タク シ シンコン セタイ ヤチン トウ ホジョ ジギョウ		過去1年間に婚姻届出をしている夫婦のいずれも40歳未満の新婚世帯が、民間賃貸住宅に入居した場合、家賃補助金を交付します。また、居住するために住宅のリフォームを行った場合、増改築等補助金を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116										多久市新婚世帯家賃等補助事業		多久市新婚世帯家賃等補助事業

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		賃貸住宅入居費補助金		賃貸住宅入居費補助金		新規転入者が賃貸住宅を借上げて市内に転入する場合、転居費用の一部補助として10万円を交付※3人以上の家庭の場合、世帯員加算あり セタイイン		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										賃貸住宅入居費補助金		賃貸住宅入居費補助金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を借りる		定住促進住宅　家賃減額制度		定住促進住宅　家賃減額制度		子育て支援や市外からの転入促進を目的として、中学生以下の子どもがいる世帯は子どもの人数に応じて2,000～5,000円、新規転入世帯は入居階数に応じて2,000～3,000円、定住促進住宅の家賃を減額 コ ニンズウ オウ ニュウキョ カイスウ オウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0956-72-1111(内線214)										定住促進住宅　家賃減額制度		定住促進住宅　家賃減額制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を借りる		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚世帯家賃補助 シンコン セタイ ヤチン ホジョ		新婚1年以内のご夫婦で、町内民間住宅にこれからお住まいの方へ家賃の一部を補助します。
補助額：２万円（限度額）、期間２年間 シンコン ネン イナイ フウフ チョウナイ ミンカン ジュウタク ス カタ ヤチン イチブ ホジョ ホジョ ガク マンエン ゲンド ガク キカン ネンカン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										新婚世帯家賃補助		新婚世帯家賃補助

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を借りる		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン		転入者引越し奨励金 テンニュウシャ ヒッコ ショウレイキン		転入し3年以上借家等に居住する人（1世帯1回限り5万円） テンニュウ ネン イジョウ シャクヤ トウ キョジュウ ヒト セタイ カイ カギ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										転入者引越し奨励金		転入者引越し奨励金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を借りる		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド		賃貸住宅家賃助成金制度 チンタイ ジュウタク ヤチン ジョセイキン セイド		町が指定する区域内の賃貸住宅に入居している方で、小学生・中学生と同居している扶養親族に対して、
小学生1人当たり月額2万円、中学生1人当たり月額1万円助成金を支給 ジョセイキン シキュウ		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)										賃貸住宅家賃助成金制度		賃貸住宅家賃助成金制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		市中心部にほど近いアパートを新婚さん専用の市営住宅として改修しました。内装水回りの整備や間取り変更など若いカップルのニーズに合うようリニューアル。広々３ＤＫ、駐車場代込みで家賃はなんと４万円です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ		～新婚さん応援住宅～　ハピネスステージ

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を借りる		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅として改修した物件に新婚・子育て世帯が１年以上居住した場合に助成します｡（3万6千円） セイカツ オウエン ジュウタク		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100				中 チュウ		新婚・子育て世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年以上の住居で3.6万円の補助 シンコン コソダ セタイ ネンイジョウ ジュウキョ マンエン ホジョ				生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業		生活応援住宅新婚・子育て
世帯家賃補助事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を借りる		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク		若者定住促進住宅 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク		市外にお住まいの子育て世帯の方が、「若者定住促進住宅」に入居した場合、子どもの人数に応じて家賃を減額します。（最少家賃1万円/月）		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1112										若者定住促進住宅		若者定住促進住宅

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を借りる		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン		子育て世帯移住報奨金 コソダ セタイ イジュウ ホウショウキン		「子育て世帯」が町内の賃貸住宅に移住した際に「移住報奨金」を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										子育て世帯移住報奨金		子育て世帯移住報奨金

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を借りる		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ		定住促進賃貸住宅家賃補助事業 テイジュウ ソクシン チンタイ ジュウタク ヤチン ホジョ ジギョウ		転入・新婚世帯の町内定住を促進するため、月額３万円(実際負担している金額)を超える民間賃貸住宅の家賃を支払っている者に対し家賃の一部を最大24月間補助。 テンニュウ シンコン セタイ チョウナイ テイジュウ ソクシン ゲツガク マンエン ジッサイ フタン キンガク コ ミンカン チンタイ ジュウタク ヤチン シハラ モノ タイ ヤチン イチブ サイダイ ツキカン ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										定住促進賃貸住宅家賃補助事業		定住促進賃貸住宅家賃補助事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		家を借りる		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク		定住促進住宅 テイジュウ ソクシン ジュウタク		定住促進及び地域の活性化を推進する目的で、U・Iターン者を対象として、貸し出す住宅です。 シャ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										定住促進住宅		定住促進住宅

				▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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家を購入・改修する

				住まい ス

				02.家を購入・改修する イエ コウニュウ カイシュウ

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォームに要する費用の一部を助成。【対象工事】市内建設業者が行う５０万円以上のリフォーム
【助成金額】リフォームに要する費用の１／１０（上限２０万円） ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ コウジ シナイ ケンセツ ギョウシャ オコナ マンエン イジョウ ジョセイ キンガク ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン		建設部
建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		(0134)32-4111
内線354										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		012041		北海道		旭川市		住まい		家を購入する・改修する		旭川市山村定住促進補助金		旭川市山村定住促進補助金		江丹別地域に土地や住宅を購入し移住した方に対し，購入費の15％(上限150万円)を補助。市内業者を通して家を購入・新築した場合は更に住宅購入費の10％(上限100万円)を補助。		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316										旭川市山村定住促進補助金		旭川市山村定住促進補助金

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン		子育て世代持家住宅促進 コソダ セダイ モチイエ ジュウタク ソクシン		市内で持家を新築または購入し居住する子育て世帯に対し、住宅等の固定資産税及び都市計画税の合計額の2分の1相当額を助成。持ち家取得による子育て世代の市内定住を促進する。		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592										子育て世代持家住宅促進		子育て世代持家住宅促進

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ		宅地の販売・分譲 タクチ ハンバイ ブンジョウ		市内計8区画(海岸町、字天都山、北12西2、字潮見)
230.00㎡～667.57㎡、1,633,000円～5,922,000円 シナイ ケイ クカク エン エン		財政課管財係 ザイセイ カ カンザイ カカリ		0152-44-6111(内線242)										宅地の販売・分譲		宅地の販売・分譲		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ		住宅改修に対する助成等 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイトウ		市内で住宅を取得し、自ら居住する場合、市のリフォーム融資資金（50万円以上、限度額500万円）を利用可能。 シナイ ジュウタク シュトク ミズカ キョジュウ バアイ シ ユウシ シキン マンエン イジョウ ゲンド ガク マンエン リヨウ カノウ		建築課建築係 ケンチク カ ケンチク カカリ		0152-44-6111(内線254)										住宅改修に対する助成等		住宅改修に対する助成等		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン		住宅バリアフリー改修促進助成金 ジュウタク カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内に住所を有する60歳以上の方等がバリアフリー化工事及び断熱・防寒工事を実施する場合、経費の一部を助成（上限20万円）。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139										住宅バリアフリー改修促進助成金		住宅バリアフリー改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン		木造住宅耐震改修促進助成金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ソクシン ジョセイキン		市内にある木造住宅の耐震診断、耐震改修をする場合に、耐震診断は上限3万円、耐震改修は上限30万円以内の助成を行う。		都市整備部
建築住宅課
建築住宅グループ トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ ケンチク ジュウタク		0126-63-0139										木造住宅耐震改修促進助成金		木造住宅耐震改修促進助成金

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住促進助成制度		移住・定住促進助成制度		土地付き新築住宅の建築、土地付き分譲住宅・中古住宅を購入した市外からの転入者に対し、最大150万円の助成金を交付。		総務部企画課
政策調整グループ ソウム ブ キカク カ セイサク チョウセイ		0126-62-3137										移住・定住促進助成制度		移住・定住促進助成制度

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		持ち家取得奨励事業		持ち家取得奨励事業		芦別市に定住するために住宅を新築または中古物件を購入した方などに奨励金を交付。（新築…市内業者建設のみ100万円、中古…購入価格の1/10上限50万円）		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111										持ち家取得奨励事業		持ち家取得奨励事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		快適な住環境の整備のために、住宅リフォーム工事等に要した経費の一部を助成。（改修工事費の1/5上限20万円）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111														○		事業概要以下が他市の内容 ジギョウ ガイヨウ イカ タ シ ナイヨウ

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ		住宅建築に対する助成 ジュウタク ケンチク タイ ジョセイ		市内建設業において住宅を新築した場合、居住部分１㎡につき１万円（上限１００万円）を助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク シンチク バアイ キョジュウ ブブン マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121										住宅建築に対する助成		住宅建築に対する助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ		住宅改修に対する助成 ジュウタク カイシュウ タイ ジョセイ		市内建設業において住宅の増築、改築、修繕、設備に対する改修を行い、その費用が１００万円以上の工事の場合、２０万円（定額）助成。 シナイ ケンセツギョウ ジュウタク ゾウチク カイチク シュウゼン セツビ タイ カイシュウ オコナ ヒヨウ エンイジョウ コウジ バアイ マンエン テイガク ジョセイ		経済部商工労働観光課 ケイザイ ブ ショウコウ ロウドウ カンコウ カ		0165-23-3121										住宅改修に対する助成		住宅改修に対する助成

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ		土地の販売・分譲 トチ ハンバイ ブンジョウ		・文京ﾆｭｰﾀｳﾝ101区画、264.48～453.15㎡、396.7～648.2万円・福住住宅地37区画、306.24～992.25㎡、457.9～1,915.1万円 ブンキョウ クカク マン エン フクズミ ジュウタクチ クカク マンエン		開発振興課 カイハツ シンコウ カ		0123-42-5501										土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい ス		家を購入する・改修する		ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲中 ブンジョウ チュウ		総務部財政課 ソウム ブ ザイセイカ		0125-28-8008										ニュータウンせせらぎ分譲		ニュータウンせせらぎ分譲

		012254		北海道		滝川市		住まい		家を購入する・改修する		滝川市住宅改修補助制度		滝川市住宅改修補助制度		所有する住宅の改修に係る経費、所得合計５８０万円以下の世帯。補助対象経費×１０パーセント、上限５０万円。 ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ケイヒ ショトク ゴウケイ マン エン イカ セタイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0125-28-8040										滝川市住宅改修補助制度		滝川市住宅改修補助制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		家を購入する・改修する		ハートフル住まいる助成事業		ハートフル住まいる助成事業		①新築、建売、中古住宅購入助成：最大4％（上限90万円）
②住宅改修助成：工事費の15％（上限30万円）地元企業利用が条件 シンチク ジモト キギョウ リヨウ ジョウケン		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121										ハートフル住まいる助成事業		ハートフル住まいる助成事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分） エニワシ ザイタク シエン ジュウタク カイシュウヒ ジョセイ ジギョウ シ ウワノ ブン		介護保険住宅改修の上乗せ分として、介護保険認定者のみ利用可能。介護保険住宅改修制度で認められた工事。15万円を上限額として、9割を助成 ガク		保健福祉部　介護福祉課 ホケン フクシ ブ カイゴ フクシカ		0123-33-3131
内線1224										恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）		恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業（市上乗せ分）

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		身体障害者等の住宅にかかる手すりの取付、段差の解消など。補助率：9/10(低所得者は1/10の自己負担額の軽減有り)。上限額15万円。 トウ ジュウタク ホジョリツ マン		保健福祉部　障がい福祉課 ホケン フクシ ブ ショウ フクシカ		0123-33-3131内線1215										恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金		恵庭市身体障害者等住宅改修費給付金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		市内にある木造住宅の耐震診断及び改修工事に掛かる費用を補助する。耐震診断に要する経費の額（１の住宅につき上限額5万円）、耐震改修工事に要する費用（上限額30万円） シナイ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ カイシュウ コウジ カ ヒヨウ ホジョ タイシン シンダン ヨウ ケイヒ ガク ジュウタク ジョウゲン ガク マンエン タイシン カイシュウ コウジ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		建設部 建築課 		0123-33-3131
内線2531								1		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド		ファーストマイホーム支援制度 シエン セイド		北広島市に初めて住宅を取得される方に50万円助成します。
50歳未満で同じ世帯に18歳以下の子どもがいる方が対象です。 キタヒロシマシ ハジ ジュウタク シュトク カタ マンエン ジョセイ サイ ミマン オナ セタイ サイ イカ コ カタ タイショウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311										ファーストマイホーム支援制度		ファーストマイホーム支援制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		北広島市内に居住、所有の住宅の改修に係る補助対象経費の1/10（上限10万円）を助成します。 キタヒロシマシ ナイ キョジュウ ショユウ ジュウタク カイシュウ カカ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断・改修支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン カイシュウ シエン ジギョウ		木造住宅の耐震化促進のため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に所有者が耐震診断・改修工事を行う際に要する経費の一部を助成します。		建築課 ケンチクカ		011-372-3311										木造住宅耐震診断・改修支援事業		木造住宅耐震診断・改修支援事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		住まい		家を購入する・改修する		みのり支援金 シエンキン		みのり支援金 シエンキン		みのり団地に住宅を新築し、居住された方に①子育て支援金年間１０万円②温泉入浴支援年間８万円③定住支援金として年間６万円を３年間のいずれか。 ダンチ ジュウタク シンチク キョジュウ カタ コソダ シエンキン ネンカン マン エン オンセン ニュウヨク シエン ネンカン マンエン テイジュウ シエンキン ネンカン マンエン ネンカン		総務課 ソウムカ		0126-57-2111								1		みのり支援金		みのり支援金

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		住まい		家を購入する・改修する		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト		土地無償譲渡 トチ ムショウ ジョウト		一定の要件を備えた住宅の新築を条件に移住者へ土地を無償譲渡する。 イッテイ ヨウケン ソナ ジュウタク シンチク ジョウケン イジュウシャ トチ ムショウ ジョウト		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111										土地無償譲渡		土地無償譲渡

		013641		北海道		乙部町 オトベチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		緑町・滝瀬・花磯地区で宅地を分譲 ミドリマチ タキセ ハナ イソ チク タクチ ブンジョウ		建設課管理係 ケンセツカ カンリ カカ		0139-62-2311										宅地分譲		宅地分譲

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		今金町地場材活用促進補助金		今金町地場材活用促進補助金		地元地場材（カラ松・トド松）を使用し、町内業者施工により自ら居住する住宅等を建築される方に費用の一部を補助します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111										今金町地場材活用促進補助金		今金町地場材活用促進補助金

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		町民の居住環境の向上と地域経済の活性化対策の一環として、住宅を持つ町民の方が
町内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成します。		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0137-82-0111										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュトク ショウレイキン		新築、建替え、又は購入住宅の固定資産税相当額の５年間分を商品券で交付		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「マイホーム取得奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド テイジュウ ジュウタクチ カシツケ ジギョウ		本町に定住を確約できるＵターン者等で、契約締結後２年以内で、自家住宅を建築する場合、２０年間無料で貸付し、２０年後に安い価格にて譲渡		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」		蘭越町定住促進支援制度
「ふれあい定住住宅地貸付事業」

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成） ジュウタク シエン セイド		土地を購入し、3年度以内に新築または建売住宅を購入した方を対象として、土地購入価格の1/10【指定区域（用途地域内）上限20万円、まほろば地区上限50万円】を助成。		まちづくり計画課		0135-21-2124										住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）		住宅支援制度
（住宅建築（ 購入）に対する助成）

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成） ジュウタク シエン セイド		町内業者施工で50万円（税抜）以上の工事をした場合、補助対象工事費の1/5を助成（上限20万円）。※リフォーム工事での設備設置を含む		まちづくり計画課		0135-21-2124										住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）		住宅支援制度
（住宅改修に対する助成）

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		宅地分譲キャンペーン事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		南幌町の住宅団地「ニュータウンみどり野」の宅地を300万円台から分譲中。また、地元割引・子育て・高齢者支援として対象者のいる世帯はさらに30％OFF		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121										宅地分譲キャンペーン事業		宅地分譲キャンペーン事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		家を購入する・改修する		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース） ジュウタク シンチク		町内に住宅を新築（新築住宅の購入を含む）した場合、住宅の固定資産税相当額を５年間交付
※但し、子どもがいる世帯は最長18年（子どもが高校を卒業するまで）助成 チョウナイ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ フク バアイ ジュウタク タダ コ セタイ コ コウコウ ソツギョウ ジョセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅新築コース）

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ		定住促進対策事業　宅地分譲 テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ タクチ ブンジョウ		妹背牛町以外に居住されている方で、分譲決定後2年以内に自己住宅を完成できる方に町有地を１坪5,000円で販売。（対象者拡大予定) モセウシチョウ イガイ キョジュウ カタ ブンジョウ ケッテイ ゴ ネン イナイ ジコ ジュウタク カンセイ カタ チョウユウチ ツボ エン ハンバイ タイショウシャ カクダイ ヨテイ		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										定住促進対策事業　宅地分譲		定住促進対策事業　宅地分譲

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ		定住促進団地分譲販売 テイジュウ ソクシン ダンチ ブンジョウ ハンバイ		宅地を1㎡＝1円で販売。宅地が低価格の上に、暮らしやすさが魅力のため、道内外からの移住実績も多く、第１期（１３区画）、第２期（１０区画）は完売しました。好評につき第３期募集を間もなく開始予定です。 タクチ エン ハンバイ タクチ テイカカク ウエ ク ミリョク ドウナイ ガイ イジュウ ジッセキ オオ ダイ キ クカク ダイ キ クカク カンバイ コウヒョウ ダイ キ ボシュウ マ カイシ ヨテイ		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										定住促進団地分譲販売		定住促進団地分譲販売

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		家を購入する・改修する		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ		土地取得費用の一部助成事業 トチ シュトク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジギョウ		永住することを目的として、土地を購入し住宅を新築した方に住宅取得奨励金を支給します。奨励金の額は住宅用地取得代金の1/2（上限100万円）。ただし、39歳以下の方が申請された場合、20％増額 エイジュウ モクテキ トチ コウニュウ ジュウタク シンチク カタ ジュウタク シュトク ショウレイキン シキュウ ショウレイキン ガク ジュウタク ヨウチ シュトク ダイキン ジョウゲン マンエン サイ イカ カタ シンセイ バアイ ゾウガク		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										土地取得費用の一部助成事業		土地取得費用の一部助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		移住定住応援奨励金制度 イジュウ テイジュウ オウエン ショウレイキン セイド		住宅を取得した人に対して最大450万円を助成 ジュウタク シュトク ヒト タイ サイダイ マンエン ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114				大 ダイ		住宅を購入したら最大450万円補助！ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ				移住定住応援奨励金制度		移住定住応援奨励金制度

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		家を購入する・改修する		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度 タカスチョウ ジュウタク ケンチク シエン ジギョウ ホジョキン セイド		住宅の新築・増改築を行う方に対し、補助対象経費1/2、50万円以内を補助（基本額）。子ども加算、転入加算、町内事業者加算、二世代同居加算があり、合計で最大130万円の補助金となります。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ホジョ キホン ガク コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン ニ セダイ ドウキョ カサン ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111										鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度		鷹栖町住宅建築支援事業補助金制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ		マイホーム建設促進事業 ケンセツ ソクシン ジギョウ		新築購入費等の10％助成（100万円以内）、中古住宅購入費等の10％助成（30万円以内）
移住者20～40万円加算、中古住宅購入リフォーム経費50％助成（50万円以内）※一部は地域通貨で交付 シンチク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ チュウコ ジュウタク コウニュウ ヒ ナド ジョセイ マンエン イナイ イジュウシャ マンエン カサン チュウコ イナイ イチブ チイキ ツウカ コウフ		企画課企画振興係 キカクカ キカク シンコウ カカリ		0167-52-2115										マイホーム建設促進事業		マイホーム建設促進事業

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		住まい		家を購入する・改修する		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		建設業者が自ら行う、１００万円以上の住宅新築・改築工事で、町内業者で新築施工の場合定額60万（町外業者は１/２）。町内改修は定額30万（町外業者は１/２）。助成金の１/３を地域通貨で交付。 ジュウタク シンチク カイチク コウジ チョウナイ ギョウシャ シンチク セコウ バアイ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ チョウナイ カイシュウ テイガク マン チョウガイ ギョウシャ ジョセイキン チイキ ツウカ コウフ		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町住宅新築・改修促進助成事業		剣淵町住宅新築・改修促進助成事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ		北星団地宅地分譲募集要綱 ホクセイ ダンチ タクチ ブンジョウ ボシュウ ヨウコウ		土地を購入し、１０年居住すると土地代全額返却 トチ コウニュウ ネン キョジュウ トチダイ ゼンガク ヘンキャク		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										北星団地宅地分譲募集要綱		北星団地宅地分譲募集要綱

		014702		北海道		音威子府村		住まい ス		家を購入する・改修する		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ		音威子府村増改築経費補助事業 オトイネップムラ ゾウカイチク ケイヒ ホジョ ジギョウ		住宅増改築に対し、最大５０万円の補助 ジュウタク ゾウカイチク タイ サイダイ マンエン ホジョ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										音威子府村増改築経費補助事業		音威子府村増改築経費補助事業

		014702		北海道 ホッカイ ドウ		音威子府村		住まい		家を購入する・改修する		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱 オトイネップムラ モ イエ ジュウタク ソクシン ショウレイキン コウフ ヨウコウ		新築に対し、最大１３０万円の補助。基礎工事が必要な場合、１８万円上乗せ。 シンチク タイ サイダイ マンエン ホジョ キソ コウジ ヒツヨウ バアイ マンエン ウワノ		総務課総務財政室 ソウムカ ソウム ザイセイ シツ		01656-5-3311										音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱		音威子府村持ち家住宅促進奨励金交付要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中川町新築・リフォーム促進事業		中川町新築・リフォーム促進事業		新築住宅の建設に対して200万円を、住宅リフォーム工事に対して60万円を限度に対象工事費用の20％を交付します。ただし、平成27年3月31日までに完了する工事が対象となります。 シンチク ジュウタク ケンセツ タイ マンエン ジュウタク コウジ タイ マンエン ゲンド タイショウ コウジ ヒヨウ コウフ ヘイセイ ネン ガツ ニチ カンリョウ コウジ タイショウ		総務課
企画財政室 ソウムカ キカク ザイセイシツ		01656-7-2819										中川町新築・リフォーム促進事業		中川町新築・リフォーム促進事業

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		幌加内町定住促進条例制度		幌加内町定住促進条例制度		住宅建設に係る課税標準額の１００分の１５以内、１００万円を上限として支給、特別住宅については１５０万円が限度。		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123										幌加内町定住促進条例制度		幌加内町定住促進条例制度

		014729		北海道		幌加内町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ		住宅リフォーム交付事業 ジュウタク コウフ ジギョウ		町民が町内業者により住宅のリフォームをした場合工事費の2/5（上限３０万円）を助成。（町外業者の場合上限２０万円を助成） チョウミン チョウナイ ギョウシャ ジュウタク バアイ コウジヒ ジョウゲン マン エン ジョセイ チョウガイ ギョウシャ バアイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0165-35-2123										住宅リフォーム交付事業		住宅リフォーム交付事業

		014818		北海道		増毛町		住まい		家を購入する・改修する		増毛町住宅リフォーム等補助事業		増毛町住宅リフォーム等補助事業		1．100万円以上の住宅改修費の補助。（定額30万円）
2．住宅解体工事費の補助。（上限30万円）
3．空き家の購入費用補助。（上限30万円＋※10万円（敷地））		建設水道課
建築係		0164-53-1115										増毛町住宅リフォーム等補助事業		増毛町住宅リフォーム等補助事業

		014834		北海道 ホッカイドウ		苫前町 トママエチョウ		住まい		家を購入する・改修する		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		町内建設業者で住宅整備行う場合、工事費の一部を助成。U・Ｉターン者、これから苫前町に居住しようとする方も対象となります。例：新築工事※対象床面積1㎡当たり15,000円（200万円以内） シャ レイ イナイ		建設課 ケンセツカ		0164-64-2315										苫前町安心快適住まいづくり促進事業について		苫前町安心快適住まいづくり促進事業について

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン		移住促進交付金 イジュウ ソクシン コウフキン		町内に移住し、住宅の新築または住宅を購入された６５歳未満の方に対し最大２００万円を交付。（５年間の分割交付、交付金の一部は町内商品券で交付） チョウナイ イジュウ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ サイ ミマン カタ タイ サイダイ マンエン コウフ ネンカン ブンカツ コウフ コウフキン イチブ チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131										移住促進交付金		移住促進交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン		定住支援交付金 テイジュウ シエン コウフキン		町内で住宅の新築または住宅を購入で取得された６５歳未満の方に対し、５年間、住宅にかかる固定資産税分を町内商品券で交付。 チョウナイ ジュウタク シンチク ジュウタク コウニュウ シュトク サイ ミマン カタ タイ ネンカン ジュウタク コテイ シサンゼイ ブン チョウナイ ショウヒンケン コウフ		総務課企画財政グループ ソウムカ キカク ザイセイ		0152-25-2131										定住支援交付金		定住支援交付金

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業 キヨサトチョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ジュウタク ジギョウ		町内に住所を有し、町内に存する自分の持家を町内の業者で５０万円以上のリフォーム工事を行った場合、要した費用の３分の１（上限３０万円）を補助する。 チョウナイ ジュウショ ユウ チョウナイ ゾン ジブン モチイエ チョウナイ ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ ヨウ ヒヨウ ブン ジョウゲン マンエン ホジョ		産業課商工観光・林政グループ サンギョウ カ ショウコウ カンコウ リンセイ		0152-25-3601										清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業		清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン		置戸町森と住まいの支援補助金 オケト チョウ モリ ス シエン ホジョキン		７０㎡以上の新築、１０年以上居住者に補助。補助基本額５０万円、町内の森林認証材使用５０万円、同居する１８歳未満の子ども１人につき２５万円、町内プレカットセンター加工材使用５０万円 イジョウ シンチク ネン イジョウ キョジュウ シャ ホジョ ホジョ キホン ガク マン エン チョウナイ シン リン ニンショウ ザイ シ ヨウ マンエン ドウキョ サイ ミマン コ ヒトリ マンエン チョウナイ カコウ ザイ シ ヨウ マンエン		施設整備課　建築係
町づくり企画課　企画係 シセツ セイビ カ ケンチク カカ マチ キカク カ キカク カカ		0157-52-3314
0157-52-3312										置戸町森と住まいの支援補助金		置戸町森と住まいの支援補助金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン		住宅改修奨励金 ジュウタク カイシュウ ショウレイキン		町内に住宅を所有又は借用し、町内に住所を有する個人又は法人に助成。
改修工事費の２０％以内で５０万円を限度に町商工会発行の商品券を支給。町外業者の場合は１／２ チョウナイ ジュウタク ショユウ マタ シャクヨウ チョウナイ ジュウショ ユウ コジン マタ ホウジン ジョセイ カイシュウ コウジ ヒ イナイ マンエン ゲンド マチ ショウコウ カイ ハッコウ ショウヒン ケン シキュウ チョウガイ ギョウシャ バアイ		町づくり企画課
企画係 キカク カカ		0157-52-3312										住宅改修奨励金		住宅改修奨励金

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		宅地分譲 タクチ ブンジョウ		境野親交新団地６区画（１区画約１４０坪499,800円） サカイノ シンコウ シン ダンチ クカク クカク ヤク ツボ エン		総務課管財係 ソウム カ カンザイ カカ		0157-52-3311										宅地分譲		宅地分譲

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ		住宅建設促進事業 ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ		町内建設業者により、町内に個人の住宅を新築・増築・改修する場合、費用の一部を助成します。 チョウナイ ケンセツギョウ シャ チョウナイ コジン ジュウタク シンチク ゾウチク カイシュウ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		経済課
商工観光係 ケイザイ カ ショウコウ カンコウ ガカリ		01587-2-1200										住宅建設促進事業		住宅建設促進事業

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン		美しい村づくり事業推進補助金 ウツク ムラ ジギョウ スイシン ホジョキン		村の景観指針に基づき、美しい景観づくりのために村民等が行った事業（住宅等の色彩統一や廃屋解体事業など）の経費の一部を助成する。 ムラ ケイカン シシン モト ウツク ケイカン ソンミン ナド オコナ ジギョウ ジュウタク ナド シキサイ トウイツ ハイオク カイタイ ジギョウ ケイヒ イチブ ジョセイ		企画総務課 キカク ソウムカ		0158-87-2111										美しい村づくり事業推進補助金		美しい村づくり事業推進補助金

		015628		北海道		西興部村		住まい ス		家を購入する・改修する		持ち家建設奨励補助金		持ち家建設奨励補助金		村に住所を有し村内に一戸建て専用住宅を建設する者に対し、1棟定額100万円の補助金を交付する。また、指定宅地に建設の場合は建設後10年間の宅地使用料を無料とする。		住民課		0158-87-2111										持ち家建設奨励補助金		持ち家建設奨励補助金

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地において住宅建築予定者に無償で貸付を行い、一定期間に住宅を建築した際に無償譲渡する。 イジュウ タクチ ジュウタク ケンチク ヨテイシャ ムショウ カシツケ オコナ イッテイ キカン ジュウタク ケンチク サイ ムショウ ジョウト		財務企画課 ザイム キカク カ		0158-84-2121										移住宅地の無償貸付及び無償譲渡		移住宅地の無償貸付及び無償譲渡

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン		大空町住み替え促進助成金 オオゾラ マチ ス カ ソクシン ジョセイキン		大空町内の一戸建て住宅に売買により住み替えした方を対象に売買金額の50%、限度額２０万円を助成。１年以内に改修工事実施の際は改修工事費の３分の１以内、限度額３０万円を助成。賃貸借住み替え時の助成も有。 オオゾラ マチ ナイ イッコ タ ジュウタク バイバイ ス カ カタ タイショウ バイバイ キンガク ゲンド ガク マンエン ジョセイ ネン イナイ カイシュウ コウジ ジッシ サイ カイシュウ コウジ ヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ジョセイ チンタイシャク ジ ジョセイ アリ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111										大空町住み替え促進助成金		大空町住み替え促進助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン		大空町住み替え移転費用助成金 オオゾラ マチ ジュウ ガ イテン ヒヨウ ジョセイキン		大空町内の農村地区から市街地区に住み替えされる高齢者世帯（６５歳以上の者又は６５歳以上の者と１８歳未満の未婚の者で構成される世帯）に属する方に７万円の助成。 オオゾラ マチ ナイ ノウソン チク シガイ チク ス カ コウレイシャ セタイ サイ イジョウ モノ マタ サイ イジョウ モノ サイ ミマン ミコン モノ コウセイ セタイ ゾク カタ マンエン ジョセイ		総務課企画G ソウムカ キカク		0152-74-2111										大空町住み替え移転費用助成金		大空町住み替え移転費用助成金

		015644		北海道		大空町 オオゾラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン		大空町住宅リフォーム補助金 オオゾラ マチ ジュウタク ホジョキン		大空町内の建設業者によって施工される、持家住宅のリフォーム工事に係る費用の３分の１以内、限度額３０万円を補助。 オオゾラ マチ ナイ ケンセツギョウ シャ セコウ モチイエ ジュウタク コウジ カカ ヒヨウ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョ		産業課商工G サンギョウカ ショウコウ		0152-74-2111										大空町住宅リフォーム補助金		大空町住宅リフォーム補助金

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド		持ち家住宅取得奨励制度 モ イエ ジュウタク シュトク ショウレイ セイド		新築・中古住宅を購入される方に対して取得費の一部を助成。○新築住宅１軒につき上限70万円（町内事業者施工の場合は30万円分の商品券追加助成）○中古住宅１軒につき上限50万円（取得費の1/10以内）		企画調整課 キカク チョウセイカ		0142-66-2121										持ち家住宅取得奨励制度		持ち家住宅取得奨励制度

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業 トウヤコ チョウ ジュウタク ナド ジュウ カンキョウ セイビ シエン ジギョウ		５０万円以上の洞爺湖町内の住宅等リフォーム工事を対象に１０万円の商品券を助成する。申込件数に上限あり、また、詳細についてはお問合せ下さい。 マンエンイジョウ トウヤコ チョウナイ ジュウタク ナド コウジ タイショウ マンエン ショウヒンケン ジョセイ モウシコミ ケンスウ ジョウゲン ショウサイ トイアワ クダ		産業振興課水産・商工グループ サンギョウ シンコウ カ スイサン ショウコウ		0142-74-3005										洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業		洞爺湖町住宅等リフォーム・住環境整備支援事業

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン		住宅取得奨励金 ジュウタク シュトク ショウレイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、奨励金を交付。町内業者で建設（４０万円）、町内業者以外で建設（１０万円）、中古住宅取得（２５万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ショウレイキン コウフ チョウナイ ギョウシャ ケンセツ マンエン チョウナイ ギョウシャ イガイ ケンセツ マンエン チュウコ ジュウタク シュトク マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン		子育て世代住宅取得支援金 コソダ セダイ ジュウタク シュトク シエンキン		町内に住宅を取得し居住する方で、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、固定資産税納付額を子の人数に応じて交付する。 チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ カタ ドウキョ カゾク チュウガクセイ イカ コ バアイ コテイ シサンゼイ ノウフガク コ ニンズウ オウ コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										子育て世代住宅取得支援金		子育て世代住宅取得支援金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ		住宅取得資金利子補給 リシ ホキュウ		町内に居住する住宅を取得するために、資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給する。（元金1,500万円限度とし、支払利子額の3分の1を助成） チョウナイ キョジュウ シュトク シキン ユウズウ ウ バアイ カリイレ シキン カカ リシ ホキュウ ガンキン マンエン ゲンド シハラ リシ ガク ブン ジョセイ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										住宅取得資金利子補給		住宅取得資金利子補給

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事などのリフォーム工事を町内業者で行う場合、工事費の２分の１（最高１００万円）の補助を行う ショウ カイシュウ コウジ カイシュウ コウジ タイシン カイシュウ コウジ コウジ チョウナイ ギョウシャ オコナ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		建設水道課建設グループ ケンセツ スイドウ カ ケンセツ		0146-47-2518										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン		中古住宅取得物件リフォーム補助金 シュトク ブッケン ホジョキン		中古住宅を取得し、取得後１年以内にリフォーム工事を完了した場合、工事費の２分の１（最高５０万円）の補助を行う チュウコ ジュウタク シュトク シュトクゴ ネン イナイ コウジ カンリョウ バアイ コウジヒ ブン サイコウ マンエン ホジョ オコナ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										中古住宅取得物件リフォーム補助金		中古住宅取得物件リフォーム補助金

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン		中古住宅流通交付金 チュウコ ジュウタク リュウツウ コウフキン		町が認定する「まちの不動産屋さん」を介して売買が成立した場合は、不動産仲介手数料と同額を売主へ補助する。 チョウ ニンテイ フドウサン ヤ カイ バイバイ セイリツ バアイ フドウサン チュウカイ テスウリョウ ドウガク ウ ヌシ ホジョ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498												耐震補強工事補助事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業 ジュウタク シンチク トウ キンキュウ シエン ホジョ ジギョウ		町内業者で費用100万円以上の新築・増改築・リフォームを行った者に対し、10～30万円の補助 チョウナイ ギョウシャ ヒヨウ マンエン イジョウ シンチク ゾウカイチク オコナ モノ タイ マンエン ホジョ		建設課 ケンセツカ		0146-26-9010										住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業		住宅新築リフォーム等緊急支援補助事業

		016101		北海道		新ひだか町		住まい		家を購入する・改修する		新築・リフォーム等促進事業		新築・リフォーム等促進事業		新築／工事請負金額の５％（上限１００万円）、リフォーム・増改築／工事請負金額２００万円以上で、請負金額の１０％（上限５０万円）の補助※工事施工町内業者限定。（Ｈ２６年７月より予定） ネン ガツ ヨテイ		経済部建設課		0146-43-2111										新築・リフォーム等促進事業		新築・リフォーム等促進事業

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		土地の販売・分譲		土地の販売・分譲		みなみ野団地９区画、407.5～499.98㎡、１㎡あたり5,300円		総務課 ソウムカ		01564-2-2111(内237)										土地の販売・分譲		土地の販売・分譲

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内に住宅を新築した場合、延べ床面積に応じ最高50万円分の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、町内の居住住宅をリフォームした場合、対象経費の10%分(上限20万円)の町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住住宅建設等促進奨励事業		定住住宅建設等促進奨励事業		町内業者施工により、住宅の法改修を行った場合、20万円を超える経費に対し、10万円を限度に町内で使用できる商品券を交付		企画財政課 キカク ザイセイ カ		01564-2-2111(内265)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、新築の場合、子供一人あたり100万円を交付。町内建設業者による施工販売は、50万円を加算する。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。 コウフ		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)

		016331		北海道		上士幌町		住まい ス		家を購入する・改修する		子育て住宅建設費等助成事業		子育て住宅建設費等助成事業		中学生以下の子供がいる世帯で、土地付き中古住宅購入の場合、子供一人あたり50万円(但し、購入額の1/3以内)。ただし、総額の9割を現金振込(助成金)とし、残りを商品券(報奨金)で交付。		建設課 ケンセツ カ		01564-2-2111(内153)

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド		定住促進住宅建設奨励制度 テイジュウ ソクシン ジュウタク ケンセツ ショウレイ セイド		延べ床面積が50㎡以上でかつ500万円以上であり新たな住宅を建設する者に、住宅建設面積1㎡当たり1万円を商品券で助成。業者が町内の場合上限100万円、町外の場合上限50万円。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										定住促進住宅建設奨励制度		定住促進住宅建設奨励制度

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		家を購入する・改修する		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ		いずみ野団地分譲 ノ ダンチ ブンジョウ		23区画142坪から186坪坪あたり13,000円で分譲。 ブンジョウ		総務課 ソウムカ		0156-66-2311										いずみ野団地分譲		いずみ野団地分譲

		016357		北海道		新得町		住まい		家を購入する・改修する		持家等住宅建築促進制度		持家等住宅建築促進制度		町内に住宅を新築された方に、町内で使用できるスマイルチケットをお祝い金として進呈。施工業者が町内業者の場合、５０万円、町外業者の場合は３０万円。また、固定資産税３年間分を助成します。		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521										持家等住宅建築促進制度		持家等住宅建築促進制度

		016390		北海道		更別村		住まい		家を購入する・改修する		更別村住宅建設等助成金		更別村住宅建設等助成金		住宅を新築又は購入し、その住宅に住所を有し、５年以上居住する者に対し、助成金を交付(限度額：新規100万円、中古住宅購入50万円、用地購入100万円）。 ゲンド ガク シンキ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ マンエン ヨウチ コウニュウ マンエン		建設水道課		0155-52-5200										更別村住宅建設等助成金		更別村住宅建設等助成金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン		住環境整備補助金 ジュウカンキョウ セイビ ホジョキン		町内の建設業者により施工される住宅の新築、増改築に上限１００万円を交付 チョウナイ ケンセツ ギョウシャ セコウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク ジョウゲン マンエン コウフ		建設課建設室建築担当 ケンセツ カ ケンセツ シツ ケンチク タントウ		0156-25-2141内線382										住環境整備補助金		住環境整備補助金

		016497		北海道		浦幌町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助金制度 キン セイド		定住住宅取得補助金制度 キン セイド		住宅を新築・中古購入した場合、条件に応じて50～250万円（現金・商品券）を交付。 ジュウタク シンチク チュウコ コウニュウ バアイ ジョウケン オウ マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		まちづくり政策課 セイサクカ		015-576-2112										定住住宅取得補助金制度		定住住宅取得補助金制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		家を購入する・改修する		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ		分譲地の販売 ブンジョウチ ハンバイ		下幌呂夢の杜団地残3区画175.33坪～229.64坪坪平均単価17,800円
中幌呂分譲地残2区画171.13坪～197.22坪坪平均単価11,500円 シモホロロ ユメ モリ ダンチ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン ナカホロロ ブンジョウ チ ザン クカク ツボ ツボ ツボ ヘイキン タンカ エン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										分譲地の販売		分譲地の販売

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン		住宅取得支援 ジュウタク シュトク シエン		新築・中古住宅取得に対する支援（工事契約額の1割）①新築上限額300万円②中古上限額100万円 シンチク チュウコ ジュウタク シュトク タイ シエン シンチク ジョウゲン ガク マンエン チュウコ ジョウゲンガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131										住宅取得支援		住宅取得支援

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン		住宅リフォーム支援 ジュウタク シエン		住宅リフォームへの支援（工事契約額の2割）
助成上限額50万円 ジュウタク シエン コウジ ケイヤク ガク ワリ ジョセイ ジョウゲン ガク マンエン		建設水道課 ケンセツ スイドウカ		0153-82-2131										住宅リフォーム支援		住宅リフォーム支援

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		住まい		家を購入する・改修する		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業 ヒロサキシ コソダ ス ホジョ ジギョウ		対象者の条件を満たし、対象となる住宅の新築・購入、またはリフォーム工事を行う子育て家庭に対し、補助金を交付。 タイショウシャ ジョウケン ミ タイショウ ジュウタク シンチク コウニュウ コウジ オコナ コソダ カテイ タイ ホジョキン コウフ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038										弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業		弘前市子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		家を購入する・改修する		中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地内における定住を促進するため、住宅の取得等をする方に対して補助金を交付する。申請者を含む2名以上の居住が必要。 カタ		まちづくり文化推進室		0178-43-9426										中心市街地まちなか住宅取得支援事業		中心市街地まちなか住宅取得支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		家を購入する・改修する		五所川原市住宅リフォーム助成事業		五所川原市住宅リフォーム助成事業		市民が市内の施工業者を利用して自己の居住する住宅の修繕や増改築の工事を行う場合に、対象工事費の20％で20万円を上限とし補助。 ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0173-35-2111(内線2661･2664)										五所川原市住宅リフォーム助成事業		五所川原市住宅リフォーム助成事業

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で、地上階数が2階建て以下のもの、及び昭和56年5月31日以前に建築された建築基準法に違反していない住宅：診断費総額のうち134,000円を助成 オヨ ジュウタク ジョセイ		建築住宅課 ケンチク ジュウタクカ		0175-22-1111										木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		平川市木造住宅耐震診断支援事業		平川市木造住宅耐震診断支援事業		対象：①所有者が居住している一戸建て専用住宅又は併用住宅で地上階数が2階建て以下②昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、建築基準法に違反していないもの。診断費総額のうち134,000円を市が負担 タイショウ		都市計画課　建築係		0172-44-1111(内線2235)										平川市木造住宅耐震診断支援事業		平川市木造住宅耐震診断支援事業

		022101		青森県 アオモリケン		平川市 ヒラカワシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て住宅支援補助金		子育て住宅支援補助金		市内に住所のある世帯、転入を予定している世帯で、中学生以下の子どもがいるか妊婦のいる世帯が住宅を新築・購入する場合、補助対象経費の５％に相当する額(上限40万円）を助成。市内業者施工の場合20万円加算 ジョウゲン マンエン ジョセイ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										子育て住宅支援補助金		子育て住宅支援補助金

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 ヒラナイマチ チイキ カッセイカ ジュウタク シエン ジギョウ		町内施工業者を利用して自己の所有する住宅の修繕、増改修の工事を実施する者に補助金を交付する。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジコ ショユウ ジュウタク シュウゼン ゾウ カイシュウ コウジ ジッシ シャ ホジョキン コウフ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		017-755-2118										平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業		平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		住まい		家を購入する・改修する		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ		平内町浄化槽設置整備事業 ヒラナイマチ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を行う者に対して補助金を交付する。 セイカツ ハイスイ コウキョウヨウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ オコナ シャ タイ ホジョキン コウフ		地域整備課 チイキ セイビ カ		017-755-2116										平内町浄化槽設置整備事業		平内町浄化槽設置整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		木造住宅耐震診断支援事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン シエン ジギョウ		内容については、今年度の要綱策定中のため公表できません。
※診断費用等の改正（案）有り（H26.5月予定）※耐震診断の対象となる条件有り ナイヨウ コンネンド ヨウコウ サクテイ チュウ コウヒョウ シンダン ヒヨウ トウ カイセイ アン ア ガツ ヨテイ ア		建設課
		0172-73-2111(343)										木造住宅耐震診断支援事業		木造住宅耐震診断支援事業

		024058		青森県		六戸町		住まい		家を購入する・改修する		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		1住民及び移住者が省エネルギー等級4相当の住宅を新築、購入した場合に建物本体の建設費を補助する。
2若者夫婦（いずれも40歳未満）の場合は補助金を加算。		企画財政課		0176-55-3111										六戸町定住促進新築住宅建設補助事業		六戸町定住促進新築住宅建設補助事業

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成） テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者に対し、１㎡あたり3,800円を助成する（購入後５年以内に住宅を建築、完工できる方が対象） ブンジョウチ タイ ジョセイ コウニュウゴ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（分譲地購入助成）

		024112		青森県 アオモリケン		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区内の分譲地購入者が、村内の建設業者により自宅を新築した場合、１㎡あたり7,500円（上限150万円）を助成する（５年以内に住宅を建築、完工した方が対象） ブンジョウチ ソンナイ ケンセツ ギョウシャ ジタク シンチク バアイ ジョセイ カタ タイショウ		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（新築助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成） オブチ キタ チク テイジュウ ソクシン キョウカ ジギョウ コソダ		尾駮レイクタウン北地区内に自宅を新築し、定住する世帯の世帯主に対し助成金を交付する。（子育て世代：子ども一人当たり20万円、高齢者世帯：高齢者一人当たり10万円、転入世帯：30万円） ジタク シンチク テイジュウ セタイ セタイヌシ タイ ジョセイ キン コウフ コソダ セダイ コ ヒトリ ア マンエン コウレイシャ セタイ コウレイシャ ヒトリ ア マンエン テンニュウ セタイ マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）		尾駮レイクタウン北地区定住促進強化事業（子育て世帯等支援助成）

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ		住宅新築・リフォーム支援事業 シエン ジギョウ		村内建設業者により新築・リフォームした場合、対象工事費の一部を助成。新築は対象工事費の3%（上限100万円、40歳未満は20万円加算）、リフォームは20万円以上の対象工事費の10%（上限20万円） タイショウ コウジ ヒ イチブ ジョセイ シンチク タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン サイ ミマン マンエン カサン マンエンイジョウ タイショウコウジヒ ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111										住宅新築・リフォーム支援事業		住宅新築・リフォーム支援事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ		洋光台団地定住促進事業 ヨウコウダイ ダンチ テイジュウ ソクシン ジギョウ		快適な住環境を整備したおいらせパークタウン洋光台団地の宅地を分譲しています。土地購入から１０年以内に住宅を新築した方に土地代金の一部を助成します。通常：坪あたり約４万円／被災者：坪あたり約６万円 カイテキ ジュウカンキョウ セイビ ヨウコウダイ ダンチ タクチ ブンジョウ トチ コウニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク ホウ トチ ダイキン イチブ ジョセイ ツウジョウ ツボ ヤク マンエン ヒサイシャ ツボ ヤク マン エン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										洋光台団地定住促進事業		洋光台団地定住促進事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド		洋光台団地購入者紹介報奨金制度 ヨウコウダイ ダンチ コウニュウ シャ ショウカイ ホウショウキン セイド		洋光台団地分譲地の購入者を紹介した方（個人）に奨励金を交付します。１区画につき１０万円。 ヨウコウダイ ダンチ ブンジョウチ コウニュウシャ ショウカイ カタ コジン ショウレイキン コウフ クカク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										洋光台団地購入者紹介報奨金制度		洋光台団地購入者紹介報奨金制度

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象） チイキ ゲンキ サイセイ テイジュウ ソクシン ジギョウ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ		下田小学校区又は甲洋小学校区に転入等し、住宅を新築又は取得する場合、一定の条件を満たすことで定住促進助成金を交付します。経費総額の１０％（新築上限１５０万円／中古住宅上限１００万円） シモダ ショウガッコウ ク マタ コウ ヨウ ショウガッコウ ク テンニュウ トウ ジュウタク シンチク マタ シュトク バアイ イッテイ ジョウケン ミ テイジュウ ソクシン ジョセイキン コウフ ケイヒ ソウガク シンチク ジョウゲン マンエン チュウコ ジュウタク ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0178-56-4273										地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）		地域の元気再生定住促進事業（若者・子育て世帯対象）

		024431		青森県 アオモリケン		田子町 タッコ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		安全安心住宅リフォーム促進事業		安全安心住宅リフォーム促進事業		（条件）町内に住所及び住居を有し、居住している方。（移住を希望し、町内の空き家等を購入し居住する方も含む）（内容）住居改修工事費用の一部助成。 ジョウケン イジュウ キボウ チョウナイ ア ヤ トウ コウニュウ キョジュウ カタ フク ナイヨウ		建設課 ケンセツカ		0179-20-7117										安全安心住宅リフォーム促進事業		安全安心住宅リフォーム促進事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ		新築リフォーム支援事業 シンチク シエン ジギョウ		自己居住用住宅の新築工事又はリフォーム工事を行う者へ助成金支給。・新築工事：対象工事費の1.5％を補助。上限額35万円・リフォーム工事：対象工事費の10％を補助。上限額20万円※工事は町内業者限定 モノ ジョセイ キン シキュウ コウジ チョウナイ ギョウシャ ゲンテイ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518										新築リフォーム支援事業		新築リフォーム支援事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ		移住定住奨励助成事業 イジュウ テイジュウ ショウレイ ジョセイ ジギョウ		転入者が住宅を取得した場合に、最大220万円を交付します。中学生以下の子を扶養する場合は子一人あたり5万円を加算します。さらに、地元業者の施工の場合は20万円を加算します。 テンニュウシャ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン コウフ チュウガクセイ イカ コ フヨウ バアイ コ ヒトリ マンエン カサン ジモト ギョウシャ セコウ バアイ マンエン カサン		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641														0

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業 オウシュウシ テイジュウ ソクシン モチイエ		UIターン者で市内に持家を取得した方に対し、５０万円の補助金を交付 シャ シナイ モチイエ シュトク カタ タイ マンエン ホジョキン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128										奥州市定住促進持家取得補助金交付事業		奥州市定住促進持家取得補助金交付事業

		032158		岩手県 イワテケン		奥州市		住まい		家を購入する・改修する		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業 オウシュウシ シユウチ トウ ブンジョウ ソクシン ホジョキン コウフ ジギョウ		平成24年４月１日以降に市が分譲した土地について自ら土地分譲契約を締結し、平成26年12月31日までに住宅の所有権登記をしている方に50万円の補助金を交付 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ シ ブンジョウ トチ ミズカ トチブンジョウケイヤク テイケツ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ジュウタク ショユウケン トウキ カタ マンエン ホジョ キン コウフ		財産運用課
 ザイサン ウンヨウカ		0197-24-2111
内線128										奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業		奥州市市有地等分譲促進補助金交付事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町住宅リフォーム支援事業		一戸町住宅リフォーム支援事業		町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、対象工事に要した経費の１００分の１５に相当する額以内の額（千円未満切捨て、上限２０万円）に相当する商品券を交付します。 ジョウゲン		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111										一戸町住宅リフォーム支援事業		一戸町住宅リフォーム支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		木造住宅の耐震診断を希望される方に耐震診断士を派遣する事業を行っています。昭和56年５月以前に建築された木造住宅で以後改築等を行っていないもの。個人負担は3,000円。		地域整備課		0195-33-2111										一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業		一戸町木造住宅耐震診断士派遣事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		家を購入する・改修する		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると診断された住宅に対し、耐震化工事費の一部を助成。
判定値が1.0未満と診断され、判定値を1.0以上とする耐震改修工事に対し経費の２分の１以内かつ60万円限度 タイ		地域整備課		0195-33-2111										一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業		一戸町木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		若者定住促進助成事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		４０歳以下の方が市内に転入し、１年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の５％相当額、上限２０万円を５年間助成。 サイイカ カタ シナイ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ カリイレ キン ジョセイ マイ ネンマツ カリイレ キン ザンダカ ソウトウ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ		住環境リフォーム助成事業 ジュウカンキョウ ジョセイ ジギョウ		住宅のバリアフリー化や省エネ化などを含む個人住宅のリフォームをする場合、工事費を助成する。対象経費の１０％、上限２０万円。 ジュウタク コジン ジュウタク タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										住環境リフォーム助成事業		住環境リフォーム助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ		木造住宅耐震診断助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ジョセイ ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、市が耐震診断を行い、診断費用の7割以上を助成する。助成額は、住宅の延べ面積により異なる。 ジョセイ ガク ジュウタク ノ メンセキ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										木造住宅耐震診断助成事業		木造住宅耐震診断助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ		木造住宅耐震改修工事助成事業 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョセイ ジギョウ		市の耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅を耐震改修する場合、工事費を助成する。助成額は耐震改修工事の費用によって異なる。 ジョセイガク タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ コト		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										木造住宅耐震改修工事助成事業		木造住宅耐震改修工事助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		家を購入する・改修する		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ		ブロック塀等除去及び生垣化事業 ヘイ トウ ジョキョ オヨ イケガキカ ジギョウ		地震によるブロック塀などの倒壊の被害を防止し、安全な住環境にするため、道路に近接したブロック塀などの除却と、生け垣の植栽費用の一部を助成する。		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0228-22-1153										ブロック塀等除去及び生垣化事業		ブロック塀等除去及び生垣化事業

		050008		秋田県		-		住まい ス		家を購入する・改修する		分譲宅地減額譲渡制度		分譲宅地減額譲渡制度		県外からの移住世帯（予定～移住３年以内）、新婚世帯（婚約中～婚姻５年以内）、子育て世帯（妊娠中～１８歳未満）、障害者世帯、高齢者世帯（６５歳以上）の方への県有分譲地販売価格を２５％減額する。		建築住宅課		018-860-2436										分譲宅地減額譲渡制度		分譲宅地減額譲渡制度

		050008		秋田県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム推進事業		住宅リフォーム推進事業		住宅リフォームに対し、工事費の１０％（条件を満たせば最大１５万円）補助する。工事完了後に秋田県内に転居する方も対象。		建築住宅課		018-860-2561										住宅リフォーム推進事業		住宅リフォーム推進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		住まい		家を購入する・改修する		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業 ヘイセイ ネンド アキタシ ジュウタク シエン ジギョウ		秋田市内に住所を有し、市税の滞納がなく、自らが居住し所有する住宅、親または子が所有し自らが居住する住宅などの市内業者が施工する５０万円以上の増改築やリフォーム工事を行う方に対し、５万円を補助する。 アキタ シナイ ジュウショ ユウ シゼイ タイノウ ミズカ キョジュウ ショユウ ジュウタク オヤ コ ショユウ ミズカ キョジュウ ジュウタク シナイ ギョウシャ セコウ マン エンイジョウ ゾウカイチク コウジ オコナ カタ タイ マンエン ホジョ		住宅整備課 ジュウタク セイビカ		018-866-2134										平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業		平成２６年度秋田市住宅リフォーム支援事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		住まい		家を購入する・改修する		男鹿市住宅リフォーム助成事業		男鹿市住宅リフォーム助成事業		平成27年3月31日までに転入する方で、自ら居住する持家住宅等の市内業者を活用した30万円以上の増改築・リフォームに対し、工事費の10％（上限15万円）を補助（子育て世帯等は20％、上限30万円） カタ マンエン イジョウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン コソダ セタイ トウ ジョウゲン マンエン		建設課		0185-24-9146										男鹿市住宅リフォーム助成事業		男鹿市住宅リフォーム助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		住まい		家を購入する・改修する		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		市民生活の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅等のリフォームを行うかたに対して資金助成(5万円)を行います。		産業振興部　まるごと売る課　商工労政班		0183-55-8186										湯沢市住宅リフォーム資金助成事業		湯沢市住宅リフォーム資金助成事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅の増改築・リフォーム費用の２０％を補助する。（上限１０万円）
※条件がありますので制度利用の際は要問合せ。 ジュウタク ゾウカイチク ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン ジョウケン セイド リヨウ サイ ヨウ トイアワ		建設部都市整備課 ケンセツ ブ トシ セイビカ		0186-30-0266										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		053279		秋田県		上小阿仁村		住まい		家を購入する・改修する		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		リフォーム等工事に要する費用が５０万円以上で、村内に本店を有する建設業者等が施工するものに最大２０万円を支給。補助額は、リフォーム等工事に要する費用の1／10相当（1,000円未満切捨）が限度。		建設課		0186-77-2224										上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業		上小阿仁村住宅リフォーム緊急支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ		住宅リフォーム緊急支援事業 ジュウタク キンキュウ シエン ジギョウ		町内の認定業者を利用して住宅をリフォームする方に対象工事費の10％を補助。（上限15万円）
別紙参照 チョウナイ ニンテイ ギョウシャ リヨウ ジュウタク カタ タイショウ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン ベッシ サンショウ		生活環境課
生活環境係 セイカツ カンキョウ カ セイカツ カンキョウ カカ		0185-79-2115										住宅リフォーム緊急支援事業		住宅リフォーム緊急支援事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援） テイジュウカ ソクシン ジギョウ タ セダイ ドウキョ ジュウタク ゾウカイチク シエン		多世代同居を目的として住宅を増改築した工事費の１０％（上限５０万円）を補助する。 タ セダイ ドウキョ モクテキ ジュウタク ゾウカイチク コウジヒ ジョウゲン エン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		定住化促進事業（多世代同居住宅増改築支援）		0

		062022		山形県		米沢市 ヨネザワシ		住まい		家を購入する・改修する		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン		若者移住促進事業奨励金 ワカモノ イジュウ ソクシン ジギョウ ショウレイキン		４０歳未満の移住者が住宅を取得又はリフォーム等を行う場合に最大１００万円の奨励金を支給 サイ ミマン イジュウシャ ジュウタク シュトク マタ トウ オコナ バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン シキュウ		企画調整部総合政策課 キカク チョウセイ ブ ソウゴウ セイサクカ		0238-22-5111										若者移住促進事業奨励金		若者移住促進事業奨励金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム） ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン コンイン シュッサン ジ		既存の木造住宅等のリフォーム助成制度に、平成26年度から新たに本人又は同居家族が婚姻や出産を行った場合の上乗せ助成を追加。（※住宅リフォーム支援事業補助金のメニューのひとつ） キゾン モクゾウ ジュウタクトウ ジョセイ セイド ヘイセイ ネンド アラ ホンニン マタ ドウキョ カゾク コンイン シュッサン オコナ バアイ ウワノ ジョセイ ツイカ ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）		住宅リフォーム支援事業補助金（※婚姻・出産時リフォーム）

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		住宅リフォーム支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		市内にある自己居住用住宅のリフォーム工事又は耐震改修等の工事を市内業者を利用して行う場合、その経費の一部を助成。 シナイ ジコ キョジュウヨウ ジュウタク コウジ マタ タイシン カイシュウ トウ コウジ シナイ ギョウシャ リヨウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										住宅リフォーム支援事業補助金		住宅リフォーム支援事業補助金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ		住宅リフォーム助成 ジュウタク ジョセイ		村内業者利用したリフォームの２０％「最高５０万円」助成。県内業者は２０万円助成。 ソンナイ ギョウシャ リヨウ サイコウ マンエン ジョセイ ケン ナイ ギョウシャ マンエン ジョセイ		地域整備課 チイキ セイビ カ		0233-75-2102										住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ジュウタク シュトク ショウレイ		定住する意思を有して住宅を新築または購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金を交付します。（Iターン者１００万円、Uターン者５０万円、新規就農者１００万円、町内在住者１０万円） テイジュウ イシ ユウ ジュウタク シンチク コウニュウ イッテイ ヨウケン ガイトウ バアイ ショウレイキン コウフ シャ マンエン シャ マンエン シンキ シュウノウ シャ マンエン チョウナイ ザイジュウシャ マンエン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【住宅取得奨励】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ		県産認証材利用助成金交付事業 ケンサン ニンショウ ザイ リヨウ ジョセイキン コウフ ジギョウ		住宅に使用する構造材の80％以上に研鑽木材を使用し、一定の省エネルギー基準を満たした住宅を町内に新築される方に、15万円を限度に助成金を交付。 ジュウタク シヨウ コウゾウザイ イジョウ ケンサン モクザイ シヨウ イッテイ ショウ キジュン ミ ジュウタク チョウナイ シンチク カタ マンエン ゲンド ジョセイキン コウフ		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526										県産認証材利用助成金交付事業		県産認証材利用助成金交付事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		家を購入する・改修する		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業 モクザイ セイヒン リヨウ ジュウタク ケンチク ショウレイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		町内の建築業者により町内に新築される住宅で、町県内産木材を全部又は一部使用し助成金対象経費が３０万円を超えるものであること等の要件を満たすものに、助成金対象経費の１／２の額、５０万円を限度として交付。 マン		農林振興課農林整備室 ノウリン シンコウカ ノウリン セイビ シツ		0238-87-0526										木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業		木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業

		064289		山形県		庄内町		住まい		家を購入する・改修する		若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業		若者夫婦世帯（満41歳未満）が町内に住宅を取得し定住する場合に、取得費用の一部（最大150万円）を助成。 マン サイ ミマン サイダイ マンエン		建設課
都市計画係 ケンセツ カ トシ ケイカク カカリ		0234-42-0860										若者定住促進助成事業		若者定住促進助成事業

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度 アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ シンチク ジョセイ セイド		遊佐町にある青葉台住宅団地分譲地を購入し、住居を建設し居住した場合、分譲地購入の２分の１相当額を助成 ユザマチ アオバダイ ジュウタク ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ジュウキョ ケンセツ キョジュウ バアイ ブンジョウチ コウニュウ ブン ソウトウ ガク ジョセイ		総務課 ソウムカ		0234-72-3311										ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度		ニュータウン青葉台住宅団地分譲地新築助成制度

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に専用・併用住宅を取得する場合、対象工事費の7％（上限70万円）を助成。但し、40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ センヨウ ヘイヨウ ジュウタク シュトク バアイ タイショウ コウジヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅建設支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ ジュウタク シュトク シエン キン		遊佐町の建売、中古住宅を取得し定住する場合、対象取得費の7％（上限70万円）を助成する。但し.40歳未満で町外在住者は対象工事の10％（上限120万円） ユザマチ タテウリ チュウコ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ タイショウ シュトク ヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ タダ サイ ミマン チョウガイ ザイジュウシャ タイショウ コウジ ジョウゲン マンエン		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）		若者住宅建設支援事業（定住住宅取得支援金）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		家を購入する・改修する		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金） ワカモノ ジュウタク ケンセツ シエン ジギョウ テイジュウ チンタイ ジュウタク ケンセツ シエン キン		遊佐町に賃貸住宅（アパート、貸家等）を建設する場合、1戸当たり120万円を助成する。 ユザマチ チンタイ ジュウタク カシヤ トウ ケンセツ バアイ コ ア マンエン ジョセイ		地域生活課 チイキ セイカツ カ		0234-72-5883										若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）		若者住宅建設支援事業（定住賃貸住宅建設支援金）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		家を購入する・改修する		循環型地域経済活性化奨励金制度		循環型地域経済活性化奨励金制度		市産材その他福島県産材を概ね30％以上使用した木造住宅を地元登録業者より新築、購入した個人に地元登録小売店での購買額を基礎として建物分に賦課された固定資産税相当額を３ケ年支給。（支給総額50万円上限） オオム ギョウシャ マンエン		市商工課		0242-39-1252										循環型地域経済活性化奨励金制度		循環型地域経済活性化奨励金制度

		072109		福島県		二本松市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		定住促進奨励金		市内に定住する意思をもち、新築住宅を取得した方を対象に奨励金（月額2万円を最長36月）を支給。（年齢40歳未満、配偶者又は18歳未満の子を有している等の条件有）		総務部企画財政課		0243-55-5090										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		定住を目的に移住しようとする方（移住して5年未満の方）が町住宅団地を購入する場合、1区画につき50万円の補助金を交付。 テイジュウ モクテキ イジュウ カタ イジュウ ネン ミマン カタ マチ ジュウタク ダンチ コウニュウ バアイ クカク マンエン ホジョキン コウフ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（住宅団地購入費補助事業）

		074055		福島県		西会津町		住まい		家を購入する・改修する		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業） ニシアイヅマチ テイジュウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		町内の45歳以下の若者又は移住者向け住宅整備費の1割を補助。新築・新築住宅購入は5百万円以上の事業で上限百万円。中古住宅購入は3百万円以上の事業で上限50万円。増改築は2百万円以上の事業で上限30万円 チョウナイ サイ イカ ワカモノ マタ イジュウシャ ム ジュウタク セイビ ワリ シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ ヒャク マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン １００ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ ００ マンエン イジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン ゾウ カイチク ００ マンエンイジョウ ジギョウ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）		西会津町定住促進助成事業
（定住住宅整備費補助事業）

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ		七ツ森定住促進事業 ナナ モリ テイジュウ ソクシン ジギョウ		磐梯町在住の方又は磐梯町に居住しようとする世帯主が45歳以下で、同居する配偶者又は子を有する方で契約後１年以内に自己住宅建築に着手し定住できる者に対し、七ツ森地区の住宅地を１区画120万円で分譲する。 ザイジュウ マタ マタ モノ タイ ブンジョウ		政策課 セイサクカ		0242-74-1211										七ツ森定住促進事業		七ツ森定住促進事業

		074659		福島県		中島村		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金		定住化奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築（50ｍ2以上）し、居住を開始した方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484										定住化奨励金		定住化奨励金

		082112		茨城県		常総市		住まい		家を購入する・改修する		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度 ジョウソウ シ コソダ ジュウタク シエン ホジョキン セイド		45歳以下で，市が分譲する宅地を購入して3年以内に住宅を建築し，配偶者と同居または小学生以下の子どもと同居し養育する者に建築費等の補助をする。		保健福祉部子どもすくすく課		0297-23-2914										常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度		常総市いきいき子育て住宅支援補助金制度

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金		Ｈ25.1.2～Ｈ28.1.1に当市内に新築又は中古住宅を取得した子育て世帯又は子育て世帯との同居者に対し、新築であれば20万円、中古であれば15万円又は10万円を助成する。		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築助成金 ゾウカイチク		住宅増改築助成金 ゾウカイチク		Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31に当市内で子育と世帯と親族が同居するために行った増改築で、その費用が100万円以上であれば20万円、100万円未満であれば10万円を助成する。 シンゾク オコナ ゾウカイチク ヒヨウ マンエン イジョウ マンエン ミマン		少子化・人口減少対策課		0294-72-3111										住宅増改築助成金		住宅増改築助成金

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅の改修工事を行った市民に対する補助（市内施工業者。上限100千円）事業開始時期についてはお問い合わせください。 ジュウタク カイシュウ コウジ オコナ シミン タイ ホジョ シナイ セコウ ギョウシャ ジョウゲン センエン		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		大洗町定住促進奨励金制度 オオアライ マチ テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住を目的にH26.4.1～H28.3.31までに住宅を取得した45歳未満の方に対し，義務教育終了前の子がいる世帯には30万円，それ以外の世帯には20万円を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク サイ ミマン カタ タイ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コ セタイ マンエン イガイ セタイ マンエン コウフ		まちづくり推進課 スイシン カ		029-267-5111										大洗町定住促進奨励金制度		大洗町定住促進奨励金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		住宅リフォーム補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		H26.4.1以降に着工し，H27..3.31までに完成するリフォーム工事（10万円以上）で，町内の施工業者を利用する場合，工事費の10%（上限10万円）を補助します。 イコウ チャッコウ カンセイ コウジ マンエン イジョウ チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ バアイ コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		029-267-5111										住宅リフォーム補助金制度		住宅リフォーム補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯住宅建設助成金		子育て世帯住宅建設助成金		１８歳未満の児童がいる世帯で，町内に自ら居住するための住宅を新築，増築又はリフォームをする方に対し，その経費の一部を助成。○新築限度額１００万円○増築，リフォーム限度額５０万円 カタ タイ ケイヒ イチブ ジョセイ マン マン		建設課 ケンセツ カ		0295-72-2611										子育て世帯住宅建設助成金		子育て世帯住宅建設助成金

		085421		茨城県 イバラギケン		五霞町 ゴカ マチ		住まい		家を購入する・改修する		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ		五霞町定住化促進事業 ゴカ マチ テイジュウカ ソクシン ジギョウ		自己用住宅を取得した転入者に奨励金を交付。※固定資産税の家屋（居住の部分）に係る課税標準額に税率（1.4%）を乗じて得た額の1/2の額（上限5万円）を、固定資産税が最初に賦課される年度から3年間交付 シャ ガク ジョウゲン コウフ		政策財務課 セイサク ザイム カ		0280-84-1111										五霞町定住化促進事業		五霞町定住化促進事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド		定住化促進制度 テイジュウカ ソクシン セイド		転入者が住宅を新築または購入した場合に、固定資産税の家屋相当額を奨励金として、3年間支給する。 テンニュウシャ ジュウタク シンチク コウニュウ バアイ コテイ シサンゼイ カオク ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン シキュウ		まちおこし推進室 スイシン シツ		0280-81-1304										定住化促進制度		定住化促進制度

		092011		栃木県		宇都宮市		住まい		家を購入する・改修する		宇都宮市住宅取得補助事業		宇都宮市住宅取得補助事業		中心市街地区域内において新たに住宅を取得し，転居する世帯に対し，住宅取得費用の一部を補助します。		建設部住宅課		028-632-2735										宇都宮市住宅取得補助事業		宇都宮市住宅取得補助事業

		092037		栃木県		栃木市		住まい		家を購入する・改修する		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		市外にお住まいの方や、市内の賃貸住宅または親族と同居されている方が、市内に新たに住宅を新築または購入した場合に当該住宅にかかる部分の固定資産税及び都市計画税を２年間補助（平成25年12月新築まで）		都市整備部
建築課		0282-21-2622										栃木市定住希望者住宅新築等補助制度		栃木市定住希望者住宅新築等補助制度

		092053		栃木県		鹿沼市		住まい		家を購入する・改修する		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金 カヌマシ ジュウタク ジョセイ ジギョウ ホジョキン		住宅１棟につき、１回限り工事費の５％以内（上限１０万円）を補助する。20万円以上の住宅のリフォーム工事を実施する方（鹿沼市民に限る）が対象。 ジュウタク トウ カイ カギ コウジヒ イナイ ジョウゲン マン エン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182										鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金		鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金

		092118		栃木県		矢板市		住まい ス		家を購入する・改修する		「暮らし」のびのび定住促進補助金		「暮らし」のびのび定住促進補助金		子育て環境を充実させる施策と並行して、矢板市内にマイホームを取得する方へ支援を行っています。住宅を取得し５年以上住むことなどの一定の要件を満たせば、最大６０万円の補助が受けられます。 ジュウタク シュトク ネン イジョウ ス		総合政策課
企画調整担当 ソウゴウ セイサクカ キカク チョウセイ タントウ		0287-43-1112										「暮らし」のびのび定住促進補助金		「暮らし」のびのび定住促進補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ		定住住宅固定資産税助成事業 テイジュウ ジュウタク コテイ シサンゼイ ジョセイ ジギョウ		町内に新築された住宅に対し、固定資産税分（上限10万円）を最大３年間助成 チョウナイ シンチク ジュウタク タイ コテイ シサンゼイ ブン ジョウゲン マンエン サイダイ ネン カン ジョセイ		商工課 ショウコウカ		0285-63-5668										定住住宅固定資産税助成事業		定住住宅固定資産税助成事業

		094111		栃木県		那珂川町		住まい		家を購入する・改修する		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		町有地を住宅用地(10区画)に整備し、那珂川町に移住される方に20年間無償で貸与します。1区画150坪以上で、家庭菜園など自由に使用することができます。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0287-92-1113										那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」		那珂川町定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シンチクトウ イワイ キン		黒保根町に１０年以上定住することを宣誓した方が新築もしくは増改築を行った場合に奨励金を交付 クロホネ マチ ネンイジョウ テイジュウ センセイ カタ シンチク ゾウカイチク オコナ バアイ ショウレイキン コウフ		黒保根支所地域振興整備課  産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）		過疎地域定住促進奨励金（新築等祝金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン		桐生市住環境改善助成事業補助金 キリュウシ ジュウカンキョウ カイゼン ジョセイ ジギョウ ホジョキン		桐生市に住宅を所有、居住しており、市税を滞納していない方を対象にリフォーム工事費用の一部を補助 キリュウシ ジュウタク ショユウ キョジュウ シゼイ タイノウ カタ タイショウ コウジ ヒヨウ イチブ ホジョ		建築住宅課　　　住宅係 ケンチク ジュウタク カ ジュウタク カカリ		0277-46-1111(内線632)										桐生市住環境改善助成事業補助金		桐生市住環境改善助成事業補助金

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金） キンロウシャ カシツケ ジギョウ ジュウタク シキン カシツケ キン		同一事業所に１年以上継続して勤務している方に対し、住宅の新築、増改築または建売、中古住宅の購入をする場合に融資を行う ドウイツ ジギョウショ ネンイジョウ ケイゾク キンム カタ タイ ジュウタク シンチク ゾウカイチク タテウリ チュウコ ジュウタク コウニュウ バアイ ユウシ オコナ		産業政策課　　　商業・金融係 サンギョウ セイサクカ ショウギョウ キンユウ カカリ		0277-46-1111(内線583)										勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）		勤労者貸付事業（住宅資金貸付金）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ		ひまわり団地分譲事業 ダンチ ブンジョウ ジギョウ		３年以内に60㎡以上の専用住宅を建築し、生活の拠点とすることなどを条件に団地の分譲をする ネン イナイ イジョウ センヨウ ジュウタク ケンチク セイカツ キョテン ジョウケン ダンチ ブンジョウ		黒保根支所地域振興整備課　　建設係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ ケンセツ カカリ		0277-96-2110										ひまわり団地分譲事業		ひまわり団地分譲事業

		102032		群馬県		桐生市		住まい		家を購入する・改修する		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ		境野町六丁目住宅用地販売事業 サカイノチョウ ロクチョウメ ジュウタク ヨウチ ハンバイ ジギョウ		各種条件を満たす方を対象に境野町６丁目住宅用地を分譲する カクシュ ジョウケン ミ カタ タイショウ サカイノチョウ チョウメ ジュウタク ヨウチ ブンジョウ		桐生市土地開発公社（都市計画課庶務係） キリュウシ トチ カイハツ コウシャ トシ ケイカクカ ショム ガカリ		0277-46-1111(内線784)										境野町六丁目住宅用地販売事業		境野町六丁目住宅用地販売事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業		3年以内に住宅を建築し、家族とともに生活の本拠とする方に、浅原分譲地（面積253.88㎡／価格3,351,000円）、東町並分譲地（面積253.36㎡～／価格3,040,000円～）を提供します。 セイカツ ホンキョ カタ エン エン テイキョウ		都市計画課　都市計画係		0277-76-1903										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		家を購入する・改修する		勤労者資金貸付事業		勤労者資金貸付事業		市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅の建築・増改築、または既設住宅を購入するための費用及びそれに必要な宅地を購入するための資金を利率（固定）年2.5％で融資します（諸条件あり）。 タイ オヨ ユウシ		商工課　商工労政係		0277-76-1938										勤労者資金貸付事業		勤労者資金貸付事業

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		町内に定住を目的として新築した住宅を取得した方を対象に、固定資産税が課税される当初の年度に25万円を一括交付。 チョウナイ テイジュウ モクテキ シンチク ジュウタク シュトク カタ タイショウ コテイ シサンゼイ カゼイ トウショ ネンド マンエン イッカツ コウフ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809										定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 シモニタマチ キンロウシャ ジュウタク ケンセツ シキン リシ ホキュウ セイド		町内に在住する勤労者で、金融機関から建設資金の融資を受け、町内に140㎡以下の専用住宅を新築した方に対し、年率2.0％を超える利率のうち1.5％を限度として補給を行う。（400万円以下） チョウナイ ザイジュウ キンロウシャ キンユウ キカン ケンセツ シキン ユウシ ウ チョウナイ イカ センヨウ ジュウタク シンチク カタ タイ ネンリツ コ リリツ ゲンド ホキュウ オコナ マンエン イカ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0274-64-8805										下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度		下仁田町勤労者住宅建設資金利子補給制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		家を購入する・改修する		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業 シモニタマチ キ イエ シエン ジギョウ		町内に居住用の住宅を新築・購入・改築した方で、群馬県で実施する「ぐんまの木で家づくり支援事業」で構造材補助に該当する方を対象に、群馬県から交付される補助金と同額を交付。 チョウナイ キョジュウヨウ ジュウタク シンチク コウニュウ カイチク カタ グンマケン ジッシ キ イエ シエン ジギョウ コウゾウザイ ホジョ ガイトウ カタ タイショウ グンマケン コウフ ホジョキン ドウガク コウフ		産業振興課
農林係 サンギョウ シンコウカ ノウリン カカリ		0274-64-8806										下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業		下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業

		104213		群馬県		中之条町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		自宅の修繕や補修工事を行う場合に、経費の一部を補助する。
対象工事：工事金額が２０万円以上。住宅の修繕・改築・増築等。補助金額：工事費の１０％。上限３０万円。 ジタク シュウゼン ホシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ タイショウ コウジ コウジ キンガク マンエン イジョウ ジュウタク シュウゼン カイチク ゾウチク トウ ホジョ キンガク コウジヒ ジョウゲン マンエン		観光商工課 カンコウ ショウコウ カ		0279-26-7727										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住民、又は建築完了後から6か月以内に住民となる方で、特定の条件に満たす場合に、子育て家庭の住環境の整備に係る費用を補助。1件あたり100万円または補助対象経費の10％のいずれか低い額を助成。 ジュウミン トクテイ ジョウケン ミ バアイ カカ ヒヨウ ホジョ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）		住宅新築へ補助金支給
（子育て家庭住宅新築補助金交付事業）

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		家を購入する・改修する		住宅の建築等に西川材を使用するとき		住宅の建築等に西川材を使用するとき		市内において飯能市産の西川材を使用して住宅等の建築やリフォーム、木塀を設置する方に補助金を交付します。
・新築1戸上限50万円・リフォーム・木塀上限20万円		農林課		042-973-2122										住宅の建築等に西川材を使用するとき		住宅の建築等に西川材を使用するとき

		113654		埼玉県		小鹿野町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		５年以上町外で居住し、転入に当たり自ら居住する専用住宅・店舗併用住宅を、２年以内に新築又は購入（中古住宅を除く）した場合に、当該家屋に係る固定資産税相当額を奨励金として２年間交付する。 ネン イジョウ チョウガイ キョジュウ テンニュウ ア ミズカ キョジュウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ ジュウタク ネン イナイ シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク ノゾ バアイ トウガイ カオク カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ショウレイキン ネンカン コウフ		総合政策課 ソウ		0494-75-1238										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		住まい		家を購入する・改修する		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		旭市定住促進奨励金 アサヒ シ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外に引き続き３年以上居住していた方が、新たに定住を目的として市内に住居を取得し転入した場合（転入の日と住宅取得の日に１年以上の期間が開かない場合に限る。）、一律５０万円の定住促進奨励金を交付。 シガイ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ カタ アラ テイジュウ モクテキ シ ナイ ジュウキョ シュトク テンニュウ バアイ テンニュウ ヒ ジュウタク シュトク ヒ ネンイジョウ キカン ア バアイ カギ イチリツ マンエン テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0479-62-5307								1		旭市定住促進奨励金		旭市定住促進奨励金

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ス タイ		新築住宅を取得した転入者へ建設費の一部を補助。
市内建設業者により建設した場合は100万円、それ以外は20～50万円。
※平成26年度限り。住宅取得後６ヵ月以内に申請が必要。補助金がなくなり次第終了。 シンチク ジュウタク シュトク テンニュウシャ ケンセツヒ イチブ ホジョ バアイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835										鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（住み鯛コース）

		122238		千葉県		鴨川市 カモガワシ		住まい		家を購入する・改修する		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース） カモガワシ クバ ジギョウ ナオ タイ		個人住宅のリフォーム費を一部助成。20万円以上の改修・修繕・増築・模様替え等の工事などの条件を満たす方に対して、対象経費の10％に相当する額（上限30万円）を助成。平成26年度限り。 ジョウケン ミ カタ タイ ジョセイ ヘイセイ ネンド カギ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		04-7093-7835										鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）		鴨川市マイホームこころ配り事業（直し鯛コース）

		122262		千葉県		富津市		住まい		家を購入する・改修する		富津市定住奨励制度		富津市定住奨励制度		平成27年1月1日までに相続や贈与を除いて市内に初めて住宅（新築または中古）を取得した方を対象に、固定資産税相当額を奨励金として7年間で最高126万円交付する。		企画財政部
企画政策課		0439-80-1223										富津市定住奨励制度		富津市定住奨励制度

		122343		千葉県		南房総市 ミナミ ボウソウ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金交付制度		住宅取得奨励金交付制度		市内で新築住宅を建設または購入した子育て世帯（満１５歳未満の子を持つ世帯）の世帯員または若年者（満３９歳以下の者）で、交付申請時に対象住宅に定住している者に対し、奨励金を交付（最高７０万円）。 マン サイ ミマン コ モ セタイ セタイイン マン サイ イカ モノ コウフ シンセイ ジ タイショウ ジュウタク テイジュウ モノ サイコウ マンエン		建設環境部管理課 ケンセツ カンキョウ ブ カンリカ		0470-33-1102 										住宅取得奨励金交付制度		住宅取得奨励金交付制度

		122351		千葉県		匝瑳市		住まい		家を購入する・改修する		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ		転入者マイホーム取得奨励金交付事業 コウフ ジギョウ		匝瑳市に定住する意思を持って市外から転入し、新築又は中古住宅を取得した人に奨励金を交付（新築最大70万円、中古20万円）。		企画課まちづくり戦略室		0479-73-0081										転入者マイホーム取得奨励金交付事業		転入者マイホーム取得奨励金交付事業

		122394		千葉県		大網白里市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド		住宅リフォーム助成制度 ジュウタク ジョセイ セイド		市民が、市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う場合、一定の要件を満たせば、工事費の一部を、予算の範囲内で助成する。 シミン シ ナイ セコウ ギョウシャ リヨウ ジュウタク オコナ バアイ イッテイ ヨウケン ミ コウジヒ イチブ ヨサン ハンイナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0475-70-0355										住宅リフォーム助成制度		住宅リフォーム助成制度

		124109		千葉県		横芝光町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		住宅リフォームの補助金制度 ジュウタク ホジョキン セイド		町民のみなさんが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助。
補助金限度額20万円
補助実施期間平成25年4月1日から平成28年3月31日 チョウミン キョジュウ ジュウタク コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キン ゲンド ガク マンエン ホジョ ジッシ キカン ヘイセイ ネン ガツ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0479-84-1217										住宅リフォームの補助金制度		住宅リフォームの補助金制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町住宅取得奨励金		大多喜町住宅取得奨励金		50㎡以上の住宅を取得した方を対象に基本額50万円に加え、町内業者が建築した場合30万円、入居者全員が転入者の場合20万円、主体構造部を町内の製材・材木業者で加工された場合は20万円をそれぞれ加算		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										大多喜町住宅取得奨励金		大多喜町住宅取得奨励金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		町が分譲する船子城見ヶ丘団地の個人用宅地を購入した方を対象に1区画につき５００万円の定額補助を実施		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金		大多喜町船子城見ケ丘
分譲地住宅用地取得補助金

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン		住宅リフォーム奨励金 ジュウタク ショウレイキン		居住の用に供する住宅に住む者が町内の建築業者で２０万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/１０か２０万円のいずれか低い額を補助 キョジュウ ヨウ キョウ ジュウタク ス モノ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		建設課 ケンセツ カ		0470-82-2115										住宅リフォーム奨励金		住宅リフォーム奨励金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助交付金制度		住宅リフォーム補助交付金制度		町民の生活環境の向上及び定住促進に資することから、町内の事業者により自己の居住する住宅のリフォーム工事を行った町民に対し予算の範囲内において補助する。(補助対象額の１０％１０万円を上限とする） ホジョ タイショウ ガク マンエン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										住宅リフォーム補助交付金制度		住宅リフォーム補助交付金制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり、判定値が1.0未満のものの耐震改修工事費の助成
（補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする） キカン ヒ ジョセイ ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										木造住宅耐震改修費補助金制度		木造住宅耐震改修費補助金制度

		124630		千葉県		鋸南町 キョナン マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得奨励金		住宅取得奨励金		平成２４年４月から町では定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町内において新築住宅を建築又は購入し、一定の条件を満たす方を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を創設しています。		地域振興課
地域整備室 チイキ シンコウカ		0470-55-4805										住宅取得奨励金		住宅取得奨励金

		150002		新潟県		-		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと越後の家づくり事業		ふるさと越後の家づくり事業		「越後杉ブランド認証材」を使用した住宅の建設を支援。木材使用量により補助額が変動。また、若者・UIJターン者及び農林水産業新規就業者には補助額の加算もあります。		農林水産部林政課		025-280-5324										ふるさと越後の家づくり事業		ふるさと越後の家づくり事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		住まい		家を購入する・改修する		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン		U・Iターン住宅資金助成金 ジュウタク シキン ジョセイ キン		市内金融機関の住宅ローンを利用して、転入３年以内に住宅を新築・購入・リフォームする転入者を対象に、取得方法に応じてローン返済の利子相当額（最大36回分）を助成。 シナイ キンユウ キカン ジュウタク リヨウ テンニュウ ネン イナイ ジュウタク シンチク コウニュウ テンニュウシャ タイショウ シュトク ホウホウ オウ ヘンサイ リシ ソウトウ ガク サイダイ カイブン ジョセイ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0257-21-2311										U・Iターン住宅資金助成金		U・Iターン住宅資金助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152129		新潟県		村上市		住まい		家を購入する・改修する		市産材利用住宅等建築奨励事業		市産材利用住宅等建築奨励事業		市内に木造構築物を建築される方に、５０万円以上の市産材（スギ・ヒノキ）購入経費に対し、２０％以内で１棟最大４０万円を補助します。		農林水産課		0254-53-2111(内線343)										市産材利用住宅等建築奨励事業		市産材利用住宅等建築奨励事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅資金貸付制度		持家住宅資金貸付制度		住宅を建築しようとする人で、自己資金の不足する方に対し、住宅資金を貸し付けます。（貸付額500万円以内、年利1.80％、期間15年以内）申込みにあたり各種条件があります。 カシツケ ガク マンエン イナイ ネンリ キカン ネン イナイ モウシコ カクシュ ジョウケン		都市整備課　建築住宅係 トシ セイビカ ケンチク ジュウタク カカ		025-552-1511										持家住宅資金貸付制度		持家住宅資金貸付制度

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金 ス オウエン ジギョウ ジュウタク シュトク ホジョキン		平成26年4月1日以降新たに取得する住宅で、平成24年4月1日以降に婚姻届を提出した新婚さん及び中学生以下の子どもが同居する子育て世帯へ市内在住者に最大100万円、転入者に150万円の補助金を交付。 ヘイセイ ネン ガツ ニチイコウ コンイン トドケ テイシュツ シンコン オヨ チュウガクセイ イカ コ ドウキョ コソダ セタイ シナイ ザイジュウ シャ サイダイ マンエン テンニュウ シャ マンエン ホジョキン コウフ		企画政策課 キカク セイサク カ		0250-43-3911										ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金		ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム等建設支援事業		マイホーム等建設支援事業		市内建築業者で新・増・改築し、マイホームを取得する方に対して支援金を交付。支援金＝建設費100万円に対し10万円＋100万円を超える建設費×1％（限度新築・改築20万円、増築15万円） シナイ ケンチク ギョウシャ シン ゾウ カイチク シュトク ホウ タイ シエン キン コウフ マンエン タイ マンエン マンエン コ ケンセツヒ シンチク マンエン ゾウチク		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										マイホーム等建設支援事業		マイホーム等建設支援事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム事業		住宅リフォーム事業		市内施行業者に発注した20万円以上のリフォーム工事に要する費用の20％、10万円を限度に補助金を交付。 ハッチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										住宅リフォーム事業		住宅リフォーム事業

		152188		新潟県		五泉市		住まい		家を購入する・改修する		五泉の木づかい家づくり事業		五泉の木づかい家づくり事業		五泉産の木材を使って、市内に住宅を新築または増・改築する方を対象に、五泉市産材の購入額が1棟につき30万円以上で補助率3分の1以内、30万円を限度に補助金を交付。		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-43-3911										五泉の木づかい家づくり事業		五泉の木づかい家づくり事業

		152226		新潟県		上越市		住まい		家を購入する・改修する		上越市克雪すまいづくり支援事業		上越市克雪すまいづくり支援事業		市内の特別豪雪地帯で克雪住宅を整備する人に、補助金を交付します。		都市整備部 建築住宅課 トシ セイビ ブ		025-526-5111										上越市克雪すまいづくり支援事業		上越市克雪すまいづくり支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		虹の架け橋住宅取得支援事業		虹の架け橋住宅取得支援事業		市内に住宅を取得する人に対して補助金を交付する。
○転入者の人：対象要件の全て該当で最高50万円）○市内在住の方：対象要件の全て該当で最高30万円）		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480										虹の架け橋住宅取得支援事業		虹の架け橋住宅取得支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業		市民が自己の居住する住宅および定住を目的として空き家住宅をリフォームする人（市外の人も対象）で市内施工業者を活用しリフォームを行う場合、その経費の一部を補助（最高３０万円） サイコウ マン		建設課 ケンセツ カ		0250-61-2480										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		家を購入する・改修する		地場産瓦普及助成事業補助金制度		地場産瓦普及助成事業補助金制度		新築住宅、住宅リフォーム工事において地場産瓦を使った人に対して、瓦代金の補助（最高１０万円） サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479										地場産瓦普及助成事業補助金制度		地場産瓦普及助成事業補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成 ヤイロ ダンチ クカク コウニュウヒ ジョセイ		①県外に住民登録を有して3年以上経過②宅地購入時の年齢50歳以下③宅地購入契約日から5年以内に住宅建築、6年以内に住民登録可能以上を満たすU・Iターン者に購入宅地面積１㎡あたり3,000円を助成 カノウ		財政課 用地管財班 ザイセイ カ ヨウチ カンザイ ハン		025-773-6671										ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成		ウッドタウン八色団地ふるさと区画購入費助成

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ		南魚沼の木で家づくり事業補助 ミナミウオヌマ キ イエ ジギョウ ホジョ		市内事業者と建築主が連携し、南魚沼市産の杉を使用して住宅を建築する場合に購入額の一部を補助する。
対象経費：住宅建築に必要な南魚沼市産スギ材を製材・加工した木材の購入費補助率：1/3（上限50万円） シャ ミ タイショウ ケイヒ シ ホジョ リツ		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663										南魚沼の木で家づくり事業補助		南魚沼の木で家づくり事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		家を購入する・改修する		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ		個人住宅リフォーム事業補助 コジン ジュウタク ジギョウ ホジョ		市内施工業者による住宅のリフォーム工事に対する補助金。補助率：補助基礎額の20％（補助金上限10万円）
※過去にこの補助金を受けた人や住宅は、10万円から既に受けた補助金の額を控除した額が上限。 シナイ セコウ ギョウシャ ジュウタク コウジ タイ ホジョキン ホジョ リツ ホジョ キソ ガク ホジョキン ジョウゲン マンエン カコ ホジョキン ウ ヒト ジュウタク マンエン スデ ウ ホジョキン ガク コウジョ ガク ジョウゲン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										個人住宅リフォーム事業補助		個人住宅リフォーム事業補助

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド		新築住宅固定固定資産減免制度 シンチク ジュウタク コテイ コテイシサン ゲンメン セイド		田上町では定住人口の増加を図り、若年層の町内定住を促進し活力あるまちづくりを目的とし、一定の要件に該当する新築住宅に対し町独自の『新築住宅固定資産税減免制度』を行っています。 オコナ		町民課税務係 チョウミンカ ゼイム カカリ		0256-57-6115										新築住宅固定固定資産減免制度		新築住宅固定固定資産減免制度

		153613		新潟県		田上町		住まい		家を購入する・改修する		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金 シンコン コソダ セタイ ム コジン ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウキン		新婚5年以内および子育て世帯（中学生以下の子どもがいる世帯）に対し、町内で住宅を取得し、500万円以上を借り入れた場合、年末貸付残高（上限1,000万円）の1％を5年間交付する制度を新設しました。 シンコン ネン イナイ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ コ セタイ タイ チョウナイ ジュウタク シュトク マン エンイジョウ カ イ バアイ ネンマツ		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン カカリ		0256-57-6222										新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金		新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン		住宅整備補助金 ジュウタク セイビ ホジョキン		U・Iターン者で転入後３年以内に住宅を整備する者
●住宅整備補助金【新築】上限50万円、【増改築】上限30万円 シャ テンニュウゴ ネン イナイ ジュウタク セイビ モノ		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										住宅整備補助金		住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		克雪住宅整備補助金		克雪住宅整備補助金		克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。●補助金の額は、対象工事費の50％とし、50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										克雪住宅整備補助金		克雪住宅整備補助金

		153851		新潟県		阿賀町		住まい		家を購入する・改修する		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。
●補助金の額は、補助対象経費の30％以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とします。		建設課 ケンセツカ		0254-92-5765										郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金		郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ		住宅リフォーム補助事業 ジュウタク ホジョ ジギョウ		生活環境の向上と地域経済の活性化を図るため、村内の施工業者によって個人住宅のリフォーム工事を行う村民を対象に、経費の１０％補助する。（最大１０万円） セイカツ カンキョウ コウジョウ チイキ ケイザイ カッセイカ ハカ ソンナイ セコウ ギョウシャ コジン ジュウタク コウジ オコナ ソンミン タイショウ ケイヒ ホジョ サイダイ マンエン		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476										住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか住宅取得支援事業		高岡市まちなか住宅取得支援事業		まちなか区域の新築、購入の際の借入額の5%補助（上限100万円）、中古マンションの購入の際の借入額の5%補助（上限50万円）、中古戸建住宅の購入の際の購入額の5%補助（上限50万円） サイ ホジョ ジョウゲン サイ ホジョ ジョウゲン チュウコ コダテ ジュウタク コウニュウ サイ コウニュウ ガク ホジョ ジョウゲン マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなか住宅取得支援事業		高岡市まちなか住宅取得支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		まちなかで「高岡市木造住宅耐震改修支援事業」の補助金を受けて耐震改修工事を行う住宅で、同時にリフォームを行う場合、リフォームに要する費用の10％について40万円を上限に補助します。 マンエン ジョウゲン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業		高岡市まちなか耐震住宅リフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ		高岡市まちなかリフォーム支援事業 タカオカシ シエン ジギョウ		「まちなか」の空き家等に対し補助。バリアフリーリフォーム（耐震パッケージタイプ※以下A：上限15万円、まちなか定住促進タイプ※以下B：上限十万円）、エコリフォーム（A：上限35万円、B：上限三十万円） ア ヤ トウ タイ ホジョ タイシン イカ ジョウゲン マンエン テイジュウ ソクシン イカ ジョウゲン １０ マンエン ジョウゲン マンエン ジョウゲン ３０ マンエン		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市まちなかリフォーム支援事業		高岡市まちなかリフォーム支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市木造住宅耐震改修支援事業		高岡市木造住宅耐震改修支援事業		耐震改修工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、上限60万円とする。 ジョウゲン		都市整備部建築指導課		0766-20-1429										高岡市木造住宅耐震改修支援事業		高岡市木造住宅耐震改修支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業 ジギョウ		市外から本市への移住等の理由で本市が指定した定住促進住宅団地の土地を購入し居住された方に対して、土地取得費の一部（限度額50万円～100万円）を助成。 ゲンド ガク マンエン マンエン ジョセイ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										定住促進住宅団地の宅地購入支援事業		定住促進住宅団地の宅地購入支援事業

		162027		富山県		高岡市		住まい		家を購入する・改修する		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		新婚に伴う住宅の新築や購入、増改築などの借入金のうち、400万円を限度に、年率1％の利子相当額の利子の一部を助成。（最高で年間4万円以内、最長5年間で20万円以内）		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給		高岡市新婚家庭住宅建築資金利子補給

		162060		富山県		滑川市		住まい		家を購入する・改修する		まちなか居住推進事業		まちなか居住推進事業		市が定める区域内において、一戸建て住宅を建設、または購入した親族２人以上の世帯に対し補助金を交付。		まちづくり課 カ		076-475-2111										まちなか居住推進事業		まちなか居住推進事業

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（定住促進助成金）		定住促進対策事業
（定住促進助成金）		市内において「住宅」を建築又は取得され、そこにお住まいになっている方に対し、助成金を交付します。		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（定住促進助成金）		定住促進対策事業
（定住促進助成金）

		162094		富山県		小矢部市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金） サン セダイ ドウキョ スイシン ジョセイキン		住みやすい環境づくりによる定住人口の増加を図るため、三世代同居を推進し、既存住宅のリフォーム工事を行う方にその費用の一部を助成します。 ス カンキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		0766-67-1760										定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）		定住促進対策事業
（三世代同居推進リフォーム助成金）

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		家を購入する・改修する		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン		南砺市定住奨励金 ナントシ テイジュウ ショウレイキン		市外からの転入の場合、新築50万円＋家族加算（1人5万円）、中古住宅30万円＋家族加算（1人5万円）を交付。市内での転居の場合、新築30万円、中古10万円を交付。過疎地域は金額1.5～2倍。 シガイ テンニュウ バアイ シンチク マンエン カゾク カサン ニン マンエン チュウコ ジュウタク マンエン カゾク カサン ニン マンエン コウフ シナイ テンキョ バアイ シンチク マンエン チュウコ マンエン コウフ カソチイキ キンガク バイ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市定住奨励金		南砺市定住奨励金

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		射水市木造住宅耐震改修等支援事業		耐震改修費用に対して最大60万円、リフォーム費用に対して最大30万円を補助。		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-52-7395				中 チュウ		耐震改修60万円！リフォームでも30万円補助 タイシン カイシュウ マンエン マンエン ホジョ				射水市木造住宅耐震改修等支援事業		射水市木造住宅耐震改修等支援事業

		162116		富山県		射水市		住まい ス		家を購入する・改修する		射水市指定宅地取得支援助成金
		射水市指定宅地取得支援助成金
		
市が指定する住宅団地において、住宅のために宅地を購入し、購入から1年以内に住宅を新築された方又は住宅付土地を購入した方であって、当該土地に住所を有する方に対し、助成金を3か年で交付。
		都市整備部
都市計画課 トシ セイビ ブ トシ ケイカク カ		0766-52-7390										射水市指定宅地取得支援助成金
		射水市指定宅地取得支援助成金


		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		家を購入する・改修する		立山町里山定住促進事業		立山町里山定住促進事業		里山地区の定住を促進するため、指定地域内で住宅を新築、購入、増築、リフォームする方に、その費用の一部を助成（15～30万円） サトヤマ チク テイジュウ ソクシン シテイ チイキ ナイ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウチク カタ ヒヨウ イチブ ジョセイ マンエン		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980										立山町里山定住促進事業		立山町里山定住促進事業

		170003		石川県		-		住まい		家を購入する・改修する		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ		いしかわの木が見えるたてもの推進事業 キ ミ スイシン ジギョウ		県が認定した事業者が行う5ｍ3以上の県産木材を使用した住宅・店舗等の新築・増改築に対し、県産木材の使用量に応じて8万円又は12万円を補助 ケン ニンテイ ジギョウシャ オコナ		森林管理課 シンリン カンリカ		076-225-1643										いしかわの木が見えるたてもの推進事業		いしかわの木が見えるたてもの推進事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		家を購入する・改修する		珠洲木材活用住宅助成事業		珠洲木材活用住宅助成事業		地元産木材を活用した新築・増改築木造住宅に補助
・対象者市民またはUIターン者
・新築地元産木材を50%使用30万円
・増改築地元産木材を5m3以上使用上限30万円		産業振興課		0768-82-7766								1		珠洲木材活用住宅助成事業		珠洲木材活用住宅助成事業

		172090		石川県		かほく市		住まい		家を購入する・改修する		かほく市若者マイホーム取得奨励金		かほく市若者マイホーム取得奨励金		４５歳未満の方が市内に住宅を新築・購入し生活する場合に最大１００万円の奨励金を交付します。		総務部
企画情報課 ソウム ブ キカク ジョウホウカ		076-283-1112										かほく市若者マイホーム取得奨励金		かほく市若者マイホーム取得奨励金

		172111		石川県		能美市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 ホジョキン		定住促進補助金 ホジョキン		４５歳以下で市外から住宅を取得し、転入してきた夫婦世帯に２０万円。指定特区の移住ほか加算要件により最大８０万円。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212										定住促進補助金		定住促進補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等奨励金		住宅取得等奨励金		家屋にかかる住宅ローン年末残高の1%相当額を5年間継続して交付（上限100万円）。また、親等との同居や、転入者である場合など、一定要件を満たす世帯には初年交付分に上乗せして加算額を交付。 ケイゾク		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										住宅取得等奨励金		住宅取得等奨励金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		農村定住奨励金		農村定住奨励金		中山間地の対象集落で住宅を取得した夫婦または親子世帯以上で、40歳以下の世帯員がいる場合に交付。
交付額20万円（世帯員全員が転入者である場合は40万円）		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										農村定住奨励金		農村定住奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン		定住促進住まいづくり奨励金 テイジュウ ソクシン ス ショウレイキン		新規転入者、再転入者が志賀町建築業者により新築・改築した場合に助成。新築は、取得費の2.5％（上限50万円）。改築は、工事費の1/3（上限30万円）。 シンキ テンニュウシャ サイテンニュウシャ シカマチ ケンチク ギョウシャ シンチク カイチク バアイ ジョセイ シンチク シュトク ヒ ジョウゲン マンエン カイチク コウジヒ ジョウゲン マンエン		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211										定住促進住まいづくり奨励金		定住促進住まいづくり奨励金

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		町外から転入された世帯で、町内に新築住宅や中古住宅を取得された場合、最大１００万円の奨励金の助成 チョウガイ テンニュウ セタイ チョウナイ シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク バアイ サイダイ マンエン ショウレイキン ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3132										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		住まい		家を購入する・改修する		ふるさと定住 住宅助成金		ふるさと定住 住宅助成金		①転入して2年未満の新築で、契約締結後3カ月以内に認定申請する人（助成金額50万円）、②転入してから1年未満に中古住宅を購入し、その契約から1年未満に改築する人で認定後直ちに改築工事ができる人 ケイヤク マン		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										ふるさと定住 住宅助成金		ふるさと定住 住宅助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192040		山梨県		都留市		住まい		家を購入する・改修する		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市に転入し、新たに住宅を取得する世帯で、中学生3年生以下のお子さんを子育てする世帯に対し、新生活を支援するため、助成金の交付を行います。		政策形成課
企画担当 セイサク ケイセイ カ キカク タントウ		0554-43-1111
(内線241)										都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業		都留市子育て世帯定住促進奨励交付事業

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金		最高１０万円（耐震改修併用リフォームの場合は２０万円）として、工事金額の１０％まで補助。空き家バンク成約者も対象。 タイシン カイシュウ ヘイヨウ バアイ マンエン コウジ キンガク ホジョ		都市計画課
都市整備担当		0553-22-1111										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192058		山梨県		山梨市		住まい		家を購入する・改修する		定住祝い金制度		定住祝い金制度		三富若者定住促進住宅から三富地区に持ち家を取得した方を対象（若者定住住宅に入居した月から退去した月までの月数に、1万6,000円を乗じ得た金額とする）。		建設課
市営住宅担当 ケンセツ カ シエイ ジュウタク タントウ		0553-22-1111										定住祝い金制度		定住祝い金制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		住宅リフォーム補助金 ジュウタク ホジョキン		市内に所有し現在居住している個人住宅または店舗等併用住宅(築後5年経過しているもの)のリフォーム費用を、条件を満たす場合10％(上限10万円・耐震工事は上限20万円)助成する。 シナイ ショユウ ゲンザイ キョジュウ コジン ジュウタク テンポ トウ ヘイヨウ ジュウタク チク ゴ ネン ケイカ ヒヨウ ジョウケン ミ バアイ ジョウゲン マンエン タイシン コウジ ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課
建築営繕担当 ケンセツ カ ケンチク エイゼン タントウ		0551-22-1111
(内線243)										住宅リフォーム補助金		住宅リフォーム補助金

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		家を購入する・改修する		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン		持家住宅定住促進助成金 モチイエ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジョセイキン		市外に居住されていた方が、市内に住宅を取得し、定住する場合に助成金（新築30万円、中古20万円）を支給します。 シガイ キョジュウ カタ シナイ ジュウタク シュトク テイジュウ バアイ ジョセイキン シンチク マンエン チュウコ マンエン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0551-22-1111										持家住宅定住促進助成金		持家住宅定住促進助成金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		住まい		家を購入する・改修する		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ		小諸市すまいのリフォーム応援事業 コモロシ オウエン ジギョウ		市民の住環境の向上のため住宅リフォーム応援事業。対象は工事費２０万円（税抜き）以上で補助金額は工事費の２０％（上限２０万円） シミン ジュウカンキョウ コウジョウ ジュウタク オウエン ジギョウ タイショウ コウジ ヒ マンエン ゼイ ヌ イジョウ ホジョ キン ガク コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツ カ		0267-22-1700										小諸市すまいのリフォーム応援事業		小諸市すまいのリフォーム応援事業

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい ス		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ジュウタク		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域のうち新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内（150万円を限度とする）		伊那市役所
高遠町総合支所  長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		過疎地域定住促進補助金／住宅新築等補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ハイオク トリコワ ジギョウ		対象地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の１０分の１以内を助成
（限度額１０万円）※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ハイオク ト コワ ジギョウ ヨウ ケイヒ ブン イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所  長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業		過疎地域定住促進補助金／廃屋取壊し事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		家を購入する・改修する		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業 イナシ ジュウタク ケンチク ブツ タイシン カイシュウ ソクシン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅の耐震補強工事経費の1/2以内（上限60万円）を補助 ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン ジュウタク タイシン ホキョウ コウジ ケイヒ イナイ ジョウゲン ００００ エン ホジョ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111										伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業		伊那市・住宅建築物耐震改修促進事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進マイホーム取得助成事業		定住促進マイホーム取得助成事業		市内に定住のための住宅を取得した方に、新築の場合は最大３４万円、購入の場合は最大２９万円を助成		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										定住促進マイホーム取得助成事業		定住促進マイホーム取得助成事業

		202126		長野県 ナガノケン		大町市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業		個人所有の居住用住宅の地元業者によるリフォームに、対象工事費の２０％以内、最高限度額２０万円を補助（申請期限Ｈ２６年９月末）		建設課
建築住宅係		0261-22-0420										住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ ジュウタク ケンセツ バアイ		市外から転入しようとする40歳未満の夫婦または20歳未満の子供と同居する夫婦に最大で150万円を補助 サイミマン フウフ サイミマン コドモ ドウキョ フウフ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（住宅建設の場合）

		202134		長野県 ナガノケン		飯山市 イイヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合） イジュウ テイジュウ シエン ジュウタク ケンセツ ソクシン ジギョウ チュウコ ジュウタク シュトク バアイ		市外から転入しようとする方へ購入費用及び改修費用の1/2、最大80万円を補助 シガイ テンニュウ カタ コウニュウ ヒヨウ オヨ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）		移住・定住支援住宅建設促進事業（中古住宅取得の場合）

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ		住宅リフォーム促進事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ		対象住宅を所有し、住民登録のある方を対象に住宅リフォーム費用を補助。補助対象工事が50万円以上の場合に10万円を補助 タイショウ ジュウタク ショユウ ジュウミン トウロク カタ タイショウ ジュウタク ヒヨウ ホジョ ホジョ タイショウ コウジ マンエン イジョウ バアイ マンエン ホジョ		都市計画課 トシ ケイカク カ		0266-72-2101										住宅リフォーム促進事業		住宅リフォーム促進事業

		203629		長野県 ナガノケン		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業		地域産業の活性化、既存住宅の改修等による住環境の改善を図るため、町民が町内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う方に、費用の一部を町が補助する支援事業（平成26年度まで） ヘイセイ ネンド		建設課都市計画管理係 ケンセツカ トシ ケイカク カンリ カカリ		0266-62-9216										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン		定住促進対策新築住宅補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク ホジョキン		町に定住する目的で住宅を新築または新築住宅を購入した、申請時に４５歳未満の方を対象に５０万円を補助（条件有）。平成２２～２６年度の５年間 マチ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク シンチク ジュウタク コウニュウ シンセイジ サイ ミマン カタ タイショウ マンエン ホジョ ジョウケン アリ ヘイセイ ネンド ネンカン		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332										定住促進対策新築住宅補助金		定住促進対策新築住宅補助金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅建設資金利子補給金		飯島町住宅建設資金利子補給金		住宅の新築や中古住宅等を取得する際に、指定金融機関から融資を受けた方に対し、利子総額の1/2以内、40歳未満のＩターン者には最大50or40万円、その他一般の方にも最大25～8万円の利子補給金を交付 リシ ソウガク イナイ サイミマン シャ サイダイ マンエン タ イッパン カタ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町住宅建設資金利子補給金		飯島町住宅建設資金利子補給金

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町の町営住宅（特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅含む）に入居した若者が、定住するために住宅を新築または購入（中古住宅を含む）した場合に最大25or20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町若者定住化促進住宅補助金		飯島町若者定住化促進住宅補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町住宅リフォーム支援補助金		飯島町住宅リフォーム支援補助金		リフォーム工事全般（塀の耐震補強・空き家の有効活用目的を含む）に係る費用の一部について、税抜き30万円以上の工事の５％相当・最大10万円を補助。 ゼンパン ヘイ タイシン ホキョウ ア ヤ ユウコウ カツヨウ モクテキ フク ゼイ ヌ マンエンイジョウ コウジ ソウトウ サイダイ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町住宅リフォーム支援補助金		飯島町住宅リフォーム支援補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		家を購入する・改修する		飯島町耐震補強工事補助金		飯島町耐震補強工事補助金		東海地震などの大規模地震に備え、住宅の耐震化を進めるため木造住宅の耐震診断事業と、必要に応じた住宅等補強事業に対し、対象工事の1/2以内・最大60万円を補助。 タイショウ コウジ イナイ サイダイ マンエン		建設水道課
調査計画係 チョウサ ケイカク カカ		0265-86-3111										飯島町耐震補強工事補助金		飯島町耐震補強工事補助金

		204137		長野県 ケン ケン		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金 ジュウタク ゾウカイチク ホジョキン オヨ ア ヤ トウ シュトク ホジョキン		住宅の増改築及び空き家の取得に係る費用を、工事費（取得費）の１０％以内の額（限度額３０万円）を支給 ジュウタク ゾウカイチク オヨ ア ヤ シュトク カカ ヒヨウ コウジヒ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金		住宅増改築補助金及び空き家等取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築工事に対し、工事費の１０％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク シンチク コウジ タイ コウジヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅新築補助金		住宅新築補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン		住宅用地取得補助金 ジュウタク ヨウチ シュトク ホジョキン		住宅用地取得に係る費用を、取得費の１００％以内の額（限度額１００万円）を支給 ジュウタク ヨウチ シュトク カカ ヒヨウ シュトク ヒ イナイ ガク ゲンド ガク マン エン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										住宅用地取得補助金		住宅用地取得補助金

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン		天龍村住宅新築・リフォーム補助金 テンリュウムラ ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築、リフォーム工事に対し、経費の１００分の２５に相当する金額を補助する（限度額２０万、１，０００円未満切り捨て）。尚、他の新築事業等補助金との併用は不可。年齢制限なし ジュウタク シンチク コウジ タイ ケイヒ ブン ソウトウ キンガク ホジョ ゲンドガク マン エン ミマン キ ス ナオ ホカ シンチク ジギョウ トウ ホジョキン ヘイヨウ フカ ネンレイ セイゲン		建設課 ケンセツカ		0260-32-2001										天龍村住宅新築・リフォーム補助金		天龍村住宅新築・リフォーム補助金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		住まい ス		家を購入する・改修する		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		ふれあい住宅支援事業補助金 ジュウタク シエン ジギョウ ホジョキン		高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付 コウレイシャ ドウキョ コソダ チュウ ソンミン ジュウタク シンチク バアイ カリイレ キン リシ フタン ケイゲン ホジョキン コウフ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										ふれあい住宅支援事業補助金		ふれあい住宅支援事業補助金

		204480		長野県		生坂村		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン		住宅リフォーム等補助金 ジュウタク トウ ホジョ キン		村内の事業者による住宅のリフォーム等に補助します。（補助金上限額２０万円） ソンナイ ジギョウ シャ ジュウタク トウ ホジョ ホジョキン ジョウゲン ガク マンエン		振興課 シンコウカ		0263-69-3111										住宅リフォーム等補助金		住宅リフォーム等補助金

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		小布施町定住促進補助金		小布施町定住促進補助金		小布施町に移住定住する方で、住宅の新築や中古住宅の購入、賃貸リフォームをされるときに補助金を助成 オブセマチ イジュウ テイジュウ カタ ジュウタク シンチク チュウコ ジュウタク コウニュウ チンタイ ホジョキン ジョセイ		行政改革グループ ギョウセイ カイカク		026-214-9102										小布施町定住促進補助金		小布施町定住促進補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		家を購入する・改修する		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン		村産材利用・地元業者利用補助金 ムラ サン ザイ リヨウ ジモト ギョウシャ リヨウ ホジョキン		延床面積70㎡以上、地元業者施工の50万円以上の新・改築工事に補助。新築は村産木材１５％以内で１５０万円までと、指標の７割以上を充たし１０％以内で７５万円まで。増改築は村産木材１５％以内で７５万円まで ノ ユカ メンセキ イジョウ ジモト ギョウシャ セコウ マン エン イジョウ カイチク コウジ ホジョ シンチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン シヒョウ ワリ イジョウ ミ イナイ マンエン ゾウカイチク ソン サン モクザイ イナイ マンエン		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111										村産材利用・地元業者利用補助金		村産材利用・地元業者利用補助金

		205907		長野県 ナガノケン		飯綱町 イイヅナ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン		定住促進対策新築住宅等補助金 テイジュウ ソクシン タイサク シンチク ジュウタク トウ ホジョキン		町内に自ら定住する目的で住宅を新築又は購入する者で、申請時に満40歳未満の方を対象に上限50万円を補助(対象期間有） チョウナイ ミズカ テイジュウ モクテキ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ モノ シンセイジ マン サイミマン カタ タイショウ ジョウゲン マンエン ホジョ タイショウ キカン アリ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		026-253-2511										定住促進対策新築住宅等補助金		定住促進対策新築住宅等補助金

		206024		長野県 ナガノケン		栄村 サカエムラ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン		若者定住マイホーム支援事業補助金 ワカモノ テイジュウ シエン ジギョウ ホジョキン		Iターン・Uターンで定住する若者がマイホームの取得をする際に補助金を支給 テイジュウ ワカモノ シュトク サイ ホジョ キン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0269-87-3114										若者定住マイホーム支援事業補助金		若者定住マイホーム支援事業補助金

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド		住宅資金助成制度 ジュウタク シキン ジョセイ セイド		住宅を取得（新築・中古）するとき、もしくは住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローン返済額のうち、１．０％の利子に相当する額を当初５年間助成 ジュウタク シュトク シンチク チュウコ ジュウタク ミンカン キンユウ キカン ジュウタク リヨウ ヒト タイ ヘンサイ ガク リシ ソウトウ ガク トウショ ネンカン ジョセイ		公共建築住宅課 コウキョウ ケンチク ジュウタク カ		058-272-1111(内線3657)										住宅資金助成制度		住宅資金助成制度

		210005		岐阜県		-		住まい		家を購入する・改修する		ぎふの木で家づくり支援事業		ぎふの木で家づくり支援事業		乾燥度合いや強さを表示したぎふ性能表示材を、柱や梁などの構造材に８０％以上かつ梁桁に６㎥以上使用した住宅を県内に新築した場合に２０万円助成。		県産材流通課		058-272-1111(内線3013)										ぎふの木で家づくり支援事業		ぎふの木で家づくり支援事業

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代住宅取得支援利子補給金		子育て世代住宅取得支援利子補給金		中学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる世帯が、市街化区域に住宅を新築、または新築の住宅・分譲マンションを購入し、転入した場合、住宅の借り入れ利子を助成します。（限度額１０万円／年１回、３年間） カ イ		都市計画部
都市プロモーション室		0584-47-7681										子育て世代住宅取得支援利子補給金		子育て世代住宅取得支援利子補給金

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		家を購入する・改修する		耐震補強工事補助事業		耐震補強工事補助事業		木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。平成26年度は10件を予定しています。平成25年度から3年間限定で市単独費の上乗せを行い、個人負担をより軽減し、住宅耐震化の推進を図ります。		都市計画課 トシ ケイカク カ		0572-68-9817										耐震補強工事補助事業		耐震補強工事補助事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		市内の方が、恵那市内に新築住宅を購入又は建築した場合、地方税法の減免分と同額を3年間減免します。 シナイ カタ エナシナイ シンチク ジュウタク コウニュウ マタ ケンチク バアイ チホウ ゼイホウ ゲンメン ブン ドウガク ネンカン ゲンメン		税務課資産税係 ゼイム カ シサンゼイ カカリ		0573-26-2111(内510.513)										固定資産税の減免		固定資産税の減免

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド		定住促進奨励金交付制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン コウフ セイド		固定資産税の減免に該当する世帯について、25万円を交付します。また、義務教育以下の世帯員がいる場合、1人につき5万円を加算します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										定住促進奨励金交付制度		定住促進奨励金交付制度

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		家を購入する・改修する		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ		えなの木で家づくり支援事業 キ イエ シエン ジギョウ		地域材の柱を30本以上使い、市内建設業者が住宅を新築したとき、市内の方は固定資産税を最長3年間減免、市外からの転入者は最大20万円の奨励金を交付します。		農林課林政係 ノウリンカ リンセイ カカリ		0573-26-2111(内527)										えなの木で家づくり支援事業		えなの木で家づくり支援事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		家を購入する・改修する		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		土岐市定住促進奨励金 トキシ テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住することを目的とした住宅を取得された方に新築３０万円、中古１５万円、中学生以下の子ども１人につき５万円の奨励金を交付します。 テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク カタ シンチク マンエン チュウコ マンエン チュウガクセイ イカ コ ニン マンエン ショウレイキン コウフ		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市定住促進奨励金		土岐市定住促進奨励金

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		家を購入する・改修する		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ		山県市新築等祝金事業 ヤマガタシ シンチクトウ イワイ キン ジギョウ		市内建設業者の施工により住宅工場等を新増築した者及び市内に住宅、工場を取得して移住する者に対し、固定資産税相当額を３年間まちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ ケンセツギョウ シャ セコウ ジュウタク コウジョウトウ シンゾウチク モノ オヨ シナイ ジュウタク コウジョウ シュトク イジュウ モノ タイ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン シンコウ ケン チイキ ツウカ ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		0581-22-6832										山県市新築等祝金事業		山県市新築等祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		住まい		家を購入する・改修する		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		本巣市移住定住促進補助金 モトスシ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		本巣市北部地域に移住・定住される方に補助金を交付します。住宅取得…限度額100万円（取得経費の1/10）中古住宅…限度額50万円（取得経費の1/10）借家…限度額1万5千円（家賃月額の1/2を3年間） モトス シ ホクブ チイキ イジュウ テイジュウ カタ ホジョキン コウフ ジュウタク シュトク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ チュウコ ジュウタク ゲンド ガク マンエン シュトク ケイヒ シャクヤ ゲンド ガク マン センエン ヤチン ゲツガク ネンカン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0581-34-5024										本巣市移住定住促進補助金		本巣市移住定住促進補助金

		212199		岐阜県		郡上市		住まい		家を購入する・改修する		郡上市産材住宅建設等支援事業		郡上市産材住宅建設等支援事業		市内への定住促進と市産材の利用拡大を図るため、住宅の新築または購入を行う者を対象に、市で定めた一定の要件を満たした場合に奨励金を交付。		農林水産部
林務課 ノウリン スイサン ブ リン ム カ		0575-67-2121										郡上市産材住宅建設等支援事業		郡上市産材住宅建設等支援事業

		213039		岐阜県		笠松町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金		定住促進助成金		定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築されたり、新築購入をされたかたに、住宅に課税される固定資産税の額に相当する「定住促進助成金」を交付します。		税務課 ゼイムカ		058-388-1112										定住促進助成金		定住促進助成金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金制度		新築住宅建設等奨励金制度		町内に新築住宅を建築、又は購入する者に対して奨励金を交付する制度。基本奨励金：10万円。加算要件該当で別途加算あり。 カサン ヨウケン ガイトウ ベット カサン		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										新築住宅建設等奨励金制度		新築住宅建設等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅に対する固定資産税減免		新築住宅に対する固定資産税減免		町内に住宅を新築した場合、床面積120㎡以下について、3年間、固定資産税の1/2を減額。国制度との併用により床面積120㎡以下は、3年間、固定資産税がゼロ。		総務部税務課 ソウム ブ ゼイムカ		0585-22-2111										新築住宅に対する固定資産税減免		新築住宅に対する固定資産税減免		OK		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修等奨励金制度		住宅改修等奨励金制度		町内の既存住宅の改修工事等をする者に対し、改修費用の一部を助成。ただし工事経費が50万円以上の場合に限る。基本奨励金：対象工事に要する経費の100分の5相当。上限5万円。加算要件該当で別途加算有 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										住宅改修等奨励金制度		住宅改修等奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		家を購入する・改修する		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		空き家に3年以上の居住を前提に購入又は賃貸した者が改修、ハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成。①改修費用の１／２以内。上限10万円。加算要件該当で別途加算有。②清掃費の１／２以内。上限5万円 アリ		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										田舎暮らし住宅活用奨励金制度		田舎暮らし住宅活用奨励金制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		川辺町内に住宅を新築もしくは購入した方に３年間、住宅に課税される固定資産税相当額を助成する。 カワベ チョウナイ ジュウタク シンチク コウニュウ カタ ネンカン ジュウタク カゼイ コテイ シサンゼイ ソウトウガク ジョセイ		企画まちづくり課 キカク カ		0574-53-7213										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		215058		岐阜県		八百津町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン		新築住宅建設等奨励金 シンチク ジュウタク ケンセツ トウ ショウレイキン		定住を目的として町内に住宅を新築する方、又は新築家屋を購入する方に対して、1戸20万円を奨励金として交付します。 テイジュウ モクテキ チョウナイ ジュウタク シンチク カタ マタ シンチク カオク コウニュウ カタ タイ イッコ マンエン ショウレイキン コウフ		産業課 サンギョウカ		0574-43-2111										新築住宅建設等奨励金		新築住宅建設等奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進事業		定住促進事業		定住を促進するため、Iターン・Uターン等により住宅新築、中古住宅購入、住宅改修する場合や、村営住宅へ入居した方の家賃への奨励金を交付する。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111										定住促進事業		定住促進事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て世代型住宅建設事業		子育て世代型住宅建設事業		入居条件①配偶者又は３ヶ月以内に入籍予定の婚約者がいる②夫婦（婚約者同士）が共に18歳以上41歳未満③子の最年長者は小学校6年生以下④申込時の居住地は不問⑤配偶者（婚約者）との合計所得が2百万円以上		建設部建築住宅課		0547-36-7193										子育て世代型住宅建設事業		子育て世代型住宅建設事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		家を購入する・改修する		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン		島田市木材需要促進対策奨励金 シマダ シ モクザイ ジュヨウ ソクシン タイサク ショウレイキン		木材利用を促進することにより、地域経済の活性化のため大井川流域産材を使用した木材住宅を新築する個人に対して奨励金を交付する。 モクザイ リヨウ ソクシン チイキ ケイザイ カッセイカ オオイガワ リュウイキ サン ザイ シヨウ モクザイ ジュウタク シンチク コジン タイ ショウレイキン コウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7165										島田市木材需要促進対策奨励金		島田市木材需要促進対策奨励金

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ		住宅リフォーム振興事業 ジュウタク シンコウ ジギョウ		２０万円以上の住宅又は併用住宅の増改築・修繕工事費の２０％を助成する制度。150万円以上は30万円、20万円以上150万円未満は２０％の額を助成。なお、助成額の３０％は下田クレジット商品券で交付		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-22-3914										住宅リフォーム振興事業		住宅リフォーム振興事業		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222224		静岡県		伊豆市 イズシ		住まい		家を購入する・改修する		伊豆市若者定住促進住宅補助金		伊豆市若者定住促進住宅補助金		定住する若者に、平成27年12月31日までの間に新築又は購入で取得した住宅に100万円（住宅のみの場合は50万円）を補助。また、その住宅に居住する小学校就学に達するまでの者１人につき10万円を補助		総務部
地域づくり課 ソウム ブ チイキ カ		0558-74-3066										伊豆市若者定住促進住宅補助金		伊豆市若者定住促進住宅補助金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド		住宅取得補助金制度 ジュウタク シュトク ホジョキン セイド		市外から転入して住宅を取得、または市内アパート等の居住者で住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に50万円を交付。ただし、取得価格が500万未満の場合は取得価格の10％。※建て替えの場合は対象外 シガイ テンニュウ ジュウタク シュトク シナイ トウ キョジュウシャ ジュウタク シンチク ジュウタク チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイショウ マンエン コウフ シュトク カカク マン ミマン バアイ シュトク カカク タ カ バアイ タイショウガイ		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161										住宅取得補助金制度		住宅取得補助金制度

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市外から転入して住宅を取得、または、市内居住者でアパート等に住んでいて住宅（新築住宅、中古住宅）を取得した方を対象に固定資産税額の１/２相当額を５年間交付。※建て替えの場合は対象外。 コテイ シサンゼイ ガク ソウトウ ガク ネンカン		秘書政策課 ヒショ セイサクカ		0537-85-1161										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		222232		静岡県		御前崎市 オマエザキ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		100万円以上の住宅改修工事において、工事費の10％（上限30万円※千円未満切り捨て）※市の耐震補強事業などで受けた補助額は対象外とする。 マンエン イジョウ ジュウタク カイシュウ コウジ コウジヒ ジョウゲン マンエン セン エン ミマン キ ス シ タイシン ホキョウ ジギョウ ウ ホジョ ガク タイショウガイ		都市建設課 トシ ケンセツ カ		0537-85-1122										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅の耐震補強工事費用に対し補助を交付する。（上限額50万円。高齢者のみでお住まいの方や、重度の障害がある方などの住宅の場合は、上限額が70万円） ホジョ		都市政策課 トシ セイサク カ		0537-35-0932										木造住宅耐震補強助成事業		木造住宅耐震補強助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		固定資産税の減免 コテイ シサンゼイ ゲンメン		新築された住宅については新築後３年間（認定長期優良住宅は５年間）、固定資産税が減額される。 シンチク ネンカン ニンテイ チョウキ ユウリョウ ジュウタク ネンカン		税務課 ゼイムカ		0537-35-0913										固定資産税の減免		固定資産税の減免

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		町派遣の専門家により、一定の基準を超えると判断された場合に助成。耐震補強計画：1戸あたり9万6千円上限（費用の2/3以内）。耐震補強工事：工費のうち50万円（高齢者のみの世帯は70万円）上限 ジョウゲン ジョウゲン		建設課 ケンセツ カ		0558-34-1952										プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		プロジェクトTOUKAI-ゼロ（木造住宅耐震補強）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅建築等助成制度		木造住宅建築等助成制度		木造住宅の新築または増築に補助金を交付する制度。新築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の全額（15万円／年を限度）増築の場合は、納付すべき固定資産税相当額の1／2の額（10万円／年を限度）		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0558-34-1946										木造住宅建築等助成制度		木造住宅建築等助成制度

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン		住宅改修事業補助金 ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョキン		町内に１年以上住民登録をし、改修工事を行う住宅に現在入居している方が、住宅改修を行う際、工事費の20%以内（限度額20万円）で補助金を交付。 チョウナイ ネンイジョウ ジュウミン トウロク カイシュウ コウジ オコナ ジュウタク ゲンザイ ニュウキョ カタ ジュウタク カイシュウ オコナ サイ コウジヒ イナイ ゲンド ガク マンエン ホジョキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964										住宅改修事業補助金		住宅改修事業補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		家を購入する・改修する		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ		地域材利用木造住宅推進事業 チイキ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク スイシン ジギョウ		町内建築業者が、木造専用住宅（店舗併用含む）を地域材で新築及び増築（10㎡以上）した場合、その一部を助成する。（一件＝購入代金の1/2、上限10万円） チョウナイ ケンチク ギョウシャ モクゾウ センヨウ ジュウタク テンポ ヘイヨウ フク チイキ ザイ シンチク オヨ ゾウチク イジョウ バアイ イチブ ジョセイ イッケン コウニュウ ダイキン ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0538-85-6316										地域材利用木造住宅推進事業		地域材利用木造住宅推進事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		住まい		家を購入する・改修する		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン		新城市長者平団地分譲地購入奨励金 シンシロシ チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ショウレイキン		長者平団地分譲地を購入後住宅を建設し、義務教育修了前の子供を養育する家庭か、交付申請時点で夫又は妻が35歳以下の夫婦が居住し市民となる場合に交付。1夫婦又は1家族につき1,000,000円。 チョウ シャ ヒラ ダンチ ブンジョウチ コウニュウ ゴ ジュウタク ケンセツ ギム キョウイク シュウリョウ マエ コドモ ヨウイク オット マタ ツマ サイイカ フウフ キョジュウ シミン バアイ コウフ フウフ マタ カゾク エン		作手総合支所地域振興課 ツクデ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		0536-37-2259										新城市長者平団地分譲地購入奨励金		新城市長者平団地分譲地購入奨励金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		設楽町若者定住促進住宅補助金 シタラ チョウ ワカモノ テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン		若者世帯が町内に住宅を新築する場合に費用の１／３以内を補助（上限２００万円）。中学生以下の子どもがいる世帯または年齢の合計が８０歳未満の夫婦が対象。 ワカモノ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク バアイ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コ セタイ ネンレイ ゴウケイ サイミマン フウフ タイショウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										設楽町若者定住促進住宅補助金		設楽町若者定住促進住宅補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ		住宅新築奨励 ジュウタク シンチク ショウレイ		延べ床面積100㎡以上の住宅を新築した場合に20万円／戸の報奨金を交付。対象は住宅を建てる方で４０歳未満の世帯員と同居が必要。 ノ ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ト ホウショウキン コウフ タイショウ ジュウタク タ カタ サイミマン セタイ イン ドウキョ ヒツヨウ		企画課		0536-62-0514										住宅新築奨励		住宅新築奨励

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ		住宅資金貸付 ジュウタク シキン カシツケ		住宅の新築・増改築経費の無利子貸付（上限３００万円・１人１回限り）。対象は４０歳未満の住宅を建てる方。 ジュウタク シンチク ゾウカイチク ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ニン カイ カギ タイショウ サイミマン ジュウタク タ カタ		企画課		0536-62-0514										住宅資金貸付		住宅資金貸付

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		家を購入する・改修する		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金 キ ジュウタク ケンセツ テイジュウ シエン ジギョウ ショウレイキン		地域材で新築住宅を取得・・・１０万円うち一定体積以上使用・・・・・１０万円
さらに町内工務店が施工・・・・１０万円加算 チイキ ザイ シンチク ジュウタク シュトク マン エン イッテイ タイセキ イジョウ シヨウ マンエン チョウナイ コウムテン セコウ マンエン カサン		建設課 ケンセツカ		0536-76-1813										とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金		とうえいの木住宅建設定住支援事業奨励金

		242110		三重県		鳥羽市		住まい		家を購入する・改修する		鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若者夫婦に対し、最高100万円の奨励金を交付。		企画財政課
企画経営室		0599-25-1101										鳥羽の定住応援事業奨励金		鳥羽の定住応援事業奨励金

		245623		三重県		紀宝町		住まい		家を購入する・改修する		固定資産税減免制度		固定資産税減免制度		若者が町内に住宅を新築したとき、その住宅に係る固定資産税が８年間減税されます。		税務住民課		0735-33-0337										固定資産税減免制度		固定資産税減免制度

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		ＩＪＵターン者、実家定住者が行うリフォーム工事に対して補助。40歳未満の場合、対象経費の1/4（上限50万円）、40歳以上は対象経費の1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで支払い ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）		住まい手応援事業（定住住宅リフォーム補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		40歳未満の定住者が住宅を建築・購入する場合に固定資産税相当額の1/2を補助（限度額5万円/年）。補助金は地域通貨アイカで5年間補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（新築住宅取得補助）		住まい手応援事業（新築住宅取得補助）

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		家を購入する・改修する		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		市外から移住して住宅を新築される40歳未満の方に200万円を補助		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										おいでよ高島・若者マイホーム支援事業		おいでよ高島・若者マイホーム支援事業

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業助成金		住宅リフォーム促進事業助成金		自己所有し、居住している住宅について、町内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、その経費の１０％（上限１０万円）を助成		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0748-52-65562										住宅リフォーム促進事業助成金		住宅リフォーム促進事業助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者新築住宅取得支援事業		若者新築住宅取得支援事業		住宅を新築又は購入した若者への助成制度。住宅に課税される固定資産税相当額（3年間、限度額10万円/年）。
別途割増助成有（町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付） マタ ネンカン アリ		企画課 キカク カ		0749-48-8122										若者新築住宅取得支援事業		若者新築住宅取得支援事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		若者世帯多世代同居支援事業		若者世帯多世代同居支援事業		多世代同居をするために住宅を増築または建替えした若者世帯又は親世帯に固定資産税相当額を助成（3年間、限度額10万円／年）。町内業者が元請けで工事したときは１年目の申請時に限り、10万円を加算して交付 マタ ネンカン		企画課 キカク カ		0749-48-8122										若者世帯多世代同居支援事業		若者世帯多世代同居支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン		スマート・エコ等住宅改修費補助金 トウ ジュウタク カイシュウヒ ホジョ キン		スマート・エコハウス改修（断熱、省エネ電気設備など）、子育て改修（子ども部屋の増築・改修など）、バリアフリー化改修に、1/10以内で上限１０万円を補助 カイシュウ ダンネツ ショウ デンキ セツビ コソダ カイシュウ コ ヘヤ ゾウチク カイシュウ カ カイシュウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530										スマート・エコ等住宅改修費補助金		スマート・エコ等住宅改修費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		家を購入する・改修する		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン		木造住宅耐震改修工事費補助金 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ヒ ホジョキン		木造住宅の耐震改修工事に、上限９０万円を補助 モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ コウジ ジョウゲン マンエン ホジョ		都市計画・建築住宅課 トシ ケイカク ケンチク ジュウタク カ		0772-69-0530										木造住宅耐震改修工事費補助金		木造住宅耐震改修工事費補助金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金 スモトシ テイジュウ ソクシン ジギョウ カエ		平成24年４月１日以降に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯が転入日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、３年間奨励金（居住部分にかかる固定資産税相当分）を交付		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		平成24年４月１日以降に婚姻され、夫婦の年齢の合計が満80歳未満の新婚世帯が、婚姻日から３年以内に住宅を新築または購入された場合に、最長３年間奨励金（月額１万円）を交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』新婚世帯住宅取得奨励金

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		住まい		家を購入する・改修する		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市外在住者を対象に、若者の定住及び活気ある地域づくりを推進することを目的として、さかえ団地を購入して住宅を建築した転入世帯に対し、活性化促進金（２００万円）を交付。条件によっては追加支給有 ザイジュウシャ アリ		五色総合事務所窓口サービス課開発係　 ゴシキ ソウゴウ ジム ショ マドグチ カ カイハツ カカリ		0799-33-1921										洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 		洲本市分譲地（さかえ団地）活性化促進金 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		住まい		家を購入する・改修する		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ		定住者住宅取得奨励金交付事業 テイジュウシャ ジュウタク シュトク ショウレイキン コウフ ジギョウ		市内に住宅を新築又は購入された方40歳未満の世帯に50万円及び市外からの転入者で住宅を新築又は購入された世帯に30万円（年齢制限なし）を交付します。（中古住宅はいずれも半額助成） シナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ カタ サイ ミマン セタイ マンエン オヨ シガイ テンニュウシャ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ セタイ マンエン ネンレイ セイゲン コウフ チュウコ ジュウタク ハンガク ジョセイ		企画総務部　　定住促進室 キカク ソウム ブ テイジュウ ソクシン シツ		0791-23-7125										定住者住宅取得奨励金交付事業		定住者住宅取得奨励金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		転入者定住支援金交付事業		転入者定住支援金交付事業		2人以上で転入し、市内で新築又は中古物件を購入した世帯に対し、赤穂商工会議所商品券20万円分を交付。中学3年生以下の子ども1人につき5万円加算有り。		企画広報課		0791-43-6867										転入者定住支援金交付事業		転入者定住支援金交付事業

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成		市内の施工業者を利用した住宅リフォーム工事に対し、最大13万円を赤穂商工会議所商品券で助成する。 コウ		産業観光課		0791-43-6838										住宅リフォーム助成		住宅リフォーム助成

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		住まい		家を購入する・改修する		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド		若者定住住宅補助金制度 ワカモノ テイジュウ ジュウタク ホジョキン セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）で新築・改修工事をおこなう若者・子育て世帯を対象に工事にかかる費用の最大５０万円を助成 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオイモ ニシキ キタ シンチク カイシュウ コウジ ワカモノ コソダ セタイ タイショウ コウジ ヒヨウ サイダイ マンエン ジョセイ		企画課 キカク カ		079-552-5106										若者定住住宅補助金制度		若者定住住宅補助金制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度 タンバシ シン テイジュウ ソクシン ジュウタク ホジョキン コウフ セイド		丹波市へI・Uターンされる方の住宅新築・新規購入・改修費用の一部を助成。また、住宅を新築または新規購入し、中学生以下のお子さんが同居される場合は、補助金を上乗せし、最大１００万円を助成。 タンバシ カタ ジュウタク シン チク シンキ コウニュウ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク シンチク シンキ コウニュウ ホジョキン ウワノ サイダイ マンエン ジョセイ		まちづくり部
地域協働課 ブ チイキ キョウドウ カ		0795-82-2272										丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度		丹波市新いきいき定住促進住宅補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		住まい		家を購入する・改修する		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド		特定分譲地販売促進補助金交付制度 セイド		市が販売している応相寺宅地分譲団地、優良田園住宅地を購入し、住宅を建築する場合、建築工事費の５％、上限５０万円を補助。 シ ハンバイ オウ ソウ テラ タクチ ブンジョウ ダンチ ユウリョウ デンエン ジュウタク チ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ ケンチク コウジヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		建設部
都市住宅課 ケンセツ ブ トシ ジュウタク カ		0795-74-2364										特定分譲地販売促進補助金交付制度		特定分譲地販売促進補助金交付制度

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		住まい		家を購入する・改修する		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業 アワジシ ジギョウ		市外から淡路市に移住し、新築住宅を取得した場合に助成。 シガイ アワジシ イジュウ シンチク ジュウタク シュトク バアイ ジョセイ		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506										淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業		淡路市暮らしてスマイル定住者助成金事業

		294497		奈良県		十津川村		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ		定住促進住宅新築助成事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク シンチク ジョセイ ジギョウ		村内に木造住宅を新築する、十津川村に転入・定住を希望し、世帯主か配偶者が18歳以上50歳未満で18歳以下の子どもがいる世帯に地元木材使用量１?につき８万円の補助金を交付する。（上限200万円）		建設課 ケンセツカ		0746-62-0905										定住促進住宅新築助成事業		定住促進住宅新築助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		家を購入する・改修する		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン		川上村ＵＪＩターン住宅補助金 カワカミムラ ジュウタク ホジョキン		川上村に転入し、住居を新築・購入・改修した方に対して、経費の10％を補助金として交付する。（上限：100万円）。※ただし、中学生以下の子育て世帯は、補助率・上限額ともに２倍。 カワカミムラ テンニュウ ジュウキョ シンチク コウニュウ カイシュウ カタ タイ ケイヒ ホジョキン コウフ ジョウゲン マンエン チュウガクセイ イカ コソダ セタイ ホジョリツ ジョウゲン ガク バイ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村ＵＪＩターン住宅補助金		川上村ＵＪＩターン住宅補助金

		300004		和歌山県		-		住まい		家を購入する・改修する		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン		空き家改修補助金 ア イエ カイシュウ ホジョキン		県外からの移住を推進するため、空き家改修費用の２／３（上限８０万円）を補助。（※随時受付、移住に際し市町村及び受入協議会の支援を受けることなど、条件有） ケンガイ イジュウ スイシン ア イエ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ホジョ ズイジ ウケツケ イジュウ サイ シチョウソン オヨ ウケイレ キョウギカイ シエン ウ ジョウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										空き家改修補助金		空き家改修補助金

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン		九度山町定住促進支援補助金 クドヤマチョウ テイジュウ ソクシン シエン ホジョキン		町内で家を新築もしくは購入する場合、一定の条件を満たせば１００万円を補助する制度です。 チョウナイ イエ シンチク コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ マンエン ホジョ セイド		企画公室 キカク コウシツ		0736-54-2019										九度山町定住促進支援補助金		九度山町定住促進支援補助金

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助制度 セイド		移住定住促進補助制度 セイド		町内における住宅の取得に対する補助金。
対象経費の1/2（新築は最大200万円、中古住宅購入は最大80万円）を補助。 チョウナイ ジュウタク シュトク タイ ホジョキン タイショウ ケイヒ シンチク サイダイ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイダイ マンエン ホジョ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										移住定住促進補助制度		移住定住促進補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住環境整備（リフォーム）補助金		住環境整備（リフォーム）補助金		町内業者を利用した、住居のリフォームに対する補助金。
補助対象経費の１/２（最大２０万円）を補助。なお、補助額のうち１割相当分は高野町商品券にて支給。 チョウナイ ギョウシャ リヨウ ジュウキョ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ ホジョ ガク ワリソウトウ ブン コウヤチョウ ショウヒンケン シキュウ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										住環境整備（リフォーム）補助金		住環境整備（リフォーム）補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		家を購入する・改修する		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進奨励金 テイジュウ ソクシン ショウレイキン		定住促進のために、町内に居住しようとする若年層の住宅取得を支援するための補助制度 テイジュウ ソクシン チョウナイ キョジュウ ジャクネンソウ ジュウタク シュトク シエン ホジョ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金 キシュウ ザイ リヨウ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウ ケンチクヒ ホジョキン		乾燥紀州材を利用して木造住宅を建築する場合、構造材の材積１㎥あたり8万円（上限80万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 カンソウ キシュウ ザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク バアイ コウゾウザイ ザイセキ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		産業課 サンギョウカ		0735-62-0558										紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金		紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		倉吉市住宅支援制度		倉吉市住宅支援制度		県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。
・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大50万円（対象経費の５％）・中古改修：最大35万円（対象経費の10％）		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159										倉吉市住宅支援制度		倉吉市住宅支援制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		若者の新築住宅固定資産税減免制度		若者の新築住宅固定資産税減免制度		35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共同住宅や賃貸住宅は除きます)		税務課資産税係 ゼイムカ シサンゼイ カカリ		0858-22-8114										若者の新築住宅固定資産税減免制度		若者の新築住宅固定資産税減免制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		住宅等補助金（いきいき定住促進条例） ジュウタク トウ ホジョキン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		いきいき定住促進条例の奨励金等に該当する（した）方で、その事由に沿った住宅の改修・取得を行った場合、事業費の1/5、上限30万円を助成。 テイジュウ ソクシン ジョウレイ ショウレイキン トウ ガイトウ カタ ジユウ ソ ジュウタク カイシュウ シュトク オコナ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										住宅等補助金（いきいき定住促進条例）		住宅等補助金（いきいき定住促進条例）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド		住宅改修助成制度 ジュウタク カイシュウ ジョセイ セイド		自らが居住する個人用住宅の改修等に係る工事で、30万円以上の工事を町内の住宅関連業者に発注された場合、事業費の1/5、上限30万円、現金と商品券で交付。 ミズカ キョジュウ コジンヨウ ジュウタク カイシュウ トウ カカ コウジ マンエン イジョウ コウジ チョウナイ ジュウタク カンレン ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ゲンキン ショウヒンケン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0859-82-1112										住宅改修助成制度		住宅改修助成制度

		320005		島根県 シマネケン		-		住まい		家を購入する・改修する		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド		しまねＵＩターン住宅相談員制度 ジュウタク ソウダンイン セイド		島根県及び県内の建築・不動産関係団体等が連携して、ＵＩターンに係る住宅の新築・リフォームに関する相談や土地・建物の売買及び賃貸に関する相談に対応。 シマネ ケン オヨ ケン ナイ ケンチク フドウサン カンケイ ダンタイ トウ レンケイ カカ ジュウタク シンチク カン ソウダン トチ タテモノ バイバイ オヨ チンタイ カン ソウダン タイオウ		島根県建築住宅センター シマネケン ケンチク ジュウタク		0852-26-4577												外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ		定住促進住まいづくり助成事業 テイジュウ ソクシン ス ジョセイ ジギョウ		子育て世代等が市内業者を利用し、市内に住宅を建築、購入すると固定資産税等相当額を５年間で最大７５万円、リフォームを行うと工事費費用の一部を最大５０万円を助成します。 シナイ コテイ シサンゼイ トウ ソウトウガク ネンカン サイダイ マンエン オコナ コウジヒ ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ジョセイ		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										定住促進住まいづくり助成事業		定住促進住まいづくり助成事業		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		家を購入する・改修する		益田市UIターン者応援事業補助金		益田市UIターン者応援事業補助金		市外在住者が益田市へ定住することを目的に、住宅を新築、中古物件購入、賃貸住宅へ入居または実家等を改修、入居する場合に、補助金を交付します。また若者加算、子育て加算、中山間地定住加算を設けています。		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市UIターン者応援事業補助金		益田市UIターン者応援事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		家を購入する・改修する		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ		第二次定住奨励事業（住宅購入） ジュウタク コウニュウ		住宅を購入する移住者に対し費用の１０％か２０万円の低い額を助成。子ども１人につき２５０００円（１８歳以下が対象で二人まで）加算。世帯主４５歳未満で５万円加算。合計３０万円上限。 イジュウシャ タイ ジョセイ ヒトリ カサン カサン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029												未熟児養育医療

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン		住宅整備助成金 ジュウタク セイビ ジョセイキン		定住するため、町内に住宅を新築・増築・購入する方に対し、借入金の利子に相当する額を助成金として交付します。上限50万円。飯南町に5年以上在住する意思のある方で65歳以下の方。 テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コウニュウ カタ タイ カリイレ キン リシ ソウトウ ガク ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン イイナン チョウ ネンイジョウ ザイジュウ イシ カタ サイ イカ カタ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										住宅整備助成金		住宅整備助成金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ		定住新築住宅補助 テイジュウ シンチク ジュウタク ホジョ		世帯主か配偶者が40歳以下の世帯で、町内に住宅を新築・増築したときに、その固定資産税に相当する額を10年間補助。 セタイヌシ ハイグウシャ サイイカ セタイ チョウナイ ジュウタク シンチク ゾウチク コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン ホジョ		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212										定住新築住宅補助		定住新築住宅補助

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ		定住者用住宅改修事業 テイジュウシャヨウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ		定住する人が住宅を改修する場合、改修費の一部を助成。（対象：30万円以上の改修、補助額：1/2で限度額50万円） テイジュウ ヒト ジュウタク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒ イチブ ジョセイ タイショウ マンエン イジョウ カイシュウ ホジョ ガク ゲンド ガク マンエン		定住推進課
定住支援係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										定住者用住宅改修事業		定住者用住宅改修事業

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		住まい ス		家を購入する・改修する		住宅取得改修等助成金		住宅取得改修等助成金		住宅の新築・持ち家改修・生活備品等の設備に要した経費に対して、１５０万円を限度として、助成
金を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者） ネン イジョウ テイジュウ カクヤク シンキ テイジュウシャ														住宅取得改修等助成金		住宅取得改修等助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築助成金		住宅新築助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人が、市内に住宅を新築する場合、用地取得で最大６０万円、住宅新築で最大１００万円を助成。※世帯要件等で交付限度額を設定		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282										住宅新築助成金		住宅新築助成金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ		森と匠を活かす家づくり支援事業 モリ タクミ イ イエ シエン ジギョウ		新見産木材を使用して住宅を新築・増改築する場合、新築であれば５０万円、増改築の場合は３０万円を上限に補助する ニイミ サン モクザイ シヨウ ジュウタク シンチク ゾウカイチク バアイ シンチク マンエン ゾウカイチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6134										森と匠を活かす家づくり支援事業		森と匠を活かす家づくり支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン		分譲宅地快適環境創造事業補助金 ブンジョウ タクチ カイテキ カンキョウ ソウゾウ ジギョウ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、住宅を新築する場合、７０万円を上限に補助する。また、生ごみを処理する容器を設置する場合、１０万円を上限に補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ ナマ ショリ ヨウキ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128										分譲宅地快適環境創造事業補助金		分譲宅地快適環境創造事業補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		市が販売する分譲宅地に住宅を建て、住民票を当該地へ移した人に、分譲地販売価格の３割を補助する。 シ ハンバイ ブンジョウ タクチ ジュウタク タ ジュウミンヒョウ トウガイ チ ウツ ヒト ブンジョウチ ハンバイ カカク ワリ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031										定住促進補助金		定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市が分譲した宅地において住宅の建設を促進し、早期の住宅団地形成に資するため、当該分譲宅地に住宅を建設し、予算の範囲内で補助金を交付		都市住宅課 トシ ジュウタク カ		0867-42-7781										真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金		真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		家を購入する・改修する		木材需要拡大事業		木材需要拡大事業		自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者等が国産材を使用して家を建てたときに６０万円／戸の補助。 トウ コクサンザイ シヨウ イエ タ マンエン ト ホジョ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										木材需要拡大事業		木材需要拡大事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		住まい		家を購入する・改修する		美作市移住定住促進補助金		美作市移住定住促進補助金		美作市内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、市外から転入する者に対し、補助金を交付する。対象経費の1/5以内、補助限度額100万円。 タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ゲンド ガク マンエン		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631										美作市移住定住促進補助金		美作市移住定住促進補助金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を新築した人に，建築費用の1割を最大で120万円の助成をする。また，新築住宅に入居した世帯が三世代世帯の場合は30万円を上乗せする。 チョウナイ ジュウタク シンチク ヒト ケンチク ヒヨウ ワリ サイダイ マンエン ジョセイ シンチク ジュウタク ニュウキョ セタイ ３ セダイ セタイ バアイ マンエン ウワノ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										定住促進助成金		定住促進助成金

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売 ヤカゲチョウ トチ カイハツ コウシャ ブンジョウチ ハンバイ		分譲地の造成及び販売を行う。分譲地を購入される方には，上下水道やケーブルテレビの加入負担金の他，子育て世代の家庭には土地購入費の１割を助成。 ブンジョウチ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										矢掛町土地開発公社による分譲地の販売		矢掛町土地開発公社による分譲地の販売

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン		矢掛町住宅団地促進助成金 ヤカゲチョウ ジュウタク ダンチ ソクシン ジョセイ キン		民間企業が造成及び販売を行った分譲地を購入された方に，土地開発公社の購入特典と合わせて，上下水道やケーブルテレビの加入負担金，子育て世代の家庭には土地購入費の1割を助成する。 ミンカン キギョウ ゾウセイ オヨ ハンバイ オコナ ブンジョウチ コウニュウ カタ トチ カイハツ コウシャ コウニュウ トクテン ア ジョウゲ スイドウ カニュウ フタンキン コソダ セダイ カテイ トチ コウニュウヒ ワリ ジョセイ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010								1		矢掛町住宅団地促進助成金		矢掛町住宅団地促進助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		家を購入する・改修する		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン		宅地購入・新築奨励金 タクチ コウニュウ シンチク ショウレイキン		市外に在住の方が三次市に定住の目的で市内の土地に住宅を新築または購入した場合に家屋に係る固定資産税の納税額に相当する額を奨励金として5年間交付 シナイ		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										宅地購入・新築奨励金		宅地購入・新築奨励金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金 ショウバラシ テンニュウ テイジュウシャ ジュウタク シュトク オヨ カイシュウ ホジョキン		移住者が住宅を新築・購入する際は費用の10％（上限100万円），改修する際は費用の20％（上限50万円）を補助。子育て世帯は最大10万円加算。実家へのUターンの改修も対象。 サイ サイ		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金		庄原市転入定住者住宅取得及び改修補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		家を購入する・改修する		五萬の里団地		五萬の里団地		宅地7区画を整備し分譲中(うち2区画売約済み)、同一団地内には市営住宅20戸と集会所を建築済み、簡易水道，公共下水道を整備済み		総領支所　産業建設室 ソウリョウ シショ サンギョウ ケンセツ シツ		0824-88-3065										五萬の里団地		五萬の里団地

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		家を購入する・改修する		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度 コ ソダ コウレイシャトウ ジュウタク ホジョ セイド		子育て世帯，高齢者世帯，障害者世帯の住宅りフォームに要する費用の一部を助成 コソダ セタイ コウレイシャ セタイ ショウガイシャ セタイ ジュウタク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0827-59-2168										子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度		子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム補助制度

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		・市内の建築関連業者により，住宅の所有者が住宅のリフォームを行う場合，それに要する費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業		○

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		子育て婚活住宅新築等補助金		子育て婚活住宅新築等補助金		子育て世代の新規定住者が、市内に市内業者により住居を新築した場合に最大で50万円の補助金を交付		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										子育て婚活住宅新築等補助金		子育て婚活住宅新築等補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進団地購入補助金		定住促進団地購入補助金		安芸高田市への定住を目的とする子育て世代等の者が、市内の補助対象団地を購入する際に、条件ごとに購入金額の最大30%の補助金を交付 コウニュウ キンガク サイダイ ホジョキン		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										定住促進団地購入補助金		定住促進団地購入補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		家を購入する・改修する		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		市内に本社のある事業所等を利用して、自宅のバリアフリー化、省エネ化、環境・防災・防犯対策等を含むリフォームを行う場合に、最大20万円の補助金を交付 サイダイ マンエン ホジョキン コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金		安全・安心・住環境リフォーム普及促進事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励制度		定住促進奨励制度		家屋に係る固定資産税相当額の1/2を10年間助成。毎年度末に助成。補助対象：新築住宅の建築または購入される45歳以下で，その後10年以上定住される方又は，賃貸住宅3戸以上建築される方（年齢制限なし）		地域づくり課		0826-28-2112										定住促進奨励制度		定住促進奨励制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		住宅改修助成金交付制度		住宅改修助成金交付制度		町内の施工業者を利用して自己が所有し居住する住宅の修繕や増改築に対する費用を助成
助成対象工事費(50万円以上）の10％に相当する額を助成（上限10万円）		建設課		0826-28-1962										住宅改修助成金交付制度		住宅改修助成金交付制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		Ｕターン世帯定住応援制度		Ｕターン世帯定住応援制度		定住の意思をもって，転入し，安芸太田町に在住する親族と同居する方を対象に町内業者施工による対象住宅の改修（100万円以上）に対し上限60万円を補助		地域づくり課		0826-28-2112										Ｕターン世帯定住応援制度		Ｕターン世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		子育て世帯定住応援制度		子育て世帯定住応援制度		夫婦のいずれかが満40歳以下または満12歳以下の子がいる世帯を対象に，対象住宅の新築，中古住宅の購入または対象住宅の改修についての費用を一部補助。町内産木材利用や12歳以下の子どもが同居する場合は加算		地域づくり課		0826-28-2112										子育て世帯定住応援制度		子育て世帯定住応援制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		家を購入する・改修する		上殿定住住宅団地		上殿定住住宅団地		いずれか一方の年齢が満40歳以下のご夫婦の世帯または，年齢が満12歳以下の子どもがいる世帯が対象
土地譲受後2年以内に住宅新築工事に着手し，3年以内に居住，10年以上定住の条件で宅地分譲価格55％割引		地域づくり課		0826-28-2112										上殿定住住宅団地		上殿定住住宅団地

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		家を購入する・改修する		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 コソダ ジュウタク シエン ジギョウ		子育て世代の住宅の耐久性及び安全性を高めることを目的とした住宅リフォームに対して補助金を交付。１０万円以上の工事に対し、1/5補助（上限１０万円） コソダ セダイ ジュウタク タイキュウセイ オヨ アンゼンセイ タカ モクテキ ジュウタク タイ ホジョキン コウフ マンエンイジョウ コウジ タイ ホジョ ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0846-62-0302										子育てあんしん住宅リフォーム支援事業		子育てあんしん住宅リフォーム支援事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		新規定住者奨励金		新規定住者奨励金		新規定住者が、家屋を新築、もしくは新築住宅を購入した場合に、固定資産税相当額を奨励金として交付する。（新規定住者には諸条件あり。）		企画課		0847‐22‐3206										新規定住者奨励金		新規定住者奨励金

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助金事業		住宅リフォーム補助金事業		町内業者を利用してリフォームを行う場合、30万円以上の工事に対して工事費の10％を助成する。（上限30万円。３世代同居の場合は上限50万円。）		建設課		0847‐22‐5309										住宅リフォーム補助金事業		住宅リフォーム補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅建築事業費補助金交付事業		住宅建築事業費補助金交付事業		町内に住宅を新築し居住する場合，最高100万円を助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										住宅建築事業費補助金交付事業		住宅建築事業費補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		町有林樹木無償譲渡事業		町有林樹木無償譲渡事業		町内に住宅を新築し居住する場合，町有林の樹木を提供します。		総務課 ソウムカ		(0847)89-3330				中 チュウ		新築には町の樹木を無償提供 シンチク マチ ジュモク ムショウ テイキョウ				町有林樹木無償譲渡事業		町有林樹木無償譲渡事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進奨励金交付事業		住宅取得促進奨励金交付事業		住宅を新築又は取得された方を対象に，5年間固定資産税額の1/2相当額を奨励金として交付します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										住宅取得促進奨励金交付事業		住宅取得促進奨励金交付事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン		　人口定住促進対策事業（定住奨励金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ テイジュウ ショウレイキン		過疎・離島地域への人口定住促進（地域限定）。定住する意思を持って転入し、１年以内に住宅を新築・購入、増築、貸借し、6ヶ月以上継続して居住した方へ10万円支給（１世帯１回限り）。 マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進対策事業（定住奨励金）		　人口定住促進対策事業（定住奨励金）

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		　市有地等活用定住促進助成金事業 シユウチ トウ カツヨウ テイジュウ ソクシン ジョセイキン ジギョウ		本市の指定する土地を購入した移住希望者が、自らが居住するための住宅を建築し、定住した場合、当該土地及び家屋に係る固定資産税等相当額を10年間補助するもの。（上限200万円） ジョウゲン マンエン		企画課 キカクカ		083-231-1911				中 チュウ		新居の固定資産税が10年間無料 シンキョ コテイ シサンゼイ ネン カン ムリョウ				　市有地等活用定住促進助成金事業		　市有地等活用定住促進助成金事業

		352012		山口県		下関市		住まい		家を購入する・改修する		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ		　移住者新築住宅購入支援助成金事業 イジュウシャ シンチク ジュウタク コウニュウ シエン ジョセイキン ジギョウ		本市に移住する方が、市内の土地に自らが居住する新築住宅を登録事業者から購入・建築し、定住されると、住宅の購入・建築費用を官民が折半で最大100万円相当を支援するもの。 イジュウ カタ シナイ トチ ミズカ キョジュウ シンチク ジュウタク トウロク ジギョウシャ コウニュウ ケンチク テイジュウ ジュウタク コウニュウ ケンチク ヒヨウ カンミン セッパン サイダイ マンエン ソウトウ シエン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　移住者新築住宅購入支援助成金事業		　移住者新築住宅購入支援助成金事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市内の施工業者を利用して10万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費の10％相当の市内共通商品券を交付（限度額10万円、予算額に達したときは年度の途中で受付終了する場合あり） シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ マンエン イジョウ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ソウトウ シナイ キョウツウ ショウヒンケン コウフ ゲンド ガク マンエン ヨサンガク タッ ネンド トチュウ ウケツケ シュウリョウ バアイ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		352110		山口県		長門市		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業		市内にある自己所有の住宅で、本人または親族が居住する住宅の改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/10以内（上限額：10万円）		経済観光部商工水産課		0837-23-1136										住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイ シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム助成事業 ジュウタク ジョセイ ジギョウ		市民（個人住宅所有者）が行う住宅リフォームに係る費用について、費用総額の１０％を助成（補助金限度額１０万円）する。 シミン コジン ジュウタク ショユウシャ オコナ ジュウタク カカ ヒヨウ ヒヨウ ソウガク ジョセイ ホジョキン ゲンド ガク マンエン		建設部土木建築課 ケンセツ ブ ドボク ケンチクカ		0820-22-2111内線236										住宅リフォーム助成事業		住宅リフォーム助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ		住宅リフォーム資金助成事業 ジュウタク シキン ジョセイ ジギョウ		町内にある自己居住（予定）住宅の改修工事費の一部(工事費の10%、10万円上限)を助成 チョウナイ ジコ キョジュウ ヨテイ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒ イチブ コウジヒ マンエン ジョウゲン ジョセイ		産業建設部建設課 サンギョウ ケンセツ ブ ケンセツカ		0820-79-1005										住宅リフォーム資金助成事業		住宅リフォーム資金助成事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ		木づかい安心住宅支援事業 モク アンシン ジュウタク シエン ジギョウ		一戸あたり140万円を上限として、町産材を使った木造住宅の施工主に助成。 イッ コ マンエン ジョウゲン マチ サンザイ ツカ モクゾウ ジュウタク セコウヌシ ジョセイ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175										木づかい安心住宅支援事業		木づかい安心住宅支援事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		住まい		家を購入する・改修する		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク		那賀町営町産材木材利用推進住宅 ナカ チョウエイ マチ ウ モクザイ リヨウ スイシン ジュウタク		町内産木材を使用した住宅で、一定期間入居することで持ち家にすることが可能。 チョウナイ ウ モクザイ シヨウ ジュウタク イッテイ キカン ニュウキョ モ イエ カノウ		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0884-62-1175										那賀町営町産材木材利用推進住宅		那賀町営町産材木材利用推進住宅

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		住まい		家を購入する・改修する		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ		海陽町産材活用住宅建築推進事業 カイヨウチョウ サン ザイ カツヨウ ジュウタク ケンチク スイシン ジギョウ		町内に町産材を使用して住宅を新築する方に上限で１００万円の補助金を交付。 チョウナイ マチ サン ザイ シヨウ ジュウタク シンチク ホウ ジョウゲン マンエン ホジョキン コウフ		産業観光課 サンギョウ カンコウ カ		0884-73-4161										海陽町産材活用住宅建築推進事業		海陽町産材活用住宅建築推進事業

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		定住奨励金		Ｈ２２．１．２～Ｈ２７．１．１までに市内に住宅を新築または購入するなど交付要件を全て満たした方に対し、その住宅に係る固定資産税の半額相当を３年間交付。		総務部政策課		087-894-1112										定住奨励金		定住奨励金

		372064		香川県		さぬき市		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム促進支援事業		リフォーム促進支援事業		市内に所有し、自ら居住している住宅のリフォーム工事をされる方に対し、工事経費の１０％相当額を市共通商品券で交付（上限２０万円分、抽選有、Ｈ２７．３．３１まで）。		建設経済部都市計画課		087-894-1113										リフォーム促進支援事業		リフォーム促進支援事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ		定住促進奨励事業 テイジュウ ソクシン ショウレイ ジギョウ		住宅を取得し、市外から転入した４０歳以下の方に、住宅の取得費用の一部（最大１００万円）を補助。 ジュウタク シュトク シガイ テンニュウ サイイカ カタ ジュウタク シュトク ヒヨウ イチブ サイダイ マンエン ホジョ		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210										定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ		住宅取得資金利子補給事業 ジュウタク シュトク シキン リシ ホキュウ ジギョウ		市内在住の方で、新たに住宅を購入し、金融機関から資金を借入した４０歳以下の方に、借入資金の利子補給を実施。（最大３０万円） シナイ ザイジュウ カタ アラ ジュウタク コウニュウ キンユウ キカン シキン カリイレ サイイカ カタ カリイレ シキン リシ ホキュウ ジッシ サイダイ マンエン		企画部総合政策課 キカク ブ ソウゴウ セイサク カ		0897-65-1210										住宅取得資金利子補給事業		住宅取得資金利子補給事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		家を購入する・改修する		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震改修補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン カイシュウ ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震診断補助事業による耐震診断を受けた結果、補強が必要な住宅の所有者に対し、耐震改修にかかる経費の一部を補助。 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ タイシン シンダン ウ ケッカ ホキョウ ヒツヨウ ジュウタク ショユウシャ タイ タイシン カイシュウ ケイヒ イチブ ホジョ		まちづくり課 カ		089-964-4412										東温市木造住宅耐震改修補助事業		東温市木造住宅耐震改修補助事業

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		住まい		家を購入する・改修する		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		うちこんかい定住促進事業補助金 テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		町の分譲宅地を購入し、住宅を建築する場合、土地購入費の20%（上限300万円）、住宅建築費用の5%（上限100万円）、内子町内の建築業者が施工の場合は、土地購入費の10%（上限100万円）を補助。 チョウ ブンジョウ タクチ コウニュウ ジュウタク ケンチク バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ジュウタク ケンチク ヒヨウ ジョウゲン マンエン ウチコ チョウナイ ケンチク ギョウシャ セコウ バアイ トチ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0893-44-6151										うちこんかい定住促進事業補助金		うちこんかい定住促進事業補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅新築・リフォーム補助金 ジュウタク シンチク ホジョキン		住宅の新築・増築・リフォームを町内所在の建築業者などで行う方に対して、補助金対象費用が50万円以上の場合に1/10に相当する額を予算の範囲内で補助。補助金の上限額は20万円。 ジュウタク シンチク ゾウチク チョウナイ ショザイ ケンチク ギョウシャ オコナ カタ タイ ホジョ タイショウ ヒヨウ マンエンイジョウ バアイ ソウトウ ガク ヨサン ハンイナイ ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		建設課 ケンセツ カ		0895-72-7313										住宅新築・リフォーム補助金		住宅新築・リフォーム補助金

		385069		愛媛県		愛南町		住まい		家を購入する・改修する		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金 チイキ モクザイ リヨウ モクゾウ ジュウタク ケンチク ソクシン ジギョウ ホジョキン		住宅部分の床面積が66㎡以上で、住宅の主要部材に県南予地域産の木材を60％以上使用し、町内所在の工務店等により建築又は購入する方に対して地域材1㎥当たり25,000円を補助。補助金の上限額は50万円。 ジュウタク ブブン ユカ メンセキ イジョウ ジュウタク シュヨウ ブザイ ナンヨ チイキ モクザイ イジョウ シヨウ チョウナイ ショザイ コウムテン トウ ケンチク マタ コウニュウ カタ タイ チイキ ザイ ア エン ホジョ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0895-72-7311										地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金		地域木材利用木造住宅建築促進事業補助金

		392081		高知県		宿毛市		住まい		家を購入する・改修する		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金 スクモシ キボウシャ ジュウタク カイシュウ ジギョウヒ ホジョキン		県外からの移住者が新たな生活を始めるために必要な住宅の改修工事費用の一部を助成する制度。補助率は2/3で、上限は500,000円。 ケンガイ イジュウシャ アラ セイカツ ハジ ヒツヨウ ジュウタク カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ セイド ホジョリツ ジョウゲン エン		企画課 キカク カ		0880-63-1118										宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金		宿毛市ＵＩターン希望者住宅改修事業費補助金

		392090		高知県		土佐清水市		住まい		家を購入する・改修する		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ		移住希望者向け住宅改修事業 イジュウ キボウシャ ム ジュウタク カイシュウ ジギョウ		移住希望者を対象に住宅改修に対して補助。補助対象経費２分の1以内、1件あたりの事業費限度額１００万円。 イジュウ キボウシャ タイショウ ジュウタク カイシュウ タイ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ケン ジギョウ ヒ ゲンド ガク マンエン		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217										移住希望者向け住宅改修事業		移住希望者向け住宅改修事業

		394289		高知県		黒潮町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウ チ ブンジョウ ジギョウ		王迎団地定住分譲地【有】○最寄駅：土佐くろしお鉄道「海の王迎駅」○買い物、医療機関、教育関係施設のすべて車で15分以内の距離 オウ ムカ ダンチ テイジュウ ブンジョウ チ アリ モヨリ エキ トサ テツドウ ウミ オウ ムカ エキ カ モノ イリョウ キカン キョウイク カンケイ シセツ クルマ フン イナイ キョリ		総務課総務係 ソウム カ ソウム カカリ		0880-43-2111										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		家を購入する・改修する		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ		移住・定住等住まい助成事業 イジュウ テイジュウ トウ ス ジョセイ ジギョウ		・市内に定住し、住宅を新築することを目的として市有地を購入した場合、土地取得額の10％を交付する。
・資格要件に該当する者が、市内業者によって住宅を新築した場合、50万円を交付する。 シナイ テイジュウ ジュウタク シンチク モクテキ シユウチ コウニュウ バアイ トチ シュトク ガク コウフ シカク ヨウケン ガイトウ モノ シナイ ギョウシャ ジュウタク シンチク バアイ マンエン コウフ		都市整備部
建築住宅課 トシ セイビ ブ ケンチク ジュウタク カ		0947-44-2000										移住・定住等住まい助成事業		移住・定住等住まい助成事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		家を購入する・改修する		マイホーム取得支援事業		マイホーム取得支援事業		柳川市内でマイホーム（中古住宅、分譲マンション含む）を取得される市外からの転入者に対して最大100万円の奨励金を交付する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										マイホーム取得支援事業		マイホーム取得支援事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		新築マイホーム取得支援事業		新築マイホーム取得支援事業		筑後市への転入および定住を促進するため、市内で新たにマイホームを取得した人への手助けとして、取得支援奨励金（固定資産税相当額）を最大45万円（年間上限15万円・最長3年間）支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										新築マイホーム取得支援事業		新築マイホーム取得支援事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業		筑後市の定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、筑後市に転入された人で、市に定住し、一定の基準を満たした住宅のリフォームを行う場合、その手助けとして最大30万円の補助金を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										住宅リフォーム補助事業		住宅リフォーム補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅小規模改修補助事業  		住宅小規模改修補助事業  		市内の施工業者によって住宅を改修される場合、工事費の10％、10万円を限度に補助します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										住宅小規模改修補助事業  		住宅小規模改修補助事業  

		402125		福岡県		大川市 オオカワシ		住まい		家を購入する・改修する		大川市新築マイホーム取得補助金		大川市新築マイホーム取得補助金		大川市内に新たに住宅を取得した方に対し、取得費用の一部や固定資産税相当額を補助します。		企画課		0944-85-5573										大川市新築マイホーム取得補助金		大川市新築マイホーム取得補助金

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ		木造住宅耐震診断費補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシン シンダンヒ ホジョ ジギョウ		耐震診断１件につき3,000円を助成。補助対象は①昭和５６年５月３１日以前に建築・工事に着手した木造住宅②建築基準法等に違反していない住宅③福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用した耐震診断等 ジョセイ ホジョ タイショウ トウ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980										木造住宅耐震診断費補助事業		木造住宅耐震診断費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ		木造住宅耐震化補助事業 モクゾウ ジュウタク タイシンカ ホジョジギョウ		木造住宅耐震診断費補助により、耐震診断済みで耐震化が必要と判断された住宅の耐震化工事を行う場合、工事費の５／１０以内、上限80万円を補助 オコナ バアイ ホジョ		総務課消防防災係 ソウムカ ショウボウ ボウサイ カカリ		0943-75-4980										木造住宅耐震化補助事業		木造住宅耐震化補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ		伝統的建造物群保存地区補助事業 デントウテキ ケンゾウブツグン ホゾン チク ホジョジギョウ		保存地区内の建造物の修理に係る経費のうち、通常望見できる屋根、外壁等の外観及びこれと密接な関係を有する土台、柱、梁等主たる構造に係る経費の一部を補助 ナイ イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343										伝統的建造物群保存地区補助事業		伝統的建造物群保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		家を購入する・改修する		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ		町並み保存地区補助事業 マチナ ホゾン チク ホジョジギョウ		市が指定した町並み保存地区(以下「保存地区」という。)内の公道に面した白壁土蔵造りの建築物等の修理・復元に係る経費の一部を補助 イチブ ホジョ		生涯学習課文化財保護係 ショウガイガクシュウカ ブンカザイホゴ		0943-75-3343										町並み保存地区補助事業		町並み保存地区補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい		家を購入する・改修する		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		木材利用促進助成事業 モクザイ リヨウ ソクシン ジョセイ ジギョウ		市内製材所の木材を使った新築、リフォーム等に対し使用木材量に応じて最大60万円を補助 シナイ セイザイショ モクザイ ツカ シンチク トウ タイ シヨウ モクザイ リョウ オウ サイダイ マンエン ホジョ		農林商工観光課山村振興係 ノウリンショウコウ サンソン シンコウ カカリ		0943-75-4986										木材利用促進助成事業		木材利用促進助成事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ		定住奨励金交付事業 テイジュウ ショウレイキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が取得した住宅及び住宅用地に課される固定資産税相当額を奨励金として複数年にわたり交付するもの。※年間最大15万円 チュウガクセイ コ モ セタイ フウフ ゴウケイ ネンレイ サイ ミマン セタイ ネンカン サイダイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										定住奨励金交付事業		定住奨励金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ		中古住宅購入等補助金交付事業 チュウコ ジュウタク コウニュウ トウ ホジョキン コウフ ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入で、補助金20万円(※内浦・戸切校区は30万円)を交付。空き家バンクはプラス５万円、半年以内のリフォームでさらに20万円。 チュウコ ジュウタク コウニュウ ホジョキン ハントシ イナイ マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										中古住宅購入等補助金交付事業		中古住宅購入等補助金交付事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が中古住宅を購入し、そのまま解体し、同一敷地に住宅を新築した場合、解体費の３分の２を補助するもの。※限度額70万円 カイタイ ドウイツ シキチ ジュウタク シンチク カイタイ ヒ フン ホジョ ゲンド ガク マンエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業		新築住宅建築に係る解体工事補助金交付事業

		404021		福岡県		鞍手町		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金		定住促進奨励金		定住を目的に住宅を取得した人に、毎年の固定資産税相当額（上限１５万円）を１０年間交付するもの。		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0949
(42)2111										定住促進奨励金		定住促進奨励金

		406422		福岡県		吉富町		住まい		家を購入する・改修する		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド		定住化奨励金／定住化促進制度 テイジュウ カ ショウレイキン テイジュウ カ ソクシン セイド		住宅を町内に住宅を新築建替え又は購入された方（他に自己所有の住宅を未所有）に対し、家屋及び土地に課税される固定資産相当額を１年度当り１５万円を限度に奨励金として３年間交付する。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0979-24-4071								1		定住化奨励金／定住化促進制度		定住化奨励金／定住化促進制度

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		住まい		家を購入する・改修する		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ		多久市定住奨励金事業 タク シ テイジュウ ショウレイキン ジギョウ		多久市内に定住を目的として住宅を取得し、居住を始められる場合、市外からの転入者に転入奨励金（最高110万円）、市内からの転居者に持ち家奨励金（最高50万円）を交付します。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0952-75-2116										多久市定住奨励金事業		多久市定住奨励金事業

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		家を購入する・改修する		定住特区制度 テイジュウ トック セイド		定住特区制度 テイジュウ トック セイド		市外から永住目的に住宅を新築、または空き家を購入及び賃借する世帯責任者を対象に補助を行う。
◎定住奨励金（住宅新築、空家購入）10万円/人、（空家賃借)5万円/人		つながる部 お住もう課		0954-23-9221										定住特区制度		定住特区制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン		定住奨励金 テイジュウ ショウレイキン		３年以上市外に居住されている方が、小城市内に住宅を取得され、居住を始められた場合に一人につき５万円、同居する子の３人目以降（１５歳未満に限る）は一人につき１０万円を交付。 ネンイジョウ シガイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ ジュウタク シュトク キョジュウ ハジ バアイ ヒトリ マンエン ドウキョ コ ニン メ イコウ サイミマン カギ ヒトリ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115										定住奨励金		定住奨励金

		422088		長崎県		松浦市		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金		定住奨励金		松浦市内に新たに宅地・住宅を取得する場合（増改築を除く）に、契約状況に応じて最大150万円の奨励金を交付※市内建築業者を利用時に限り交付、中古住宅取得向け制度あり		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										定住奨励金		定住奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ		耐震・安心住まいづくり支援事業 タイシン アンシン ス シエン ジギョウ		五島市内の戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の一部助成
（診断に要する費用45,000円のうち30,000円助成） ゴトウシ ナイ コダ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン オヨ タイシン カイシュウ コウジ ヒヨウ イチブ ジョセイ シンダン ヨウ ヒヨウ エン エン ジョセイ		建設課 ケンセツカ		0959-72-6188										耐震・安心住まいづくり支援事業		耐震・安心住まいづくり支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上に係る改修工事費用（バリアフリーなど）の一部助成。
ただし５０万円以上で1/5助成。上限１０万円 ジュウタク セイノウ コウジョウ カカ カイシュウ コウジ ヒヨウ １ブ ジョセイ マン エン イジョウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		建設課 ケンセツカ		0959-72-6189										住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ		高齢者住宅改造助成 コウレイシャ ジュウタク カイゾウ ジョセイ		高齢者が安全に生活し、介護する家族の負担を軽減するため住宅を改造する費用の助成。（助成率2/3、助成限度額29万円） コウレイシャ アンゼン セイカツ カイゴ カゾク フタン ケイゲン ジュウタク カイゾウ ヒヨウ ジョセイ ジョセイ リツ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		長寿介護課 チョウジュ カイゴ カ		0959-72-6194										高齢者住宅改造助成		高齢者住宅改造助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン		住宅・店舗リフォーム資金補助金 ジュウタク テンポ シキン ホジョキン		市内にある住宅・店舗のリフォーム等にかかる工事費の一部を助成。
補助対象経費の１０％を助成。（最高１０万円） シナイ ジュウタク テンポ トウ コウジ ヒ １ブ ジョセイ ホジョ タイショウ ケイヒ ジョセイ サイコウ マンエン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862										住宅・店舗リフォーム資金補助金		住宅・店舗リフォーム資金補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		家を購入する・改修する		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		住宅性能向上リフォーム支援事業 ジュウタク セイノウ コウジョウ シエン ジギョウ		市内の一戸建てまたはマンション等のリフォームについて補助する。（補助率１/５上限１０万円） シナイ イッコ ダ トウ ホジョ ホジョリツ ジョウゲン マンエン		住宅建築課 ジュウタク ケンチク カ		0959-37-0021										住宅性能向上リフォーム支援事業		住宅性能向上リフォーム支援事業

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		住まい		家を購入する・改修する		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン		雲仙市定住促進奨励補助金 ウンゼンシ テイジュウ ソクシン ショウレイ ホジョキン		雲仙市内に新築した住宅を生活の本拠地として居住する人に対し、①取得した住宅の固定資産税額１/２（上限１０万円）②子ども（高校生以下）１人につき１万円①、②の合算額を奨励補助金として５年間支給します。 ウンゼン シンチク セイカツ ホンキョチ キョジュウ ヒト タイ シュトク ジュウタク コテイ シサン ゼイガク ジョウゲン マンエン コ コウコウセイ イカ ニン マンエン ガッサン ガク ショウレイ ホジョキン ネン カン シキュウ		政策企画課 セイサク キカク カ		0957-38-3111										雲仙市定住促進奨励補助金		雲仙市定住促進奨励補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		家を購入する・改修する		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド		東彼杵町持ち家奨励金制度 ヒガシ モ イエ ショウレイキン セイド		定住を目的に自己名義の土地に新たに新築住宅を取得した方及び中古住宅を取得された方に対して最高50万円を支給。更に高校生以下のお子さん１人当り１０万円を支給します。 テイジュウ モクテキ ジコ メイギ トチ アラ シンチク ジュウタク シュトク カタ オヨ チュウコ ジュウタク シュトク カタ タイ サイコウ マンエン シキュウ サラ コウコウセイ イカ コ ニン アタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町持ち家奨励金制度		東彼杵町持ち家奨励金制度

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ		定住奨励金事業 テイジュウ ショウレイ キン ジギョウ		町内に新しく家を建てたり中古物件を購入して定住された方について、条件により現金（最高75万円）と商品券（最高10万円）を助成する。		企画財政課企画係 キカク ザイセイ カ キカク カカリ		0956-85-8400										定住奨励金事業		定住奨励金事業

		432024		熊本県		八代市		住まい		家を購入する・改修する		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ		八代市定住支度金事業 ヤツシロシ テイジュウ シタク キン ジギョウ		公営住宅分譲地における定住支度金制度を図り、八代市への定住化と地域の振興を図る。※1分譲地当たり100,000円		企画政策課 キカクセイサクカ		0965-33-4104										八代市定住支度金事業		八代市定住支度金事業

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		定住促進補助金 テイジュウ ソクシン ホジョキン		①住宅取得（100万）②リフォーム（上限50万）③新幹線通勤定期券購入（上限3万/月）の3つがあります。②③に関しては、①の補助金交付者が対象です。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										定住促進補助金		定住促進補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		家を購入する・改修する		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ		玉水ニュータウン分譲 タマ ミズ ブンジョウ		風光明媚な天水町にある全29区画の分譲地。東側には特産のみかん畑が広がっており、面積約138坪とガーデニングや家庭菜園を楽しむことができるゆっくりとした広さを確保。3,210,000円で残り1区画。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										玉水ニュータウン分譲		玉水ニュータウン分譲		0

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		家を購入する・改修する		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ		菊池市地域経済活力創出事業 キクチシ チイキ ケイザイ カツリョク ソウシュツ ジギョウ		住宅や店舗のリフォーム･新築を市内の施工業者に依頼して行った場合、菊池市内共通商品券で補助対象費用の一部を助成する。（住宅：補助率10％･上限額20万円、店舗：補助率20％･上限額30万円） オコナ バアイ キクチ シナイ キョウツウ ショウヒンケン ホジョ タイショウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジュウタク ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン テンポ ホジョリツ ジョウゲン ガク マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0968-25-7223										菊池市地域経済活力創出事業		菊池市地域経済活力創出事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ		オレンジタウンこのは駅前分譲事業 エキマエ ブンジョウ ジギョウ		ＪＲ木葉駅の南側に広がるオレンジタウンを分譲しています。現在全118区画のうち100区画以上が分譲済みとなっています。 コノハ エキ ミナミガワ ヒロ ブンジョウ ゲンザイ ゼン クカク クカクイジョウ ブンジョウ ズ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										オレンジタウンこのは駅前分譲事業		オレンジタウンこのは駅前分譲事業

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		定住促進奨励金制度 テイジュウ ソクシン ショウレイキン セイド		オレンジタウンこのは駅前分譲地を購入し家を新築すると50万円が支給されます。更に町外者で中学生以下の世帯員1人につき20万円が追加で支給されます。 エキマエ ブンジョウチ コウニュウ イエ シンチク マンエン シキュウ サラ チョウガイ シャ チュウガクセイ イカ セタイイン ニン マンエン ツイカ シキュウ		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										定住促進奨励金制度		定住促進奨励金制度

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		住まい		家を購入する・改修する		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン		町内木造建築物請負業者利用奨励金 チョウナイ モクゾウ ケンチク ブツ ウケオイ ギョウシャ リヨウ ショウレイキン		オレンジタウンこのは駅前に玉東町建築組合加盟業者の施工にて家を新築すると、1坪当たり1万円が支給されます（上限50万円）。 エキマエ ギョクトウ マチ ケンチク クミアイ カメイ ギョウシャ セコウ イエ シンチク ツボ ア マンエン シキュウ ジョウゲン マンエン		総務課 ソウムカ		0968-85-3111										町内木造建築物請負業者利用奨励金		町内木造建築物請負業者利用奨励金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン		住宅取得等補助金 ジュウタク シュトクトウ ホジョキン		定住のため転入される方（65歳以下）対象要件に該当する場合、新築50万、中古購入25万、リフォーム工事費の20％の額（上限25万）。町内登録業者との契約の場合、補助金加算あり テイジュウ テンニュウ カタ サイ イカ タイショウ ヨウケン ガイトウ バアイ シンチク マン チュウコ コウニュウ マン コウジヒ ガク ジョウゲン マン チョウナイ トウロク ギョウシャ ケイヤク バアイ ホジョキン カサン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										住宅取得等補助金		住宅取得等補助金

		433675		熊本県		南関町		住まい		家を購入する・改修する		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン		新築住宅固定資産補助金 シンチク ジュウタク コテイ シサン ホジョキン		住宅取得補助金が支給され5年以上居住する人
新築住宅の固定資産税に相当する額（限度額５万円）を3年間補助 ジュウタク シュトク ホジョキン シキュウ ネン イジョウ キョジュウ ヒト シンチク ジュウタク コテイ シサン ゼイ ソウトウ ガク ゲンド ガク マンエン ネンカン ホジョ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										新築住宅固定資産補助金		新築住宅固定資産補助金

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		住まい		家を購入する・改修する		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド		定住促進補助金制度 テイジュウ ソクシン ホジョキン セイド		町が指定する区域に一戸建て住宅を新築又は購入して、その住宅に居住した人（中学生以下のお子さんと同居が必要）に１００万円を助成します。その他加算金も有ります。 マチ シテイ クイキ イッコ ダ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ ジュウタク キョジュウ ヒト チュウガクセイ イカ コ ドウキョ ヒツヨウ マンエン ジョセイ タ カサンキン ア		都市計画課 トシ ケイカク カ		096-286-3111(内332)										定住促進補助金制度		定住促進補助金制度

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ		住宅リフォーム等促進事業 ジュウタク ナド ソクシン ジギョウ		町内に住民登録し、かつ居住する方が所有する住宅を、町内の登録施工業者によってリフォーム工事を行った場合、工事費の２０％を補助します（上限20万円） チョウナイ ジュウミン トウロク キョジュウ カタ ショユウ ジュウタク チョウナイ トウロク セコウ ギョウシャ コウジ オコナ バアイ コウジヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0965-62-2315										住宅リフォーム等促進事業		住宅リフォーム等促進事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		住まい		家を購入する・改修する		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業 チョウ コジンヨウ ジュウタク シンチク オヨ カイシュウ ジョセイ ジギョウ		・新築する個人用住宅及び、既存の住宅をリフォームする際に助成。・助成対象経費が20万円超の工事に対し、以下のとおり助成。①新築：一律20万円②リフォーム：助成対象経費の10％以内で20万円を上限 シンチク コジンヨウ ジュウタク オヨ キゾン ジュウタク サイ ジョセイ ジョセイ タイショウ ケイヒ マンエン コ コウジ タイ イカ ジョセイ シンチク イチリツ マンエン ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7220										あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業		あさぎり町個人用住宅新築及び改修助成事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し､持ち家等を改修する際に補助金を交付します｡（最大40万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業		高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン		夢まち分譲地への新築奨励金 ユメ ブンジョウチ シンチク ショウレイキン		夢まち分譲地に住宅を新築した場合は、最大60万円の奨励金を交付します。（太陽光発電システム設置補助金10万円を含みます。）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										夢まち分譲地への新築奨励金		夢まち分譲地への新築奨励金

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		お帰りなさい住宅改修事業		お帰りなさい住宅改修事業		Ｕターン者が、市内にある自宅（空き家）の改修を行う際に補助金を交付します。【上限30万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										お帰りなさい住宅改修事業		お帰りなさい住宅改修事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		ハッピーマイホーム新築応援事業		ハッピーマイホーム新築応援事業		市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。市外の方が小規模地域に住宅を取得した場合は20万円となります。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										ハッピーマイホーム新築応援事業		ハッピーマイホーム新築応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		家を購入する・改修する		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） ユメ ブンジョウチ		犬田、城台地区に定住者向けの安価（坪単価３万円～）な宅地を84区画整備しています｡学校や温泉に近い市街地の宅地を現在予約受付中です。		企画情報課		0978-22-3100										定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）		定住者向け分譲団地（夢まち分譲地）

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		周辺地域若者定住奨励金		周辺地域若者定住奨励金		周辺地域外にお住まいの子育て世帯の方が、周辺地域に居住用住宅を新築または購入（空き家含む）した場合に奨励金を交付します。
①市内者10万円②市外者20万円		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										周辺地域若者定住奨励金		周辺地域若者定住奨励金

		442119		大分県 オオイタケン		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		家族支え合い住宅建設奨励金		家族支え合い住宅建設奨励金		離れて暮らしていた親子（祖父母・孫）が支え合って居住するための住宅を新築（購入）、増築、改築する場合に奨励金を交付します。
①新築（購入）・増築→50万円②改築→上限20万円（20％補助） ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										家族支え合い住宅建設奨励金		家族支え合い住宅建設奨励金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		宇佐産材利用促進事業補助金		宇佐産材利用促進事業補助金		市内で生産製材した木材を利用し、居住のための一戸建木造住宅を新築・増改築した場合、使用量に応じて補助金を交付します。１㎥あたり5万円①新築→上限100万円②増改築→上限40万円 マンエン		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										宇佐産材利用促進事業補助金		宇佐産材利用促進事業補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		家を購入する・改修する		耐震診断・耐震改修補助金		耐震診断・耐震改修補助金		地震に備えて、住まいの耐震診断や耐震改修工事をするときの費用の一部を補助します。①耐震診断→上限3万円②耐震改修→上限80万円（2/3補助） ホジョ		建築住宅課 ケンチク ジュウタク カ		0978-32-1111										耐震診断・耐震改修補助金		耐震診断・耐震改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		家を購入する・改修する		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク ジギョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借契約が成立した物件に対してリフォーム費用を補助するもの。売買は工事費の2分の１で上限１００万円。賃貸借は工事費の2分の１で上限５０万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク セイリツ ブッケン タイ ヒヨウ ホジョ バイバイ コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン チンタイシャク コウジヒ ブン ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111										由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金		由布市定住促進住宅リフォーム事業補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		家を購入する・改修する		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン		新住宅等定住報奨金 シンジュウタク トウ テイジュウ ホウショウキン		転入や転居により住宅を取得し定住する方に対し、定住報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										新住宅等定住報奨金		新住宅等定住報奨金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		家を購入する・改修する		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金 サイトシ ジュウタク シンチク シエン ジギョウ ジョセイキン		市内施工者に工事を依頼し、木造住宅の新築工事等を行う場合にギフト券等で費用の一部を助成。新築工事の場合、50万円(転入者加算50万円)、リフォーム工事の場合、工事費の25%(上限10万円)を助成 トウ バアイ バアイ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0983-43-3222										西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金		西都市住宅新築リフォーム支援事業助成金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ		住宅取得定住促進支援金交付事業 ジュウタク シュトク テイジュウ ソクシン シエン キン コウフ ジギョウ		住宅を取得した場合に、経費の10％（市内業者を利用：上限50万円、市外業者を利用：上限30万円）を住宅取得支援金として交付します。また移住加算金（上限30万円）、子育て加算金（上限20万円）を加算 ジュウタク シュトク バアイ ケイヒ シナイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン シガイ ギョウシャ リヨウ ジョウゲン マンエン ジュウタク シュトク シエン キン コウフ イジュウ カサンキン ジョウゲン マンエン コソダ カサンキン ジョウゲン マンエン カサン		財産管理課住宅係 ザイサン カンリ カ ジュウタク ガカリ		0984-35-1111(内線343)										住宅取得定住促進支援金交付事業		住宅取得定住促進支援金交付事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業 ジュウタク ソクシン ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		市民が自己の居住する住宅を市内の施行業者を利用して改修工事を行う場合にその経費の一部（補助率20％・上限15万円）を補助します。 シミン ジコ キョジュウ ジュウタク シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		観光商工課企業誘致・商工振興室 カンコウ ショウコウ カ キギョウ ユウチ ショウコウ シンコウ シツ		0984-35-1111(内線333)										住宅リフォーム促進事業補助金交付事業		住宅リフォーム促進事業補助金交付事業

		454052		宮崎県		川南町		住まい		家を購入する・改修する		持家取得助成事業		持家取得助成事業		平成２５年４月１日以降に住宅取得に係る契約を行った方に建物価格の５％（千円未満切り捨て、上限５０万円）を助成。事業期間は、平成２５年度から平成２７年度の３年間。４０歳以下の夫婦には、若者夫婦加算有り。		まちづくり課 カ		0983-27-8002										持家取得助成事業		持家取得助成事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ		町内定住住宅取得奨励事業 チョウナイ テイジュウ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ		町外から都農町に転入して、新規に住宅を取得（新築・中古）した場合に１００万円を上限に奨励金を交付する。 チョウガイ ツノチョウ テンニュウ シンキ ジュウタク シュトク シンチク チュウコ バアイ マンエン ジョウゲン ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										町内定住住宅取得奨励事業		町内定住住宅取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ		保留地等取得奨励事業 ホリュウ チ トウ シュトク ショウレイ ジギョウ		公売している保留地等について、購入しかつ住宅を新築した場合に、１㎡あたり３，０００円の奨励金を交付する。（最大１５０万円）※町内住宅取得奨励事業と合わせて申請も可能。 コウバイ ホリュウ チ トウ コウニュウ ジュウタク シンチク バアイ エン ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン チョウナイ ジュウタク シュトク ショウレイ ジギョウ ア シンセイ カノウ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										保留地等取得奨励事業		保留地等取得奨励事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ		リフォーム奨励事業 ショウレイ ジギョウ		都農町に住所を有し、所有する住居について町内業者が請け負った３０万円以上の住宅リフォーム工事を対象に奨励金を交付する。（最大１０万円） ツノチョウ ジュウショ ユウ ショユウ ジュウキョ チョウナイ ギョウシャ ウ オ マンエン イジョウ ジュウタク コウジ タイショウ ショウレイキン コウフ サイダイ マンエン		建設課 ケンセツカ		0983-25-5717										リフォーム奨励事業		リフォーム奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		家を購入する・改修する		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン		日之影町移住定住奨励金 ヒノカゲチョウ イジュウ テイジュウ ショウレイキン		本町に定住することを目的として、個人住宅を購入し、賃貸し、又は新築し居住する者に、定住するために必要な費用として３０万円を交付する。 ホンチョウ テイジュウ モクテキ コジン ジュウタク コウニュウ チンタイ マタ シンチク キョジュウ モノ テイジュウ ヒツヨウ ヒヨウ マンエン コウフ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910										日之影町移住定住奨励金		日之影町移住定住奨励金

		462080		鹿児島県		出水市 イズミシ		住まい		家を購入する・改修する		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ		出水市定住促進事業 イズミシ テイジュウ ソクシン ジギョウ		市外から定住のために出水市へ転入された方で、住宅を取得された方は最大100万円、リフォームをされた方は最大15万円、市外へ公共交通機関を使用して通勤される方は最大月額1万円の補助金を交付します。 シガイ テイジュウ イズミシ テンニュウ カタ ジュウタク シュトク カタ サイダイ マンエン カタ サイダイ マンエン シガイ コウキョウ コウツウ キカン シヨウ ツウキン カタ サイダイ ゲツガク マンエン ホジョキン コウフ		観光交流課 カンコウ コウリュウ カ		0996-63-2111										出水市定住促進事業		出水市定住促進事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		住まい		家を購入する・改修する		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金 チュウサンカン チイキ カッセイカ イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョキン		霧島市の中山間地域における住宅を新築、購入または増改築した市外からの転入者及び市街地からの転居者に対し、補助金を交付する制度です。新築：最高100万円、中古住宅購入：最高50万円、増改築：最高50万円 キリシマ シ チュウサンカン チイキ ジュウタク シンチク コウニュウ ゾウカイチク シャ シャ タイ ホジョキン コウフ セイド シンチク サイコウ マンエン チュウコ ジュウタク コウニュウ サイコウ マンエン ゾウカイチク サイコウ マンエン		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)										中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		中山間地域活性化のための移住定住促進補助金		0		電話にて依頼あり デンワ イライ

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅取得補助金交付制度		移住者住宅取得補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市へ移住し、新たに住宅を取得した者に交付する補助金。新築または新築住宅を購入した場合は50万円、中古住宅を購入した場合は30万円を交付。その他、区域等の加算制度あり。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住者住宅取得補助金交付制度		移住者住宅取得補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住者住宅リフォーム補助金交付制度		移住者住宅リフォーム補助金交付制度		平成24年4月1日以降に本市に移住する者が、快適な生活を営むことができるように交付する補助金。リフォーム工事代金の2/3を助成。ただし、加世田小学校区域外は50万円、加世田小学校区域内は30万円が上限		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住者住宅リフォーム補助金交付制度		移住者住宅リフォーム補助金交付制度

		462209		鹿児島県		南さつま市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進補助金交付制度		移住定住促進補助金交付制度		住宅を新築した者に交付する補助金。平成22年5月25日以降に移住した者には100万円、それ以前に移住した者には50万円を交付。加算制度で200万円を越える助成を受けることができる。		企画政策課協働推進係		0993-53-2111										移住定住促進補助金交付制度		移住定住促進補助金交付制度

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ		定住促進住宅用地分譲事業 テイジュウ ソクシン ジュウタク ヨウチ ブンジョウ ジギョウ		定住促進を目的として、住環境が優良な宅地の分譲を実施する。 テイジュウ ソクシン モクテキ ジュウカンキョウ ユウリョウ タクチ ブンジョウ ジッシ		松山支所
地域振興課 マツヤマ シショ チイキ シンコウカ		099-487-2111										定住促進住宅用地分譲事業		定住促進住宅用地分譲事業

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ		地域活性化住宅設置事業 チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ ジギョウ		児童数の減少を防ぎ、地域活性化を図るために、地域活性化住宅を設置している。 ジドウ スウ ゲンショウ フセ チイキ カッセイカ ハカ チイキ カッセイカ ジュウタク セッチ		建設課 ケンセツカ		099-474-1111										地域活性化住宅設置事業		地域活性化住宅設置事業

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ		移住定住促進対策補助 イジュウ テイジュウ ソクシン タイサク ホジョ		南九州市内に移住定住することを目的に，住宅の取得，またはリフォームを行う方を対象に補助を行うもの。
●最大１１０万円（上限：住宅取得経費及び土地取得経費の合計額の１割） ミナミキュウシュウシ ナイ イジュウ テイジュウ モクテキ ジュウタク シュトク オコナ カタ タイショウ ホジョ オコナ サイダイ マンエン ジョウゲン ジュウタク シュトク ケイヒ オヨ トチ シュトク ケイヒ ゴウケイ ガク ワリ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										移住定住促進対策補助		移住定住促進対策補助

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		家を購入する・改修する		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ		分譲宅地情報の提供及び販売 ブンジョウ タクチ ジョウホウ テイキョウ オヨ ハンバイ		南九州市内３箇所に造成している住宅団地を，市のHP及びパンフレット等で情報提供し，分譲（販売）するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ カショ ゾウセイ ジュウタク ダンチ シ オヨ トウ ジョウホウ テイキョウ ブンジョウ ハンバイ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										分譲宅地情報の提供及び販売		分譲宅地情報の提供及び販売

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ		定住住宅取得補助事業 テイジュウ ジュウタク シュトク ホジョ ジギョウ		大崎町に定住しようと町内に住宅を新築又は購入（中古住宅を含む）した者に対し補助金を交付。土地、住宅の取得経費の総額の５分の１を補助。ただし転入者100万円、町内居住者50万円の補助を上限とする。 オオサキチョウ テイジュウ チョウナイ ジュウタク シンチク マタ コウニュウ チュウコ ジュウタク フク モノ タイ ホジョキン コウフ トチ ジュウタク シュトク ケイヒ ソウガク ブン ホジョ ホジョ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										定住住宅取得補助事業		定住住宅取得補助事業

		464686		鹿児島県		大崎町		住まい		家を購入する・改修する		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		宅地分譲事業 タクチ ブンジョウ ジギョウ		住宅を建築する者に対し町有地（宅地）を格安で分譲。 ジュウタク ケンチク モノ タイ チョウ ユウ チ タクチ カクヤス ブンジョウ		企画調整課 キカク チョウセイ カ		099-476-1111										宅地分譲事業		宅地分譲事業

		464929		鹿児島県		肝付町		住まい		家を購入する・改修する		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン		住宅取得促進助成金 ジュウタク シュトク ソクシン ジョセイキン		町内に住宅を取得した定住者に対して助成金を交付。町内において住宅を取得した場合10万円。その他、条件により加算あり。 チョウナイ ジュウタク シュトク テイジュウシャ タイ ジョセイキン コウフ チョウナイ ジュウタク シュトク バアイ マン エン タ ジョウケン カサン		企画調整課 キカク チョウセイ カ		0994-65-8422										住宅取得促進助成金		住宅取得促進助成金

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		地域活性化定住促進条例		地域活性化定住促進条例		定住目的で新築住宅購入50万円、中古住宅購入20万円を助成する。		企画課		0997-72-1112										地域活性化定住促進条例		地域活性化定住促進条例

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		家を購入する・改修する		リフォーム助成制度		リフォーム助成制度		50万円以上のリフォーム工事に対し、10万円の助成金		建設課		0997-72-1112										リフォーム助成制度		リフォーム助成制度

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		家を購入する・改修する		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		住宅リフォーム支援事業 ジュウタク シエン ジギョウ		町内の施工業者を利用して修繕、補修等を行う場合に、費用の一部を補助します。なお、２０万円以上の修繕・補修等が対象です。※応募期間有り。補助率は２０％。補助金の上限額は２０万円。 チョウナイ セコウ ギョウシャ リヨウ シュウゼン ホシュウ トウ オコナ バアイ ホジョ マンエン イジョウ シュウゼン ホシュウ トウ タイショウ オウボ キカン ア ホジョリツ ホジョキン ジョウゲンガク マンエン		まちづくり振興課 シンコウカ		098-889-4412										住宅リフォーム支援事業		住宅リフォーム支援事業
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		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		住まい		空き家		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家バンク活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		市内定住促進、空き家等の解消を図り安心して暮らせる定住環境づくりの為、空き家バンク登録物件購入者に助成。（登録物件購入、リフォーム等実施の場合、100万円以上の工事費で、50％補助。限度額50万円） タメ ブッケン ホジョ ガク マンエン		都市政策課 トシ セイサク カ		0143-25-2592										空き家バンク活用促進事業		空き家バンク活用促進事業

		012165		北海道		芦別市		住まい		空き家		空き家・空き地情報バンク		空き家・空き地情報バンク		市内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		総務部企画課まちづくり推進係		0124-22-2111

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		住まい		空き家		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ		空き地・空き家情報 ア チ ア ヤ		市内にある空き地及び空き家の物件情報を所有者等の申請を受けて、登録・公開する。 シナイ チ イエ トウ シンセイ ウ		建築住宅課建築指導係 ケンチク ジュウタク カ ケンチク シドウ カカリ		0125-54-2121										空き地・空き家情報		空き地・空き家情報

		012301		北海道		登別市		住まい		空き家		空き家情報の提供		空き家情報の提供		宅建協会等と連携し、不動産情報（賃貸住宅等）を紹介		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122										空き家情報の提供		空き家情報の提供

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		空き家		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ		恵庭市空き家・空き地バンク エニワ シ ア ヤ ア チ		土地の売買、戸建住宅の売買・賃貸の情報を提供。 トチ バイバイ コダテ ジュウタク バイバイ チンタイ ジョウホウ テイキョウ		企画振興部まちづくり推進課 キカク シンコウ ブ スイシン カ		0123-33-3131
内線2332										恵庭市空き家・空き地バンク		恵庭市空き家・空き地バンク

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		定住促進住宅等奨励金事業		定住促進住宅等奨励金事業		【住宅建築（購入）に対する助成等】 新築（購入）をした場合、25万円～100万円の助成金を交付（うち30％町内商品券）		総務課企画グループ		0139-47-3001										定住促進住宅等奨励金事業		定住促進住宅等奨励金事業

		013323		北海道		福島町		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載しております。 チョウ チョウ		総務課企画グループ		0139-47-3001										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		空き家		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド		南幌町空き家・空き地バンク制度 ナンポロチョウ ア ヤ ア チ セイド		町内の空き家（戸建・アパート）や空き地（宅地）に関する情報提供を実施。空き家に居住または空き地に概ね１年以内に居宅を建築し居住することが条件 ジッシ オオム		まちづくり課　　　　企業誘致　　　グループ カ キギョウ ユウチ		011-378-2121										南幌町空き家・空き地バンク制度		南幌町空き家・空き地バンク制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース） ジュウタク カイシュウ		空き家取得改修：町空き家バンク登録物件の取得後の改修費用を交付（上限30万円。高校生以下の子どもがいれば60万円）		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）		やっぱり由仁定住応援事業（住宅改修コース）

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		住まい		空き家		空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク		町内にある空き家及び空き地の物件情報を当該所有者からの申請により、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介 チョウ シンセイ		まちづくり室 シツ		0123-83-2112										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		住まい		空き家		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ		市街地区空き家改修事業 シガイチ ク ア ヤ カイシュウ ジギョウ		町内市街地区に存する空き家物件を購入した入居者に対して、その建物の改修及び修繕に要する費用の一部を補助します。対象事業費の１／２（上限100万円） チョウナイ シガイチ ク ゾン ア ヤ ブッケン コウニュウ ニュウキョシャ タイ タテモノ カイシュウ オヨ シュウゼン ヨウ ヒヨウ イチブ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										市街地区空き家改修事業		市街地区空き家改修事業

		014524		北海道 ホッカイ ドウ		鷹栖町 タカスチョウ		住まい		空き家		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度 タカスチョウ ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ ホジョキン セイド		空き家を改修して居住する方に、補助対象経費1/2以内で限度額50万円（基本額）の補助金を交付。さらに、子ども加算、転入加算、町内事業者加算の３つの加算項目があり、合計で最大80万円の補助金となります。 ア ヤ カイシュウ キョジュウ カタ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ ゲンド ガク マンエン キホン ガク ホジョキン コウフ コ カサン テンニュウ カサン チョウナイ ジギョウシャ カサン カサン コウモク ゴウケイ サイダイ マンエン ホジョキン		総務企画課
地域振興係 ソウム キカクカ チイキ シンコウ カカリ		0166-87-2111										鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度		鷹栖町空き家改修支援事業補助金制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		空き家		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク		和寒町で暮らしましょう ワッサムチョウ ク		○空き家・空き店舗情報の提供。町内の空き家・空き住宅情報を募集し、町ＨＰに掲載して家主と希望者のマッチングを実施。平成25年度までに31件を公開し、16件が賃貸または購入されている。 ア ヤ ア テンポ ジョウホウ テイキョウ チョウナイ ア ヤ ア ジュウタク ジョウホウ ボシュウ チョウ ケイサイ ヤヌシ キボウシャ ジッシ ヘイセイ ネンド ケン コウカイ ケン チンタイ コウニュウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										和寒町で暮らしましょう		和寒町で暮らしましょう

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		住まい		空き家		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」 トウヤコ チョウ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		定住・移住を進めるために、町内の空き家情報を町ホームページで公開し、定住・移住を希望されている方々への橋渡し役として情報提供している。 テイジュウ イジュウ スス チョウナイ ア ヤ ジョウホウ マチ コウカイ テイジュウ イジュウ キボウ カタガタ ハシワタ ヤク ジョウホウ テイキョウ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005										洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」		洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」

		016357		北海道		新得町		住まい		空き家		空き家活用促進制度		空き家活用促進制度		空き家を取得して改修、もしくは空き家を改修し賃貸する場合に、改修費の一部を奨励金として、地域通貨で交付。町内施工業者→改修費の３０％（上限３０万円）町外施工業者→２０％（上限２０万円） チイキ ツウカ		地域戦略室地域戦略係		0156-64-0521										空き家活用促進制度		空き家活用促進制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン		空き家バンクモデル助成事業補助金 ア ヤ ジョセイ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク登録物件の簡易な修繕等に対し、補助率8/10で24万円を上限額として補助する。 ア ヤ トウロク ブッケン カンイ シュウゼン トウ タイ ホジョリツ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										空き家バンクモデル助成事業補助金		空き家バンクモデル助成事業補助金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		鶴居村内にある空き家所有者からの情報を、村のホームページに掲載し、鶴居村への移住を希望する方
に情報提供するもの		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112										空き家バンク		空き家バンク		1		志布志→鶴居 シブシ ツルイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		住まい		空き家		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ		空家バンク事業 アキヤ ジギョウ		空き家に定住し又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする方へ登録空家物件の情報提供を行う。		農村交流推進課 ノウソン コウリュウ スイシン カ		0178-76-2310										空家バンク事業		空家バンク事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		移住希望者向けに、市内の空き家物件を紹介しています。 イジュウ キボウシャ ム シナイ ア ヤ ブッケン ショウカイ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641										空き家バンク事業		空き家バンク事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町空き家バンク制度		雫石町空き家バンク制度		雫石町における空き家の有効活用を通して、町の定住促進による活性化を図る制度です。 ハカ セイド		企画財政課 キカク ザイセイ カ		019-692-6499										雫石町空き家バンク制度		雫石町空き家バンク制度

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		空き家		雫石町定住促進住宅		雫石町定住促進住宅		平成２１年度に財団法人雇用振興協会が管理運営する雇用促進住宅雫石宿舎を買取り、平成２２年４月１日より雫石町定住促進住宅として、雫石町が管理運営しています。		地域整備課 チイキ セイビ カ		019-692-6406										雫石町定住促進住宅		雫石町定住促進住宅

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度） ス クリハラ ジギョウ ア ヤ セイド		空き家の売買または賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて登録した空き家情報を、利用登録した居住したい方へ情報提供する。 ア ヤ バイバイ チンタイ キボウ ショユウシャ モウ コ ウ トウロク ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロク キョジュウ カタ ジョウホウ テイキョウ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）		住まいる栗原　ホームサーチ事業（空き家バンク制度）

		042137		宮城県 ミヤギケン		栗原市 クリハラシ		住まい		空き家		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業 ス クリハラ ア ヤ ジョセイ ジギョウ		「住まいる栗原ホームサーチ事業」を利用して空き家を購入または３年以上借りる方が、当該空き家をリフォームする場合、工事費を助成する。対象経費の１/２の額で、上限は４０万円 ス クリハラ ジギョウ リヨウ ア ヤ コウニュウ ネンイジョウ カ カタ トウガイ ア ヤ バアイ コウジヒ ジョセイ タイショウ ケイヒ ガク ジョウゲン マンエン		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業		住まいる栗原　空き家リフォーム助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		住まい		空き家		空き家等情報登録制度（空き家バンク）		空き家等情報登録制度（空き家バンク）		町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者（管理者）と「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをします。		企画財政課		0229-63-3115										空き家等情報登録制度（空き家バンク）		空き家等情報登録制度（空き家バンク）

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ		空き家リフォーム助成事業 ア ヤ ジョセイ ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、当該空き家の改修に要する費用の５０％（上限１００万円）を助成。 ア ヤ コウニュウ テイジュウ カタ タイ トウガイ ア ヤ カイシュウ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099										空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		052035		秋田県		横手市		住まい		空き家		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ		雪国生活支援事業 ユキグニ セイカツ シエン ジギョウ		空き家を購入して定住した方に対し、雪囲い設置や雪下ろしに要する費用の１００％（上限２０万円）を助成。※初年度のみの助成 コウニュウ テイジュウ カタ タイ ユキ ガコ セッチ ユキオ ヨウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ジョセイ ショネンド ジョセイ		市民生活部
くらしの相談課 シミン セイカツ ブ ソウダン カ		0182-35-4099										雪国生活支援事業		雪国生活支援事業

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク イナカ タクチ タテモノ		市内の空き家・空き地の情報をホームページで公開している。 シナイ ア ヤ ア チ ジョウホウ コウカイ		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンク

		052094		秋田県		鹿角市		住まい		空き家		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業 ショウレイ ジギョウ		かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンクの登録物件を購入・賃借した方で、居住に必要な補修を行った場合、その費用の１００％を補助する。（上限５０万円） イナカ タクチ タテモノ トウロク ブッケン コウニュウ チンシャク カタ キョジュウ ヒツヨウ ホシュウ オコナ バアイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業		かづのｄｅ“ふるさとライフ”奨励事業

		060003		山形県		-		住まい		空き家		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		市町村の空き家バンクを利用して空き家を購入・賃借し、その空き家を改修した場合に最高40万円を補助する制度。若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯は補助率・補助額を優遇する。 サイコウ マンエン		企画振興部市町村課		023-630-3083										山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金		山形県移住推進等空き家利活用支援事業補助金

		062031		山形県		鶴岡市		住まい		空き家		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン		移住推進空き家利活用支援事業補助金 イジュウ スイシン ア ヤ リカツヨウ シエン ジギョウ ホジョキン		ＮＰＯつるおかランド・バンクが実施する「空き家バンク事業」を利用して、空き家を取得、賃貸し改修工事を行う場合、その経費の一部を助成。 ジッシ ア ヤ ジギョウ リヨウ ア ヤ シュトク チンタイ カイシュウ コウジ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ジョセイ		建設部建築課 ケンセツ ブ ケンチクカ		0235-25-2111										移住推進空き家利活用支援事業補助金		移住推進空き家利活用支援事業補助金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住促進交付金		朝日町定住促進交付金		当町の空き家バンク制度を利用して半年間定住いただいた方に、１０万円を支給。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112										朝日町定住促進交付金		朝日町定住促進交付金

		063231		山形県		朝日町		住まい		空き家		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		当町の空き家バンク制度を利用する際に、空き家を改修する場合は、経費の１／２（最大３０万円）を補助。		政策推進課
定住・戦略推進係		0237-67-2112										朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金		朝日町定住推進空き家利用支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度） テイジュウ ジュウタク ア ヤ リカツヨウ ジギョウ カリア ア ヤ セイド		遊佐町が空き家を借上げ、リフォーム後に移住者に貸し出す。空き家活用住宅一棟につき、３５０万円を上限に構造上必要な箇所の修繕を施す。 ユザ マチ ア ヤ カリア ゴ イジュウシャ カ ダ ア ヤ カツヨウ ジュウタク イットウ マンエン ジョウゲン コウゾウ ジョウ ヒツヨウ カショ シュウゼン ホドコ		企画課 キカク カ		0234-72-4524										定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）		定住住宅空き家利活用事業(借上げ空き家リフォーム制度）

		064611		山形県		遊佐町		住まい		空き家		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家情報活用システム制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		遊佐町に登録した空き家の所有者と、空き家を利用したい移住予定者の連絡調整を集落支援員が行う。 ユザマチ トウロク ア ヤ ショユウシャ ア ヤ リヨウ イジュウ ヨテイシャ レンラク チョウセイ シュウラク シエン イン オコナ		企画課 キカク カ		0234-72-5882										空き家情報活用システム制度		空き家情報活用システム制度

		074055		福島県		西会津町		住まい		空き家		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ		西会津町空き家バンク ニシアイヅマチ ア ヤ		空き家を売りたい（貸したい）という方と、空き家を買いたい（借りたい）という方とを繋ぎ、交流・定住人口の拡大を図ることを目的とする。空き家情報は「西会津町空き家バンク」ＨＰで公開中。 ア ヤ ウ カ カタ ア ヤ カ カ カタ ツナ コウリュウ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ モクテキ ア ヤ ジョウホウ ニシアイヅマチ ア ヤ コウカイチュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										西会津町空き家バンク		西会津町空き家バンク

		075213		福島県		三春町		住まい		空き家		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ		三春町空き家・空き地情報バンク ミハルマチ		定住対策の一環として、三春町に住んでみたいと希望される方へ登録物件の情報を提供。 ミハルマチ		総務課　企画情報グループ		0247-62-8125
										三春町空き家・空き地情報バンク		三春町空き家・空き地情報バンク

		082121		茨城県		常陸太田市		住まい		空き家		空き家活用支援事業		空き家活用支援事業		当市内に定住し就農後5年以内に認定農業者を目指す等の条件を満たす方が当市内の空き家に住む場合、改修費用の2分の1（上限50万円）を助成する。		農政課		0294-72-3111										空き家活用支援事業		空き家活用支援事業

		082163		茨城県		笠間市		住まい		空き家		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		空き家バンク登録物件の修繕経費の一部（修繕費用の1／2以内500千円限度）及び登録物件の取得または賃借に要する費用の一部（取得対価の3％300千円限度、家賃2ヶ月分相当額100千円限度）を補助する。		都市建設部
まちづくり推進課		0296-77-1101										定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		定住化支援事業（空き家活用支援補助金）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業		移住奨励金10万円を1回限り交付（5年以上居住でき、世帯主が20～65歳未満の者で世帯人数が2名以上、て市区町村民税等の滞納がなく、移住に当り空き家を購入又は貸借し、面積が60㎡以上）。 コウフ ミマン		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111										常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		住まい		空き家		常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業		空き家改修費補助金として費用の1/2又は50万円のいずれか低い方の金額を1回限り交付（移住日から3月以内に着工し、面積60㎡以上であること）。 イジュウ ビ メンセキ		市民協働課 シミンキョウドウカ		0295-52-1111										常陸大宮市空き家対策事業		常陸大宮市空き家対策事業

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コソダ カツヨウ ソクシン ショウレイキン		中学生以下の子供がいる世帯が空き家バンク制度を利用して利根町に転入した場合、20万円を助成 チュウガクセイ イカ コドモ セタイ ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ バアイ マンエン ジョセイ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211										空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金		空き家活用促進事業／空き家子育て活用促進奨励金

		085642		茨城県		利根町		住まい		空き家		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ ア ヤ コウジ ジョセイキン		空き家バンク制度を利用して利根町に転入し、リフォーム工事を行った場合、工事費用の2分の1を助成（上限30万円） ア ヤ セイド リヨウ トネ マチ テンニュウ コウジ オコナ バアイ コウジ ヒヨウ ブン ジョセイ ジョウゲン マンエン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0297-68-2211										空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金		空き家活用促進事業／空き家リフォーム工事助成金

		090000		栃木県		-		住まい		空き家		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス		“とちぎ暮らし”住まいネット ク ス		栃木県内の空き家情報の提供を行っています。 トチギ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ		総合政策部
地域振興課 ソウゴウ セイサク ブ チイキ シンコウ カ		028-623-2233										“とちぎ暮らし”住まいネット		“とちぎ暮らし”住まいネット

		092037		栃木県		栃木市		住まい		空き家		あったか住まいるバンク		あったか住まいるバンク		売買や賃貸が可能な空き家を市に登録していただき、市のホームページで情報提供を行う制度と、空き家バンクに登録された住宅に対し、リフォームや家財処分の補助を行います。		都市整備部建築課		0282-21-2451										あったか住まいるバンク		あったか住まいるバンク

		092061		栃木県		日光市		住まい		空き家		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク） ニッコウ シ ア ヤ ジョウホウ トウロク セイド ア ヤ		空き家の有効活用や移住・定住促進、地域活性化を目的とし、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者からの申し込みにより、その空き家情報ＷＥＢ等で利用希望者に紹介する制度。 イジュウ モクテキ ア ヤ トウ		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0288-21-5147										日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）		日光市空き家情報登録制度（空き家バンク）

		102032		群馬県		桐生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		桐生市内の土地・建物を買いたい・借りたい方へ物件の情報を提供し移住・定住を支援 キリュウシナイ トチ タテモノ カ カ カタ ブッケン ジョウホウ テイキョウ イジュウ テイジュウ シエン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102121		群馬県		みどり市 シ		住まい		空き家		みどり市空き家バンク制度		みどり市空き家バンク制度		市内への移住や定住を促進するため、市内の空き家物件所有者からの物件情報を登録いただき、賃貸または購入を希望する方に紹介します（登録制）。		企画課　地域連携係		0277-76-0962										みどり市空き家バンク制度		みどり市空き家バンク制度

		103829		群馬県		下仁田町		住まい		空き家		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ		空き家等利活用推進事業 ア ヤ トウ リカツヨウ スイシン ジギョウ		町内への移住・定住を希望する方に対して町内の空き家情報を提供。
（賃貸物件のみ） チョウナイ イジュウ テイジュウ キボウ カタ タイ チョウナイ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ チンタイ ブッケン		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイ カ キカク チョウセイ カカリ		0274-64-8809										空き家等利活用推進事業		空き家等利活用推進事業

		112160		埼玉県		羽生市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク
		空き家・空き地バンク
		空き家及び空き地の賃貸または売却を希望する所有者の方から情報提供を受け、市の空き地・空き家バンクに登録した物件情報を、市内へ移住及び定期的な滞在を希望する方へ提供するもの。		地域振興課 チイキ シンコウカ		048-561-1121										空き家・空き地バンク
		空き家・空き地バンク


		113611		埼玉県		横瀬町		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		秩父圏域における空き家等の有効活用と定住促進による地域活性化を目的として空き家等の情報を提供。 チチブ ケンイキ ア ヤ トウ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ モクテキ ア ヤ トウ ジョウホウ テイキョウ		まち経営課 ケイエイ カ		0494-25-0112										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		124419		千葉県		大多喜町		住まい		空き家		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン		空き家利用促進奨励金 ア ヤ リヨウ ソクシン ショウレイキン		町の空き家バンク利用登録をした方が、空き家バンクに登録された売却物件を購入し町内の建築業者で１００万円以上のリフォーム工事を実施した場合、工事費用の１/３か１００万円いずれか低い額を補助。 マチ ア ヤ リヨウ トウロク カタ ア ヤ トウロク バイキャク ブッケン コウニュウ チョウナイ ケンチク ギョウシャ マンエン イジョウ コウジ ジッシ バアイ コウジ ヒヨウ マンエン ヒク ガク ホジョ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0470-82-2112										空き家利用促進奨励金		空き家利用促進奨励金

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		住まい		空き家		空家バンク制度 アキヤ セイド		空家バンク制度 アキヤ セイド		空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレット等を利用して利用希望者に紹介する。 ア ヤ トウ チンタイ マタ バイキャク キボウ ショユウシャ ジョウホウ テイキョウ ウ ア ヤ トウロク ブッケン トウ リヨウ リヨウ キボウシャ ショウカイ		住宅施設課 ジュウタク シセツ カ		0258-39-2261										空家バンク制度		空家バンク制度

		152129		新潟県		村上市		住まい		空き家		空き家バンク		空き家バンク		市内にある空き家の物件情報を所有者から申し出ていただいて登録・公開し、利用希望者（市外の人）に紹介します。		政策推進課		0254-53-2111(内線532)										空き家バンク		空き家バンク

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		UJIターン促進空き家改修事業		UJIターン促進空き家改修事業		市外にお住まいの方が定住を目的に空き家情報提供制度を通じて成約し、空き家の修繕等を行った場合に修繕費の一部を助成する制度です。（補助率１／３補助限度額50万円） バアイ ジョセイ ゲンド ガク		企画財政課　地域振興係		025-552-1511										UJIターン促進空き家改修事業		UJIターン促進空き家改修事業

		152161		新潟県		糸魚川市		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家の有効活用と市外からの定住を促進し、地域の活性化を図るため、所有者から登録していただいた、市内にある空き家情報をホームページで公開しています		企画財政課　地域振興係		025-552-1511										空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から市へ情報提供を受け、現地調査の上、空き家バンクへ登録した物件を、ホームページ、パンフレット等で情報発信することで利用希望者を募集する制度		市長政策課 シチョウ セイサク カ		0250-61-2502										空き家バンク		空き家バンク

		153613		新潟県		田上町		住まい		空き家		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ		田上町空き家情報バンク タガミマチ ア ヤ ジョウホウ		空き家・空き地の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的とし、町内にある空き家の所有者で、売却・賃貸希望する方が町に物件を登録し、ホームページ上でその物件を移住希望者に情報公開している。		総務課少子化対策推進係 ソウムカ ショウシカ タイサク スイシン ガカリ		0256-57-6222										田上町空き家情報バンク		田上町空き家情報バンク

		162027		富山県		高岡市		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		空き家の有効活用のため、情報提供を行っています。 ジョウホウ テイキョウ オコナ		建設部建築住宅課 ケンセツ ブ ケンチク ジュウタク カ		0766-64-1447										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ		南砺市空き家バンク ナントシ ア ヤ		（社）富山県宅地建物取引業協会にご協力をいただき、南砺市内の空き家の有効利用を図るとともに、遊休資産の活用と市外からの定住促進などによる地域の活性化を目的に市内の空き家情報を提供する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市空き家バンク		南砺市空き家バンク

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		住まい		空き家		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		南砺市空き家バンク活用促進事業 ナントシ ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家バンク登録者には売買代金の1／10（10万円限度）又は年間家賃の1／5（5万円限度）を、利用者には住宅改修費等の経費（賃貸住宅は1／5（10万円限度）、購入住宅は1／10（20万円限度））を補助 トウロクシャ バイバイ マンエン ゲンド マタ ネンカン ヤチン マンエン ゲンド リヨウシャ ジュウタク カイシュウヒ トウ ケイヒ チンタイ マンエン ゲンド マンエン ゲンド ホジョ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										南砺市空き家バンク活用促進事業		南砺市空き家バンク活用促進事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ		射水市空き家情報バンク イミズ シ ア ヤ ジョウホウ		市内の空き家、空き地等の賃貸または売却を希望する所有者等からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネット通じて情報提供している。		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958										射水市空き家情報バンク		射水市空き家情報バンク

		162116		富山県		射水市		住まい ス		空き家		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ		きららか射水移住支援事業 イミズ イジュウ シエン ジギョウ		本市に自らが定住する目的で「射水市空き家情報バンク」に登録されている空き家を購入される方に対し、その経費の一部を補助。 ホン シ ミズカ テイジュウ モクテキ トウロク ア ヤ コウニュウ カタ タイ ケイヒ イチブ ホジョ		産業経済部
港湾・観光課 サンギョウ ケイザイ ブ コウワン カンコウカ		0766-82-1958										きららか射水移住支援事業		きららか射水移住支援事業

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		住まい		空き家		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド		立山町空き家情報バンク制度 タテヤママチ ア ヤ ジョウホウ セイド		町内の空き家、空き地の賃貸・売買を希望する所有者からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネットを通じて情報提供している。 チョウナイ ア ヤ ア チ チンタイ バイバイ キボウ ショユウシャ モウ コ トウロク ブッケン リヨウ キボウ カタ ツウ ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサク カ		076-462-9980										立山町空き家情報バンク制度		立山町空き家情報バンク制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク		移住定住促進補助（住宅取得） イジュウ テイジュウ ソクシン ホジョ ジュウタク シュトク		県外から転入し、一戸建て住宅を新築、購入（購入後の改修を含む）した人に、費用の50％（最高100万円）を助成。（※中古は空き家バンク登録物件に限る） ケンガイ テンニュウ イッコ ダ ジュウタク シンチク コウニュウ コウニュウゴ カイシュウ フク ヒト ヒヨウ サイコウ マンエン ジョセイ チュウコ ア ヤ トウロク ブッケン カギ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117								1		移住定住促進補助（住宅取得）		移住定住促進補助（住宅取得）

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		空き家		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ		空き家情報登録活用制度（空き家バンク） ア ヤ ジョウホウ トウロク カツヨウ セイド ア ヤ		所有者からの空き家情報（売買及び賃貸借）を集約し、空き家の利用希望者へ情報提供。 ショユウシャ ア ヤ ジョウホウ バイバイ オヨ チンタイシャク シュウヤク ア ヤ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ		総務部
企画財政課 ソウム ブ キカク＠		0767-53-1117										空き家情報登録活用制度（空き家バンク）		空き家情報登録活用制度（空き家バンク）

		172057		石川県		珠洲市		住まい		空き家		空き家改修費補助金		空き家改修費補助金		本市空き家バンク登録物件を購入又は賃借した方を対象に、当該物件の改修に係る経費の1/2、上限50万円を助成。		自然共生室		0768-82-7720										空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		住まい		空き家		空き家バンク利用奨励金		空き家バンク利用奨励金		空き家バンク制度を利用して転入してきた夫婦・親子世帯が対象。
購入の場合、土地・家屋の取得費の10％（上限50万円）、賃借の場合、契約月額の1/2（上限1万円、24カ月）を交付。 タイショウ		企画財政課 キカク ザイセイカ		(076)288-2158										空き家バンク利用奨励金		空き家バンク利用奨励金

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		住まい		空き家		志賀町空き家情報		志賀町空き家情報		現在使用していない住宅（空家）の情報提供。 ジョウホウ テイキョウ		まち整備課 セイビ カ		0767-32-9211										志賀町空き家情報		志賀町空き家情報

		192040		山梨県		都留市		住まい		空き家		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド		都留市空き家バンク制度 ツルシ ア ヤ セイド		市内にある空き家物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。		産業観光課
商工観光担当 サンギョウ カンコウカ ショウコウカンコウタントウ		0554-43-1111
(内線155)										都留市空き家バンク制度		都留市空き家バンク制度

		192058		山梨県		山梨市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。宅建協会との協定により安心な契約手続きが可能。 ア ヤ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ アンシン ケイヤク テツヅ カノウ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア イエ セイド		空き家バンク制度 ア イエ セイド		市内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、市への定住促進と地域の活性化を促進するための制度です。
 シナイ ア イエ トウ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ ブッケン ユウコウ カツヨウ ハカ シ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ ソクシン セイド		企画財政課 キカク ザイセイカ		0551-22-1111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192082		山梨県		南アルプス市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化及び市民と年住民の交流拡大を図る。 シナイ ア ヤ ユウコウ カツヨウ ツウ テイジュウ ソクシン チイキ カッセイカ オヨ シミン トシ ジュウミン コウリュウ カクダイ ハカ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		住まい		空き家		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド		住宅リフォーム補助制度 ジュウタク ホジョ セイド		市外からの転入者が行う空き家リフォームで市内業者に発注する場合に助成を行う（工事費の２割補助上限２００千円） シガイ テンニュウシャ オコナ ア ヤ シナイ ギョウシャ ハッチュウ バアイ ジョセイ オコナ コウジヒ ワリ ホジョ ジョウゲン センエン		建設課 ケンセツカ		0553-32-5071										住宅リフォーム補助制度		住宅リフォーム補助制度

		202096		長野県 ナガノケン		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ シュトク トウ ホジョキン		若者等又は若者等を配偶者に持つ者が対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の１０分の２以内（150万円を限度とする）※年齢要件及び地域要件有 トウ マンエン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家取得等補助金

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		空き家		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ア ヤ トウロク ソクシン ホジョキン		対象地域の空き家バンクに登録・登録見込みの物件の増改築・修繕経費の１０分の2以内（限度額１５０万円）、また、家財道具等の搬出、処分及び清掃に要する経費（限度額１０万円）を助成※年齢要件及び地域要件有 タイショウ チイキ ア ヤ トウロク トウロク ミコ ブッケン ゾウカイチク シュウゼン ケイヒ ブン イナイ ゲンド ガク マンエン カザイ ドウグ トウ ハンシュツ ショブン オヨ セイソウ ヨウ ケイヒ ゲンド ガク マンエン ジョセイ		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金		過疎地域定住促進補助金／空き家バンク登録促進補助金

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		住まい		空き家		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ		空き家改修事業補助 ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョ		空き家バンクに登録されている住宅を賃借して改修する場合に、改修費用の1/2、最大40万円を補助 ア ヤ トウロク ジュウタク チンシャク カイシュウ バアイ カイシュウ ヒヨウ サイダイ マンエン ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										空き家改修事業補助		空き家改修事業補助

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		空き家		空き家情報バンク		空き家情報バンク		定住対策の一環として、このまちに住んでみたいと希望される方への空き家の情報提供を受け付け、利用希望者に登録物件の情報提供をします。		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		空き家		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ		空家情報検索サービス（空き家バンク） アキヤ ジョウホウ ケンサク ア ヤ		町内の空き家・土地物件の検索が可能 チョウナイ ア ヤ トチ ブッケン ケンサク カノウ		総務課企画統計係 ソウムカ キカク トウケイ カカリ		0266-62-9332										空家情報検索サービス（空き家バンク）		空家情報検索サービス（空き家バンク）

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		住まい		空き家		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金 ヤマ ウチ マチ ア ヤ カツヨウ カイシュウ トウ ジギョウ ホジョキン		町内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付（対象経費の２／１以内で100万円を上限） チョウナイ		総務課 ソウム カ		0269-33-3111										山ノ内町空き家活用改修等事業補助金		山ノ内町空き家活用改修等事業補助金

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		賃貸や売買を希望する空き家所有者から収集した物件情報を空き家バンクに登録し、移住定住希望者に提供。契約等の手続きは、当事者同士、または村が協定した不動産業者の仲介（法定仲介手数料が必要）により行う チンタイ バイバイ キボウ ア ヤ ショユウシャ シュウシュウ ブッケン ジョウホウ ア ヤ トウロク イジュウ テイジュウ キボウシャ テイキョウ ケイヤク ナド テツヅ トウジシャ ドウシ ムラ キョウテイ フドウサン ギョウシャ チュウカイ ホウテイ チュウカイ テスウリョウ ヒツヨウ オコナ		総務課政策情報室 ソウムカ セイサク ジョウホウシツ		0269-82-3111										空き家バンク		空き家バンク

		205621		長野県 ナガノケン		木島平村		住まい		空き家		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド		中古住宅取得補助制度 チュウコ ジュウタク シュトク ホジョ セイド		空き家バンク登録物件で、平成２７年度までに居住用の中古住宅を取得する新規移住者または在住者で、延床面積70㎡以上の物件を購入し、地元業者が施工する改築修繕等の工事費用が百万円を超えた場合十万円を交付 ア ヤ トウロク ブッケン ヘイセイ ネンド キョジュウヨウ チュウコ ジュウタク シュトク シンキ イジュウシャ ザイジュウシャ ノ ユカ イジョウ ブッケン コウニュウ ジモト ギョウシャ セコウ カイチク シュウゼン トウ コウジ ヒヨウ ヒャク マンエン コ バアイ １０ マンエン コウフ		産業建設課農村整備室 サンギョウ ケンセツ カ ノウソン セイビ シツ		0269-82-3111										中古住宅取得補助制度		中古住宅取得補助制度

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		空き家		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空家活用事業補助金 ア イエ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空き家バンクに登録し、成約に至った物件において、家財の整理に係る業者委託に要する費用について20万円を上限として補助 ア ヤ トウロク セイヤク イタ ブッケン カザイ セイリ カカワ ギョウシャ イタク ヨウ ヒヨウ マンエン ジョウゲン ホジョ		総務課　村づくり係 ソウムカ ムラ カカリ		026-269-2323										空家活用事業補助金		空家活用事業補助金

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		住まい		空き家		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク登録物件や、市内１９の不動産業者等と連携し賃貸、販売などの物件情報を紹介します。		 定住推進課		0573-66-1111										空き家バンク・民間空き家物件紹介事業		空き家バンク・民間空き家物件紹介事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		住まい		空き家		NPO法人　美濃のすまいづくり		NPO法人　美濃のすまいづくり		NPOとの協働により、市内の空き家に新しい住まい手を呼び込み、空き家の利活用を促進する キョウドウ シナイ		NPO法人美濃のすまいづくり
建設部
都市整備課 ホウジン ミノ ケンセツ ブ トシ セイビカ		0575-33-0760

0575-33-1122
										NPO法人　美濃のすまいづくり		NPO法人　美濃のすまいづくり

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ		恵那市空き家バンク事業 エナシ ア ヤ ジギョウ		市内に空き家や、遊休土地を所有している方から物件情報を提供頂き、その情報をホームページなどで公開し、U・I・Jターンなどで空き家利用を希望する方へ紹介		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										恵那市空き家バンク事業		恵那市空き家バンク事業

		212105		岐阜県		恵那市		住まい		空き家		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド		空き家改修補助金制度 ア ヤ カイシュウ ホジョキン セイド		空き家バンクに登録してある物件を市外の方が、賃貸または売却した場合、生活する上で必要な部分の改修費用２分の１（上限100万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン チンタイ バイキャク カイシュウ ヒヨウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										空き家改修補助金制度		空き家改修補助金制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド		土岐市空き家バンク制度 トキシ ア ヤ セイド		空き家等の物件の売却・賃貸を希望する所有者と、空き家等の物件の購入・賃借を希望される利用者を市ホームページ等で結びつけます。		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市空き家バンク制度		土岐市空き家バンク制度

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		住まい		空き家		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン		土岐市空き家リフォーム補助金 トキシ ア ヤ ホジョキン		空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、１０万円を上限に補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										土岐市空き家リフォーム補助金		土岐市空き家リフォーム補助金

		212148		岐阜県		可児市		住まい		空き家		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		空き家・空き地バンク ア ヤ ア チ		市内住宅団地の空き家・空き地をバンクに登録し、協力不動産事業者に仲介を依頼し、売買及び賃貸の交渉・契約を行い、定住人口の拡大を図る。 シナイ ジュウタク ダンチ ア ヤ ア チ トウロク キョウリョク フドウサン ジギョウ シャ チュウカイ イライ バイバイ オヨ チンタイ コウショウ ケイヤク オコナ テイジュウ ジンコウ カクダイ ハカ		建設部都市計画課 ケンセツ ブ トシ ケイカク カ		0574-62-1111										空き家・空き地バンク		空き家・空き地バンク

		212172		岐阜県		飛騨市		住まい		空き家		飛騨市移住促進住宅改修事業		飛騨市移住促進住宅改修事業		市内に移住定住を希望する方が、空き家を購入し改修をおこなった場合、改修工事に係る経費に対し補助金を交付します。（対象経費の３／１以内で100万円を上限）		企画課 キカク カ		0577-73-6558										飛騨市移住促進住宅改修事業		飛騨市移住促進住宅改修事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		町内に空き家を所有しており、賃貸・売却を希望する方が町の空き家バンクへ物件情報を登録し、その情報を町がホームページで公開し、移住定住を希望する方に紹介する制度。		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		215074		岐阜県		東白川村		住まい		空き家		東白川村空家バンク		東白川村空家バンク		東白川村内の空家所有者に空家バンクへ登録していただき、空家利用希望者への情報提供をする。		総務課 ソウムカ		0574-78-3111										東白川村空家バンク		東白川村空家バンク

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		住まい		空き家		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ		空き家再生活用事業 ア ヤ サイセイ カツヨウ ジギョウ		空き家等の○賃借料補助金：月額家賃の１／３以内の額（上限15,000円/月）○購入費補助金：購入費の１／３以内の額（上限100万円）○改修費補助金：改修費の１／２以内の額（上限300万円） ア ヤ トウ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										空き家再生活用事業		空き家再生活用事業

		220001		静岡県		-		住まい		空き家		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ		静岡県空き家バンク シズオカケン ア ヤ		県・市町の連携により、県内の空き家情報を一元的に集約管理する「静岡県空き家バンク」を運用し、静岡県公式移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」HPにて情報提供しています。 ケン シ マチ レンケイ ケンナイ ア ヤ ジョウホウ イチゲンテキ シュウヤク カンリ シズオカケン ア ヤ ウンヨウ シズオカケン コウシキ イジュウ テイジュウ ジョウホウ シズオカ ジョウホウ テイキョウ		ふじのくに移住・定住相談センター（交流推進課内） イジュウ テイジュウ ソウダン コウリュウ スイシン カ ナイ		054-221-2610										静岡県空き家バンク		静岡県空き家バンク

		221007		静岡県		静岡市		住まい		空き家		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		空き家情報バンクを通して、賃貸した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住用住宅改修補助金」により最大200万円の助成が受けられます。		中山間地振興課 チュウ サンカン チ シンコウカ		054-294-8805				大 ダイ		空き家のリフォームで200万円補助 ア ヤ マンエン ホジョ				静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金		静岡市中山間地域移住者用住宅改修補助金

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		住まい		空き家		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		予定事業内容：中山間地域の空き家について賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、市の空き家バンクへ登録物件を市のHPに掲載し、希望者に提供する。ただし、賃貸に係る交渉や契約は当事者どおしで行う。		企画部政策推進課		0547-36-7197										空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】		空き家情報提供制度（空き家バンク）【平成27年度事業化予定】

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		住まい		空き家		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン		空き家改修費補助金 ア ヤ カイシュウヒ ホジョ キン		川根本町空家バンクに登録された物件を賃貸・購入した町内に在住する方を対象に物件の改修費を助成。
総事業費の1/2（ただし1件当たり50万円が上限） カワネホンチョウ アキヤ トウロク ブッケン チンタイ コウニュウ チョウナイ ザイジュウ カタ タイショウ ブッケン カイシュウヒ ジョセイ ソウ ジギョウ ヒ ケン ア マンエン ジョウゲン		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										空き家改修費補助金		空き家改修費補助金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		住まい		空き家		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ		空き家調査事業（予定） ア ヤ チョウサ ジギョウ ヨテイ		消防署、消防団による空き家台帳を基にして、空き家所有者に対して空き家の賃貸意思及び住むことが可能かどうかのアンケート調査を実施し、定住人口の増加につなげる一因とする。 ショウボウショ ショウボウダン ア ヤ ダイチョウ モト ア ヤ ショユウ シャ タイ ア ヤ チンタイ イシ オヨ ス カノウ チョウサ ジッシ テイジュウ ジンコウ ゾウカ イチイン		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0538-85-6305										空き家調査事業（予定）		空き家調査事業（予定）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		空き家		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン		移住奨励金 イジュウ ショウレイキン		移住者が定住目的で町内に新築、空き家及び建売住宅を購入した場合に補助（１物件：購入費の１／３又は上限１００万円）※今年度で交付終了 イジュウシャ テイジュウ モクテキ チョウナイ シンチク ア ヤ オヨ タテウリ ジュウタク コウニュウ バアイ ホジョ ブッケン コウニュウヒ マタ ジョウゲン マンエン イマ ネンド コウフ シュウリョウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										移住奨励金		移住奨励金

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		住まい		空き家		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド		定住促進空き家活用住宅制度 テイジュウ ソクシン ア ヤ カツヨウ ジュウタク セイド		町が借り上げた空き家を町がリフォームし、定住希望者に貸し出します。
家賃は家の大きさにより28,000円～35,000円ですが、中学生以下が同居する場合、家賃は2割引きとなります。 マチ カ ア ア ヤ チョウ テイジュウ キボウシャ カ ダ ヤチン イエ オオ エン エン チュウガクセイ イカ ドウキョ バアイ ヤチン ワリビ		企画課 キカク カ		0536-76-0502										定住促進空き家活用住宅制度		定住促進空き家活用住宅制度

		242012		三重県		津市 ツシ		住まい		空き家		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン		空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ア ヤ ジョウホウ リヨウ ブッケン カイシュウヒ ホジョキン		空き家情報バンクを利用して空き家を購入された方を対象に、浴室・トイレ・炊事場等の水回り部の改修工事費用を補助する。（工事費用の1/2、上限額50万円） ア ヤ ジョウホウ リヨウ ア ヤ コウニュウ カタ タイショウ ヨクシツ スイジバ トウ ミズ マワ ブ カイシュウ コウジ ヒヨウ ホジョ コウジ ヒヨウ ジョウゲン ガク マンエン		美杉総合支所地域振興課 ミスギ ソウゴウ シショ チイキ シンコウ カ		059-272-8082										空き家情報バンク利用物件改修費補助金		空き家情報バンク利用物件改修費補助金

		244431		三重県		大台町		住まい		空き家		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン		大台町空き家バンク利用促進助成金 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ ソクシン ジョセイキン		大台町空き家バンクを利用し、成約に至った場合、空き家所有者に、1,000円／㎡を助成 オオダイ チョウ ア ヤ リヨウ セイヤク イタ バアイ ア ヤ ショユウシャ エン ジョセイ		企画課 キカク カ		0598-82-3782										大台町空き家バンク利用促進助成金		大台町空き家バンク利用促進助成金

		252123		滋賀県 シガケン		高島市 タカシマシ		住まい		空き家		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		空き家を貸し出そうとする者が行うリフォーム工事に対する補助。空き家を借りる者が40歳未満の場合、工費の1/4（上限50万円）、40歳以上は1/8（上限25万円）を地域通貨アイカで5年分割均等払いで補助 ジョウゲン ジョウゲン		政策部企画調整課 セイサク ブ キカク チョウセイカ		0740-25-8114										住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		住まい手応援事業（空き家リフォーム補助）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		空き家		空き家情報登録制度		空き家情報登録制度		日野町空き家情報登録制度に登録された「空き家物件」を、日野町に住もうと考え登録されている「利用希望者」に紹介します。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552										空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度 アヤベ シ シャ ジュウタク シュトク トウ シキン ユウシ セイド		綾部市空き家登録制度（空き家バンク）に登録された空き家を、居住を目的に取得又は改修する場合の経費として、定住希望者へ300万円を上限に融資あっせん。		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280										綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度		綾部市ＵＩターン者住宅取得等資金融資あっせん制度

		262030		京都府		綾部市		住まい		空き家		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金 アヤベ シ ア ヤ カツヨウ テイジュウ シエン ジギョウヒ ホジョキン		空き家を有効活用した定住誘導を推進するため、補助対象要件を満たす定住者が行う改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付。補助対象経費の３分の２以内。上限1,000千円。 ア ヤ ユウコウ カツヨウ テイジュウ ユウドウ スイシン ホジョ タイショウ ヨウケン ミ テイジュウ シャ オコナ カイシュウ コウジ ヨウ ケイヒ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ ジョウゲン センエン		定住促進課 テイジュウ ソクシン カ		0773-42-3280										綾部市空き家活用定住支援事業費補助金		綾部市空き家活用定住支援事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ		移住促進・空き家改修支援事業 イジュウ ソクシン ア ヤ カイシュウ シエン ジギョウ		地域団体などの「移住促進計画」に基づき、地域団体・移住者が行う空き家改修に、10/10以内で上限１８０万円を補助。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										移住促進・空き家改修支援事業		移住促進・空き家改修支援事業		0

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を、協定する宅地建物取引業者（不動産業者）と連携し、空き家の物件情報を「定住空き家情報バンク」に掲載し、情報提供します。		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		三次市→京丹後市 ミヨシシ キョウタンゴシ

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド		豊岡市空き家バンク制度 トヨオカシ ア ヤ セイド		豊岡市内の空き家などを賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を受け、豊岡市の空き家バンクへ登録した情報を、物件を希望する方へ提供する制度です。 トヨオカ トヨオカ セイド		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市空き家バンク制度		豊岡市空き家バンク制度

		282090		兵庫県		豊岡市 トヨオカシ		住まい		空き家		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金 トヨオカシ ナカ ヤマ アイダ チイキ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		豊岡市空き家バンク制度を利用して移住される方が、購入（賃貸）物件を改修する際にかかる経費の一部を助成。補助率、対象経費の４分の３以内（上限100万円） トヨオカシ セイド ホジョ リツ タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		コミュニティ政策課 セイサク カ		0796-21-9020										豊岡市中山間地域定住促進事業補助金		豊岡市中山間地域定住促進事業補助金

		282120		兵庫県		赤穂市		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		UJIターン等で住宅情報を希望する利用者に、市内の不動産業者が登録した賃貸・売買の空き家情報をHPをとおして提供する。		企画広報課		0791-43-6867										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		住まい		空き家		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ		五條市空き家情報バンク ゴジョウシ ア ヤ ジョウホウ		五條市内に居住することを希望している方に空き家についての情報提供をホームページで行い、仲介に関する協定を結んだ協力事業者を介して契約を交わしていただく制度です。 ゴジョウシナイ キョジュウ キボウ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ オコナ チュウカイ カン キョウテイ ムス キョウリョク ジギョウシャ カイ ケイヤク カ セイド		企画政策課 キカク セイサクカ		0747-22-4001										五條市空き家情報バンク		五條市空き家情報バンク

		294497		奈良県		十津川村		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		村内にある空き家を活用し、定住を希望される人へ空き家の情報を提供する。		住民課 ジュウミンカ		0746-62-0900										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		294527		奈良県 ナラケン		川上村 カワカミ ムラ		住まい		空き家		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ		住まいるネット（川上村空家バンク） ス カワカミ アキヤ		空家バンクに登録された空家を紹介し、空家所有者と川上村外の移住希望者とのマッチングを行う。 アキヤ トウロク アキヤ ショウカイ アキヤ ショユウシャ カワカミ ガイ イジュウ キボウシャ オコナ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										住まいるネット（川上村空家バンク）		住まいるネット（川上村空家バンク）

		302066		和歌山県		田辺市 タナベシ		住まい		空き家		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ		移住推進空き家活用事業 イジュウ スイシン ア ヤ カツヨウ ジギョウ		県外からの移住者が空き家を賃貸又は購入しリフォームに要した費用の一部を10万円を上限に補助する。（県補助金への上乗せ補助。県は上限80万円） ケンガイ イジュウ シャ ア ヤ チンタイ マタ コウニュウ ヨウ ヒヨウ イチブ マンエン ジョウゲン ホジョ ケン ホジョキン ウワノ ホジョ ケン ジョウゲン マンエン		山村林業課 サンソン		48-0303

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		住まい		空き家		空き家相談		空き家相談		空き家の情報登録、および移住希望者への情報提供を行っている。 イジュウキボウシャ オコナ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										空き家相談		空き家相談

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		空き家		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		空き家改修事業補助金交付制度 ア イエ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		定住を目的に、広川町の空き家を改修しようとする者に、その経費を助成 テイジュウ モクテキ ヒロガワチョウ ア イエ カイシュウ モノ ケイヒ ジョセイ		総務政策課まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										空き家改修事業補助金交付制度		空き家改修事業補助金交付制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		住まい ス		空き家		とっとり暮らし住宅バンクシステム		とっとり暮らし住宅バンクシステム		県外の移住定住を希望される方が、田舎暮らし物件を条件を絞って検索できます。アパートやマンション物件もあります。県内市町村の空き家バンク情報も随時更新し、情報提供を行います。		とっとり暮らし支援課		0857-26-7128										とっとり暮らし住宅バンクシステム		とっとり暮らし住宅バンクシステム

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		空き家		空き家取得支援事業助成金		空き家取得支援事業助成金		「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在住の人」に助成金を15万円交付します。 トウロク ブッケン		地域づくり支援課 チイキ シエン カ		0858-22-8159										空き家取得支援事業助成金		空き家取得支援事業助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		住まい		空き家		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家情報活用制度 ア ヤ ジョウホウ カツヨウ セイド		空き家バンクに登録のある物件を、町HPや居住を希望される方に情報を紹介しています。 ブッケン チョウ ジョウホウ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										空き家情報活用制度		空き家情報活用制度

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		住まい ス		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		空き家情報バンクに登録してある物件について、所有者と利用希望者を引き合わせます。		総合政策部縁結び定住課 ソウゴウ セイサクブ エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0

		322041		島根県 シマネケン		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド		益田市空き家バンク制度 マスダシ ア ヤ セイド		市内にある賃貸もしくは売却してもいい空き家を登録し、益田市での生活のために住宅を探している方に空き家の情報を提供しています。 シナイ チンタイ バイキャク ア ヤ トウロク マスダシ セイカツ ジュウタク サガ カタ ア ヤ ジョウホウ テイキョウ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市空き家バンク制度		益田市空き家バンク制度

		322041		島根県		益田市 マスダシ		住まい		空き家		益田市空き家改修事業補助金		益田市空き家改修事業補助金		空き家バンク制度に登録した空き家に入居したUIターン者または、UIターン者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者に対し、当該物件の改修に要する経費の1/2以内、最大50万円を補助します。 タイ トウガイ ブッケン カイシュウ ヨウ ケイヒ イナイ サイダイ マンエン ホジョ		政策企画局人口拡大課		0856-31-0173										益田市空き家改修事業補助金		益田市空き家改修事業補助金

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家情報（空き家バンク制度）		空き家情報（空き家バンク制度）		大田市内にある空き家情報等を収集し、大田市定住サイト「どがどが」へ掲載しています。
そして、「おおだ定住支援センター（定住推進室内）」で空き家紹介を行っています。		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家情報（空き家バンク制度）		空き家情報（空き家バンク制度）

		322059		島根県 シマネケン		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家バンク制度促進事業		空き家バンク制度促進事業		定住を目的に自ら所有する空き家を「空き家バンク制度」に登録し、定住サイトへの掲載による情報発信を行った場合に奨励金を支給します。■奨励金；１物件２万円（H25.4.1以降に登録された物件）		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家バンク制度促進事業		空き家バンク制度促進事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		住まい		空き家		空き家改修事業		空き家改修事業		ＵＩターンで大田市に定住される方、または空き家の所有者がＵＩターン者の売買・賃貸することで住宅の改修をする場合に改修費の一部を助成します。助成額上限30万円（対象経費の１／３以内） ジョウゲン マンエン		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										空き家改修事業		空き家改修事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		空き家バンク事業 ア ヤ ジギョウ		市内にある空き家をホームページで公開し、利用希望者に紹介します。 シナイ ア ヤ コウカイ リヨウ キボウシャ ショウカイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		322075		島根県		江津市 ゴウツシ		住まい		空き家		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業 ア ヤ カイシュウ ジギョウ		空き家バンクに登録されている物件の改修等にかかる費用の２分の１（最大５０万円）を助成します。 ア ヤ トウロク ブッケン カイシュウ トウ ヒヨウ ブン サイダイ マンエン ジョセイ		政策企画課 セイサク キカク カ		0855-52-2501										Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業		Ｕ・Ｉターンのための空き家改修事業

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン		空き家改修助成金 ア ヤ カイシュウ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、UIターン者を居住させるために回収を行う場合、改修費用の一部を助成金として交付します。上限50万円。改修工事後2年以内。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ シャ キョジュウ カイシュウ オコナ バアイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マンエン カイシュウ コウジ ゴ ネン イナイ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										空き家改修助成金		空き家改修助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		住まい		空き家		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン		空き家片付け助成金 ア ヤ カタヅ ジョセイキン		町内に空き家を所有する者が、地域資源情報バンクに物件を登録するために家具の片付けを行う場合、費用の一部を助成金として交付します。上限5万円。 チョウナイ ア ヤ ショユウ モノ チイキ シゲン ジョウホウ ブッケン トウロク カグ カタヅ オコナ バアイ ヒヨウ イチブ ジョセイキン コウフ ジョウゲン マン エン		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										空き家片付け助成金		空き家片付け助成金

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		住まい		空き家		空き家改修助成金		空き家改修助成金		本市に定住の意思を持って移住しようとする人、又は移住後６ヶ月を経過しない人が、空き家を購入・賃貸して改修する場合、改修工事費の３分の１（交付限度額５０万円）を助成		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		0866-21-0282										空き家改修助成金		空き家改修助成金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		空き家		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報提供制度 ア ヤ ジョウホウ テイキョウ セイド		空き家情報利用登録者に対して、市内の空き家に関する情報を提供する。 ア ヤ ジョウホウ リヨウ トウロクシャ タイ シナイ ア ヤ カン ジョウホウ テイキョウ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0869-22-1031										空き家情報提供制度		空き家情報提供制度		○

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		真庭市空き家活用定住促進補助金		真庭市空き家活用定住促進補助金		３年以上市外に居住し、定住の意思をもって転入しようとする者又は転入後１年を経過しない者に対し、住居の改修費用を補助。上限１００万円。(6月発表、募集開始予定) タイ ジュウキョ カイシュウ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-42-1033										真庭市空き家活用定住促進補助金		真庭市空き家活用定住促進補助金

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		市内各地の空き家に関する情報を市に登録し、市のホームページなどを通じて空き家の利用を希望する人に向けて情報発信を行うことで、地域に眠る空き家を有効活用する。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0867-42-1169										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		住まい		空き家		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン		矢掛町空き家改修補助金 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ ホジョキン		矢掛町の空き家を改修する際に，改修費用の2分の1（補助の上限150万円）を支給する。 ヤカゲチョウ ア ヤ カイシュウ サイ カイシュウ ヒヨウ ブン ホジョ ジョウゲン マンエン シキュウ		総務企画課 ソウム キカク カ		0866-82-1010										矢掛町空き家改修補助金		矢掛町空き家改修補助金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		住まい		空き家		勝央町定住促進事業 テイジュウ		勝央町定住促進事業 テイジュウ		空き家の改修に必要な費用の3割を補助。【上限70万円】空き家の購入に必要な費用の５割を補助【上限１００万円】 ア ヤ コウニュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マン エン		産業建設部		0868-38-3113										勝央町定住促進事業		勝央町定住促進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		空き家		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家活用促進事業 ア ヤ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き家の改修に必要な費用の4割を補助。【上限100万円】 ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										空き家活用促進事業		空き家活用促進事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		三次市への移住・定住希望者に対して物件を紹介する制度		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		△		京丹後市→三次市 キョウタンゴシ ミヨシシ

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		空き家		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ		空き家購入サポート事業 ア ヤ コウニュウ ジギョウ		三次市に定住の目的で空き家バンクに登録されている空き家を購入し，改修工事を行った場合に，費用の2分の1以内（小学生以下の児童を有する世帯は，費用の3分の2以内）を補助（上限150万円）。 セタイ ジョウゲン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										空き家購入サポート事業		空き家購入サポート事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		空き家		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ		庄原市空家バンク ショウバラシ アキヤ		市内の空き家を有効活用し，定住促進につなげる制度で，利用には登録が必要
賃貸借・売買共に情報があり，ホームページでも公開している		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市空家バンク		庄原市空家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		空き家バンク		空き家バンク		ホームページ等で空き家情報を提供。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119										空き家バンク		空き家バンク

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		住まい		空き家		廿日市市空き家改修費補助金		廿日市市空き家改修費補助金		空き家バンク登録物件として売買または賃貸借した住宅等に係る改修費の一部を補助。		分権政策部経営政策課 ブンケン セイサク ブ ケイエイ セイサク カ		0829-30-9119										廿日市市空き家改修費補助金		廿日市市空き家改修費補助金

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		安芸高田市内の空き家情報をホームページで情報提供 アキタカタシナイ ジョウホウ ジョウホウ テイキョウ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		342149		広島県		安芸高田市		住まい		空き家		空き家改修事業補助金		空き家改修事業補助金		空き家バンクに登録されている空き家を市外の空き家利用者が市内の事業者を利用して改修を行う場合に、最大100万円の補助金を交付 コウフ		建設部
住宅政策課 ケンセツ ブ ジュウタク セイサク カ		0826-47-1202										空き家改修事業補助金		空き家改修事業補助金

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家物件の所有者と利用希望者の紹介
※基本的に2地域居住は取り扱わない		地域づくり課		0826-28-2112										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		空き家		定住促進空き家活用事業		定住促進空き家活用事業		5年以上定住することが決まった空き家の改修費の1/2助成。助成金：上限50万円、転入者，空き家所有者を問わず改修費負担者へ助成。※ただし，2地域居住住宅は対象外		地域づくり課		0826-28-2112										定住促進空き家活用事業		定住促進空き家活用事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		町内の登録されている空き家物件を情報公開して、移住希望者へ紹介。 チョウナイ トウロク ブッケン ジョウホウ コウカイ イジュウ キボウシャ ショウカイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		住まい		空き家		空き家活用事業補助金		空き家活用事業補助金		空き家バンク登録者同士で契約が成立した物件について、一軒あたり最大30万円まで、リフォーム等に係る費用を補助する。		企画課		0847‐22‐3206										空き家活用事業補助金		空き家活用事業補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家バンク物件を購入した移住者，自宅を改修するUターン者，新婚定住者等が自宅改修工事をする場合，最高50万円を補助します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										空き家及び住宅改修補助金交付事業		空き家及び住宅改修補助金交付事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		空き家		空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		売りたい・貸したい人の空き家・空き地の情報収集と，神石高原町へ住みたい・家を借りたい人への情報提供を行っています。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度

		352039		山口県		山口市		住まい		空き家		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		山口市空き家バンク改修事業補助金 ヤマグチ シ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		山口市空き家バンクに登録された空き家を、居住することを目的に改修する場合に空き家の所有者に対して改修費用の一部を補助 ヤマグチ シ ア ヤ トウロク ア ヤ キョジュウ モクテキ カイシュウ バアイ ア ヤ ショユウ シャ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		中山間地域活性化推進室 チュウサンカン チイキ カッセイカ スイシンシツ		083-934-2778										山口市空き家バンク改修事業補助金		山口市空き家バンク改修事業補助金		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		352047		山口県		萩市 ハギシ		住まい		空き家		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		「空き家情報バンク」を開設し、ホームページで住まいの情報を提供しています。 ア ヤ ジョウホウ カイセツ ス ジョウホウ テイキョウ		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										空き家情報バンク		空き家情報バンク

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		住まい		空き家		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク） テイジュウ ソクシン ジュウタク ジョウホウ ア イエ		市内の空き家について、賃貸を希望する所有者から申込を受けた情報を、利用を希望する人へ紹介 シナイ ア イエ チンタイ キボウ ショユウシャ モウシコミ ウ ジョウホウ リヨウ キボウ ヒト ショウカイ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0835-25-2119										定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）		定住促進住宅情報バンク（空き家バンク）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		空き家情報制度 ア ヤ ジョウホウ セイド		岩国市の中山間地域にある空き家の紹介を行います。また、移住希望者が安心して定住できるよう、移住相談員や地域のIJU（移住）応援団が、移住後も含めて様々なサポートを行います。 イワクニシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ショウカイ オコナ イジュウ キボウシャ アンシン テイジュウ イジュウ ソウダンイン チイキ イジュウ オウエンダン イジュウ ゴ フク サマザマ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012										空き家情報制度		空き家情報制度

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		住まい		空き家		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド		空き家修繕助成制度 ア ヤ シュウゼン ジョセイ セイド		空き家情報制度に登録された空き家に移住された方に対して、20万円を限度に修繕費の助成を行います。 ア ヤ ジョウホウ セイド トウロク ア ヤ イジュウ カタ タイ マンエン ゲンド シュウゼン ヒ ジョセイ オコナ		市民協働推進課 シミン キョウドウ スイシン カ		0827-29-5012										空き家修繕助成制度		空き家修繕助成制度		0		リンク先追加 サキ ツイカ

		352110		山口県		長門市		住まい		空き家		空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業		市外からのＵＪＩターン者が空き家バンク登録物件を売買又は賃借した場合、必要となる改修工事に要する経費の一部を補助します。補助率：工事費の1/5以内(上限額：50万円）		企画総務部企画政策課		0837-23-1229										空き家リフォーム助成事業		空き家リフォーム助成事業

		352128		山口県		柳井市 ヤナイシ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		登録された空き家の情報を市のホームページ等で公開するとともに、移住希望者に空き家の紹介を行う。 トウロク ア ヤ ジョウホウ シ トウ コウカイ イジュウ キボウシャ ア ヤ ショウカイ オコナ		総合政策部政策企画課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク キカク カ		0820-22-2111 内線472										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン		空き家リフォーム事業助成金 ア イエ ジギョウ ジョセイキン		空き家バンクへの登録を前提とした空き家の改修費用(1/2以内、10万円上限)及び不要物の撤去費用(全額、5万円上限)の一部を助成 ア イエ トウロク ゼンテイ ア イエ カイシュウ ヒヨウ イナイ マンエン ジョウゲン オヨ フヨウ ブツ テッキョ ヒヨウ ゼンガク マンエン ジョウゲン イチブ ジョセイ		総務部政策企画課 ソウム ブ セイサク キカク カ		0820-74-1007										空き家リフォーム事業助成金		空き家リフォーム事業助成金

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		定住促進による地域の活性化と都市住民の交流拡大を図ることを目的に、市内における空き家を有効利用するため「空き家バンク制度」を実施。 ア ヤ セイド ジッシ		企画課 キカク カ		0875-23-3917										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		住まい		空き家		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン		空き家リフォーム事業補助金 ア ヤ ジギョウ ホジョキン		空き家バンク制度に登録した空き家の「リフォーム」と「不要物撤去」に対し補助を実施。①リフォーム：補助対象事業費の1/2（限度額５０万円）②不要物撤去：補助対象事業費の1/2（限度額５万円） ア ヤ セイド トウロク ア ヤ フヨウ ブツ テッキョ タイ ホジョ ジッシ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン フヨウ ブツ テッキョ ホジョ タイショウ ジギョウヒ ゲンド ガク マンエン		企画課 キカク カ		0875-23-3917										空き家リフォーム事業補助金		空き家リフォーム事業補助金

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		住まい		空き家		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		えひめ空き家情報バンク ア ヤ ジョウホウ		県下全域を対象にした空き家情報や、市町が制度化している「お試し住宅」の情報を一元的に提供するホームページ。 ケンカ ゼンイキ タイショウ ア ヤ ジョウホウ シチョウ セイドカ タメ ジュウタク ジョウホウ イチゲンテキ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 										えひめ空き家情報バンク		えひめ空き家情報バンク

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		住まい		空き家		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		空き家情報紹介 ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		市内の空き家情報を移住希望者の方に紹介しています。 シナイ ア ヤ ジョウホウ イジュウ キボウシャ カタ ショウカイ		商工振興課 ショウ コウ シンコウ カ		0897-52-1482										空き家情報紹介		空き家情報紹介

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド		高知市中山間地域空き家情報バンク制度 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ セイド		中山間（鏡・土佐山）地域への移住・定住を支援するため，地域内にある空き家物件に関する情報を移住・定住を希望される方々に提供。（登録制） チュウ サンカン カガミ トサヤマ チイキ イジュウ テイジュウ シエン チイキ ナイ ア ヤ ブッケン カン ジョウホウ イジュウ テイジュウ キボウ カタガタ テイキョウ トウロク セイ		鏡地域振興課
土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004
088-895-2312										高知市中山間地域空き家情報バンク制度		高知市中山間地域空き家情報バンク制度

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		住まい		空き家		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		高知市中山間地域空き家改修事業補助金 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン		高知市中山間地域空き家情報バンクに登録された空き家を改修するために必要な費用の2分の１以内（上限額50万円まで）を補助。 コウチシ チュウ サンカン チイキ ア ヤ ジョウホウ トウロク ア ヤ カイシュウ ヒツヨウ ヒヨウ ブン イナイ ジョウゲンガク マンエン ホジョ		鏡地域振興課
土佐山地域振興課 カガミ チイキ シンコウ カ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ		088-896-2004
088-895-2312										高知市中山間地域空き家改修事業補助金		高知市中山間地域空き家改修事業補助金

		394289		高知県		黒潮町		住まい		空き家		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ		空き家情報 ア ヤ ジョウホウ		○移住者支援住宅１戸建て家賃：月２万円、○その他空き家情報をＨＰで紹介 イジュウシャ シエン ジュウタク コ タ ヤチン ツキ マンエン タ ア ヤ ジョウホウ ショウカイ		総務課　　　　　企画振興係 ソウム カ キカク シンコウ カカリ		0880-43-2177										空き家情報		空き家情報

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家改修支援事業		空き家改修支援事業		柳川市空き家バンク制度に登録され、同制度を通して入居者が決定した空き家において実施される生活するために必要な改修工事に係る費用の一部を支援する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										空き家改修支援事業		空き家改修支援事業

		402079		福岡県		柳川市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		柳川市内の空き家や空き地を登録し、柳川市内での生活を検討している方に空き家や空き地の情報を提供する制度		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ジギョウ		空き家バンク事業 ジギョウ		定住のための住居を探している方に空き家及び空き地の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		空き家		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ		空き家リフォーム事業費補助事業 ア ヤ ジギョウヒ ホジョジギョウ		6か月以上空き家となっていた中古住宅を自らの居住用に購入又は賃貸し、市内事業者を使ってリフォーム（外構に係る部分は補助対象外）する場合、事業費の5割、最大１００万円を補助 ゲツ イジョウ ア ヤ チュウコ ジュウタク ミズカ キョジュウヨウ コウニュウ マタ チンタイ シナイ ジギョウシャ ツカ ガイコウ カカ ブブン ホジョ タイショウガイ バアイ ジギョウヒ ワリ サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										空き家リフォーム事業費補助事業		空き家リフォーム事業費補助事業

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		町内にある売買または賃貸が可能な空き家に関する情報をホームページ上で情報発信し、不動産事業者と連携して契約まで支援するもの。 チョウナイ バイバイ チンタイ カノウ ア ヤ カン ジョウホウ ウエ ジョウホウ ハッシン フドウサン ジギョウ シャ レンケイ ケイヤク シエン		都市建設課 トシ ケンセツ カ		093-282-1211
内線136										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412066		佐賀県 サガケン		武雄市		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		空き家の所有者と購入等希望者に空き家バンクに登録してもらい、登録物件情報を購入等希望者に提供する（対象：武雄市全域） タイショウ タケオシ ゼンイキ		つながる部 お住もう課		0954-23-9221										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		市内に空き家となった住宅を所有している方より、物件情報を登録していただき、移住・定住を希望する方へ情報を提供。 ブッケン		企画課 キカクカ		0952-37-6115										空き家バンク		空き家バンク

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		住まい		空き家		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド		空き家情報バンク制度 ア イエ ジョウホウ セイド		市内にある空き家の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購入・賃貸希望者に紹介する。 シナイ ア イエ ブッケン ジョウホウ トウガイ ショユウシャ モウ デ ブッケン ジョウホウ トウロク コウカイ コウニュウ チンタイ キボウシャ ショウカイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064										空き家情報バンク制度		空き家情報バンク制度		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ		東彼杵町空き家BANK事業 ヒガシ ア イエ ジギョウ		空き家を貸したい人の情報を町のホームページ上で紹介し、空き家をお探しの方へ情報提供を行います。登録料として２万円を支給します。 ア ヤ カ ヒト ジョウホウ マチ ウエ ショウカイ ア ヤ サガ カタ ジョウホウ テイキョウ オコナ トウロク リョウ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家BANK事業		東彼杵町空き家BANK事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン		東彼杵町空き家活用奨励金 ヒガシ ア イエ カツヨウ ショウレイキン		空き家BANK登録家屋への入居が決まった場合、空き家の所有者等に２０万円、入居者に２０万円又は１０万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ キ バアイ ア ヤ ショユウシャ トウ マンエン ニュウキョシャ マンエン マタ マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家活用奨励金		東彼杵町空き家活用奨励金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		空き家		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ		東彼杵町空き家改修奨励金 カイシュウ		空き家BANK登録家屋への入居に当って、その改修が必要な場合、改修に係る経費の一部を補助（最高５０万円・補助率1/2）します。なお、公共下水道接続又は浄化槽設置を行う場合は、別途15万円を支給します。 ア ヤ トウロク カオク ニュウキョ アタ カイシュウ ヒツヨウ バアイ カイシュウ カカ ケイヒ イチブ ホジョ サイコウ マンエン ホジョリツ コウキョウ ゲスイドウ セツゾク マタ ジョウカソウ セッチ オコナ バアイ ベット マンエン シキュウ		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き家改修奨励金		東彼杵町空き家改修奨励金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内にある“売りたい・貸したい空き家の情報”と玉名市内に住まいを探している“定住希望者”を登録し、ご紹介します。成約者には不要となった家財道具を撤去した場合、撤去に要した費用を一部助成します。 セイヤク シャ フヨウ カザイ ドウグ テッキョ バアイ テッキョ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		住まい		空き家		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド		菊池市定住化促進活動に関する制度 キクチ シ テイジュウカ ソクシン カツドウ カン セイド		空き家・空き地所有者・移住希望者に対して、菊池市への定住化の促進をするため「空き家・空き地情報活用制度」に協力し空き家所有者の賃貸・売却のため片付けの支援、物件の情報提供、継続的な里山暮らしを支援。 ア ヤ ア チ ショユウシャ イジュウ キボウシャ タイ キクチ シ テイジュウカ ソクシン ア ヤ ア チ ジョウホウ カツヨウ セイド キョウリョク ア ヤ ショユウシャ チンタイ バイキャク カタヅ シエン ブッケン ジョウホウ テイキョウ ケイゾクテキ サトヤマ ク シエン		都市整備課 トシ セイビ カ		0968-25-4623										菊池市定住化促進活動に関する制度		菊池市定住化促進活動に関する制度

		432156		熊本県		天草市		住まい		空き家		天草市空き家活用事業補助金		天草市空き家活用事業補助金		空き家を活用しようとする所有者と移住者に対して、補助金を交付する。補助対象：水回りや屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分。金額の上限及び割合：１００万円を上限、事業費の１／２以内。		地域政策課		0969-23-1111
内線1374 ナイセン										天草市空き家活用事業補助金		天草市空き家活用事業補助金						94

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		住まい		空き家		和水町空き家バンク制度		和水町空き家バンク制度		町内の賃貸（販売）できる住宅を所有している人からの物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する		企画課 キカクカ		0968-86-5721										和水町空き家バンク制度		和水町空き家バンク制度

		434477		熊本県		山都町		住まい		空き家		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		空き家改修・活用事業補助金 ア ヤ カイシュウ カツヨウ ジギョウ ホジョキン		移住定住を促進し空き家の活用を図るため、空き家の賃貸や売買を行うため家財の撤去や改修にかかる費用の一部を補助（50万円限度）します。 イジュウ テイジュウ ソクシン ア ヤ カツ ヨウ ハカ ア ヤ チンタイ バイバイ オコナ カザイ テッキョ カイシュウ ヒヨウ イチブ ホジョ		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410										空き家改修・活用事業補助金		空き家改修・活用事業補助金

		442062		大分県 オオイタ ケン		臼杵市 ウスキシ		住まい		空き家		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度 ウスキシ ア ヤ カイシュウ ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		空き家バンク登録物件の売買、賃貸契約成立後、トイレや台所等の主要構造部の改修費の１／２補助（補助額上限１００万円） ア ヤ トウロク ブッケン バイバイ チンタイ ケイヤク セイリツ ゴ ダイドコロ トウ シュヨウ コウゾウ ブ カイシュウヒ ホジョ ホジョ ガク ジョウゲン マンエン		都市デザイン課 トシ カ		0972-63-1111										臼杵市空き家改修事業補助金交付制度		臼杵市空き家改修事業補助金交付制度

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家バンク事業		空き家バンク事業		市内の空き家を台帳に登録し、市外からの移住希望者等を対象に情報提供を行っています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家利用促進契約代行支援事業		空き家利用促進契約代行支援事業		空き家バンクの物件について、トラブル防止のために賃貸借契約手数料を補助します。【上限5万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家利用促進契約代行支援事業		空き家利用促進契約代行支援事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家リフォーム事業		空き家リフォーム事業		市内にある空き家を有効活用し定住促進を図るため、空き家バンク登録物件の改修や不要物の撤去に要する費用に対し、補助金を交付します。【①改修上限30万円②撤去上限10万円①②同時上限35万円】		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家リフォーム事業		空き家リフォーム事業

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		空き家を市が借り上げ、改装し移住希望者が優先して入居することができる市営住宅です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										～移住者向け住宅～　虹いろ住宅		～移住者向け住宅～　虹いろ住宅

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		空き家		空き家マッチング奨励事業		空き家マッチング奨励事業		居住可能な状態の空き家を市に紹介していただき、空き家バンクへの登録に至った場合、その紹介者等に対して奨励金を交付します。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										空き家マッチング奨励事業		空き家マッチング奨励事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		空き家		宇佐市空き家改修補助金		宇佐市空き家改修補助金		宇佐市への移住（ＵＩターン）を目的に、対象地域にある空き家バンク登録物件を改修する場合に、改修に要した経費の一部を助成します。上限50万円（50％補助） トウロク ブッケン ホジョ		観光まちづくり課 カンコウ カ		0978-32-1111										宇佐市空き家改修補助金		宇佐市空き家改修補助金

		442135		大分県		由布市 ユフシ		住まい		空き家		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク リヨウ チュウカイ テスウリョウ ホジョキン		由布市定住促進住宅に登録している空き家の売買、賃貸借の契約を行う際の仲介手数料を補助するもの。全額補助、上限５万円。 ユフ シ テイジュウ ソクシン ジュウタク トウロク ア ヤ バイバイ チンタイシャク ケイヤク オコナ サイ チュウカイ テスウリョウ ホジョ ゼンガク ホジョ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		097-582-1111										由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金		由布市定住促進住宅利用仲介手数料補助金

		443417		大分県 オオイタ ケン		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ		空き家バンク事業 ア イエ ジギョウ		町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家」の情報を掲載 マチ マチ		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										空き家バンク事業		空き家バンク事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		住まい		空き家		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン		移住促進・空き家利活用報奨金 イジュウ ソクシン ア イエ リカツヨウ ホウショウキン		空き家バンク制度を介して町外在住の利用登録者と空き家登録者が売買又は賃貸借契約を結び、利用登録者が転入した場合に報奨金を交付		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										移住促進・空き家利活用報奨金		移住促進・空き家利活用報奨金

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク制度		空き家バンク制度		市内にある空き家等の活用による地域活性化を図るため、登録された空き家等の情報をホームページ等で情報提供する制度です。		市民協働課		0984-23-1148										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金		空き家バンク活動事業補助金		空き家所有者と移住者との間で賃貸借契約が締結され、移住者が５年以上定住する見込みがある場合、空き家の所有者が行う空き家の改修等に対して補助します（上限４０万円）。		市民協働課		0984-23-1148										空き家バンク活動事業補助金		空き家バンク活動事業補助金

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		住まい		空き家		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ		日向市空き家等情報バンク ヒュウガシ ア ヤ トウ ジョウホウ		空き家等の売買又は貸借を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する市外在住者に対し提供を行う		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630										日向市空き家等情報バンク		日向市空き家等情報バンク

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		住まい		空き家		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド		西都市空き家情報バンク制度 サイトシ ア ヤ ジョウホウ セイド		市内にある空き家を活用していくため、ＵＪＩターンで定住を希望される方へ空き家の情報を提供していくため「空き家情報バンク」を実施。 ジッシ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市空き家情報バンク制度		西都市空き家情報バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		空き家バンク制度 ア ヤ セイド		市内の空き家・空き地等の売却、賃貸を希望し、空き家バンクに登録している情報を、市内への定住等を目的とし空き家等の利用を希望する方に対し、提供する制度。 シナイ ア ヤ ア チ トウ バイキャク チンタイ キボウ ア ヤ トウロク ジョウホウ シナイ テイジュウトウ モクテキ ア イエ トウ リヨウ キボウ カタ タイ テイキョウ セイド		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										空き家バンク制度		空き家バンク制度

		452092		宮崎県		えびの市 シ		住まい		空き家		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		空き家バンク活動事業補助金交付事業 ア ヤ カツドウ ジギョウ ホジョ キン コウフ ジギョウ		空き家所有者が市内の施行業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費の一部（補助率：50％・上限40万円）を補助します。 ア ヤ ショユウシャ シナイ セコウ ギョウシャ リヨウ カオク カイシュウトウ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										空き家バンク活動事業補助金交付事業		空き家バンク活動事業補助金交付事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		住まい		空き家		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ		日之影町空き家情報システム ヒノカゲチョウ ア ヤ ジョウホウ		日之影町内に存する空き家に関する登録及び空き家の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用希望者に対して有用な情報を提供する。 ヒノカゲ チョウナイ ソン ア ヤ カン トウロク オヨ ア ヤ リヨウ キボウ モノ カン トウロク トオ ア ヤ トウロクシャ オヨ リヨウ キボウシャ タイ ユウヨウ ジョウホウ テイキョウ		地域振興課 チイキ シンコウカ		0982-87-3910										日之影町空き家情報システム		日之影町空き家情報システム

		462217		鹿児島県		志布志市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		空き家バンクとは、空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図る事を目的として、市が空き家情報の提供を行う。		企画政策課 キカク セイサク カ		099-474-1111										空き家バンク		空き家バンク		1		南九州→志布志 ミナミキュウシュウ シブシ

		462233		鹿児島県		南九州市		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		南九州市内にある空き家所有者からの情報を，市のホームページに掲載し，南九州市への移住を希望する方に情報提供するもの。 ミナミキュウシュウシ ナイ ア ヤ ショユウシャ ジョウホウ シ ケイサイ ミナミキュウシュウシ イジュウ キボウ カタ ジョウホウ テイキョウ		企画課 キカクカ		0993-83-2511
(代)										空き家バンク		空き家バンク		1		鶴居→南九州市 ツルイ ミナミキュウシュウシ

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		住まい		空き家		空き家情報登録制度		空き家情報登録制度		空き家情報を本町ホームページ等に掲載。（賃貸契約等は利用者が家主と直接交渉）		企画課		0997-72-1112										空き家情報登録制度		空き家情報登録制度

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ		空き家利活用事業 ア ヤ リカツヨウ ジギョウ		町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転賃することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を推進するため実施しています。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。 チョウ チョウ ナイ ショザイ ア ヤ カリア カイシュウ ゴ テン チン ホンチョウ テイジュウ ソクシン オヨ チイキ カッセイカ スイシン ジッシ カイシュウ ジュウタク テイジュウ ソクシン ジュウタク カ ダ		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										空き家利活用事業		空き家利活用事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		住まい		空き家		空き家バンク ア ヤ		空き家バンク ア ヤ		賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、知名町で住宅等をお探しの方に情報提供するための制度です。		企画振興課 キカク シンコウカ		0997-84-3162										空き家バンク		空き家バンク

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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		012084		北海道		北見市		住まい		設備		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用（基準額内の実費）の合計額が30万円（消費税等除く）以上のものに対し、補助対象工事費の20％、20万円を上限として補助（千円未満は切捨て）。 キジュン ガク ナイ ジッピ タイ ホジョ		都市建設部建設指導課 トシ ケンセツ ブ ケンセツ シドウ カ		0157-25-1154										住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）		住宅エコ改修補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		合併処理浄化槽を設置する場合に、工事費の9/10を助成。		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		トイレ水洗化のための改造資金（限度額50万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		建設水道部　　　上下水道課 ケンセツ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012203		北海道		士別市 シベツシ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		融雪施設を設置するための資金（限度額80万円）を無利子で貸し付け。 カ ツ		土木管理課 ドボク カンリカ		0165-23-3121										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		012254		北海道		滝川市		住まい		設備		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		対象世帯に対して、ｋW当たりのシステム価格により助成。		市民生活部くらし支援課 シミン セイカツ ブ シエン カ		0125-28-8013										滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金		滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金

		012319		北海道 ホッカイ ドウ		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		住宅用の太陽光発電設備の設置：１キロワットあたり２万円（上限8万円）、
ペレットストーブの購入設置：設置費用の２分の１（上限5万円）、を補助。 ホジョ		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141										恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金		恵庭市住宅用新エネ機器設置導入促進補助金

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		住まい		設備		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		家庭用のLED電球等を市内店舗にて購入した方に記念品をプレゼント。○合計3千円以上対象機器を購入した方・・・五百円相当の記念品、○合計5千円以上対象機器を購入した方・・・千円相当の記念品 シナイ テンポ カタ セン ゴヒャク セン セン		生活環境部 環境政策室　環境課 		0123-33-3131
 内線1141										恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業		恵庭市住宅用省エネ機器導入推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		飲料水等供給施設設置支援事業		飲料水等供給施設設置支援事業		市街化調整区域に居住する市民に対し、飲料水等供給施設の設置工事に対する費用の一部を助成します。 インリョウスイ イチブ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										飲料水等供給施設設置支援事業		飲料水等供給施設設置支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ		浄化槽設置奨励事業 ジョウカソウ セッチ ショウレイ ジギョウ		合併浄化槽を設置する場合、浄化槽の規模により、1基につき352,000円～588,000円を助成します ガッペイ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョウカソウ キボ キ ０００エン ０００エン ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										浄化槽設置奨励事業		浄化槽設置奨励事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ		太陽光発電システム設置支援事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ シエン ジギョウ		一般住宅用太陽光パネルを設置する場合、1キロワットあたり5万円（上限15万円）を補助します。 イッパン ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ		環境課 カンキョウ カ		011-372-3311										太陽光発電システム設置支援事業		太陽光発電システム設置支援事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		住まい		設備		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ		住宅エコ化支援事業 ジュウタク カ シエン ジギョウ		窓又は外壁、屋根・天井若しくは床の断熱改修工事を施工する方へ上限５０万円を補助 カタ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										住宅エコ化支援事業		住宅エコ化支援事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ		住宅省エネルギー改修補助事業 ジュウタク ショウ カイシュウ ホジョ ジギョウ		既存住宅の省エネルギー改修工事（30万円以上）に対してその金額の20%（上限30万円）を助成 キゾン ジュウタク ショウ カイシュウ コウジ マンエン イジョウ タイ キンガク ジョウゲン マン エン ジョセイ		建設課建築係 ケンセツカ ケンチク カカ		0136-44-2121										住宅省エネルギー改修補助事業		住宅省エネルギー改修補助事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		住まい		設備		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ		浄化槽整備事業 ジョウカソウ セイビ ジギョウ		合併処理浄化槽を設置する場合、設備費用の一部を補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ セツビ ヒヨウ イチブ ホジョ		町民生活課生活環境係 チョウミン セイカツカ セイカツ カンキョウ ガカリ		0136-44-2121										浄化槽整備事業		浄化槽整備事業		OK		問い合わせ先、リンク先修正 ト ア サキ サキ シュウセイ

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ		浄化槽設置事業 ジョウカソウ セッチ ジギョウ		下水道未整備地域で浄化槽の設置に要する費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ ジョウカソウ セッチ ヨウ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011										浄化槽設置事業		浄化槽設置事業

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		住まい		設備		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ		水洗化等工事資金助成事業 スイセンカ トウ コウジ シキン ジョセイ ジギョウ		下水道未整備地域で既存の排水整備及びトイレを水洗式にする費用を限度額の範囲で補助 ゲスイドウ ミセイビ チイキ キゾン ハイスイ セイビ オヨ スイセンシキ ヒヨウ ゲンドガク ハンイ ホジョ		上下水道課 ジョウゲスイドウカ		0135-73-2011										水洗化等工事資金助成事業		水洗化等工事資金助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		住宅用太陽光発電システム設置補助制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		みどり野団地、稲穂団地で新築住宅に太陽光発電を設置する場合に、上限を40万円として、1kW当たり１０万円の補助金を交付（募集制限あり） ノ ダンチ イナホ ダンチ シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ バアイ ジョウゲン マンエン ア マンエン ホジョキン コウフ ボシュウ セイゲン		まちづくり課　　　　企画情報　　　グループ カ キカク ジョウホウ		011-378-2121										住宅用太陽光発電システム設置補助制度		住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		住まい		設備		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		町内の既存住宅若しくは、住宅の新築(建売含む）にあわせて新設するに新設する太陽光発電システムに対し助成を行う。助成額は、設置太陽電池の最大出力に７万円を乗じた額（上限を２１万円）。 キゾン ジュウタク モ ジュウタク シンチク タテウリ フク シンセツ タイ ジョセイ オコナ ジョセイガク		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助		妹背牛町住宅用太陽光発電システム設置費補助

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		住まい		設備		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		住宅設備設置等に対する助成（補助） ジュウタク セツビ セッチ トウ タイ ジョセイ ホジョ		太陽光発電システムを設置した者に対し、１ｋＷにつき７万円（上限２１万円）を助成 タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン ジョウゲン マンエン ジョセイ		建設課 ケンセツ カ		01658-6-5111										住宅設備設置等に対する助成（補助）		住宅設備設置等に対する助成（補助）

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ		ふれ愛住宅補助 アイ ジュウタク ホジョ		バリアフリー改修を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円)。65歳以上の高齢者や障がい者等、日常生活に介助を要する場合は45万円を上限とし、所得に応じて補助率(40％～90％)を定める。 カイシュウ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン サイ イジョウ コウレイシャ ショウ シャ トウ ニチジョウ セイカツ カイジョ ヨウ バアイ マンエン ジョウゲン ショトク オウ ホジョリツ サダ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000										ふれ愛住宅補助		ふれ愛住宅補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ		省エネルギー住宅改修事業補助 ショウ ジュウタク カイシュウ ジギョウ ホジョ		築年数10年以上の住宅において、窓の断熱改修、または窓と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事を行う場合、対象経費の1/2以内を補助(上限15万円) チクネンスウ ネン イジョウ ジュウタク マド ダンネツ カイシュウ マド アワ オコナ ユカ カベ テンジョウ ダンネツ カイシュウ コウジ オコナ バアイ タイショウ ケイヒ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										省エネルギー住宅改修事業補助		省エネルギー住宅改修事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置事業補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ ホジョ		一般住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電灯契約を結ぶ場合に、1kw当たり3万円を補助(上限5kw、15万円)。設置後1年間の運用データを町が取りまとめて公表する。 イッパン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ デンリョク ガイシャ デントウ ケイヤク ムス バアイ ア マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン セッチ ゴ ネンカン ウンヨウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										住宅用太陽光発電システム設置事業補助		住宅用太陽光発電システム設置事業補助

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		住まい		設備		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助 モクシツ ネンリョウ セッチ ジギョウ ホジョ		木質ブリケットストーブまたは木質ペレットストーブの購入費用の1/2以内を補助(上限15万円)
2台(30万円)まで利用可能。設置年度と翌年度の利用状況データを町が取りまとめて公表する。 モクシツ モクシツ コウニュウ ヒヨウ イナイ ホジョ ジョウゲン マンエン ダイ マンエン リヨウ カノウ セッチ ネンド ヨクネンド リヨウ ジョウキョウ チョウ ト コウヒョウ		総務課まちづくり推進係 ソウムカ スイシンガカリ		0165-32-2421										木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助		木質バイオマス燃料ストーブ設置事業補助

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ トクレイ ソチ		定住・移住促進制度対象者は合併処理浄化槽の設置に関し、５人槽で５０万円・７人槽で６０万円を限度に交付する テイジュウ イジュウ ソクシン セイド タイショウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カン ニン ソウ マンエン ニン ソウ マンエン ゲンド コウフ		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置		合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ		合併処理浄化槽設置整備事業 ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ		下水道処理区域外で合併処理浄化槽を設置する場合に、一基につき352,000～1,545,000円の補助金を交付 ゲスイドウ ショリ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ イッキ エン ホジョキン コウフ		町民課 チョウミンカ		0146-26-9001										合併処理浄化槽設置整備事業		合併処理浄化槽設置整備事業

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		住まい		設備		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 シカオイ チョウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヒ ホジョ セイド		町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを新設する場合で、システムの経費（補助対象経費）が1ｋＷあたり50万円以下のものに補助金を交付。太陽電池の最大出力値に7万円を乗じた額で、20万円が上限。		企画財政課 キカク ザイセイ カ		0156-66-4032										鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度		鹿追町住宅用太陽光発電システム導入費補助制度

		016390		北海道		更別村		住まい		設備		太陽光発電システム導入補助金		太陽光発電システム導入補助金		自ら居住する住宅の太陽光発電システム設置に対し、出力１ｋＷあたり７万円を補助（20万円限度）。 ミズカ キョジュウ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ シュツリョク マンエン ホジョ マンエン ゲンド		建設水道課		0155-52-5200										太陽光発電システム導入補助金		太陽光発電システム導入補助金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		対象となる住宅用太陽光発電システムを、居住する町内の住宅に設置した住民に、町内で使えるお買い物券10万円分を贈呈します。		管理課
		015-485-2111										標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		標茶町えこほーむ（太陽光発電システム）報償制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		住まい		設備		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		家庭用生ごみ処理機を町内の取扱店で購入した場合に費用の４分の３を助成します
○上限額電気式は上限45,000円、堆肥式は2個1組上限5,700円		住民課 ジュウミンカ		015-485-2111										標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		住宅に設置する太陽光発電システムに対し1kW当たり10万円を補助し、50万円を上限額として支給。 ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン タイ ア マンエン ホジョ マンエン ジョウゲンガク シキュウ		企画財政課
企画調整係 キカク ザイセイカ キカク チョウセイ カカリ		0154-64-2112

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		住まい		設備		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ		木質系燃料ストーブ購入助成 モクシツ ケイ ネンリョウ コウニュウ ジョセイ		木質系を燃料とする家庭用ストーブ購入費の1/2以内、15万円を上限額とし補助。 モクシツ ケイ ネンリョウ カテイヨウ コウニュウ ヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョ		産業振興課
林政係 サンギョウ シンコウ カ リンセイ カカリ		0154-64-2114

		016683		北海道 ホッカイ ドウ		白糠町		住まい		設備		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金 シラヌカ マチ タイヨウ テイジュウ ショウレイ ホジョキン		新築時町内業者を利用して３ＫＷ以上の太陽光発電設置で180万円(新規定住者は200万円)、３ＫＷ以上の太陽光発電のみ設置は50万円を上限に、1kW当たり10万円を助成する。 シンチク ジ イジョウ タイヨウコウ ハツデン セッチ イジョウ		経済部産業振興課商工係 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ ショウコウ カカ		01547-2-2171										白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金		白糠町「太陽のまち」定住奨励補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		住まい		設備		木質ペレット利活用推進事業		木質ペレット利活用推進事業		持続可能な低炭素社会の形成を推進するため、市内の住居及び店舗に木質ペレットストーブを設置する方に対し、設置費用の3分の1（上限15万円）を補助 カタ タイ ブン ジョウゲン マンエン		環境政策課		0178-43-9265								1		木質ペレット利活用推進事業		木質ペレット利活用推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド		浄化槽設置費用の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ヒヨウ ホジョキン セイド		自らが居住する住宅に浄化槽を設置される方、浄化槽が新たに設置される住宅を建築・購入される方を対象。浄化槽・設置に要する経費を補助。（5人槽：352,000円～8～10人槽：588,000円）		下水道課 ゲスイドウ カ		0173-23-6000								1		浄化槽設置費用の補助金制度		浄化槽設置費用の補助金制度

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		住まい		設備		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		住宅用太陽光発電システム（太陽電池モジュール1kWあたり3万円で上限12万円）、家庭用蓄電池（蓄電容量1kWhあたり2万円で上限6万円)、木質ペレットストーブ（15万円までの設備購入費）の設置費用補助 マンエン		企画課 キカク カ		0173-35-2111(内線2153)										五所川原市新エネルギー設備導入促進事業		五所川原市新エネルギー設備導入促進事業

		022080		青森県		むつ市 シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		地球温暖化の一因とされる温室効果ガスの発生抑制と省エネルギーへの関心を高めることを目的に、個人住宅に太陽光発電システムを導入する方に対し、5万円を補助（要件有り） ヨウケン ア		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-22-1111								1		住宅用太陽光発電システム導入支援事業		住宅用太陽光発電システム導入支援事業

		022098		青森県		つがる市		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		太陽電池モジュール1キロワット当たり3万円（上限12万円）を補助		企画調整課		0173-42-2111								1		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金		住宅用太陽光発電設備導入支援事業補助金

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ		合併処理浄化槽設置整備事業費補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウヒ ホジョ		公共下水道、農業集落排水区域外において合併処理浄化槽を設置する方で、板柳町に在住する方。5人槽:234,000円7人槽:294,000円10人槽:392,000円 コウキョウ ゲスイドウ ノウギョウ シュウラク ハイスイ クイキ ガイ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ カタ イタヤナギ マチ ザイジュウ カタ		上下水道課                     ジョウゲ スイドウ カ		0172-79-1057										合併処理浄化槽設置整備事業費補助		合併処理浄化槽設置整備事業費補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		住まい		設備		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ		下水道事業の公共汚水ます新設 ゲスイドウ ジギョウ コウキョウ オスイ シンセツ		汚水ます設置に係る費用の負担(条件あり） オスイ セッチ カカ ヒヨウ フタン ジョウケン		上下水道課　　　　　　　　 ジョウゲスイドウ カ		0172-79-1057										下水道事業の公共汚水ます新設		下水道事業の公共汚水ます新設

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		住まい		設備		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		村内の自己が居住する住宅に設置する太陽光発電システムの導入に要する経費を助成する。太陽光発電システムの太陽電池最大出力１Kwあたり4万8千円（上限24万円） ソンナイ ジコ キョジュウ ジュウタク セッチ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ヨウ ケイヒ ジョセイ タイヨウコウ ハツデン タイヨウ デンチ サイダイ シュツリョク マン センエン ジョウゲン マンエン		企画調整課 キカク チョウセイカ		0175-72-2111								1		住宅用新エネルギー設備導入支援事業		住宅用新エネルギー設備導入支援事業

		024457		青森県 アオモリケン		南部町 ナンブチョウ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ		合併処理浄化槽設置補助 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョ		公共下水道事業及び農業集落排水事業の区域を除く地域において、合併処理浄化槽を設置する者へ助成金を支給。・５人槽：352,000円・7人槽：441,000円 モノ ジョセイキン シキュウ		建設課 ケンセツカ		0179-34-2518								1		合併処理浄化槽設置補助		合併処理浄化槽設置補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ ソクシン ヒ ホジョ キン		市内の事業者との契約により、住宅用太陽光発電システムを設置、及び設置した建売住宅を購入した場合１Kw当たり２万円（10Kw未満）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ オヨ セッチ ケン バイ ジュウタク コウニュウ バアイ ア マンエン ミマン		市民環境部生活環境課 シミン カンキョウブ セイカツ カンキョウ カ		0191-21-8342								1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽の普及を促進するために、集合処理整備計画区域外の一般住宅および事業所に設置される浄化槽の設置費用の一部を補助金交付する制度です。		上下水道課		019-692-6408								1		浄化槽設置整備事業費補助金		浄化槽設置整備事業費補助金

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		住まい		設備		クリーンエネルギー設備導入補助金		クリーンエネルギー設備導入補助金		環境負荷の少ないクリーンエネルギー設備（木質燃料燃焼機器設備（薪ストーブなど）、太陽光発電設備、太陽熱利用設備）の導入に対し、補助金を交付しております。		環境対策課		019-692-6485								1		クリーンエネルギー設備導入補助金		クリーンエネルギー設備導入補助金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システムを設置した方に、太陽電池の最大出力１kWあたり３万円（上限９万円、千円未満は切り捨て。）を交付。		まちづくり課 カ		0195-33-2111								1		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助		住宅用太陽光発電システム導入促進費補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		設備		一戸町薪ストーブ普及促進事業		一戸町薪ストーブ普及促進事業		ストーブ本体および、設置に係る経費の２分の１に相当する額（千円未満切捨て）とし、10万円を限度とする商品券を交付。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111								1		一戸町薪ストーブ普及促進事業		一戸町薪ストーブ普及促進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ		単独浄化槽切替助成事業 タンドク ジョウカソウ キリカエ ジョセイ ジギョウ		既存の単独浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合併処理浄化槽に接続する方に補助金を交付する。		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										単独浄化槽切替助成事業		単独浄化槽切替助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ		水洗化促進奨励金交付事業 スイセンカ ソクシン ショウレイキン コウフ ジギョウ		住宅の汲み取りトイレまたは単独（し尿）浄化槽から、水洗トイレへの改造等をおこない、公共下水道等に接続し、水洗化をおこなう世帯に奨励金を交付：一戸につき１０万円（１回限り）工事完了日から１年以内に申請		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										水洗化促進奨励金交付事業		水洗化促進奨励金交付事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ		排水設備設置工事費助成事業 ハイスイ セツビ セッチ コウジヒ ジョセイ ジギョウ		宅地面積が広いために公共汚水マスまでの距離が遠く、工事費がかさむ方々を対象に、一定の条件に基づき排水設備工事費の一部を補助する。補助対象区間１ｍにつき３千円、補助限度額１０万円。 ホジョ タイショウ クカン ０００エン ホジョ ゲンド ガク マンエン		下水道課 ゲスイドウ カ		0228-42-1133										排水設備設置工事費助成事業		排水設備設置工事費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ		住宅用太陽光発電設備設置事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ジギョウ		自宅に太陽光発電システムを新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：公称最大出力、1キロワット当たり3万円（上限12万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350										住宅用太陽光発電設備設置事業		住宅用太陽光発電設備設置事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ		住宅用省エネルギー機器導入支援事業 ジュウタクヨウ ショウ キキ ドウニュウ シエン ジギョウ		自宅に省エネルギー機器(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、木質ペレットストーブ）を新規に設置しようとする方に対し、その費用の一部を補助する。補助金額：購入費用の2分の1（上限8万円）		環境課 カンキョウカ		0228-22-3350										住宅用省エネルギー機器導入支援事業		住宅用省エネルギー機器導入支援事業

		053465		秋田県		藤里町		住まい		設備		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等） ゲスイドウ トウ ジギョウ カンキョウ ジョウカ ソクシン ジョセイ ジギョウ トウ		下水道等を整備する世帯に対し、工事費の一部を助成する。
普及率93.6％（平成24年度末現在）別紙参照 ゲスイドウ トウ セイビ セタイ タイ コウジ ヒ イチブ ジョセイ フキュウ リツ ヘイセイ ネンド マツ ゲンザイ ベッシ サンショウ		生活環境課
環境整備係 セイカツ カンキョウ カ カンキョウ セイビ カカ		0185-79-2115										下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）		下水道等事業（環境浄化促進助成事業等）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システムを設置する場合、１Kwあたり２万円（上限６万円）の経費を補助。 マン マン		住民税務課生活環境室 ジュウミンゼイムカ セイカツ カンキョウ シツ		0238-87-0514										住宅用太陽光発電システム設置事業費補助		住宅用太陽光発電システム設置事業費補助

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		住まい		設備		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン		太陽光発電システム設置助成金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジョセイキン		自ら居住する市内の住宅にシステムを設置したか、システムが設置された市内の新築住宅を購入し居住している市民を対象に、1ｋｗ当たり30,000円(助成上限120,000円、最大4ｋｗ分まで)を助成 キョジュウ シミン タイショウ ジョセイ		環境課 カンキョウ カ		024-525-3742
										太陽光発電システム設置助成金		太陽光発電システム設置助成金

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		公共下水道、農業集落排水、個別生活排水の供用区域で既設住宅の排水設備工費の融資斡旋。一般住宅１００万円、アパート等集合住宅４００万円（１戸８０万円）上限。利息は市が負担。８０ヶ月以内の元金均等分割返済 アッセン ジョウゲン ヘンサイ		市下水道課
		0242-39-1264										水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度		水洗便所改造資金融資あっせん（利子補給）制度

		072028		福島県 フクシマケン		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		市街化調整区域において、希望する方の敷地に市が合併浄化槽本体を設置、維持管理し、使用者から分担金と使用料をいただいて運営。 シガイカ		市下水道課
		0242-39-1264										個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）		個別生活排水事業
（合併浄化槽の設置事業）

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		住まい		設備		浄化槽設置補助金		浄化槽設置補助金		公共下水道計画区域で、整備が概ね７年以上見込まれない区域において合併浄化槽を設置する場合に補助金を交付。		市下水道課
		0242-39-1264										浄化槽設置補助金		浄化槽設置補助金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		住まい		設備		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免） テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ スイドウ シンキ カニュウ キン ゲンメン		個人住宅及び集合住宅の新規加入料金が半額となります。 コジン ジュウタク オヨ シュウゴウ ジュウタク シンキ カニュウ リョウキン ハンガク		建設部　　　　　　上下水道課 ケンセツ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0243-48-3131(代表)										定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）		定住促進対策事業（水道新規加入金の減免）

		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町 オオアライ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン セイド		自ら居住する住宅に対し，1kwあたり4万円で最大限出力4kwまで補助します。（上限16万円） ミズカ キョジュウ ジュウタク タイ マンエン サイダイ ゲン シュツリョク ホジョ ジョウゲン マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111										住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		住まい		設備		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ		太陽光発電普及推進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ スイシン ジギョウ		町内の居住する住宅に太陽光発電システムを設置した方、又は太陽光発電システムの設置等が完了している住宅を購入した方に対して、太陽電池の出力１キロワット当たり2万円を補助。上限8万円（4キロワット）。 マン ジョウゲン マン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0285-56-9131 										太陽光発電普及推進事業		太陽光発電普及推進事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		一定の要件を満たす町に住所を有する方が、住宅用省エネルギー設備を自宅に設置、または、設置済みの住宅を購入するものを対象に、住宅用省エネルギー設備の設置にかかる費用を補助する制度。 タイショウ ジュウタクヨウ セッチ		総務課 ソウムカ		0278-25-5003										住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業		住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付事業

		112097		埼玉県		飯能市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金		住宅用太陽光発電システム設置補助金		戸建て住宅、店舗等の兼用住宅（住宅の用途に供する面積が２分１以上）に太陽光発電システムを設置する場合に補助金を交付します。
太陽電池の公称最大出力値１kW当たり３０，０００円（上限３．５kW） ケンヨウ ジュウタク ヨウト キョウ メンセキ ブン イジョウ タイヨウ デンチ コウショウ サイダイ デ リキ チ ア エン ジョウゲン		環境緑水課		042-973-2125										住宅用太陽光発電システム設置補助金		住宅用太陽光発電システム設置補助金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費用の一部を補助。		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
										住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度		住宅用省エネルギー設備設置費補助金制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付。上限6万円。 カタ ジョウゲン マンエン		環境経済部環境政策課 カンキョウ ケイザイ ブ カンキョウ セイサクカ		043-421-6131
												第3子以降児童保育料免除事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ		住宅用省エネルギー設備設置補助事業 ジュウタクヨウ ショウ セツビ セッチ ホジョ ジギョウ		自然エネルギーの利用を促進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、設置費の一部を補助します。		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										住宅用省エネルギー設備設置補助事業		住宅用省エネルギー設備設置補助事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		木造住宅耐震診断費補助金		木造住宅耐震診断費補助金		災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用の補助を行っています。（耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、3万円が上限） オコナ		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										木造住宅耐震診断費補助金		木造住宅耐震診断費補助金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		住まい		設備		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		土地土壌の活性化及び生ゴミの減量化を図るため、下記の機器の購入費用の一部を補助。
・コンポスト：容器１個当たりの１／２以内とし3,000円を上限、・生ゴミ処理機：１／２以内とし30,000円を上限 カキ キキ ジョウゲン ジョウゲン		建設環境課 ケンセツ カンキョウ カ		0470-68-6694										コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助		コンポスト及び生ゴミ処理機の購入費用補助

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に、市内業者に発注した場合は太陽電池１ｋｗあたり１０万円（上限４０万円）、市外業者の場合は１ｋｗあたり８万円（上限３２万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152129		新潟県		村上市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ設置費補助金		木質バイオマスストーブ設置費補助金		薪ストーブや木質ペレットストーブを設置される方に、購入及び設置費用の３分の１（上限１０万円）を補助します。		環境課		0254-53-2111(内線275)										木質バイオマスストーブ設置費補助金		木質バイオマスストーブ設置費補助金

		152188		新潟県		五泉市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ キン		住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助金（設置するシステムの出力1kwあたり5万円・上限20万円）を交付します。 ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ホジョキン セッチ シュツリョク マンエン ジョウゲン マンエン コウフ		環境保全課 カンキョウ ホゼン カ		0250-43-3911										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		152234		新潟県		阿賀野市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		阿賀野市の住宅用太陽光発電システムの普及促進を図り、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推進するため、自らの住宅に太陽光発電システムを設置する方に設置費用の一部を補助（最高２０万円） カタ サイコウ マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0250-61-2479										住宅用太陽光発電システム設置補助金制度		住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置費補助 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		市内に住民登録をしている者が市内事業者の施工によって、住宅用太陽光発電システムを設置する場合に、設置工事費の一部を補助する。補助額：最大出力1ｋｗあたり8万円（限度額24万円）※売電契約が必要 シナイ ジュウミン トウロク モノ シナイ ジギョウシャ セコウ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ バ ア セッチ コウジ ヒ イチブ ホジョ ホジョ ガク サイダイ シュツリョク マンエン ゲンド ガク マンエン バイデン ケイヤク ヒツヨウ		環境交通課 環境交通班 カンキョウ コウツウカ カンキョウ コウツウ ハン		025-773-6666										住宅用太陽光発電システム設置費補助		住宅用太陽光発電システム設置費補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ		ペレットストーブ等設置補助 トウ セッチ ホジョ		市内に住所を有する個人、事業所等がペレットストーブ及びボイラーを設置する場合に設置費の一部を補助。
補助率：個人住宅、事業所1/4以内（限度額5万円）、集会所・農業施設1/3以内（限度額10万円） オヨ バアイ セッチ ヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ゲンド ガク ノウギョウ シセツ ゲンド ガク		農林課 農地林務係 ノウリンカ ノウチ リンム カカリ		025-773-6663										ペレットストーブ等設置補助		ペレットストーブ等設置補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ		克雪すまいづくり支援事業補助 コクセツ シエン ジギョウ ホジョ		市内居住者または居住確定者が市内で住宅の克雪化（屋根融雪施設等の設置）を行う場合や、地盤沈下区域内で事業所が克雪化を行う場合の工事に対する補助金。補助率：補助対象工事費の17.6％（上限44万円） シナイ キョジュウシャ キョジュウ カクテイ シャ シ ナイ ジュウタク コクセツ カ オコナ バアイ ジバン チンカ クイキ ナイ ジギョウショ コクセツ カ オコナ バアイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ジョウゲン マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										克雪すまいづくり支援事業補助		克雪すまいづくり支援事業補助

		152269		新潟県		南魚沼市		住まい		設備		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ		宅地等消雪設備普及促進事業補助 タクチ トウ ショウセツ セツビ フキュウ ソクシン ジギョウ ホジョ		地盤沈下区域内の住宅宅地または事業用敷地に消雪設備を設置する工事に対する補助金。
（地下水を利用した融雪施設は対象外）補助率：補助対象工事費の1/3（限度額50万円） ジバン チンカ クイキ ナイ ジュウタク タクチ ショウセツ セツビ セッチ コウジ タイ ホジョキン チカスイ リヨウ ユウセツ シセツ タイショウガイ ホジョ リツ ホジョ タイショウ コウジ ヒ ゲンド ガク マンエン		都市計画課 施設係 トシ ケイカク カ シセツ カカリ		025-773-6662										宅地等消雪設備普及促進事業補助		宅地等消雪設備普及促進事業補助

		162027		富山県		高岡市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システムの設置補助		住宅用太陽光発電システムの設置補助		自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システムを設置する方に、1件当たり5万円（1回限り）を補助。 ケン ア マンエン カイ カギ ホジョ		生活環境部地域安全課		0766-20-1352										住宅用太陽光発電システムの設置補助		住宅用太陽光発電システムの設置補助

		170003		石川県		-		住まい		設備		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン		エコ住宅整備促進補助金 ジュウタク セイビ ソクシン ホジョキン		【新築】いしかわ住まいの省エネパスポート制度の５つ星住宅に一律１５万円を補助【改修】県指定の省エネ設備等から３品目以上を導入する場合に最大１５万円を補助※太陽光発電システム等に最大１０万円の追加補助 ホジョ		環境部
温暖化・
里山対策室 カンキョウブ オンダンカ サトヤマ タイサクシツ		076-225-1462										エコ住宅整備促進補助金		エコ住宅整備促進補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン		下水道等排水設備工事費補助金 ゲスイドウ トウ ハイスイ セツビ コウジヒ ホジョキン		くみ取り式便所、単独浄化槽、合併処理浄化槽を使用している人が、下水道に接続する場合に、最高30万円を助成。 ト シキ ベンジョ タンドク ジョウカソウ ガッペイ ショリ ジョウカソウ シヨウ ヒト ゲスイドウ セツゾク バアイ サイコウ マンエン ジョセイ		建設上下水道部 上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972										下水道等排水設備工事費補助金		下水道等排水設備工事費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ		水洗便所等改造資金利子補給 スイセン ベンジョ トウ カイゾウ シキン リシ ホキュウ		供用開始後3年以内に下水道に接続する人が工事に必要な資金の融資を受ける場合に、最高100万円（利子の全額）を助成。（償還期間60カ月以内） キョウヨウ カイシゴ ネン イナイ ゲスイドウ セツゾク ヒト コウジ ヒツヨウ シキン ユウシ ウ バアイ サイコウ ジョセイ ショウカン キカン ツキ イナイ		建設上下水道部 上下水道課 ケンセツ ジョウゲ スイドウ ブ ジョウゲ スイドウ カ		0767-53-1972										水洗便所等改造資金利子補給		水洗便所等改造資金利子補給

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		家庭用ごみ減量機器設置費補助金 カテイヨウ ゲンリョウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内の個人が設置した家庭用ごみ減量機器の費用に対して、2分の1（最高3万円）を助成。 シナイ コジン セッチ カテイ ヨウ ゲンリョウ キキ ヒヨウ タイ ブン サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421										家庭用ごみ減量機器設置費補助金		家庭用ごみ減量機器設置費補助金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内で住宅用太陽光発電システムを設置する人に対して、最高20万円を助成。 シナイ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒト タイ サイコウ マンエン ジョセイ		市民生活部
環境課 シミン セイカツ ブ カンキョウ カ		0767-53-8421										住宅用太陽光発電システム設置モデル事業		住宅用太陽光発電システム設置モデル事業

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		木質バイオマスストーブ購入費補助金		木質バイオマスストーブ購入費補助金		市民及び市内事業者等を対象に、木質バイオマスストーブの購入費の1/3以内、上限10万円を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										木質バイオマスストーブ購入費補助金		木質バイオマスストーブ購入費補助金

		172057		石川県		珠洲市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金		市民を対象に、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、1kWあたり7万円（上限30万円）を助成。		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		172111		石川県		能美市		住まい		設備		自然エネルギー設備設置補助		自然エネルギー設備設置補助		太陽光発電(10kwまで最大5万円）小型風力発電、まきストーブ等を設置する人に最大6万円補助 サイダイ マンエン サイダイ		環境生活課		0761-58-2217										自然エネルギー設備設置補助		自然エネルギー設備設置補助

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		住まい ス		設備		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ		クリーンエネルギー推進事業 スイシン ジギョウ		住宅用太陽光発電に対する補助
（補助率４５千円/ＫＷｈ、上限１８万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン タイ ホジョ ホジョリツ センエン ジョウゲン マンエン		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										クリーンエネルギー推進事業		クリーンエネルギー推進事業

		192040		山梨県		都留市		住まい		設備		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		自宅に自然エネルギー発電システム及び省エネルギー機器を設置した場合に補助金が受けられます。		市民生活課
環境創造室 シミン セイカツ カ カンキョウ ソウゾウ シツ		0554-43-1111
(内線108)										都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業		都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム補助制度		住宅用太陽光発電システム補助制度		市税の滞納がなく、市内の住宅等に太陽光発電ｼｽﾃﾑを設置する方に対して1ｋW当たり2万5千円（10万円を限度）、付随の定置型蓄電ｼｽﾃﾑを設置する者に対して購入費用の10分の1（10万円を限度）を補助 カタ		市民環境部環境政策課		0263-34-3268										住宅用太陽光発電システム補助制度		住宅用太陽光発電システム補助制度

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		太陽光発電システム設置費補助 タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽光発電システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタク ヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										太陽光発電システム設置費補助		太陽光発電システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ		太陽熱高度利用システム設置費補助 タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヒ ホジョ		住宅用太陽熱高度利用システム設置に要する経費の一部を補助 ジュウタクヨウ タイヨウ ネツ コウド リヨウ セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										太陽熱高度利用システム設置費補助		太陽熱高度利用システム設置費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ		雨水貯留施設設置補助 ウスイ チョリュウ シセツ セッチ ホジョ		建物等の屋根の雨水を貯留させるための構造を持った施設の設置に要する経費の一部を補助 セッチ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		 0268-23-5120										雨水貯留施設設置補助		雨水貯留施設設置補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		住まい		設備		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		ペレットストーブ等の購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		木質バイオマスの利用を促進するため、ペレットストーブ等の購入経費の一部を補助 モクシツ リヨウ ソクシン トウ コウニュウ ケイヒ イチブ ホジョ		森林整備課 シンリン セイビ カ		0268-23-5124										ペレットストーブ等の購入費補助		ペレットストーブ等の購入費補助

		202096		長野県		伊那市 イナシ		住まい		設備		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業 イナシ ジュウタク トウ タイシン シンダンシ ハケン ジギョウ		昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅の耐震診断（無料） ショウワ ネン ガツ ニチ イゼン チャッコウ キソン モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ムリョウ		都市整備課 トシ セイビカ		0265-78-4111										伊那市住宅等耐震診断士派遣事業		伊那市住宅等耐震診断士派遣事業

		202100		長野県 ナガノケン		駒ヶ根市 コマガネシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ ジギョウ		個人住宅用、公共施設や事業用、別荘等において出力１ＫＷあたり３万円の太陽光発電システム設置に関する補助を行う（上限12万円） コジン ジュウタクヨウ コウキョウ シセツ ジギョウヨウ ベッソウ トウ シュツリョク マンエン タイヨウコウ ハツデン セッチ カン ホジョ オコナ ジョウゲン マンエン		建設部環境課 ケンセツ ブ カンキョウ カ		0265-83-2111
内線542										太陽光発電システム設置補助事業		太陽光発電システム設置補助事業

		202126		長野県		大町市		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業		市内に自ら居住し、又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する場合に、１キロワット当たり２万円、上限１０万円の補助します。		生活環境課
環境保全係		0261-22-0420										太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ キン		一般住宅用の太陽光発電システムの設置に対して、最大出力1ｋW当り3万円を補助。ただし、限度額10万円（市外業者の場合は5万円） イッパン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ タイ サイダイ シュツリョク アタ マンエン ホジョ ゲンド ガク マンエン シガイ ギョウシャ バアイ マンエン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101										太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		住まい		設備		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン		合併浄化槽設置に対する補助金 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョキン		下水道計画区域外または、7年以上公共下水道が整備されていないと認められる地域の一般住宅、別荘、飲食店等に補助金を交付 ゲスイドウ ケイカク クイキ ガイ ネンイジョウ コウキョウ ゲスイドウ セイビ ミト チイキ イッパン ジュウタク ベッソウ インショク テン ナド ホジョキン コウフ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0266-72-2101										合併浄化槽設置に対する補助金		合併浄化槽設置に対する補助金

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		住まい		設備		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		太陽光発電システム設置補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		自然環境にやさしい循環型のまちづくりを推進するため、町民自らが居住する住宅に新たに太陽光発電システムを設置する際に要する経費に対して補助金を交付		建設課生活環境係 ケンセツカ セイカツ カンキョウ カカリ		0266-62-9114										太陽光発電システム設置補助金		太陽光発電システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽光発電設置補助金		飯島町太陽光発電設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽光発電システムを設置する方に対し、1kwにつき2.5万円・最大10万円を補助。 カタ タイ マンエン サイダイ マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町太陽光発電設置補助金		飯島町太陽光発電設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町太陽熱利用システム設置補助金		飯島町太陽熱利用システム設置補助金		地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅等へ太陽熱利用システムを設置する方に対し、設置経費の1/10・最大3万円を補助。 カタ タイ セッチ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町太陽熱利用システム設置補助金		飯島町太陽熱利用システム設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		生ごみの減量化を推進し、ごみに対する意識の向上を目指して、町民の方が生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機を購入する場合に、それぞれ購入金額の1/2・最大3千円or3万円を補助。 コウニュウ キンガク サイダイ センエン マンエン		住民税務課
生活環境係 ジュウミン ゼイム カ セイカツ カンキョウ カカ		0265-86-3111										飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金		飯島町家庭生ごみ処理施設事業補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町合併処理浄化槽設置補助金		飯島町合併処理浄化槽設置補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防ぎ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、合併浄化槽の設置に要する経費に対し設置費用の一部を補助。（※5人槽一般：最大33.2万円～） ニン ソウ イッパン サイダイ マンエン		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111										飯島町合併処理浄化槽設置補助金		飯島町合併処理浄化槽設置補助金

		203840		長野県		飯島町		住まい		設備		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		既設の配水管から申請地までの距離が一戸当たり50ｍ(未舗装の場合は2倍の距離)以上の設置工事を対象。布設管100ｍ未満は50ｍを超える部分、100ｍ以上は延長の1/2を超える部分が対象。限度額50万円 セッチ コウジ タイショウ フセツ カン ミマン コ ブブン イジョウ エンチョウ コ ブブン タイショウ ゲンド ガク		建設水道課
水道係 ケンセツ スイドウ カ スイドウ カカ		0265-86-3111										飯島町水道事業遠距離給水管町費施工		飯島町水道事業遠距離給水管町費施工

		204480		長野県		生坂村		住まい		設備		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン		地球温暖化防止対策設備設置補助金 チキュウ オンダンカ ボウシ タイサク セツビ セッチ ホジョキン		太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネファーム）など、自ら居住する住宅に省エネルギー・新エネルギー機器等の設備を設置しようとする村民に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助するもの タイヨウコウ ハツデン カテイヨウ ネンリョウ デンチ ミズカ キョジュウ ジュウタク ショウ シン キキ トウ セツビ セッチ ソンミン タイ ヨサン ハンイ ナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		振興課 シンコウカ		0263-69-3111										地球温暖化防止対策設備設置補助金		地球温暖化防止対策設備設置補助金

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		住まい		設備		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		太陽光発電システム設置事業 タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		村内施工業者が設置する太陽光発電システム設置費用の一部を補助。1Kw当たり4万円で、上限20万円 ソンナイ セコウ ギョウシャ セッチ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ア マンエン ジョウゲン マンエン		建設経済課　産業係 ケンセツ ケイザイ カ サンギョウ カカリ		026-269-2323										太陽光発電システム設置事業		太陽光発電システム設置事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		合併浄化槽設置推進事業		合併浄化槽設置推進事業		公共下水道及び農業集落排水の整備対象区域外で合併浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0572-68-9817										合併浄化槽設置推進事業		合併浄化槽設置推進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		住まい		設備		新エネルギー利用促進事業		新エネルギー利用促進事業		太陽光発電システムの設置費の一部を補助します。住宅用:3万円/kw(限度額12万円)、集会所等:12万円/kw(限度額60万円)、事業所:3万円/kw(限度額30万円)		環境課 カンキョウカ		0572-68-9806										新エネルギー利用促進事業		新エネルギー利用促進事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		住まい		設備		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業 ヤマガタシ ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ジギョウ		市内の個人住宅に太陽光発電システムを設置した者に対し、１Ｋｗあたり２万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 シナイ コジン ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ タイ マンエン		産業課 サンギョウカ		0581-22-6830										山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		山県市住宅用太陽光発電システム設置事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅に太陽光発電システムを設置したり、太陽光発電システムを設置した建売住宅等を自らの住宅として購入する方に助成。補助金額は1kWあたり3万円。上限12万円。その他補助要件有 タ ホジョ ヨウケン アリ		住民福祉部生活環境課 ジュウミン フクシ ブ セイカツ カンキョウ カ		0585-22-2111										住宅用太陽光発電システム設置事業補助金		住宅用太陽光発電システム設置事業補助金

		214019		岐阜県		揖斐川町		住まい		設備		木質ペレットストーブ購入補助金		木質ペレットストーブ購入補助金		町内に居住する住宅や事業所等に木質ペレットストーブを設置する場合に、本体購入に要する費用の一部を助成します。補助金額：購入経費の１／２以内。上限20万円。		産業建設部農林振興課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン シンコウ カ		0585-22-2111				大 ダイ		ペレットストーブに20万円 マンエン				木質ペレットストーブ購入補助金		木質ペレットストーブ購入補助金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		住まい		設備		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 ヌマヅシ ジュウタクヨウ シン オヨ ショウ キキ セッチ ヒ ホジョキン		市内に自ら居住する（居住を予定する）住宅において、太陽光発電システム、エコキュート等の省エネ機器を設置する者に補助金を交付する。 シナイ ミズカ キョジュウ キョジュウ ヨテイ ジュウタク タイヨウコウ ハツデン トウ ショウ キキ セッチ モノ ホジョキン コウフ		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		055-934-4741										沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金		沼津市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン		自然エネルギー利用促進補助金 シゼン リヨウ ソクシン ホジョキン		太陽光発電システム、太陽熱温水器などを設置する場合に、予算の範囲内で費用の一部を補助する。 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ オンスイキ セッチ バアイ ヨサン ハンイナイ ヒヨウ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916										自然エネルギー利用促進補助金		自然エネルギー利用促進補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン		合併処理浄化槽設置事業費補助金 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ジギョウ ヒ ホジョキン		合併処理浄化槽（合併槽）を設置する人に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助する。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ガッペイ ソウ セッチ ヒト セッチ ヒヨウ イチブ ヨサン ハンイナイ ホジョ		下水道課 ゲスイドウ カ		0537-35-0933										合併処理浄化槽設置事業費補助金		合併処理浄化槽設置事業費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン		生ごみ処理機器購入費補助金 ナマ ショリ キキ コウニュウ ヒ ホジョキン		一般家庭から出される生ごみ減量のため、生ごみ処理機器を購入する世帯に購入費の一部を補助します。 イッパン カテイ ダ ナマ ゲンリョウ ナマ ショリ キキ コウニュウ セタイ コウニュウヒ イチブ ホジョ		環境推進課 カンキョウ スイシンカ		0537-35-0916										生ごみ処理機器購入費補助金		生ごみ処理機器購入費補助金

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金　		住宅用太陽光発電システム設置補助金　		「環境に優しいまちづくり」を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する個人の方に補助金を交付する制度。限度額：1件あたり1kw・5万円として最高4kw・20万円を限度		まちづくり推進課 スイシン カ		0558-34-1924										住宅用太陽光発電システム設置補助金　		住宅用太陽光発電システム設置補助金　

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金 モクシツ トウ コウニュウ セッチ ヒ ホジョキン		薪、チップ又はペレットを主燃料として使用するストーブ又はボイラーの購入費等に対し、費用の１／２を補助（上限３０万円）。町内に住宅、事務所、農業用施設又は集会施設を所有する個人、法人又は団体 マキ マタ シュ ネンリョウ シヨウ マタ コウニュウヒトウ タイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン エン チョウナイ ジュウタク ジム ショ ノウギョウヨウ シセツ マタ シュウカイ シセツ ショユウ コジン ホウジン マタ ダンタイ		企画課		0536-62-0514										木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金		木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電施設設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電施設の設置に要する経費を50000円／kw×最大出力（kw）補助する。※上限4KW ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン シセツ セッチ ヨウ ケイヒ エン サイダイ シュツリョク ホジョ ジョウゲン		生活課 セイカツ カ		0536-62-0522										住宅用太陽光発電施設設置費補助金		住宅用太陽光発電施設設置費補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ		浄化槽設置補助 ジョウカソウ セッチ ホジョ		浄化槽設置費の補助。処理人数により補助額が異なります。 ジョウカソウ セッチ ヒ ホジョ ショリ ニンズウ ホジョ ガク コト		生活課		0536-62-0522										浄化槽設置補助		浄化槽設置補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		住まい		設備		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ		生ゴミ処理器設置補助 ナマ ショリ キ セッチ ホジョ		生ゴミ処理器購入費の１／３補助（上限２万円） ナマ ショリ キ コウニュウヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		生活課		0536-62-0522										生ゴミ処理器設置補助		生ゴミ処理器設置補助

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		居住されている住宅および店舗併用住宅に太陽光発電を設置した場合、1キロワット当たり3万円、上限10万円を助成します。		住民課 ジュウミン カ		0748-52-6578										住宅用太陽光発電システム設置推進補助金		住宅用太陽光発電システム設置推進補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 カワカミムラ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		合併処理浄化槽へ転換・新設する方に対する補助金。【5人槽：796,000円】【6,7人槽：824,000円】【10人槽：884,000円】単独処理浄化槽を撤去は、60,000円を上乗せ交付。 ガッペイ ショリ ジョウカソウ テンカン シンセツ カタ タイ ホジョキン ニン ソウ エン ニン ソウ エン ニン ソウ エン タンドク ショリ ジョウカソウ テッキョ エン ウワノ コウフ		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金		川上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		住まい		設備		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン		川上村浄化槽維持管理費補助金 カワカミムラ ジョウカソウ イジ カンリ ヒ ホジョキン		浄化槽の適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を実施した方に対する補助金。
【単独浄化槽6,500円】【合併浄化槽（50人槽以上）14,000円】 ジョウカソウ テキセイ イジ カンリ ホシュ テンケン セイソウ ホウテイ ケンサ ジッシ カタ タイ ホジョキン タンドク ジョウカソウ エン ガッペイ ジョウカソウ ニン ソウ イジョウ エン		水源地の村づくり課 スイゲンチ ムラ カ		0746-52-0111										川上村浄化槽維持管理費補助金		川上村浄化槽維持管理費補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		生ごみ処理機器購入費補助金制度		生ごみ処理機器購入費補助金制度		１世帯につき、生ごみ処理機器（コンポストまたは家庭用電気式生ごみ処理機）購入費用を補助。電気式生ごみ処理機は上限３万円で１／２まで。生ごみ処理容器（コンポスト）は上限３千円(百円未満切捨て) セタイ ヒヨウ ホジョ ジョウゲン マン ジョウゲン セン		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)										生ごみ処理機器購入費補助金制度		生ごみ処理機器購入費補助金制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金		生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します。 セイカツ ハイスイ コウキョウ スイイキ スイシツ オダク ボウシ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ		生活環境課 セ		0736-22-0300(内線2231)										浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチヒ ホジョキン セイド		住宅用太陽光発電システム設置に係る経費、及び同システムを設置した新築住宅を購入した場合の助成制度 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カカ ケイヒ オヨ ドウ セッチ シンチク ジュウタク コウニュウ バアイ ジョセイ セイド		総務政策課　まちづくり班 ソウムセイサクカ ハン		0737-23-7731										住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度		住宅用太陽光発電システムの設置費補助金制度

		303623		和歌山県		広川町		住まい ス		設備		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド		浄化槽設置の補助金制度 ジョウカソウ セッチ ホジョキン セイド		合併処理浄化槽を設置した場合の助成制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ ジョセイ セイド		住民生活課　住民環境班 ジュウミン セイカツカ ジュウミン カンキョウ ハン		0737-23-7714										浄化槽設置の補助金制度		浄化槽設置の補助金制度

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		住まい		設備		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 チョウ ガッペイ ショリ ジョウカ ソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		町内に住所を有する者であって、専ら自らの住居の用に供する建物を対象に３３２千円～５４８千円を補助。 チョウナイ ジュウショ ユウ モノ モッパ ミズカ ジュウキョ ヨウ キョウ タテモノ タイショウ セン エン セン エン ホジョ		環境保健課 カンキョウ ホケン カ		0739-55-2004										すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金		すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		住まい		設備		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金 シンチク ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン		新築住宅への太陽光発電システム設置費用として、１ｋｗあたり14万円（上限50万円）を補助。平成27年度まで実施。その他要件有り。 シンチク ジュウタク タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒヨウ マンエン ジョウゲン マンエン ホジョ ヘイセイ ネンド ジッシ タ ヨウケン ア		住民課 ジュウミン カ		0735-72-0083										新築住宅用太陽光発電システム設置補助金		新築住宅用太陽光発電システム設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		水洗便所改造資金融資		水洗便所改造資金融資		公共下水道・農林業集落排水・合併処理浄化槽に接続するため、従来のくみ取り便所やし尿浄化槽を廃止して便器や洗浄用具などの改造、これに伴う排水設備の新設又は改修する方に、希望に応じて金融機関へ融資を斡旋 マタ カイシュウ		建設部 下水道課		0858-22-8176										水洗便所改造資金融資		水洗便所改造資金融資

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		合併浄化槽設置補助金		合併浄化槽設置補助金		生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。		建設部 下水道課		0858-22-8176										合併浄化槽設置補助金		合併浄化槽設置補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		震災に強いまちづくりを推進するために、古い基準で建築された建物の「耐震診断・改修設計・耐震改修」にかかる費用を補助します。		建設部 景観まちづくり課		0858-22-8175										倉吉市震災に強いまちづくり促進事業		倉吉市震災に強いまちづくり促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		高齢者や障碍者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上させる改修工事（バリアフリー改修）を行った場合、翌年度の固定資産税を3分の1（100㎡相当分まで）減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額		住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの改修工事（耐震改修）をすると、固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額		住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		住まい		設備		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		外壁や窓を通した熱の損失を防止する改修工事（省エネ改修）をすると、翌年度の固定資産税の一部を減額します。		総務部 税務課		0858-22-8114										住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額		住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		住まい		設備		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 ブンジョウ タクチ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ ホジョキン		市が提供する分譲宅地の購入者が、合併処理浄化槽を設置する場合、２０万円を補助する。 シ テイキョウ ブンジョウ タクチ コウニュウシャ ガッペイ ショリ ジョウカソウ セッチ バアイ マンエン ホジョ		総務課 ソウムカ		0867-72-6128										分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金		分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		住まい		設備		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド		耐震改修補助制度 タイシン カイシュウ ホジョ セイド		市の耐震診断及び補強計画を受けて実施する耐震改修工事について、最大で戸当たり30万円を助成する。（その他条件有り） シ タイシン シンダン オヨ ホキョウ ケイカク ウ ジッシ タイシン カイシュウ コウジ サイダイ コ ア マンエン ジョセイ タ ジョウケン ア		建設課 ケンセツカ		0869-22-2649										耐震改修補助制度		耐震改修補助制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		住まい		設備		木質バイオマス利用開発推進事業		木質バイオマス利用開発推進事業		市内に住所を有する個人または事業所などが木質ペレットストーブ、薪ストーブ、木質バイオマス農業用ボイラなどを新たに設置する場合、１／３以内で補助。ストーブ１３万、ボイラ７０万円が上限 イナイ ホジョ マン マンエン ジョウゲン		バイオマス政策課 セイサク カ		0867-42-5022										木質バイオマス利用開発推進事業		木質バイオマス利用開発推進事業

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム（10キロワット未満）を設置する方へ、1キロワットあたり5万円を補助。【上限20万円】 ジュウタクヨウ タイヨウ コウ ハツデン ミマン セッチ カタ マンエン ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ		ケーブルテレビ加入金助成 カニュウ キン ジョセイ		市外から転入された方に本市の情報をいち早く知っていただき，更なる定住促進を図るため，ケーブルテレビの加入金（21,000円）を助成 ０００エン		地域振興部
定住対策室
定住対策係 チイキ シンコウ ブ テイジュウ タイサク シツ テイジュウ タイサク カカリ		0824-62-6129										ケーブルテレビ加入金助成		ケーブルテレビ加入金助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ		飲用水供給施設補助 インヨウスイ キョウキュウ シセツ ホジョ		水道が無い地域で、生活用水を確保するために、井戸を整備したりボーリングを行う場合に、その経費の一部を補助。補助金額（1軒の場合の上限額）経費の1/2上限40万円。※水道事業等の区域外が対象 スイドウ ナ チイキ セイカツ ヨウスイ カクホ イド セイビ オコナ バアイ ケイヒ イチブ ホジョ ホジョ キンガク ケン バアイ ジョウゲンガク ケイヒ ジョウゲン マンエン スイドウ ジギョウ トウ クイキガイ タイショウ		水道局
水道課建設係 スイドウキョク スイドウカ ケンセツ カカリ		0824-62-6165										飲用水供給施設補助		飲用水供給施設補助

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		住まい		設備		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ		小型浄化槽設置補助整備事業 コガタ ジョウカソウ セッチ ホジョ セイビ ジギョウ		合併浄化槽設置に対する補助。補助限度額：5人槽46万9千円，7人槽64万5千円，10人槽86万4千円。※公共下水道事業等の区域外が対象 ガッペイ ジョウカソウ セッチ タイ ホジョ ホジョ ゲンド ガク ニンソウ マン センエン ニンソウ マン センエン ニンソウ マン セン エン コウキョウ ゲスイドウ ジギョウ トウ クイキ ガイ タイショウ		水道局
下水道課管理係 スイドウキョク ゲスイドウ カ カンリ カカリ		0824-62-6151										小型浄化槽設置補助整備事業		小型浄化槽設置補助整備事業

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		市町村設置型浄化槽		市町村設置型浄化槽		公共下水道，農業集落排水の区域外を対象に，分担金30万円を負担すれば浄化槽を市が設置し，個人は下水道などと同様に使用水量によって使用料を支払う。申請期間を毎年度9月末。予定数に達した場合は申込締切。		下水道課 ゲスイドウ カ		0824-73-1175										市町村設置型浄化槽		市町村設置型浄化槽

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		木質バイオマスの有効活用を促進するため，市内事業者よりペレットストーブ・薪ストーブ・ペレットボイラーを購入される際，購入・設置等の経費の3分の1を補助（ストーブは上限12万円，ボイラーは上限50万円）		林業振興課 リンギョウ シンコウカ		0824-73-1130										庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金		庄原市ペレットストーブ等購入促進補助金

		342106		広島県		庄原市		住まい		設備		生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理機を購入する場合，費用の2分の1を補助(上限1万6千円)		環境政策課 カンキョウ セイサクカ		0824-72-1398										生ごみ処理容器等補助金		生ごみ処理容器等補助金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		住まい		設備		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助 シンキ カニュウシャ ショキ ヒヨウ ホジョ		住宅を新築して市外から転入してきた世帯または市内で新たに住宅を新築する世帯でケーブルテレビに新規加入する場合に，上限1万円補助 ジュウタク シンチク シガイ テンニュウ セタイ シ ナイ アラ ジュウタク シンチク セタイ シンキ カニュウ バアイ ジョウゲン マンエン ホジョ		総務部企画財政課 ソウム ブ キカク ザイセイ カ		0827-59-2124										ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助		ケーブルテレビ新規加入者の初期費用補助

		343684		広島県		安芸太田町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブや薪ストーブ本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費を補助。購入経費および設置等に係る経費が10万円以上のもの、対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし，上限額は20万円。		産業振興課		0826-28-1973										ペレットストーブ等購入促進補助事業		ペレットストーブ等購入促進補助事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ		太陽光発電システム普及促進事業 タイヨウコウ ハツデン フキュウ ソクシン ジギョウ		太陽光発電システムを設置する者に補助を行う。（補助金額5万円） タイヨウコウ ハツデン セッチ モノ ホジョ オコナ ホジョ キンガク マンエン		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										太陽光発電システム普及促進事業		太陽光発電システム普及促進事業

		344311		広島県		大崎上島町		住まい		設備		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド		合併処理浄化槽補助制度 ガッペイ ショリ ジョウカソウ ホジョ セイド		合併浄化槽の設置者に対して補助金を交付(公共下水区域外）【補助限度額】5人槽594,000円6～7人槽657,000円等 ガッペイ ジョウカソウ セッチ シャ タイ ホジョキン コウフ コウキョウ ゲスイ クイキガイ ホジョ ゲンド ガク ニン ソウ ０００エン ニンソウ エン ナド		上下水道課 ジョウゲ スイドウ カ		0846-64-3513										合併処理浄化槽補助制度		合併処理浄化槽補助制度

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		情報通信基盤整備事業費補助金		情報通信基盤整備事業費補助金		神石高原町に移住した方で，ケーブルテレビに新たに加入される方に5万円助成します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										情報通信基盤整備事業費補助金		情報通信基盤整備事業費補助金

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		ペレットストーブ等購入補助事業		ペレットストーブ等購入補助事業		木質ペレットや薪ストーブ等を設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										ペレットストーブ等購入補助事業		ペレットストーブ等購入補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		太陽熱温水器を住宅に設置する場合に補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										住宅用太陽熱温水器設置費補助事業		住宅用太陽熱温水器設置費補助事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用のための設備に対して助成します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										雨水利用タンク設置費助成事業		雨水利用タンク設置費助成事業

		345458		広島県		神石高原町		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		神石高原町住宅用太陽光発電システム等の設備に対して補助します。		環境衛生課 カンキョウ エイセイカ		(0847)89-3336										住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業		住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業 タイヨウコウ ハツデン タイヨウネツ コウド リヨウ セッチ ホジョ ジギョウ		太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付。 タイヨウコウ ハツデン オヨ タイヨウネツ コウド リヨウ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ ヨサン ハンイナイ ホジョキン コウフ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415										太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業		太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業 カテイヨウ チクデンチ カテイヨウ ネンリョウ デンチ セッチ ホジョ ジギョウ		家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び家庭用燃料電池システムを市内の住宅に新たに設置する方に対し、設置費の一部を補助。 オヨ シナイ ジュウタク アラ セッチ カタ タイ セッチ ヒ イチブ ホジョ		市民環境課 シミン カンキョウ カ		089-964-4415										家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業		家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用燃料電池システムの設置補助事業

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		住まい		設備		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ		東温市木造住宅耐震診断補助事業 トウオンシ モクゾウ ジュウタク タイシン シンダン ホジョ ジギョウ		対象となる住宅の所有者に対し、補助対象経費の3分の2以内、かつ、最高2万円を限度に補助。（受付先着順） タイショウ ジュウタク ショユウシャ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイコウ マンエン ゲンド ホジョ ウケツケ センチャク ジュン		まちづくり課 カ		089-964-4412										東温市木造住宅耐震診断補助事業		東温市木造住宅耐震診断補助事業

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		住まい		設備		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ		環境配慮活動助成事業 カンキョウ ハイリョ カツドウ ジョセイ ジギョウ		・住宅用太陽光発電システム導入を支援する。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン ドウニュウ シエン		市民生活部
環境対策課 シミン セイカツ ブ カンキョウ タイサク カ		0947-44-0171										環境配慮活動助成事業		環境配慮活動助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽を設置する場合、設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120										浄化槽設置整備補助事業  		浄化槽設置整備補助事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		排水設備工事補助事業 		排水設備工事補助事業 		トイレを水洗に改造し、下水道に接続する場合などに工事費の一部を補助します。		上下水道課
庶務係 ジョウゲ スイドウ カ ショム ガカリ		0942-65-7036										排水設備工事補助事業 		排水設備工事補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		住まい		設備		太陽光発電設置補助事業 		太陽光発電設置補助事業 		市内の業者によって、設備を設置する場合に設置費の一部を補助します。		かんきょう課
かんきょう係 カ カカリ		0942-53-4120										太陽光発電設置補助事業 		太陽光発電設置補助事業 

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ		住宅用太陽光システム設置費補助事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ セッチヒ ホジョジギョウ		１０kw未満の住宅用太陽光システムを設置する場合、１ｋｗあたり12,500円、最大5万円を補助 ミマン ジュウタク ヨウ タイヨウコウ セッチ バアイ エン サイダイ マンエン ホジョ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										住宅用太陽光システム設置費補助事業		住宅用太陽光システム設置費補助事業

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド		浄化槽設置整備事業補助制度 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョ セイド		下水道の認可区域外の専用住宅に浄化槽を設置する場合、その費用を補助
５、６人漕：３３２千円、７～９人漕：４１４千円、１０人漕以上：５４８千円 ゲスイドウ ニンカ クイキ ガイ センヨウ ジュウタク ジョウカソウ セッチ バアイ ホジョ ニン ソウ センエン ニン ソウ センエン ニン ソウ イジョウ センエン		住環境建設課上下水道係 ジュウカンキョウ ケンセツ カ ジョウゲスイドウ カカリ		0943-75-4983										浄化槽設置整備事業補助制度		浄化槽設置整備事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		住まい ス		設備		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ		生ゴミ処理機補助事業 ナマ ショリキ ホジョ ジギョウ		生ごみ処理機器（電動式生ごみ処理機・設置型コンポスト・密閉式処理容器・ダンボールコンポスト）の購入費用の一部を補助 デンドウシキ ナマ ショリキ セッチ ガタ ミッペイ シキ ショリ ヨウキ		市民生活課生活環境係 シミンセイカツ カ セイカツカンキョウ カカリ		0943-75-4972										生ゴミ処理機補助事業		生ゴミ処理機補助事業

		402281		福岡県		朝倉市		住まい		設備		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 アサクラシ ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョ セイド		市内に自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする方への補助を行う。１kw当たり３万円を乗じて得た額で上限額１０万円を補助する。 シナイ ミズカ キョジュウ ジュウタク セッチ カタ ホジョ オコナ ア マンエン ジョウ エ ガク ジョウゲン ガク マンエン ホジョ		環境課環境係 カンキョウカ カンキョウ カカリ		0946-23-1153										朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度		朝倉市住宅用太陽光発電システム設置補助制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電設備設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電設備（１基あたり６万円） ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セツビ キ マン エン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116										住宅用太陽光発電設備設置費補助金		住宅用太陽光発電設備設置費補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		住まい		設備		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		浄化槽設置整備事業補助金 ジョウカソウ セッチ セイビ ジギョウ ホジョキン		浄化槽の設置に係る費用の助成。 ジョウカソウ セッチ カカ ヒヨウ ジョセイ		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0959-72-6116										浄化槽設置整備事業補助金		浄化槽設置整備事業補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		住まい		設備		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ		太陽光発電システム補助 タイヨウコウ ハツデン ホジョ		住宅用太陽光発電システムを設置される方に、1kw当り３万円（限度額１０万円）を補助します。 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ アタ マンエン ゲンド ガク マンエン ホジョ		町民生活課環境衛生係 チョウミン セイカツ カ カンキョウ エイセイ カカ		0957-46-1111										太陽光発電システム補助		太陽光発電システム補助

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し設置費用の一部を補助します。1キロワット当り2万円とし、上限5キロワット10万円を補助します。 ジュウタク ヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ タイ セッチ ヒヨウ イチブ ホジョ ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118										住宅用太陽光発電システム設置費補助金		住宅用太陽光発電システム設置費補助金

		432067		熊本県		玉名市		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ		生ごみ処理機等購入補助事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ ジギョウ		家庭用電気生ごみ処理機やコンポストの購入費に対し1/2又は上限3万円を補助します。 カテイヨウ デンキ ナマ ショリキ コウニュウヒ タイ マタ ジョウゲン マンエン ホジョ		環境整備課 カンキョウ セイビ カ		0968-75-1118										生ごみ処理機等購入補助事業		生ごみ処理機等購入補助事業

		433675		熊本県		南関町		住まい		設備		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		太陽光発電システム設置費補助金 タイヨウコウ ハツデン セッチ ヒ ホジョキン		太陽光電池出力1kwにつき35,000円（105,000円上限） タイヨウコウ デンチ デ リョク エン エン ジョウゲン		住民課 ジュウミンカ		0968-57-8579										太陽光発電システム設置費補助金		太陽光発電システム設置費補助金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ		住宅用新エネルギー等導入促進事業 ジュウタクヨウ シン トウ ドウニュウ ソクシン ジギョウ		町内業者を利用して太陽光利用発電施設・太陽熱利用施設・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置しようとする人へ補助金を交付します。		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										住宅用新エネルギー等導入促進事業		住宅用新エネルギー等導入促進事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		住まい		設備		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ		生ごみ処理機購入助成 ナマ ショリキ コウニュウ ジョセイ		生ゴミの減量化、再資源化及び生活環境の保全を目指して、町内業者から生ごみ処理機を購入する場合、購入費の１／２以内、２万５千円を上限として助成を行っています。 ナマ ゲンリョウカ サイシゲンカ オヨ セイカツ カンキョウ ホゼン メザ チョウナイ ギョウシャ ナマ ショリキ コウニュウ バアイ コウニュウヒ イナイ マン センエン ジョウゲン ジョセイ オコナ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										生ごみ処理機購入助成		生ごみ処理機購入助成

		442097		大分県		豊後高田市		住まい		設備		浄化槽設置整備事業		浄化槽設置整備事業		生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を市内に設置される方を対象に、補助金を交付します。		環境課		0978-22-3100										浄化槽設置整備事業		浄化槽設置整備事業

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方（新築・購入含む）に対して、設置費用の一部を補助します。上限8万円		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0978-32-1111										住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金		住宅用太陽光発電システム設置等支援補助金

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		住まい		設備		合併処理浄化槽設置整備費補助金		合併処理浄化槽設置整備費補助金		下水道などの区域外で、新築・リフォーム等により、合併処理浄化槽を新たに設置する場合に経費の一部を補助します。上限額①５人槽332,000円②７人槽414,000円③10人槽548,000円		生活排水課 セイカツ ハイスイ カ		0978-32-1111										合併処理浄化槽設置整備費補助金		合併処理浄化槽設置整備費補助金

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 ジュウタクヨウ タイヨウコウ ハツデン セッチ ホジョキン コウフ ジギョウ		町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムを設置する方で、１件当たり３万円の補助をします。（１申請者(1住宅）当たり１回限り。）※申請について、その他条件あり。 チョウナイ タイヨウコウ ハツデン セッチ カタ ケン ア マンエン ホジョ シンセイシャ ジュウタク ア カイ カギ シンセイ タ ジョウケン		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797										住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		住まい		設備		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ		生ごみ処理機等購入補助金事業 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョキン ジギョウ		生ごみ処理機等の購入補助を行っています。生ごみ処理機：購入額の5/10（限度額３万円）、生ごみ処理容器及び有用微生物：購入額の８／１０（限度額、６千円）※回収スタンプが６個貯まれば、はえばる豚肉贈呈 ナマ ショリキ トウ コウニュウ ホジョ オコナ ナマ ショリキ コウニュウガク ゲンドガク マンエン ナマ ショリ ヨウキ オヨ ユウヨウ ビセイブツ コウニュウガク ゲンドガク センエン カイシュウ コ タ ブタ ニク ゾウテイ		住民環境課 ジュウミン カンキョウカ		098-889-1797										生ごみ処理機等購入補助金事業		生ごみ処理機等購入補助金事業
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				結婚・子育て ケッコン コソダ

				01.子育て・教育 コソダ キョウイク

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ		地域子育て支援センター事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ		市内３か所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。
センター開放事業や育児相談等を実施。 シナイ ショ ホイク ショ コソダ オウエン カイセツ カイホウ ジギョウ イクジ ソウダン トウ ジッシ		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子育てをする、会員制の援助活動事業（民間事業者に委託） イクジ エンジョ ウ ヒト イライ カイイン イクジ エンジョ オコナ ヒト テイキョウ カイイン チイキ ナカ タス ア コソダ カイインセイ エンジョ カツドウ ジギョウ ミンカン ジギョウ シャ イタク		福祉部
子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		(0134)32-4111
内線398										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯の認可保育所入所児童がいる場合，第2子目は1/4額のみ自己負担，第3子目以降は無料。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		就学前の兄姉が幼稚園等を利用している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		認可保育所保育料減免制度 ニンカ ホイクショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		兄弟姉妹が認可保育所の待機中で，減免の対象となる認可外保育施設に入所している場合，認可保育所入所児童の保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9845										認可保育所保育料減免制度		認可保育所保育料減免制度

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費		私立幼稚園に通う満3～5歳児のいる世帯に対し、市民税額に応じて入園料・保育料を減免。		子育て支援部こども育成課 イクセイカ		0166-25-9106										幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成(保育所) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055										保育料の助成(保育所)		保育料の助成(保育所)		5

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成(幼稚園) ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ		0143-25-2400
0143-22-5055										保育料の助成(幼稚園)		保育料の助成(幼稚園)		5

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園保育料の助成		認可保育園保育料の助成		一世帯から２人以上の児童が保育所又は幼稚園等に入所している場合は、２人目の児童は半額、３人目以降の児童は無料となります。		こども育成課		0144-32-6378										認可保育園保育料の助成		認可保育園保育料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園入園料の助成		私立幼稚園入園料の助成		入園児一人につき1万円を補助します。生活保護世帯については1万円、当該年度市民税非課税世帯については5千円を加算します。		こども育成課		0144-32-6378										私立幼稚園入園料の助成		私立幼稚園入園料の助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		子育て・教育		入学援助金		入学援助金		小学校又は中学校に入学する児童がいる母子家庭等の生活を援助するため、児童について入学援助金を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。		こども支援課		0144-32-6416										入学援助金		入学援助金

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ		保育所保護者負担金助成事業 ホイク ショ ホゴシャ フタンキン ジョセイ ジギョウ		子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、子どもが2人以上いる家庭へ保育料の一部を助成する少子化対策事業。 コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ コ ニン イジョウ カテイ ホイクリョウ イチブ ジョセイ ショウシカ タイサク ジギョウ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6530										保育所保護者負担金助成事業		保育所保護者負担金助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ		幼稚園入園費助成事業 ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョセイ ジギョウ		少子化対策事業として、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園入園費の1/2（上限20,000円）を助成。 ショウシカ タイサク ジギョウ コソダ カテイ タイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ワタクシリツ ヨウチエン ニュウエン ヒ ジョウゲン エン ジョセイ		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529										幼稚園入園費助成事業		幼稚園入園費助成事業

		012149		北海道		稚内市 ワッカナイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ		子育て短期支援事業（ショートステイ事業） コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ		保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった小学校修了前までの児童について、適切な保護ができる里親等に委託し、一定期間、保護者に代わり養育する。 ホゴシャ シッペイ トウ イチジ テキ カテイ ヨウイク コンナン ショウガッコウ シュウリョウ マエ ジドウ テキセツ ホゴ サトオヤ トウ イタク イッテイ キカン ホゴシャ カ ヨウイク		教育委員会教育部こども課 キョウイク イインカイ キョウイク ブ カ		0162-23-6529										子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		子育て短期支援事業（ショートステイ事業）		0		概要の誤字の修正 ガイヨウ ゴジ シュウセイ

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の園児の分を全額補助。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387										第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業		第３子以降幼稚園以降幼稚園保育料等補助事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料事業		第３子以降保育料無料事業		義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の保育料無料。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777										第３子以降保育料無料事業		第３子以降保育料無料事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子保育料半額事業		第２子保育料半額事業		同一世帯から２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、２人目の児童保育料が半額。		市民福祉部児童課子ども家庭係		0124-24-2777										第２子保育料半額事業		第２子保育料半額事業

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		子育て・教育		芦別高等学校修学費助成		芦別高等学校修学費助成		保護者負担の軽減を図るための支援として、通学費及び検定試験等受験料助成。		教育委員会学務課総務係		0124-22-2387										芦別高等学校修学費助成		芦別高等学校修学費助成

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 チュウガクセイ イカ シャカイ キョウイク シセツトウ ムリョウカ ジギョウ		市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免される。		総合体育館 ソウゴウ タイイクカン		0125-33-7750										中学生以下の社会教育施設等の無料化事業		中学生以下の社会教育施設等の無料化事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費 ヒ		幼稚園就園奨励費 ヒ		所得状況に応じて、国の基準による幼稚園就園奨励費補助に加え、入園料（３万円）を助成。		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										幼稚園就園奨励費		幼稚園就園奨励費

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の第２子半額、第３子以降は無料。 ホイクリョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										保育料助成		保育料助成

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		子育て支援 コソダ シエン		ベビーシート（０歳～満１歳の誕生日まで）、チャイルドシート（１０日間限定）無償貸し出し。 サイ マン サイ タンジョウビ ヒ カン ゲンテイ ムショウ カ ダ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援 コソダ シエン		子育て支援 コソダ シエン		登録店舗で独自サービスが受けられるパスポートを子育て世帯（中学生以下の児童を有する世帯）及び妊婦の方に発行。 トウロク テンポ ドクジ ウ コソダ セタイ チュウガクセイ イカ ジドウ ユウ セタイ オヨ ニンプ カタ ハッコウ		保健福祉部　　こども子育て応援室 ホケン フクシ ブ コソダ オウエン シツ		0165-23-3121										子育て支援		子育て支援

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生バス半額助成事業		小中学生バス半額助成事業		士別市内での乗降に限り、料金を半額助成。 ジョウコウ カギ リョウキン ハンガク ジョセイ		総務部企画課 ソウム ブ キカク カ		0165-23-3121										小中学生バス半額助成事業		小中学生バス半額助成事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		市内在住の３歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつ用ごみ袋（20）を支給（年間最大100枚）		子育て推進課		0123-24-0328										乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業		乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		なかよし給食 キュウショク		なかよし給食 キュウショク		卵・乳をできるだけ除く給食を認可保育所で提供する。その他、クッキングや野菜栽培など食育にも取り組む。		子育て推進課		0123-24-0328										なかよし給食		なかよし給食

		012246		北海道		千歳市 チトセシ		住まい		子育て・教育		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ		ランドセル来館事業 ライカン ジギョウ		登録条件を満たした児童が、ランドセルを背負ったまま学校帰りに児童館へ来館できる。学童クラブの入所基準を満たさない児童に対し、放課後の安心・安全な居場所を提供する。		子育て総合支援センター		0123-22-7888										ランドセル来館事業		ランドセル来館事業

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		赤ちゃんの成長にあわせて3回絵本を贈り、子どもの読書活動のきっかけづくりと読書を通じた親子のふれあいを支援。 アカ セイチョウ カイ エホン オク コ ドクショ カツドウ ドクショ ツウ オヤコ シエン		滝川市立図書館 タキカワシリツ トショカン		0125-22-4646										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ		幼稚園就園奨励事業 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ジギョウ		奨励費を希望する私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、精査・審査を行ったうえ、所得状況及び家庭状況に応じ補助をする。		教育委員会学務課学校教育係 キョウイク イインカイ ガクムカ ガッコウ キョウイク カカリ		0125-54-2121										幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		１歳から小学６年生までの子の保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての援助を行う。会員登録無料（別途保険料400円実費負担）、平日７時から19時までは１時間500円。 ベット ジッピ フタン		社会福祉課児童家庭係 シャカイ フクシカ ジドウ カテイ カカリ		0125-54-2121										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン		認可保育園　保育料の多子軽減 ニンカ ホイクエン ホイク リョウ タシ ケイゲン		第2子半額、第3子以降無料（第1子・第２子が幼稚園・保育園・認定子ども園に入園中のこと）。 ダイ シ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ ダイ シ ダイ シ ヨウチエン ホイク エン ニンテイ コ エン ニュウエン チュウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131 
内線1233										認可保育園　保育料の多子軽減		認可保育園　保育料の多子軽減

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		ブックスタート		絵本2冊、読み聞かせアドバイス集、絵本ガイドなどを保健センターで実施する9～10か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181										ブックスタート		ブックスタート

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタートプラス		ブックスタートプラス		絵本1冊、絵本ガイド1冊を保健センターで実施する1歳6か月児健診時にお渡ししています。		教育委員会教育部 図書課		0123-37-2181										ブックスタートプラス		ブックスタートプラス

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 エニワ シ ジギョウ		有料の育児支援コーディネート事業。 ユウリョウ イクジ シエン ジギョウ		保健福祉部 子ども未来室　保育課 		0123-33-3131
内線1233										恵庭市ファミリー・サポート・センター事業		恵庭市ファミリー・サポート・センター事業

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		えにわっこサポート事業		えにわっこサポート事業		「サポートカード」を協賛店舗で提示すると、各協賛店舗が独自で定めたサービスを提供し子育て家庭を地域全体で応援する事業。		保健福祉部 子ども未来室　子ども総務課 		0123-33-3131
内線1251										えにわっこサポート事業		えにわっこサポート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ		母子自立支援相談事業 ボシ ジリツ シエン ソウダン ジギョウ		ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導等により支援します。また、DV相談にも対応します。 オヤ カテイ カフ ソウダン オウ ジリツ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ シドウ トウ シエン ソウダン タイオウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										母子自立支援相談事業		母子自立支援相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		急な残業で保育園・学童クラブの迎えが間に合わないときなど、働く親の短時間育児援助に対応するため、地域において会員登録制の援助組織によりファミリーサポートを実施します。 キュウ ザンギョウ ホイクエン ガクドウ ムカ マ ア ハタラ オヤ タンジカン イクジ エンジョ タイオウ チイキ カイイン トウロク セイ エンジョ ソシキ ジッシ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ		保育園一時預かり事業 ホイクエン イチジ アズ ジギョウ		保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急的保育、育児疲れ解消など私的理由に対応する一時的な保育、休日保育を実施します。 ホゴシャ シュウロウ ケイタイ タヨウカ シッペイ トウ キンキュウテキ ホイク イクジ ツカ カイショウ シテキ リユウ タイオウ イチジテキ ホイク キュウジツ ホイク ジッシ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										保育園一時預かり事業		保育園一時預かり事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ		広域入所児童委託事業 コウイキ ニュウショ ジドウ イタク ジギョウ		保護者の勤務地等の都合により、市内児童の他市町村の保育園への入所を支援します。 ホゴシャ キンムチ トウ ツゴウ シナイ ジドウ タ シチョウソン ホイクエン ニュウショ シエン		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										広域入所児童委託事業		広域入所児童委託事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ		地域子育て支援センター運営事業 チイキ コソダ シエン ウンエイ ジギョウ		子育て中の親と子どもが集い、子育て相談や交流のできる施設を運営し、子育て全般に関する専門的な支援を行います。 コソダ チュウ オヤ コ ツド コソダ ソウダン コウリュウ シセツ ウンエイ コソダ ゼンパン カン センモンテキ シエン オコナ		地域子育て支援センター チイキ コソダ シエン		011-376-6637										地域子育て支援センター運営事業		地域子育て支援センター運営事業		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ		幼稚園就園奨励費事業 ヨウチエン シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ		幼稚園に通園している満3～5歳児の保護者に対し、保育料などの減免を通して補助します。 ヨウチエン ツウエン マン サイジ ホゴシャ タイ ホイク リョウ ゲンメン トオ ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										幼稚園就園奨励費事業		幼稚園就園奨励費事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ		幼稚園就園準備支援事業 ヨウチエン シュウ エン ジュンビ シエン ジギョウ		各幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子育て事業の参加に対し、保護者の負担額の1/3を補助します。 カクヨウチエン ジッシ マン サイジ タイショウ コソダ ジギョウ サンカ タイ ホゴシャ フタン ガク ホジョ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		011-372-3311										幼稚園就園準備支援事業		幼稚園就園準備支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ		特別支援教育推進事業 トクベツ シエン キョウイク スイシン ジギョウ		市内全ての学校に特別支援学級を配置するとともに、各小学校に支援員を複数配置し、特別な支援を必要とする子どもたちの教育ニーズに対応します。 シナイ スベ ガッコウ トクベツ シエン ガッキュウ ハイチ カクショウガッコウ シエン イン フクスウ ハイチ トクベツ シエン ヒツヨウ コ キョウイク タイオウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										特別支援教育推進事業		特別支援教育推進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ		心の教室相談事業 ココロ キョウシツ ソウダン ジギョウ		小中学校に相談員を配置し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防止と早期把握に努めています。 ショウチュウガッコウ ソウダンイン ハイチ ジドウ セイト ナヤ フアン トウ カイショウ ハカ フトウコウ ミゼン ボウシ ソウキ ハアク ツト		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										心の教室相談事業		心の教室相談事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ		高等学校等入学準備金支給事業 コウトウ ガッコウ トウ ニュウガク ジュンビキン シキュウ ジギョウ		高校などに入学する生徒に、入学時に必要となる費用の一部として入学準備金を支給します。 コウコウ ニュウガク セイト ニュウガク ジ ヒツヨウ ヒヨウ イチブ ニュウガク ジュンビキン シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										高等学校等入学準備金支給事業		高等学校等入学準備金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ		奨学金支給事業 ショウガクキン シキュウ ジギョウ		経済的な理由によって高等学校等への就学が困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給します。 ケイザイテキ リユウ コウトウ ガッコウトウ シュウガク コンナン ガクセイ オヨ セイト タイ ガクシ イチブ シキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										奨学金支給事業		奨学金支給事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ		児童生徒援助事業 ジドウ セイト エンジョ ジギョウ		要保護世帯や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を援助します。 ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ ジドウ セイト タイ シュウガク ヒツヨウ ガクヨウヒン ヒ キュウショクヒ カツドウ ヒ セイト カイヒ カイヒ エンジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										児童生徒援助事業		児童生徒援助事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ		児童生徒通学費援助 ジドウ セイト ツウガク ヒ エンジョ		遠距離通学等で、公共交通機関を利用して通学する児童生徒や、自家用車での送迎を常としている児童生徒の保護者に、通学経費の一部を助成します。 エンキョリ ツウガクトウ コウキョウ コウツウ キカン リヨウ ツウガク ジドウ セイト ジカヨウシャ ソウゲイ ツネ ジドウ セイト ホゴシャ ツウガク ケイヒ イチブ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		011-372-3311										児童生徒通学費援助		児童生徒通学費援助

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド コソダ シエン ニュウガク ジ キュウフ ジョセイ ジギョウ		小学校入学児童を養育する方に児童１人につき２万円を助成。 カタ ジドウ ニン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」		蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		子育て支援米支給事業 コソダ シエン マイ シキュウ ジギョウ		離乳食講習会受講者・乳幼児健診（１歳６ヶ月・３歳児）の受診者に最大10㎏の南幌産の子育て支援米を支給 ジュコウシャ シキュウ		産業振興課　　農政グループ サンギョウ シンコウカ ノウセイ		011-378-2121				中 チュウ		子育て支援米を10Kg プレゼント コソダ シエン マイ				子育て支援米支給事業		子育て支援米支給事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド		高校生通学費助成制度 コウコウセイ ツウガク ヒ ジョセイ セイド		南幌町内に住所を有し、自宅から高等学校に通う生徒が対象に、通学定期券購入額の1/2を助成（上限1万円/月、所得制限なし） ナンポロ タイショウ ツウガク テイキケン コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン ツキ ショトク セイゲン		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121										高校生通学費助成制度		高校生通学費助成制度

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ		中学生国際留学プログラム事業 チュウガクセイ コクサイ リュウガク ジギョウ		短期留学やホームステイなどの生活体験を通じ、生きた英語力を身につけるために１４日間の国際留学プログラムを実施 タンキ リュウガク セイカツ タイケン ツウ イ エイゴリョク ミ ニチカン コクサイ リュウガク ジッシ		生涯学習課　　学校教育　　　グループ ショウガイガクシュウカ ガッコウ キョウイク		011-378-2121										中学生国際留学プログラム事業		中学生国際留学プログラム事業

		014231		北海道		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ		南幌町ファミリー・サポート・センター事業 ナンポロチョウ ジギョウ		会員制の相互支援活動として1人あたり３０分３００円から育児援助を実施 カイインセイ ソウゴ シエン カツドウ ヒト フン エン イクジ エンジョ ジッシ		保健福祉課　　福祉生涯　　　グループ ホケン フクシカ フクシ ショウガイ		011-378-5888										南幌町ファミリー・サポート・センター事業		南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド		保育料助成制度 ホイク リョウ ジョセイ セイド		第２子は保育料半額、第３子以降は無料 ダイ コ ホイク リョウ ハンガク ダイ コ イコウ ムリョウ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										保育料助成制度		保育料助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		子育て・教育		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ		保育時間の延長事業 ホイク ジカン エンチョウ ジギョウ		保育園における保育時間延長（19時30分まで） ホイクエン ホイク ジカン エンチョウ ジ フン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										保育時間の延長事業		保育時間の延長事業

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		モスピーポイント進呈事業		モスピーポイント進呈事業		町主催の「健康増進・疾病予防事業」、「子育て支援事業」、「ボランティアの環境美化活動」などに参加すると、モスピーカードのポイントを進呈。		企画振興課企画振興グループ キカク シンコウ カ キカク シンコウ		0164-32-2411										モスピーポイント進呈事業		モスピーポイント進呈事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ		子育て支援水道基本料金全額助成 コソダ シエン スイドウ キホン リョウキン ゼンガク ジョセイ		健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、中学卒業前までの子どもを養育している家庭に対し、毎月の水道基本料金の助成を行います。 スコ コ ウ ソダ カンキョウ イッカン チュウガク ソツギョウ マエ コ ヨウイク カテイ タイ マイツキ スイドウ キホン リョウキン ジョセイ オコナ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										子育て支援水道基本料金全額助成		子育て支援水道基本料金全額助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン		認定こども園保育料の軽減 ニンテイ エン ホイクリョウ ケイゲン		所得に応じて国基準の３割から５割分の保育料を軽減します。 ショトク オウ クニ キジュン ワリ ワリブン ホイクリョウ ケイゲン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										認定こども園保育料の軽減		認定こども園保育料の軽減

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている８階層から１５階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽減を図っている。第１子３０％、第２子５０％、第３子１００％を町が負担 ヌマタ ホイクエン クニ キジュン ホイクリョウ クニ サダ カイソウ カイソウ セッテイ チョウ ドクジ コジン フタン ガク ケイゲン ハカ ダイ コ ダイ コ ダイ コ チョウ フタン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										保育料の助成		保育料の助成		5		室蘭市保育料の助成と入れ替え ムロランシ ホイクリョウ ジョセイ イ カ

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ		がんばる高校生応援手当 コウコウセイ オウエン テアテ		高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に１人当たり月額５，０００円を支給 コウコウセイ トウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ トウ モ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ ヒトリ ア ゲツガク エン シキュウ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0164-35-2112										がんばる高校生応援手当		がんばる高校生応援手当

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		幼児センターの保育料について、兄弟姉妹で入園している場合、２人目は半額、３人目以降は、保育料は無料・幼稚園は１/１０の額となります。 ヨウジ ホイク リョウ キョウダイ シマイ ニュウエン バアイ ヒトメ ハンガク ニン メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ ヨウチエン ガク		幼児センター ヨウジ		01658-6-5980										子育て支援制度		子育て支援制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド		生徒通学交通費助成制度 セイト ツウガク コウツウヒ ジョセイ セイド		町内に高校がないため、高等学校へ通学する交通費相当額の一部助成を行っております。 チョウナイ コウコウ コウトウ ガッコウ ツウガク コウツウヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111										生徒通学交通費助成制度		生徒通学交通費助成制度

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド		生徒制服等購入助成制度 セイト セイフク トウ コウニュウ ジョセイ セイド		中学校入学時の制服等購入費相当額の一部助成を行っております。
男子生徒には25,000円、女子生徒には27,000円の助成を在学中に１度受けられます。 チュウガッコウ ニュウガク ジ セイフク トウ コウニュウ ヒ ソウトウ ガク イチブ ジョセイ オコナ ダンシ セイト ０００エン ジョシ セイト エン ジョセイ ザイガクチュウ ド ウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		01658-6-5111										生徒制服等購入助成制度		生徒制服等購入助成制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン		保育料の負担軽減 ホイクリョウ フタン ケイゲン		町独自に国の基準の半額程度になるよう保育料を設定。
さらに第2子は半額、第3子以降は1/10にすることで、子育て世帯の負担軽減を図る。 チョウ ドクジ クニ キジュン ハンガク テイド ホイクリョウ セッテイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ コソダ セタイ フタン ケイゲン ハカ		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0165-32-2000										保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ		未来を拓く人づくり推進事業 ミライ ヒラ ヒト スイシン ジギョウ		毎年中学2年生を対象に国際交流事業として、台湾で4泊5日の研修を実施しており、1人当たりの費用の9割を助成。 マイトシ チュウガク ネンセイ タイショウ コクサイ コウリュウ ジギョウ タイワン ハク ニチ ケンシュウ ジッシ ニン ア ヒヨウ ワリ ジョセイ		教育委員会社会教育係 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイクガカリ		0165-32-2477										未来を拓く人づくり推進事業		未来を拓く人づくり推進事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カ ツ セイド		高校、専修学校、短大、専門学校、大学に在籍する学生に対して、学校の種類によって月額1～3万円を無利子で貸し付け。 コウコウ コウ センシュウ ガッコウ タンダイ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ ガクセイ タイ ガッコウ シュルイ ゲツガク マンエン ムリシ カ ツ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477										奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド		高校生徒通学費補助制度 コウコウ セイト ツウガクヒ ホジョ セイド		町内に高校が無いため、高校生の通学費の一部(ＪＲ3ヶ月定期の1/2)を補助。 チョウナイ コウコウ ナ コウコウセイ ツウガクヒ イチブ ゲツ テイキ ホジョ		教育委員会学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイクガカリ		0165-32-2477										高校生徒通学費補助制度		高校生徒通学費補助制度

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ		保育所保育料減免措置 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン ソチ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料。災害その他特別な事由がある場合やひとり親（母子・父子）家庭の場合、半額。 ホイク ショ ニュウショ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ ハンガク ダイ シ イジョウ ホイクリョウ ムリョウ サイガイ タ トクベツ ジユウ バアイ オヤ ボシ フシ カテイ バアイ ハンガク		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										保育所保育料減免措置		保育所保育料減免措置

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ		学童保育所利用料・登録料減免措置 ガクドウ ホイク ショ リヨウリョウ トウロク リョウ ゲンメン ソチ		登録料：同一世帯で２人以上の場合は、２人目以降半額。利用料：２人以上入所登録している世帯は最も低学年の児童以外は半額。生活保護世帯は全額、災害など特別な事由がある場合やひとり親家庭の場合、半額免除。 トウロク リョウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ハンガク リヨウリョウ ニン イジョウ ニュウショ トウロク セタイ モット テイガクネン ジドウ イガイ ハンガク セイカツ ホゴ セタイ ゼンガク サイガイ トクベツ ジユウ バアイ オヤ カテイ バアイ ハンガク メンジョ		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										学童保育所利用料・登録料減免措置		学童保育所利用料・登録料減免措置

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		子育て・教育		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ		音威子府村保育所条例 オトイネップムラ ホイク ショ ジョウレイ		２～３歳児の保育料が無料 サイジ ホイクリョウ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村保育所条例		音威子府村保育所条例

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		所得区分8階層のうち１～６階層までは国の保育料基準の60％、７～８階層は国の保育料基準の70％		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）		年長５歳児の保育料無料		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（保育料）		子育て支援事業（保育料）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業（児童養育手当）		子育て支援事業（児童養育手当）		第３子目以降から月額8,000円を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（児童養育手当）		子育て支援事業（児童養育手当）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ		清里高等学校総合支援対策事業 キヨサト コウトウ ガッコウ ソウゴウ シエン タイサク ジギョウ		入学支度金の補助、資格取得等に係る経費の補助、進学に向けた学校視察、模擬試験等の経費の補助、各種大会出場経費などの補助を行う。 ニュウガク シタク キン ホジョ シカク シュトク トウ カカ ケイヒ ホジョ シンガク ム ガッコウ シサツ モギ シケン トウ ケイヒ ホジョ カクシュ タイカイ シュツジョウ ケイヒ ホジョ オコナ		生涯教育課学校教育グループ ショウガイ キョウイク カ ガッコウ キョウイク		0152-25-2005										清里高等学校総合支援対策事業		清里高等学校総合支援対策事業

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ		子育て支援保育料補助事業 コソダ シエン ホイクリョウ ホジョ ジギョウ		第２子以降の子供にかかる保育料を助成。 ダイ コ イコウ コドモ ホイクリョウ ジョセイ		保健福祉課福祉介護グループ ホケン フクシカ フクシ カイゴ		0152-25-3847										子育て支援保育料補助事業		子育て支援保育料補助事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ		生徒海外体験学習事業 セイト カイガイ タイケン ガクシュウ ジギョウ		村内中学１，２年生全員が本村と友好関係にあるアメリカ・アラスカ州ジュノー市を訪問し、ジュノー市の中学生との交流やホームステイ等を体験する。 ソンナイ チュウガク ネンセイ ゼンイン ホンソン ユウコウ カンケイ シュウ シ ホウモン シ チュウガクセイ コウリュウ ナド タイケン		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111										生徒海外体験学習事業		生徒海外体験学習事業

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガク ヒ ホジョ コウフ		村内遠距離通学児童、生徒の通学費を補助している。 ソンナイ エンキョリ ツウガク ジドウ セイト ツウガクヒ ホジョ		教育委員会		0158-87-2111										遠距離通学児童生徒の通学費補助交付		遠距離通学児童生徒の通学費補助交付

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		子育て・教育		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ		西興部村高等学校通学費等補助 ニシオコッペ ムラ コウトウ ガッコウ ツウガクヒ ナド ホジョ		高等学校等へ通学する子どもを持つ村内の保護者等に対して高等学校などへの通学及び下宿に要する費用の一部を助成する。 コウトウ ガッコウ トウ ツウガク コ モ ソンナイ ホゴシャ ナド タイ コウトウ ガッコウ ツウガク オヨ ゲシュク ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0158-87-2111										西興部村高等学校通学費等補助		西興部村高等学校通学費等補助

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ		保育料の低料金化 ホイク リョウ テイリョウキンカ		標準保育料（３歳以上児）第1子１万円/月第２子５千円/月第３子以降は無料。 ヒョウジュン ホイク リョウ サイ イジョウ ジ ダイ シ マンエン ツキ ダイ コ センエン ツキ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所 ホイク ショ		0158-84-2326										保育料の低料金化		保育料の低料金化

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ		中学生フィンランド国派遣事業 チュウガクセイ クニ ハケン ジギョウ		町内在住の中学２年生全員を友好都市であるフィンランド国ケミヤルヴィ市（ラップランド地方）に派遣し、ホームステイ体験などから国際感覚豊かな子どもを育てる事業 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ネンセイ ゼンイン ユウコウ トシ クニ シ チホウ ハケン タイケン コクサイ カンカク ユタ コ ソダ ジギョウ		生涯学習課 ショウガイ ガクシュウカ		0142-66-2131										中学生フィンランド国派遣事業		中学生フィンランド国派遣事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		２人の入園で１人の保育料を半額、３人の入園で１人保育料無料 ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ハンガク ニン ニュウエン ニン ホイクリョウ ムリョウ		管理課こども園グループ カンリカ エン		0146-47-2489										保育料の助成		保育料の助成

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ		保育料の軽減措置 ホイク リョウ ケイゲン ソチ		2人以上の児童が在園している場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料 ヒト イジョウ ジドウ ザイエン バアイ ヒト メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										保育料の軽減措置		保育料の軽減措置

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		町民税が、非課税及び所得割の課税額により補助基準ごとに区分けし、年額として補助 チョウミン ゼイ ヒカゼイ オヨ ショトク ワリ カゼイガク ホジョ キジュン クワ ネンガク ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0146-26-9020										私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ		新生児等紙おむつ処理対策事業 シンセイジ トウ カミ ショリ タイサク ジギョウ		町内で生まれたお子さんに対して紙おむつ処理ごみ袋100枚を支給 チョウナイ ウ コ タイ カミ ショリ フクロ マイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										新生児等紙おむつ処理対策事業		新生児等紙おむつ処理対策事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		幼児用補助装置購入助成事業 ヨウジヨウ ホジョ ソウチ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		6歳未満の保護者を対象にチャイルドシートの購入額を助成（上限１万円） サイ ミマン ホゴシャ タイショウ コウニュウ ガク ジョセイ ジョウゲン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0146-26-9003										幼児用補助装置購入助成事業		幼児用補助装置購入助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度		奨学金制度		優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由によって修学が困難な方のための「給付制度」「貸付制度」の２つの制度。		教育委員会 　管理課		 0146-49-0088										奨学金制度		奨学金制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		2人目の入所については半額、３人目以降は無料。 ニン メ ニュウショ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										保育料の助成		保育料の助成

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ		ベビーシート貸出し事業 カシダ ジギョウ		乳児と同居し、かつ養育している保護者に、その子が満１歳になるまで、乳児用ベビーシートを無償貸付。		住民福祉部　　生活環境課 セイカツ カンキョウ		0146-43-2111										ベビーシート貸出し事業		ベビーシート貸出し事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		子育て支援有料ゴミ袋給付事業		子育て支援有料ゴミ袋給付事業		２歳未満児対象として有料ごみ袋を１人24ヶ月分給付事業
（例：45ℓ袋の場合120枚）		町民課 チョウミン カ		01564-2-2111(内135)

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料の減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育所に2人以上入園する場合、2人目は保育料の50%、3人目以降は保育料90%を減免。第3子以降の場合、第3子は保育料の50%。第4子は保育料無料。 ホイク ショ		福祉課 フクシカ		0156-66-1311										保育料の減免		保育料の減免

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		紙おむつ購入助成事業 カミ コウニュウ ジョセイ ジギョウ		子育て世帯の経済的負担軽減のために、紙おむつ購入費の助成を行なう。１枚1,000円の助成券を12枚交付（町内の登録事業者で利用可）※転入の場合は転入時から１歳になる月まで助成。 コソダ セタイ ケイザイ テキ フタン ケイゲン カミ コウニュウ ヒ ジョセイ オコ マイ エン ジョセイ ケン マイ コウフ チョウナイ トウロク ジギョウシャ リヨウ カ テンニュウ バアイ テンニュウ ジ サイ ツキ ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0156-69-2226										紙おむつ購入助成事業		紙おむつ購入助成事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		更別村入学祝金		更別村入学祝金		小中学校等（特別支援学校（小学部・中学部）含む。）に入学する児童・生徒一人につき５万円を支給。
※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		教育委員会		0155-52-3171										更別村入学祝金		更別村入学祝金

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免制度		保育料の減免制度		同一世帯から２人以上の児童が入所する場合の保育料を減免（２人目は半額、３人目以降は０円）。 ホイク リョウ ゲンメン		保健福祉課		0155-53-3000										保育料の減免制度		保育料の減免制度

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援用具無償貸付		子育て支援用具無償貸付		乳幼児の子育てをしている家庭にたいして、ベビーベッド、ベビーカー等の子育て支援用具を無償で貸付。 トウ コソダ シエン ヨウグ ムショウ カシツケ		保健福祉課		0155-53-3000										子育て支援用具無償貸付		子育て支援用具無償貸付

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		子育て・教育		ゴミ袋無料提供		ゴミ袋無料提供		子供の生まれた家庭へ2年間、200枚まで無料提供。 ムリョウ テイキョウ		住民生活課		0155-52-2112										ゴミ袋無料提供		ゴミ袋無料提供

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		 保育料の助成		 保育料の助成		１８歳（高校卒業まで）以下の子のうち年齢の高い児童から数えて３人目以降が入所した場合の保育料無料		子ども未来課 コ ミライ カ		0156-22-8130										 保育料の助成		 保育料の助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		満18歳に達する年度末までの子を２人以上扶養している場合、第２子の保育料を半額に、第３子以降の保育料は無料		子どもセンター総務担当 コ ソウム タントウ		0156-25-2574										保育料軽減		保育料軽減

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン		足寄高校通学支援 アショロ コウコウ ツウガク シエン		通学費全額、車利用月2千円・下宿代2/3、月3万円以内、入学時・見学旅行3万円助成⑤海外（カナダ）研修派遣、各種講習、検定、模試費用、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ全額助成、介護初任者研修・部活動遠征助成 ツウガク ヒ ゼンガク リヨウ ツキ セン エン ゲシュクダイ ツキ マン エン イナイ ニュウガク ジ ケンガク リョコウ マン エン ジョセイ カイガイ ケンシュウ ハケン カクシュ コウシュウ ゼンガク ジョセイ ジョセイ		教育委員会教育教育総務室総務担当 キョウイク イインカイ キョウイク キョウイク ソウムシツ ソウム タントウ		0156-25-3188										足寄高校通学支援		足寄高校通学支援

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ		保育料の免除 ホイクリョウ メンジョ		同一家庭から同時期に2人以上の子が通園している場合、2人目以降の保育料を免除。 ドウイツ カテイ ドウジキ ヒト イジョウ コ ツウエン バアイ ヒト メ イコウ ホイクリョウ メンジョ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										保育料の免除		保育料の免除

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン		高等学校等人材育成支援金 コウトウ ガッコウ トウ ジンザイ イクセイ シエンキン		高等学校等に就学する生徒1人当たり月額10,000円を支給。 コウトウ ガッコウ トウ シュウガク セイト ヒト ア ゲツガク エン シキュウ		教育委員会
教育課 キョウイク イインカイ キョウイクカ		0154-64-2050										高等学校等人材育成支援金		高等学校等人材育成支援金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料の無料化		教育委員会 キョウイク イインカイ		0153-82-2131										幼稚園使用料無料化		幼稚園使用料無料化

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		可燃ごみ袋支給		可燃ごみ袋支給		新生児誕生時に紙おむつ用として可燃ごみ袋150枚を支給 シンセイジ タンジョウジ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131										可燃ごみ袋支給		可燃ごみ袋支給

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		市営バス子ども無料乗車事業		市営バス子ども無料乗車事業		市内小学生以下児童の市営バス乗車料が無料となります。		子どもしあわせ課		017-734-5320										市営バス子ども無料乗車事業		市営バス子ども無料乗車事業

		022012		青森県 アオモリケン		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園に通う子どもの保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										幼稚園就園奨励支援事業		幼稚園就園奨励支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業		幼稚園に第3子以降の子どもが通う保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料を補助します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		認可保育所入所児童の保護者に対して、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約3割ほど軽減します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										保育料軽減		保育料軽減

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		民間託児保育施設保育料助成		民間託児保育施設保育料助成		民間託児施設入所に第3子以降の児童が入所している保護者に対して、世帯の所得状況に応じて、保育料の一部を助成します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5330										民間託児保育施設保育料助成		民間託児保育施設保育料助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童対策事業		放課後児童対策事業		保護者が就労等により、日中家庭にいない小学校低学年の児童をもつ世帯に対して、家庭の代わりとなる放課後の居場所を提供します。 タイ		子どもしあわせ課		017-734-5334										放課後児童対策事業		放課後児童対策事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		子育て家庭に対して、遊び場の提供、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、講座の開催などを行います。 タイ オコナ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい方が、相互に援助活動を行うことにより、市民が仕事、買い物の時の預かりなど育児を両立できる環境を整備します。 カタ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業		つどいの広場事業		主に乳幼児を持つ親と子に対して、子育てアドバイザー、保育士が子育てに関する相談を行い、子育てに関する催し物や講習会を開催します。 タイ		子どもしあわせ課
子ども支援センター		017-721-2180										つどいの広場事業		つどいの広場事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		認可保育所入所児童の保護者に対し、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均で約4割ほど軽減。 ニンカ ホイク ショ ニュウショ ジドウ ホゴシャ タイ クニ サダ ホイクリョウ キジュン ガク ムリョウ セタイ ノゾ ホイクリョウ ヘイキン ヤク ワリ ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										保育料軽減		保育料軽減

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		第3子保育料軽減事業 ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		認可保育所・へき地保育所・認可外保育施設の入所児童（3歳未満の第3子以降のみ）の保護者に対し、保育料を軽減。ただし、所得制限有り。 ニンカ ホイク ショ チ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニュウショ ジドウ サイ ミマン ダイ コ イコウ ホゴシャ タイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ		ひろさき多子家族応援パスポート事業 タシ カゾク オウエン ジギョウ		弘前市に在住し、平成8年4月2日以降に生まれた児童を3人以上扶養している方とその児童を対象に、市の公共施設等を無料化。 ヒロサキシ ザイジュウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ウ ジドウ ニンイジョウ フヨウ カタ ジドウ タイショウ シ コウキョウ シセツ トウ ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7038										ひろさき多子家族応援パスポート事業		ひろさき多子家族応援パスポート事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、市内の小児科診療所へ事業を委託し、病児・病後児を受け入れる。 ビョウキ ビョウキ カイフク キ ホゴシャ シュウロウ トウ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ シナイ ショウニカ シンリョウ ショ ジギョウ イタク ビョウジ ビョウゴ ジ ウ イ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										病児病後児保育事業		病児病後児保育事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		トワイライトステイ事業 ジギョウ		トワイライトステイ事業 ジギョウ		保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、児童家庭支援センターへ事業を委託し、対象児童を受け入れ、児童の保護や生活指導・食事の提供等を行う。 ホゴシャ シュウロウ トウ ヤカン キュウジツ カテイ ホイク コンナン ジドウ ホゴシャ タイ ジドウ カテイ シエン ジギョウ イタク タイショウ ジドウ ウ イ ジドウ ホゴ セイカツ シドウ ショクジ テイキョウ トウ オコナ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-35-1131										トワイライトステイ事業		トワイライトステイ事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業		私立幼稚園の設置者が、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、家庭の所得状況に応じて保育料等を減免する事業に対し補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094										幼稚園就園奨励事業		幼稚園就園奨励事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業		私立幼稚園の設置者が、安心して子どもを生み育てることができる環境をつくること等を目的に、家庭の所得状況に応じて第3子以降の園児の保護者に対し保育料を減免する事業に補助金を交付する。		こども家庭課		0178-43-9094										第3子保育料軽減事業		第3子保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		認可保育所に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じて軽減する。		こども家庭課		0178-43-9094										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じてその一部を助成する。 イチブ ジョセイ		こども家庭課		0178-43-9094										認可外保育施設保育料助成金		認可外保育施設保育料助成金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		エコパスポート発行事業		エコパスポート発行事業		小中学生や同伴保護者を対象とし、春休み・夏休み・冬休み期間の一日に限り、市営バス全路線が乗り放題となる「エコパスポート」を販売。 ショウチュウガクセイ ドウハン ホゴシャ タイショウ ハルヤス ナツヤス フユヤス キカン イチニチ カギ シエイ ゼンロセン ノ ホウダイ ハンバイ		交通部運輸管理課		
0178-25-5141										エコパスポート発行事業		エコパスポート発行事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業（こどもはっち）		つどいの広場事業（こどもはっち）		乳幼児と親の交流、地域の子育て支援及び子育て支援団体等の活動・交流の場として、八戸ポータルミュージアム「はっち」内に、子育てつどいの広場「こどもはっち」を設置。 ハチノヘ ナイ		こども家庭課		0178-43-9094										つどいの広場事業（こどもはっち）		つどいの広場事業（こどもはっち）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		保育所への委託により、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、子育てサークルへの支援を行う。一般型（開設日数・時間…週3日以上、1日5時間以上職員数…2名以上） オコナ		こども家庭課		0178-43-9094										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		地域での子育て支援と児童福祉の向上を目的とした、会員制の相互援助活動として、子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）の紹介業務を行う。		こども家庭課		0178-43-9342										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサロン支援事業		子育てサロン支援事業		地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場として、各地区公民館等において、ボランティアにより開催される子育てサロンの運営を支援する。 カクチク コウミンカン トウ シエン		こども家庭課		0178-43-9094										子育てサロン支援事業		子育てサロン支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育の実施		病児・病後児保育の実施		就労している保護者が自宅での保育が困難な場合に対応するため、病院・
保育所等において病気の児童を一時的に保育する。		こども家庭課		0178-43-9094										病児・病後児保育の実施		病児・病後児保育の実施

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ホウカゴ ジドウ		保護者が就労等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の児童を対象
とし、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る。		こども家庭課		0178-43-9342										放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域密着型教育推進事業		地域密着型教育推進事業		保護者および地域住民が学校運営に参画できる地域学校連携協議会を推進校に設置し、地域住民等と学校との協働による「開かれた学校づくり」を推進する。		教育指導課		0178-43-9519										地域密着型教育推進事業		地域密着型教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付事業		奨学資金貸付事業		優秀な学生及び生徒で、経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、人材の育成を図るとともに、修学の機会を確保する。		学校教育課		0178-43-9457										奨学資金貸付事業		奨学資金貸付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		青少年派遣交流事業		青少年派遣交流事業		青少年（中学生）の海外派遣や、海外からの青少年交流団の受入れによる、他国の青少年との親善交歓等を通じ、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成を図る。 トウ ツウ		教育指導課		0178-43-9461										青少年派遣交流事業		青少年派遣交流事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		国際理解教育・英語教育推進事業		国際理解教育・英語教育推進事業		外国語指導助手（ALT18名）による小学校の外国語活動の授業、中学校の
英語科の授業への補助など、小・中学生等に対し国際理解教育の推進を図る。 タイ ハカ		教育指導課		0178-43-9461										国際理解教育・英語教育推進事業		国際理解教育・英語教育推進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		股関節脱臼検診（生後90～120日に受診）の場を利用し、赤ちゃんと保護者に、絵本の読み聞かせをしたあと、絵本１冊、図書館の利用案内、おすすめブックリスト等を入れたブックスタートパックを配付する コカンセツ ダッキュウケンシン セイゴ ニチ ジュシン バ リヨウ アカ ホゴシャ エホン ヨ キ エホン サツ トショカン リヨウ アンナイ トウ イ ハイフ		図書館 トショカン		0178-22-0266										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		子育て・教育		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ		マイブック推進事業 スイシン ジギョウ		児童が自ら本を選び購入する体験を通じ、読書に親しむ環境をつくるため、小学校児童を対象に、一人につき2,000円分のマイブッククーポンを配付する ジドウ ミズカ ホン エラ コウニュウ タイケン ツウ ドクショ シタ カンキョウ ショウガッコウ ジドウ タイショウ ヒトリ エン ブン ハイフ		教育指導課 キョウイクシドウ カ		0178-43-9461										マイブック推進事業		マイブック推進事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ		遺児入学祝金等給付事業 イジ ニュウガクイワイ キンナド キュウフ ジギョウ		父、母または父母をなくした義務教育終了前までの児童を対象に、申請により、入学祝金（小・中学校）7,000円、卒業祝金（中学校）10,000円、弔慰金10,000円を支給。 タイショウ		家庭福祉課児童家庭係 カテイ フクシカ ジドウ カテイ ガカリ		0173-35-2111(内線2436)										遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業		保護者が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校の１年から３年までの児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助事業		私立幼稚園就園奨励費補助事業		世帯の所得状況に応じて、保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助金を交付		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										私立幼稚園就園奨励費補助事業		私立幼稚園就園奨励費補助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助事業		就学援助事業		経済的な理由により、就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し学用品費等の援助（所得・課税状況等により審査） タイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										就学援助事業		就学援助事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度事業		奨学金制度事業		むつ市に居住する方の子弟で、高等学校、大学、専修学校等に在学中又は入学予定で、2年以上の修学期間がある者に対し奨学金を貸与 タイ ショウガクキン タイヨ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウムカ		0175-22-1111										奨学金制度事業		奨学金制度事業

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		保育料を国の基準額より引き下げている。
3歳未満児：0円～31,290円3歳以上児：0円～30,000円		福祉課		0173-42-2111										保育料軽減		保育料軽減

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降の保育園児を持つ保護者（18歳未満の児童を2人以上養育していること）を対象に保育料無料 タイショウ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										第2子以降保育所保育料無料化事業		第2子以降保育所保育料無料化事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金		幼稚園就園奨励費補助金		平川市に住所があり、幼稚園に在園している3～5歳児又は年度途中に満3歳で入園する幼児の属する世帯を対象に、幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助。市民税所得割課税額により補助支給額が変わります タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)										幼稚園就園奨励費補助金		幼稚園就園奨励費補助金

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降幼稚園保育料無料化事業		第2子以降幼稚園保育料無料化事業		平川市に住所があり、当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもを2人以上有し、その第2子以降が幼稚園に在園する世帯を対象に、第2子以降の幼稚園の入園料及び保育料を無料とする。 タイショウ		学校教育課　教育振興係		0172-44-1111(内線2263)										第2子以降幼稚園保育料無料化事業		第2子以降幼稚園保育料無料化事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		子育て・教育		蓬田村修学奨励金貸与基金事業		蓬田村修学奨励金貸与基金事業		大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円（年間240,000円）を貸与。奨励金は無利子		教育課 キョウイクカ		0174-31-3111										蓬田村修学奨励金貸与基金事業		蓬田村修学奨励金貸与基金事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ		外ヶ浜町学校給食費給付事業 ソトガハママチ ガッコウ キュウショク ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、小学校・中学校の児童生徒の保護者等
【内容】給食費を一部軽減 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガッコウ チュウガッコウ ジドウ セイト ホゴシャトウ ナイヨウ キュウショクヒ イチブ ケイゲン		学務課 ガクムカ		0174-31-1235										外ヶ浜町学校給食費給付事業		外ヶ浜町学校給食費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ		外ヶ浜町奨学金貸付事業 ソトガハママチ ショウガクキン カシツケ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有する、高等学校、高等専門学校、大学、短大等に在学する者
【内容】貸付額：公立高校15,000円/月、私立高校18,000円/月、大学等35,000円/月 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ コウトウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ダイガク タンダイナド ザイガク モノ ナイヨウ カシツケ ガク コウリツ コウコウ エン ツキ シリツ コウコウ エン ツキ ダイガク トウ エン ツキ		学務課 ガクムカ		0174-31-1235										外ヶ浜町奨学金貸付事業		外ヶ浜町奨学金貸付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		町内に住所を有する、保育所に入所している児童の保育料の保護者負担を軽減するため、国の徴収基準より料金を軽減しております。		保健福祉課		0172-48-2111										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業		町内に住所を有する、父、母または父母を亡くした等の義務教育終了までの児童の保護者へ助成。［入学祝金（小・中学校）7,000円］、［卒業祝金（中学校）10,000円］、［弔慰金10,000円を支給］ ホゴシャ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111										遺児入学祝金等給付事業		遺児入学祝金等給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		多子世帯保育料軽減事業 タシ セタイ ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		保育園に入所している第3子以降であって、かつ、3歳以上の子に係る保育料について、所得に応じた額を助成。 ホイクエン ニュウショ ダイ シイコウ サイイジョウ コ カカ ホイクリョウ ショトク オウ ガク ジョセイ		介護・福祉課 カイゴ フクシ カ		0175-64-2111
(245)										多子世帯保育料軽減事業		多子世帯保育料軽減事業

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業		学童保育事業		保護者が労働等のために昼間家庭にいない小１から小３までの児童。特例として小４まで受け入れ可。		福祉課		0176-55-3111										学童保育事業		学童保育事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ		平成２６年度進学奨励金事業 ヘイセイ ネンド シンガク ショウレイキン ジギョウ		村内に住所を有する者または村内出身者で、短大、高専、高校、専門学校、大学のいずれかに在籍する方。大学＝10万円/人（大学院を除く）高校等＝5万円/人（高校、高等専門学校、短大等） ソンナイ ジュウショ ユウ モノ ソンナイ シュッシンシャ タンダイ コウセン コウコウ センモン ガッコウ ダイガク ザイセキ カタ ダイガク ヒト ダイガクイン ノゾ コウコウトウ マン エン ヒト コウコウ コウトウ センモン ガッコウ タンダイトウ		総務課 ソウムカ		0175-72-2111										平成２６年度進学奨励金事業		平成２６年度進学奨励金事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ		未来に続く健やか子育て支援事業 ミライ ツヅ スコ コソダ シエン ジギョウ		村に住民登録がある平成18年4月1日以降に出産した子の保護者に対し、子1人につき月額5千円を満1歳に達するまで支給。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン コ ホゴシャ タイ コ ヒト ゲツガク センエン マン サイ タッ シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										未来に続く健やか子育て支援事業		未来に続く健やか子育て支援事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ		給食費補助金交付事業 キュウショク ヒ ホジョキン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、現に居住している村内の小中学校で学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する学校給食に要する費用を全額補助する。 ムラ ジュウミン トウロク ゲン キョジュウ ソンナイ ショウチュウガッコウ ガッコウ キュウショク ウ ジドウ セイト ホゴシャ ゼンガク ホジョ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111										給食費補助金交付事業		給食費補助金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ		小・中学校入学祝金交付事業 ショウ チュウガッコウ ニュウガク イワイ キン コウフ ジギョウ		村に住民登録があり、生活の根拠が村にあると認められる者で、小学校及び中学校に入学する児童生徒をもつ保護者に対し、入学祝金５万円を交付する。 ジュウミン トウロク セイカツ コンキョ ムラ ミト モノ マン エン コウフ		学務課 ガクム カ		0175-72-2111										小・中学校入学祝金交付事業		小・中学校入学祝金交付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイク リョウ ケイゲン		18歳以下の児童が3人以上いる世帯のうち、３人以降が保育所に入所している児童の保護者に対し、保育料を軽減する（3歳未満：2/3軽減、3歳以上：1/3軽減）。 タイ ホイク リョウ ケイゲン		教育政策室 キョウイク セイサク シツ		0175-72-2111										保育料軽減		保育料軽減

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		保育料軽減事業 ホイクリョウ ケイゲン ジギョウ		扶養児童３人以上の世帯で、３人目以降の児童が保育園に入所する場合に、保育料を軽減します。所得制限あり フヨウ ジドウ ニン イジョウ セタイ ニン メ イコウ ジドウ ホイクエン ニュウショ バアイ ホイクリョウ ケイゲン ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		すくすく子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		幼稚園に通園する第３子以降の子どもの保育料の一部を補助します。所得制限あり（他に幼稚園就園奨励金制度あり） ヨウチエン ツウエン ダイ シ イコウ コ ホイクリョウ イチブ ホジョ ショトク セイゲン ホカ ヨウチエン シュウエン ショウレイキン セイド		学務課 ガクム カ		0178-56-4258										すくすく子育て支援事業		すくすく子育て支援事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業		保育料軽減事業		（条件）町内に住所を有する児童
（内容）保育料の3分の1を助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										保育料軽減事業		保育料軽減事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学資助成事業		学資助成事業		（条件）第3子（第4子以降含む）で、養育者を含め町内で継続的に3年以上居住していること
（内容）小学校入学時10万円支給、中学校入学時10万円支給、田子高校入学時20万円支給 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										学資助成事業		学資助成事業

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ		学校給食費無料化事業（小・中学校） ガッコウ キュウショク ヒ ムリョウカ ジギョウ ショウ チュウ ガッコウ		給食費（小学校2校計7,500千円中学校計6,996千円：1ヶ月5,000円）を平成25年4月より、村が負担する。 キュウショクヒ ショウガッコウ コウ ケイ センエン チュウガッコウ ケイ センエン ゲツ ０００エン ヘイセイ ネン ガツ ムラ フタン		新郷村教育委員会 シンゴウムラ キョウイク イインカイ		0178-78-2111
内線714										学校給食費無料化事業（小・中学校）		学校給食費無料化事業（小・中学校）

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ		わらすっこ基金助成事業 キキン ジョセイ ジギョウ		寄附金を原資に創設した「遠野市わらすっこ基金」を活用し、体験活動や子どもの自立支援活動など、子育て支援を目的とした活動に係る全市的な取り組みに対し30万円を上限に助成する。 キフキン ゲンシ ソウセツ トオノシ キキン カツヨウ カカ ゼンシ テキ ト ク タイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										わらすっこ基金助成事業		わらすっこ基金助成事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ		わらすっこの誕生応援事業 タンジョウ オウエン ジギョウ		小学校就学前の乳幼児の予防接種費用や保育に掛かる費用の一部を助成。対象は新生児で、一人１万円のわらすっこ応援券を交付。また、地元産材を使った赤ちゃんの名前入り木製写真立ても贈呈。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ホイク カ ヒヨウ イチブ ジョセイ タイショウ シンセイジ ヒトリ マンエン オウエン ケン コウフ ジモト サンザイ ツカ アカ ナマエ イ モクセイ シャシン タ ゾウテイ		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										わらすっこの誕生応援事業		わらすっこの誕生応援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		子育て・教育		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ		看護保育安心サポート事業 カンゴ ホイク アンシン ジギョウ		県立病院と連携し、病児等保育施設を運営。感冒・感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や水痘、流行性耳下腺炎などにかかった子どもや、回復期にある子どもを保護者に代わって保育する。利用料金は2,000円 ケンリツ ビョウイン レンケイ ビョウジ トウ ホイク シセツ ウンエイ カンボウ カンセンセイ イチョウ エン ニュウヨウジ ニチジョウ ビョウキ リヨウ リョウキン エン		子育て総合支援課 コソダ ソウゴウ シエン カ		0198-62-2111										看護保育安心サポート事業		看護保育安心サポート事業

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ		第3子以降保育料補助事業 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ホジョ ジギョウ		保護者が3人以上の子を扶養している場合3人目以降の子の保育料を無料とします。 ホゴシャ ニン イジョウ コ フヨウ バアイ ニン メ イコウ コ ホイク リョウ ムリョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										第3子以降保育料補助事業		第3子以降保育料補助事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病後児保育事業 ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気の回復期にある保育所入所児童を医療機関併設施設において一時的に預かります。 ビョウキ カイフク キ ホイク ショ ニュウショ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										病後児保育事業		病後児保育事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育ての手助けが必要な人と子育ての手助けができる人とを結ぶ会員制の子育て支援ネットワーク事業です。 コソダ テ ダス ヒツヨウ ヒト コソダ テ ダス ヒト ムス カイインセイ コソダ シエン ジギョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 コソダ シエン キョテン シセツ ヒロバ ジギョウ		おおむね3歳以下の子どもとその保護者が気軽に集うことができる場を提供します。 サイ イカ コ ホゴシャ キガル ツド バ テイキョウ		保健福祉部児童福祉課 ホケン フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0191-21-8357										子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		子育て・教育		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド		一関市奨学金貸与制度 イチノセキ シ ショウガクキン タイヨ セイド		経済的な理由で就学が困難な方に奨学金を貸与します。要件は保護者が一関市内に住民登録をしている高校以上の在学生で、奨学金（月額）高校生12,000円、大学生等45,000円、償還は6ヶ月を経過後、15年以内で無利子です。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン カタ タイヨ ヨウケン ザイガク セイ ショウガクキン コウコウセイ エン ダイガクセイ トウ エン ショウカン ゲツ ゴ ネン イナイ		教育部教育総務課		0191-21-8823										一関市奨学金貸与制度		一関市奨学金貸与制度		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業 ジギョウ		子育て支援事業 ジギョウ		雫石町では地域全体で子育てを支援する基盤を作りながら地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 シズクイシ マチ		福祉課 フクシ カ		019-692-6401										子育て支援事業		子育て支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		住まい		子育て・教育		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク		子育て支援住宅「キッズあい」 コソダ シエン ジュウタク		子育て世代の支援住宅。満18歳までの親族が1人：36,000円、2人：32,000円、3人以上：26,000円。町外からの入居の場合、それぞれ10,000円を減額。 コソダ セダイ シエン ジュウタク		地域整備課 チイキ セイビ カ		0195-33-2111										子育て支援住宅「キッズあい」		子育て支援住宅「キッズあい」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン		産婦・新生児・乳児家庭訪問 サンプ シンセイジ ニュウジ カテイ ホウモン		出生届や相談をもとに、お母さんと赤ちゃんの健康視察と支援のため、保健師や助産婦が家庭訪問を行います。 シュッショウ トドケ ソウダン カア アカ ケンコウ シサツ シエン ホケンシ ジョサンプ カテイ ホウモン オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										産婦・新生児・乳児家庭訪問		産婦・新生児・乳児家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ		ベビーチェアシートの貸出 カシダシ		0歳から1歳未満用ベビーチェアシートを無料で貸出します。 サイ サイ ミマン ヨウ ムリョウ カシダシ		一戸町社会福祉協議会 イチノヘマチ シャカイ フクシ キョウギカイ		0195-33-3385										ベビーチェアシートの貸出		ベビーチェアシートの貸出

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく教室 キョウシツ		すくすく教室 キョウシツ		発育の確認のほか、歯科や離乳食について日常生活で参考にしていただける教室。各月齢に応じた離乳食を実際に調理、試食します。 ハツイク カクニン シカ リニュウショク ニチジョウ セイカツ サンコウ キョウシツ カク ゲツレイ オウ リニュウショク ジッサイ チョウリ シショク		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										すくすく教室		すくすく教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク		町立すこやか病児保育 チョウリツ ビョウジ ホイク		病気や発熱で保育所や学校を休む場合に一時的に子どもを預かって保育、看護を行います。 ビョウキ ハツネツ ホイク ショ ガッコウ ヤス バアイ イチジテキ コ アズ ホイク カンゴ オコナ		すこやか病児保育室 ビョウジ ホイクシツ		0195-43-3161										町立すこやか病児保育		町立すこやか病児保育

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ		幼児教室（めだか教室） ヨウジ キョウシツ キョウシツ		小学校入学前の子どもの身体やこころ、言葉等の発達で心配を感じている親に対し、集団での遊びの場を通じて経験を広げ、その発達を支援していく教室。 ショウガッコウ ニュウガクマエ コ シンタイ コトバ トウ ハッタツ シンパイ カン オヤ タイ シュウダン アソ バ ツウ ケイケン ヒロ ハッタツ シエン キョウシツ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										幼児教室（めだか教室）		幼児教室（めだか教室）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」 チイキ コソダ シエン コソダ シエン		地域に密着した子育てをサポートする場。子育ての相談に応じたり、情報提供やいろいろな行事や教室絵を開催。 チイキ ミッチャク コソダ バ コソダ ソウダン オウ ジョウホウ テイキョウ ギョウジ キョウシツ エ カイサイ		子育て支援ひろばのびのび コソダ シエン		0195-32-3770										地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」		地域子育て支援センター「子育て支援ひろばのびのび」

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ		一戸町就学援助 シュウガク エンジョ		経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者を対象に、児童が義務教育を円滑に受けることができるよう、学用品費などを助成。 ケイザイテキ リユウ シュウガク コンナン ミト ジドウ ホゴシャ タイショウ ジドウ ギム キョウイク エンカツ ウ ガクヨウヒン ヒ ジョセイ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111										一戸町就学援助		一戸町就学援助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ		放課後子ども教室 ホウカゴ コ キョウシツ		放課後に、地域の方々の協力を頂きながら、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として実施。子供たちの主体的な活動を基本としたうえで、遊びや体験・交流活動などのプログラムを行う。 ホウカゴ チイキ カタガタ キョウリョク イタダ コ アンゼン スコ イバショ モクテキ ジッシ コドモ シュタイテキ カツドウ キホン アソ タイケン コウリュウ カツドウ オコナ		生涯学習課 ショウガイガクシュウカ		0195-33-2111										放課後子ども教室		放課後子ども教室

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		学童クラブ ガクドウ		学童クラブ ガクドウ		放課後、帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒を見てもらえない小学校低学年の児童を対象に、遊びを中心とした活動を通して生活指導を行う。 ホウカゴ キタク ホゴシャ ハタラ ビョウキ メンドウ ミ ショウガッコウ テイガクネン ジドウ タイショウ アソ チュウシン カツドウ ツウ セイカツ シドウ オコナ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										学童クラブ		学童クラブ

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ		IGR通学定期補助 ツウガク テイキ ホジョ		IGRいわて銀河鉄道通学定期購入にかかった費用の一部を助成 ギンガ テツドウ ツウガク テイキ コウニュウ ヒヨウ イチブ ジョセイ		まちづくり課 カ		0195-33-2111										IGR通学定期補助		IGR通学定期補助

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町育英会奨学金		一戸町育英会奨学金		経済的理由により高校などでの就学が困難な優良学生を対象に、奨学金を貸与。 ケイザイテキ リユウ コウコウ シュウガク コンナン ユウリョウ ガクセイ タイショウ ショウガクキン タイヨ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111								1		一戸町育英会奨学金		一戸町育英会奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン		勤労者教育資金 キンロウシャ キョウイク シキン		子どもが高校・高等専門学校などへ進学するための資金を融資。 コ コウコウ コウトウ センモン ガッコウ シンガク シキン ユウシ		東北労働金庫
二戸支店 トウホク ロウドウ キンコ ニノヘ シテン		0195-25-4911

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		公益信託田村清蔵記念奨学金		公益信託田村清蔵記念奨学金		学業優秀、品行方正、かつ経済的理由により大学などでの小学が困難な人に対して奨学金の給付（返還なし） ガクギョウ ユウシュウ ヒンコウホウセイ ケイザイテキ リユウ ダイガク ショウガク コンナン ヒト タイ ショウガクキン キュウフ ヘンカン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0195-33-2111								1		公益信託田村清蔵記念奨学金		公益信託田村清蔵記念奨学金

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		一戸町医学生奨学金貸付 イチノヘマチ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		将来、一戸町で勤務する医師を目指している医学生に奨学金を貸付。 ショウライ イチノヘマチ キンム イシ メザ イガクセイ ショウガクキン カシツケ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										一戸町医学生奨学金貸付		一戸町医学生奨学金貸付

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン		すこやか子育て支援金（入学祝金） コソダ シエン キン ニュウガク イワイ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、入学祝金を支給する。■入学祝金第３子以降１０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ ニュウガク イワ キン シキュウ ニュウガク イワ キン ダイ シイコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										すこやか子育て支援金（入学祝金）		すこやか子育て支援金（入学祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ		母子保健健康診査事業 ボシ ホケン ケンコウ シンサ ジギョウ		赤ちゃんとお母さんの安全と健康のために、妊婦健診の助成や新生児訪問、乳児健診、乳幼児健診、子育て相談などきめ細かい支援を実施しています。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370										母子保健健康診査事業		母子保健健康診査事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ		ブックスタート推進事業 スイシン ジギョウ		市内在住の赤ちゃんに絵本を贈る事業。乳児健診（3～4か月児）の際に、各地区の図書ボランティアの協力で、絵本を開く楽しい体験とあたたかなメッセージを添えて、絵本（ブックスタート・パック）を手渡しする		健康推進課
栗原市図書館 ケンコウ スイシンカ クリハラ シ トショカン		健康推進課0228-22-0370
栗原市図書館0228-21-1403										ブックスタート推進事業		ブックスタート推進事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ		保育所保育料２人目以降無料化 ホイク ショ ホイクリョウ ニン メ イコウ ムリョウカ		保育所に2人以上同時に入所した場合、2人目以降の保育料が無料。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										保育所保育料２人目以降無料化		保育所保育料２人目以降無料化		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ		幼稚園預かり保育事業 ヨウチエン アズ ホイク ジギョウ		仕事などのために、お子さんが帰宅しても保育ができない場合に、幼稚園で預かり保育や一時預かり保育を実施。 ジッシ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0228-42-3512										幼稚園預かり保育事業		幼稚園預かり保育事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		保護者の就労や病気などにより、適切な保護及び教育を受けることができない、原則として小学校1年生から3年生までの児童に対して、学校の空き教室や公民館を利用して、家庭に代わる生活の場を提供します。		社会教育課 シャカイ キョウイクカ		0228-42-3514										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ		在宅子育てサポート事業 ザイタク コソダ ジギョウ		在宅で子育てをしている保護者に対し、５つの子育てサービスを利用できるクーポン券を交付する。 ザイタク コソダ ホゴシャ タイ コソダ リヨウ ケン コウフ		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										在宅子育てサポート事業		在宅子育てサポート事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		認定等保育施設保育料助成事業 ニンテイ トウ ホイク シセツ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を満たす施設）および認可外保育施設（事業所内保育所、へき地保育所除く）の利用者に対し認可保育所保育料との差額の一部を助成。（助成割合は保護者の所得で異なる） ニンテイ ホイク シセツ ニンカガイ ホイク シセツ イッテイ キジュン ミ シセツ ニンカガイ ホイク シセツ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										認定等保育施設保育料助成事業		認定等保育施設保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ		幼稚園預かり保育料助成事業 ヨウチエン アズ ホイク リョウ ジョセイ ジギョウ		幼稚園の預かり保育を利用する保護者に対し、預かり保育にかかる費用の一部を助成する。（助成割合は、保護者の所得状況に応じて異なる） ヨウチエン アズ ホイク リヨウ シャ タイ アズ ホイク ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ワリアイ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ コト		子ども未来部子ども育成課 コ ミライ ブ コ イクセイ カ		018-866-2094										幼稚園預かり保育料助成事業		幼稚園預かり保育料助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ		ファミリー・サポート・センター利用助成事業 リヨウ ジョセイ ジギョウ		ファミリー・サポート・センターの利用者に対し、利用料金の１／２を助成する。 リヨウシャ タイ リヨウ リョウキン ジョセイ		子ども未来部子ども未来センター コ ミライ ブ コ ミライ		018-887-5340										ファミリー・サポート・センター利用助成事業		ファミリー・サポート・センター利用助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ		「子育て応援米」支給事業 シキュウ ジギョウ		18歳未満の子どもを持つ世帯に減農薬の男鹿産新米あきたこまち（1等米）を支給。子ども1～2人世帯は10㎏、子ども3人以上世帯は30㎏を支給 ヒト コ ヒト イジョウ セタイ シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										「子育て応援米」支給事業		「子育て応援米」支給事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料） コソダ シエン ジギョウ		所得に関係なく、第３子以降の乳幼児の保育料を免除 ショトク カンケイ ダイ コ イコウ ニュウヨウジ ホイクリョウ メンジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）		すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか子育て支援事業		すこやか子育て支援事業		保育園に入園された児童の保育料の２分の１を減免する。		住民福祉課		0186-77-2222										すこやか子育て支援事業		すこやか子育て支援事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業		子育て支援事業		未満児保育園使用料を補助。
第１子：25,000円を超えた分第２子以降：15,000円を超えた分		教育委員会
学校教育係		0185-79-1327										子育て支援事業		子育て支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口の実施（6歳～15歳）。 カブツ センコウ ジッシ サイ サイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化） ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ ジギョウ ダイ シ イコウ キュウショクヒ ムリョウ カ		小・中学校に３人以上在籍する児童・生徒の給食費を無料化。
給食費の消費税アップ分の補てん。 ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイセキ ジドウ セイト キュウショクヒ ムリョウ カ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0185-87-2115										学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）		学校給食費助成事業
（第３子以降給食費無料化）

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第３子以降の保育料無料化 ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		小学生以下の子が３人以上いる世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）及び幼稚園（公立・私立）の保育料を市単独で無料化。 ショウガクセイ イカ コ ニンイジョウ セタイ ダイ シ イコウ カカ ホイク ショ コウリツ ワタクシリツ ニンカ ガイ オヨ ヨウチエン コウリツ ワタクシリツ ホイク リョウ シ タンドク ムリョウカ		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111										第３子以降の保育料無料化		第３子以降の保育料無料化

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		子育て・教育		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン		未婚のひとり親家庭の保育料軽減 ミコン オヤ カテイ ホイク リョウ ケイゲン		未婚のひとり親家庭の認可保育所の保育料を算定する際に、所得税等の「寡婦（夫）控除」をみなし適用して保育料を軽減。 ミコン オヤ カテイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ サンテイ サイ ショトクゼイ トウ カフ オット コウジョ テキヨウ ホイク リョウ ケイゲン		健康福祉部子育て推進課 ケンコウ フクシ ブ コソダ スイシン カ		0235-25-2111										未婚のひとり親家庭の保育料軽減		未婚のひとり親家庭の保育料軽減

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降児童保育料免除事業 ダイ シイコウ ジドウ ホイク リョウ メンジョ ジギョウ		多子世帯における経済的負担軽減のため、市内に住所を有する第3子以降児童が認可保育所、認可外保育施設及び児童館に入所している場合、保育料等を免除。 タシ セタイ ケイザイテキ フタンケイゲン シナイ ジュウショ ユウ ダイ シイコウジドウ ニンカ ホイクショ ニンカ ガイ ホイク シセツ オヨ ジドウカン ニュウショ バアイ ホイク リョウ トウ メンジョ		子育て推進課
保育推進室 コソダ スイシン カ ホイク スイシン シツ		0233-22-2111
(内線562)										第3子以降児童保育料免除事業		第3子以降児童保育料免除事業

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料定額化		第２子以降の保育料定額化		第２子（３～５歳）の保育料を5,000円の定額とする。		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132										第２子以降の保育料定額化		第２子以降の保育料定額化

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所費用の軽減		保育所費用の軽減		同一世帯に2人以上の１８歳未満児童を有する場合、同時入所の軽減に該当しない児童分の保育料は0.9を乗じた額で徴収する。		保健福祉課		0237-35-2111										保育所費用の軽減		保育所費用の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		２人以上の在籍の場合、２人目が半額、３人目以降無料。 ニン イジョウ ザイセキ バアイ ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										保育料の軽減		保育料の軽減

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ		おおくら未来塾事業 ミライ ジュク ジギョウ		中学生対象の学習塾を無料で開設。 チュウガクセイ タイショウ ガクシュウジュク ムリョウ カイセツ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323										おおくら未来塾事業		おおくら未来塾事業

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ		奨学資金貸与事業 ショウガク シキン タイヨ ジギョウ		高校、短大、大学、専門学校へ進学希望者への無利子貸付。 コウコウ タンダイ ダイガク センモン ガッコウ シンガク キボウシャ ムリシ カシツケ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0233-75-2323										奨学資金貸与事業		奨学資金貸与事業

		063665		山形県		鮭川村 サケ カワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		誕生祝金制度		誕生祝金制度		次代を担う子どもの誕生をお祝いするために慶祝金を支給。		健康福祉課
福祉係		0233-55-2111										誕生祝金制度		誕生祝金制度

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ コ ニュウガク シュク		町内にお住まいで、小学校１年生、中学校１年生のお子さんを持つ保護者に祝品（商品券）１万円を贈呈。 チョウナイ ス ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ コ モ ホゴシャ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【めざみっ子入学祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。保育園への複数人の同時入所の場合、２人目を１／３の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518										保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・児童センター保育料の軽減		幼稚園・児童センター保育料の軽減		入園児が、同一世帯の１８歳までの子から数えて第３子以降の場合、保育料を無料化。幼稚園等への複数人の同時入所の場合、２人目から６，２５０円を減額し、１／２の額とする。		教育文化課子育て支援室 キョウイク ブンカカ コソダ シエン シツ		0238-87-0518										幼稚園・児童センター保育料の軽減		幼稚園・児童センター保育料の軽減

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン		子育て世帯移住奨励金 コソダ セタイ イジュウ ショウレイキン		０歳～義務教育課程までの子ども連れで移住した世帯責任者に奨励金を交付。助成額は子ども一人当たり１２万円/年（移住した翌月から３年を限度に支給） サイ ギム キョウイク カテイ コ ヅ イジュウ セタイ セキニンシャ ショウレイキン コウフ ジョセイガク コ ヒトリ ア マンエン ネン イジュウ ヨクゲツ ネン ゲンド シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5897										子育て世帯移住奨励金		子育て世帯移住奨励金

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童健全育成事業		児童健全育成事業		昼間、保護者が家庭にいない小学校1～3年生の児童を対象に、児童館及び小学校の余裕教室等に指導員を配置して、適切な遊びと生活の場を与え児童の健全育成を図る。来年度から対象を小学校6年生まで拡大予定。 ホゴシャ コウ ライネン		市こども保育課		0242-39-1239										児童健全育成事業		児童健全育成事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		保育所に同一世帯から２人以上の児童が入所している場合の保育料は、階層に関わらず、年齢の高い順から一人目が全額、二人目が半額、三人目以降が無料。 ホイク ショ ムリョウ		市こども保育課 シ		0242-39-1239										同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減		同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ		保育奨励金（第２子以降） ホイク ショウレイキン ダイ コ イコウ		保育料の助成。（毎年度末）２人目が月額３千円、３人目以降は保育料の全額。※保育料を完納することが条件 ホイク リョウ ジョセイ マイトシ ド マツ ニン メ ゲツガク センエン ニン メ イコウ ホイク リョウ ゼンガク ホイク リョウ カン ノウ ジョウケン		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										保育奨励金（第２子以降）		保育奨励金（第２子以降）

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワ キン		入学祝金 ニュウガク イワ キン		入学する子ども一人につき、５万円のお祝金。※町に住所のある子 ニュウガク コ ヒトリ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										入学祝金		入学祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		保育所保育料減免制度 ホイク ショ ホイクリョウ ゲンメン セイド		同一世帯から１８歳未満の子どもが２人以上いる場合、２人目以降の保育料無料。ただし、入所する年の１月１日に大玉村に住所を有していることが条件。 ドウイツ セタイ サイ ミマン コ ニン イジョウ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ニュウショ トシ ツキ ヒ オオタマムラ ジュウショ ユウ ジョウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										保育所保育料減免制度		保育所保育料減免制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド		幼稚園授業料免除制度 ヨウチエン ジュギョウリョウ メンジョ セイド		第三子以降の児童に係る保育料は免除。ただし、前年度の１月１日現在における保護者の住所要件等の条件あり。 ダイ ３ コ イコウ ジドウ カカ ホイクリョウ メンジョ ゼンネンド ツキ ヒ ゲンザイ ホゴシャ ジュウショ ヨウケン トウ ジョウケン		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138										幼稚園授業料免除制度		幼稚園授業料免除制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド		幼稚園預かり保育制度 ヨウチエン アズ ホイク セイド		共働きなどの家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育を実施。 トモバタラ カテイ ジジョウ ホイク コンナン ミト ヨウチ エンジ ヨウチエン キョウイク ジカン イガイ ジカンタイ ホイク ジッシ		教育部　　　　　教育総務課 キョウイク ブ キョウイク ソウムカ		0243-48-3138										幼稚園預かり保育制度		幼稚園預かり保育制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ		小学生放課後児童クラブ ショウガクセイ ホウカゴ ジドウ		下校後の昼間、保護者などが都合により家庭で保育を受けられない低学年児童を対象に様々な楽しい活動を通して児童の健全育成を図る。 ゲコウ ゴ ヒルマ ホゴシャ ツゴウ カテイ ホイク ウ テイガクネン ジドウ タイショウ サマザマ タノ カツドウ トオ ジドウ ケンゼン イクセイ ハカ		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										小学生放課後児童クラブ		小学生放課後児童クラブ

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		すこやか祝い金 イワ キン		すこやか祝い金 イワ キン		同一世帯の第三子以降の出生に対し、出生児１人につき３０万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ ダイ サンシ イコウ シュッショウ タイ シュッショウ ジ ニン マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										すこやか祝い金		すこやか祝い金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て祝い金 コソダ イワ キン		子育て祝い金 コソダ イワ キン		同一世帯の１５歳以下の子ども５人以上を扶養する方に、子１人につき年額１万円を支給。（受給要件あり） ドウイツ セタイ サイ イカ コ ニン イジョウ フヨウ カタ コ ニン ネンガク マンエン シキュウ ジュキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										子育て祝い金		子育て祝い金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン		乳幼児家庭子育て応援金 ニュウヨウジ カテイ コソダ オウエン キン		保育所を利用せず家庭において育児を行い、育児休業基本給付を受けられない保護者を対象に、子どもが生まれてから57日目の属する月から2歳の誕生日後の3月31日の月まで、月額1万円を支給（支給は年3回）。 ホイク ショ リヨウ カテイ イクジ オコナ イクジ キュウギョウ キホン キュウフ ウ ホゴシャ タイショウ コ ウ ヒ メ ゾク ツキ サイ タンジョウビ ゴ ガツ ヒ ツキ ツキ ガク マンエン シキュウ シキュウ ネン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										乳幼児家庭子育て応援金		乳幼児家庭子育て応援金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		子育て・教育		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		入所児童2人目以降の保育料無料 ニュウショ ジドウ ヒト メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		保育所に入所している兄弟姉妹が2人以上いる場合、2人目以降の保育料が無料。 ホイク ショ ニュウショ キョウダイ シマイ ヒト イジョウ バアイ フタリ メ イコウ ホイク リョウ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										入所児童2人目以降の保育料無料		入所児童2人目以降の保育料無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		磐梯町体調不良児支援事業		磐梯町体調不良児支援事業		保育所等から、保護者へ病状等を説明し、すぐに迎えに来れない場合、本事業利用申請書に基づき、タクシーを利用し、看護師等が医療機関まで同行し、診療又は受診後の見守りを行う。		こども課 カ		0242-74-1216										磐梯町体調不良児支援事業		磐梯町体調不良児支援事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ		幼稚園保育料の無料 ヨウチエン ホイクリョウ ムリョウ		子育てを実践している若者世代の負担の軽減を図るため、幼・小・中一貫教育の延長として幼稚園保育料の無料化を実施する。		教育課 キョウイク カ		0242-73-2017										幼稚園保育料の無料		幼稚園保育料の無料

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		若者定住促進事業 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ		町外に居住しており、１８歳未満の子供がいる子育て世帯で、月額所得が１５８千円から４８７千円以下の方（子供が満１８歳に達した年度の３月末日まで）に対し、子どもの数に応じた住宅使用料で入居できる。 セン セン タイ コ カズ オウ ジュウタク シヨウリョウ ニュウキョ		建設課 ケンセツカ		0242-74-1218										若者定住促進事業		若者定住促進事業

		074659		福島県		中島村		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金		子育て支援奨励金		村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築・定住した方で、18歳以下の子を扶養している方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。		建設課		0248-52-3484										子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		保育園や市立幼稚園に2人以上入園している場合、2人目の保育料を月3千円を限度に減額する。なお、第3子以降が入園する場合には、その子の保育料を無料とする。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111										幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料		幼稚園・保育園保育料の第2子減額、第3子無料

		082121		茨城県		常陸太田市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児おむつ購入費の助成		乳児おむつ購入費の助成		満1歳未満の乳児をもつ保護者に対し、乳児1人につき2万円を上限におむつ購入費の一部を助成する。		子ども福祉課 コ		0294-72-3111										乳児おむつ購入費の助成		乳児おむつ購入費の助成

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て安心ダイヤル事業		子育て安心ダイヤル事業		子育て、乳幼児・妊産婦の健康及び医療等についての不安を、フリーダイヤルによる24時間体制で気軽に相談できます。		社会福祉課		0293-23-7030										子育て安心ダイヤル事業		子育て安心ダイヤル事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産祝品購入費助成事業		出産祝品購入費助成事業		平成26年4月1日以降に生まれたお子さんへの紙おむつ、粉ミルク等5,000円分の購入費の助成を行います。（他該当要件あり）事業開始時期：平成26年7月1日～ ヒ		健康づくり課		0293-24-2121										出産祝品購入費助成事業		出産祝品購入費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		同一世帯から2人以上同時に保育所等へ入所している場合2人目以降の保育料を半額。
第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を補助。 ドウイツ セタイ ニンイジョウ ドウジ ホイク ショ トウ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイク リョウ ハンガク ダイ シイコウ バアイ ホイク リョウ メンジョ ニンカ ガイ ホイク シセツ バアイ ニンカ ホイク ショ ホイク リョウ カイソウ ア ガク ホジョ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										保育料の助成		保育料の助成

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		子育て・教育		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ		母子父子福祉手当等支給事業 ボシ フシ フクシ テアテ トウ シキュウ ジギョウ		母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円（父母を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算） ボシ カテイ トウ ジドウ ヒト ゲツガク エン ダイ シ イコウ エン カサン イジ チョウイ キン イジ ヒト エン フボ ドウジ ウシナ トキ マタ イジ キカンチュウ フタタ ヨウイクシャ ウシナ トキ エン カサン		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										母子父子福祉手当等支給事業		母子父子福祉手当等支給事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 キョウシツ キョウシツ		1歳6箇月児及び3歳児を対象とした食の重要性についての集団指導や試食の実施。 サイ カ ゲツ ジ オヨ サイジ タイショウ ショク ジュウヨウセイ シュウダン シドウ シショク ジッシ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134										もぐもぐ教室，ぱくぱく教室		もぐもぐ教室，ぱくぱく教室

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ		中学生自然教室体験事業 チュウガクセイ シゼン キョウシツ タイケン ジギョウ		町立中学校の2年生を対象に，北海道内と船内での集団活動を通じて，礼儀，規律，責任，協力，自律などの心を育む自然体験学習を行う。負担金の半額を町が負担するもの。 チョウリツ チュウガッコウ ネンセイ タイショウ ホッカイ ミチ ナイ センナイ シュウダン カツドウ ツウ レイギ キリツ セキニン キョウリョク ジリツ ココロ ハグク シゼン タイケン ガクシュウ オコナ フタンキン ハンガク マチ フタン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		029-240-7121										中学生自然教室体験事業		中学生自然教室体験事業

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド		チャイルドシート購入補助金制度 コウニュウ ホジョキン セイド		新生児世帯の負担を軽減するために，チャイルドシートを購入した際，購入額の2分の1（上限5,000円）を補助します。（1歳未満のお子さん1人につき1台限り） シンセイジ セタイ フタン ケイゲン コウニュウ サイ コウニュウ ガク ブン ジョウゲン エン ホジョ サイ ミマン コ ニン ダイ カギ		生活環境課 セイカツ カンキョウカ		029-267-5111										チャイルドシート購入補助金制度		チャイルドシート購入補助金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド		保育料軽減制度 ホイク リョウ ケイゲン セイド		国基準の保育料に対し，約20％軽減しています。また，2人目は半額，3人目以降は無料になります。 クニ キジュン ホイク リョウ タイ ヤク ケイゲン ニン メ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111										保育料軽減制度		保育料軽減制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド		浜っこすこやか報奨金制度 ハマ ホウショウキン セイド		第3子以降のお子さんが小学校へ入学する際に，最高10万円を支給します。 ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ ニュウガク サイ サイコウ マンエン シキュウ		福祉課 フクシ カ		029-267-5111										浜っこすこやか報奨金制度		浜っこすこやか報奨金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド		学校給食費補助金制度 ガッコウ キュウショク ヒ ホジョキン セイド		町内の小・中学校に在籍している児童・生徒が2人以上いる世帯に対し，第2子は3分の1，第3子は3分の2，第4子以降は全額補助します。 チョウナイ ショウ チュウガッコウ ザイセキ ジドウ セイト ニンイジョウ セタイ タイ ダイ コ プン ダイ コ プン ダイ コ イコウ ゼンガク ホジョ		学校教育課 ガッコウ キョウイクカ		029-267-5111										学校給食費補助金制度		学校給食費補助金制度

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン		保育所（園）の保育料の軽減 ケイゲン		保育所（園）の保育料を半額にしています。また，入所児童が第２子である場合は第１子の半額，第３子以降は無料としています。 ハンガク ムリョウ		福祉課		0295-72-1117										保育所（園）の保育料の軽減		保育所（園）の保育料の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費を半額にしています。また，第３子以降の園児，児童及び生徒については，無料としています。 ハンガク		学校教育課		0295-79-0170										幼稚園・小・中学校の給食費の軽減		幼稚園・小・中学校の給食費の軽減

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		ブックスタート事業		小さい頃から本に親しんでもうため，１歳児・１歳6か月児・２歳児・３歳児の健康相談・健康診査時に絵本を配布します。 サイ サイジ サイジ ケンコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0295-72-6611										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド		第2子、第3子保育料の負担軽減制度 ダイ シ ダイ シ ホイク リョウ フタン ケイゲン セイド		市内の保育園・幼稚園及び認定こども園の保育料を、第2子であれば半額、第3子であれば無料とする制度。 シナイ ホイク エン ヨウチエン オヨ ニンテイ エン ホイク リョウ ダイ シ ハンガク ダイ シ ムリョウ セイド		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5186										第2子、第3子保育料の負担軽減制度		第2子、第3子保育料の負担軽減制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン		すくすく赤ちゃん券 アカ ケン		お子さんが1歳になるまで使用できる「すくすく赤ちゃん券」（30,000円分）を支給し、おむつ・授乳関連用品代を助成する制度。 ０００エン ブン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101										すくすく赤ちゃん券		すくすく赤ちゃん券

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		子育て・教育		・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降にかかる保育料(保育所、保育園、幼稚園)を全額免除する。(高校生以下の子が3人いる場合)		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・第三子以降保育料無料化制度		・第三子以降保育料無料化制度

		102024		群馬県		高崎市 タカサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ		たかさき子育て応援情報サイト事業 コソダ オウエン ジョウホウ ジギョウ		地域の子どもや子育てに関する行政と民間の情報を併せて提供するサイトを運営。民間情報は、市民ボランティアが施設やイベントなどに取材に行き、子育て当事者目線でわかりやすく情報提供する。		福祉部こども家庭課 フクシ ブ カテイ カ		027-321-1316										たかさき子育て応援情報サイト事業		たかさき子育て応援情報サイト事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		育児・介護の援助を行う人と、援助を受けたい方の相互援助活動組織 イクジ カイゴ エンジョ オコナ ヒト エンジョ ウ カタ ソウゴ エンジョ カツドウ ソシキ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン		第３子以降保育料無料化事業（保育園） ダイ シイコウ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ ホイクエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の保育園児の保育料無料（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ホイク エンジ ホイク リョウ ムリョウ ヨウ シンセイ		子育て支援課　保育係 コソダ シエン カ ホイク カカリ		0277-46-1111(内線269)										第３子以降保育料無料化事業（保育園）		第３子以降保育料無料化事業（保育園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン		就園奨励費事業（幼稚園） シュウ エン ショウレイ ヒ ジギョウ ヨウチエン		一定条件を満たす世帯に属する第3子以降の幼稚園児の保育料補助（要申請） イッテイ ジョウケン ミ セタイ ゾク ダイ シイコウ ヨウチ エンジ ホイク リョウ ホジョ ヨウ シンセイ		学校教育課　　学事係 ガッコウ キョウイクカ ガクジ カカリ		0277-46-1111(内線649)										就園奨励費事業（幼稚園）		就園奨励費事業（幼稚園）

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ		放課後児童健全育事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イク ジギョウ		市内の全小学校に設置されている放課後児童クラブと委託契約を締結し、委託料を支出している シナイ ゼン ショウガッコウ セッチ ホウカゴ ジドウ イタク ケイヤク テイケツ イタクリョウ シシュツ		子育て支援課　子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン カカリ		0277-46-1111(内線308)										放課後児童健全育事業		放課後児童健全育事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 ケイコク テツ ドウ コウコウセイトウ ツウガク ヒ ホジョキン		黒保根町に居住し、わたらせ渓谷鐵道を利用して高等学校等へ通学する生徒に対し、補助金を交付 クロホネ チョウ キョジュウ ケイコク テツ ドウ リヨウ コウトウ ガッコウナド ツウガク セイト タイ ホジョキン コウフ		生涯学習課　　　黒保根公民館 ショウガイ ガクシュウ カ クロホネ コウミンカン		0277-96-2501										わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金		わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ		奨学資金貸与 ショウガク シキン タイヨ		一定条件を満たす市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う イッテイ ジョウケン ミ シナイ キョジュウ ガクセイ タイ ムリシ ショウガクキン カシツケ オコナ		教育委員会　　　総務課　　　　　　庶務係 キョウイク イインカイ ソウムカ ショム カカリ		0277-46-1111(内線643)										奨学資金貸与		奨学資金貸与

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ		子育て支援紙おむつ給付事業 コソダ シエン カミ キュウフ ジギョウ		2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付券（1ヵ月につき1,000円券を2枚）を交付します。 サイミマン フク サイ イカ コ ニンイジョウ ヨウイク セタイ		こども課　こども福祉係		0277-76-0995										子育て支援紙おむつ給付事業		子育て支援紙おむつ給付事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化事業		第3子以降保育料無料化事業		18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が認可保育園に入所している場合、対象児童の保育料を無料とします。 コ セタイ バアイ		こども課　子育て支援係		0277-76-0995										第3子以降保育料無料化事業		第3子以降保育料無料化事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		わ鐵利用高校生通学費補助事業		わ鐵利用高校生通学費補助事業		みどり市東町在住で、高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している生徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。 ザイジュウ シャ タイ ツウガクヒ イチブ ホジョ		東市民生活課　市民福祉係		0277-76-0984										わ鐵利用高校生通学費補助事業		わ鐵利用高校生通学費補助事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ		保育料補助 ホイクリョウ ホジョ		3歳未満児保育料について、3,000円を限度として3歳以上児保育料と同額まで軽減。同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目については保育料半額、3人目は保育料無料。 サイ ミマン ジ ホイクリョウ エン ゲンド サイイジョウ ジ ホイクリョウ ドウガク ケイゲン ドウイツ セタイ ニン イジョウ ジドウ ホイク ジョ ニュウショ バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ ムリョウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803										保育料補助		保育料補助

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		町に住所がある、世帯第三子以降の児童の幼稚園・保育所の保育料・給食費を無料とし、多子世帯の経済的負担軽減を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825										保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）		保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・給食費無料化）

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド		片品村給食費補助制度 カタシナ ムラ キュウショクヒ ホジョ セイド		小中学生の学校給食の一部を免除する制度。２人目以降は免除となる。 ショウチュウ ガクセイ ガッコウ キュウショク イチブ メンジョ セイド ニン メ イコウ メンジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144										片品村給食費補助制度		片品村給食費補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		片品村保育料補助制度 カタシナ ムラ ホイク リョウ ホジョ セイド		２歳の誕生日の翌月以降保育料無料です。 サイ タンジョウビ ヨクゲツ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115				中 チュウ		2歳から保育費無料 サイ ホイク ヒ ムリョウ				片品村保育料補助制度		片品村保育料補助制度

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート貸与 タイヨ		チャイルドシート貸与 タイヨ		村内に住所がある方で１歳未満の乳児がいる方を対象に無料でチャイルドシートを貸与する制度。 ソンナイ ジュウショ カタ サイ ミマン ニュウジ カタ タイショウ ムリョウ タイヨ セイド		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										チャイルドシート貸与		チャイルドシート貸与

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		子育て・教育		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド		片品村立小中学校児童の通学費補助制度 カタシナ ソンリツ ショウチュウ ジドウ ツウガク ヒ ホジョ セイド		対象は片道４㎞以上の者。定期代実費の１／２補助。 タイショウ カタミチ イジョウ モノ テイキダイ ジッピ ホジョ		教育委員会事務局 キョウイク イインカイ ジムキョク		0278-58-2144										片品村立小中学校児童の通学費補助制度		片品村立小中学校児童の通学費補助制度

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ		入学支援金支給事業 ニュウガク シエンキン シキュウ ジギョウ		子育て家庭の支援及び児童等の健全育成を図ることを目的に、町内に住所を有し小学1年生･中学1年生になる児童及び養育する保護者へ入学支援金を贈る。小学校入学2万円の商品券。中学校入学4万円の商品券。 チョウナイ ジュウショ ユウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ ジドウ オヨ ヨウイク ホゴシャ ニュウガク シエンキン オク ショウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン チュウガッコウ ニュウガク マンエン ショウヒンケン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										入学支援金支給事業		入学支援金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		町立小中学校に通学し、経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒にを対象に学用品費･給食費など学校生活に必要な経費を援助軽減する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024										要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業		要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金交付事業		幼稚園就園奨励費補助金交付事業		公立・私立幼稚園に就園し、町内に住所を有する園児の保護者が対象を対象に経済的負担を軽減するとともに、幼稚園への就園を奨励することを目的とした制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										幼稚園就園奨励費補助金交付事業		幼稚園就園奨励費補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園運営費等補助金交付事業		私立幼稚園運営費等補助金交付事業		町内の私立幼稚園を対象に、私立幼稚園が、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料を減免する場合に補助する制度です。		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										私立幼稚園運営費等補助金交付事業		私立幼稚園運営費等補助金交付事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育園に入園している３歳未満児の保護者を対象に、子育てしやすい環境づくり及び仕事と子育ての両立支援を目的として、３歳未満児の保育料を軽減する制度。 タイショウ		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										保育所３歳未満児保育料軽減事業		保育所３歳未満児保育料軽減事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費助成事業		遠距離通学費助成事業		スクールバスを利用していない、指定区域内に居住する児童生徒の保護者を対象に、安全・安心に通学をすることができ、通学距離による保護者の負担の格差を解消するため、通学費の一部を助成する制度。 タイショウ		教育課 キョウイクカ		0278-25-5024										遠距離通学費助成事業		遠距離通学費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		学校給食費助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		小中学校（私立・特別支援学校を含む）に在学する２人目以降の児童・生徒のいる保護者に対し、学校給食費を助成。
小学校：月額3,500円を上限中学校：月額4,100円を上限		教育委員会 キョウイク イインカイ		0494-25-0118										学校給食費助成		学校給食費助成

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ		チャイルドシート購入費補助 コウニュウヒ ホジョ		乳幼児の交通事故防止と保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルドシートを購入された方を対象に補助金を交付。
（子ども１人につきチャイルドシート１台とし、1万円が上限） マン		総務課 ソウムカ		0494-25-0111										チャイルドシート購入費補助		チャイルドシート購入費補助		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金 ニュウガク イワ キン		入学祝い金 ニュウガク イワ キン		子育て世帯の経済的負担の軽減および商工の活性化を目的とし、横瀬町商品券を支給。（児童一人につき1万円） ヨコゼマチ ショウヒンケン シキュウ ジドウ ヒトリ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116										入学祝い金		入学祝い金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ		乳幼児紙おむつ給付事業 ニュウヨウジ カミ キュウフ ジギョウ		市内に住所を有し、かつ居住し、２歳までの乳幼児を養育している方に、月額３，０００円分の紙おむつ購入券を支給。 シ ナイ ジュウショ ユウ キョジュウ サイ ニュウヨウジ ヨウイク カタ ゲツガク エンブン カミ コウニュウ ケン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										乳幼児紙おむつ給付事業		乳幼児紙おむつ給付事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		保育所第３子以降保育料無料化 ホイク ショ ダイ シ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一の保護者を持つ１８歳未満の子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の児童が保育所に入所している場合に、保育料を無料とする。 ユウ コ ニン イジョウ カテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-5313										保育所第３子以降保育料無料化		保育所第３子以降保育料無料化

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育園や幼稚園等に2人以上入園している場合
○2人目の保育料半額○3人目の保育料免除 ホイクエン ヨウチエン トウ リ イジョウ ニュウエン バアイ リ メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ ホイクリョウ メンジョ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										保育料の軽減		保育料の軽減

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		子育て・教育		ライフサポートファイル「すこやか」		ライフサポートファイル「すこやか」		子どもの生まれてからの発達と成長を一まとめにして記録ができるファイルを出生届出をした保護者に配布。 シュッショウ トド デ ホゴシャ ハイフ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										ライフサポートファイル「すこやか」		ライフサポートファイル「すこやか」

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ		こどもルーム（学童保育所） ガクドウ ホイク ショ		市内全小学校にこどもルーム（学童保育所）を設置。１年生から６年生まで入所可能。 シナイ ゼン ショウガッコウ ガクドウ ホイク ショ セッチ ネン セイ ネン セイ ニュウショ カノウ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										こどもルーム（学童保育所）		こどもルーム（学童保育所）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所（認可外保育施設）と、認可保育所の保育料の差額を全額助成。（上限あり：児童一人につき月額77,000円を限度） カンイ ホイク ショ ニンカ ガイ ホイク シセツ ニンカ ホイク ショ ホイクリョウ サガク ゼンガク ジョセイ ジョウゲン ゲンド		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										簡易保育所入所児童保護者助成金		簡易保育所入所児童保護者助成金

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン		私立幼稚園補助金（就園児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シュウエン ジ ホジョキン		私立幼稚園に通う園児１人に対し、年額24,000円を補助。 シリツ ヨウチエン カヨ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										私立幼稚園補助金（就園児補助金）		私立幼稚園補助金（就園児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金） シリツ ヨウチエン ホジョ キン シンシン ショウガイジ ホジョキン		心身障害児を持つ保護者に対し、園児１人に対し、年額60,000円を補助。 シンシン ショウガイ ジ モ ホゴシャ タイ エンジ ニン タイ ネンガク エン ホジョ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）		私立幼稚園補助金（心身障害児補助金）

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		子育て・教育		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ		四街道プレーパークどんぐりの森 ヨツカイドウ モリ		既存の与えられた公園ではなく、子どもたちが草木や火、土、水などの自然と触れ合いながら、のびのびと遊ぶことができる遊び場（プレーパーク）を設置している。（市内２か所） セッチ シナイ ショ		健康こども部こども保育課 ケンコウ ブ ホイク カ		043-421-2238										四街道プレーパークどんぐりの森		四街道プレーパークどんぐりの森

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ		保育所第3子以降無料化事業 ホイク ショ ダイ シイコウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。 カ		福祉課児童班 フクシ カ ジドウ ハン		0479-73-0096										保育所第3子以降無料化事業		保育所第3子以降無料化事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ		幼稚園第3子以降就園補助事業 ヨウチエン ダイ コ イコウ シュウエン ホジョ ジギョウ		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の幼稚園入園料及び保育料（上限額：年額308,000円）を無料化（市立幼稚園では免除、私立幼稚園では補助金を交付）。 サイミマン コ ニンイジョウ カテイ ダイ コ イコウ ヨウチエン ニュウエンリョウ オヨ ホイクリョウ ムリョウ カ シリツ ヨウチエン メンジョ シリツ ヨウチエン ホジョキン コウフ		学校教育課学務班 ガッコウ キョウイクカ ガクム ハン		0479-73-0094										幼稚園第3子以降就園補助事業		幼稚園第3子以降就園補助事業

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン		学校給食費の減免 ガッコウ キュウショク ヒ ゲンメン		18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子の給食費を1/2減免、第4子以降を無料化。 サイミマン コ ニン イジョウ カテイ ダイ シ キュウショクヒ ゲンメン ダイ シ イコウ ムリョウカ		学校教育課給食室 ガッコウ キョウイク カ キュウショクシツ		0479-73-5001										学校給食費の減免		学校給食費の減免

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ		みなし寡婦（夫）控除 カフ オット コウジョ		未婚のひとり親の方に対しても、所得税・住民税の「寡婦（夫）控除」を受けたとみなして、保育料や放課後児童クラブ利用料等を算定します。 ミコン オヤ カタ タイ ジュウミンゼイ ウ ホイクリョウ ホウカゴ ジドウ リヨウリョウ トウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201										みなし寡婦（夫）控除		みなし寡婦（夫）控除

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」 コソダ コソダ ソウダン		「どこに聞いたらいいかわからない」「話を聞いてほしい」等、子育てに関する相談を電話・メール・ＦＡＸで受付けます。コーディネーターが必要な情報を案内したり、専門機関へつなぐなどします。 キ ハナシ キ トウ コソダ カン ソウダン デンワ ウ ツ ヒツヨウ ジョウホウ アンナイ センモン キカン		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1193										子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」		子育てワンストップサービス「子育てなんでも相談センターきらきら」

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		にいがたっ子すこやかパスポート コ		にいがたっ子すこやかパスポート コ		妊婦及び小学6年生以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約800店）で提示することで、商品の割引や特典の付与などのサービスが受けられるカードを発行しています。 ニンプ オヨ ショウガク ネンセイ イカ コ ホゴシャ タイ キョウサン テン シナイ ヤク テン テイジ ショウヒン ワリビキ トクテン フヨ ウ ハッコウ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197										にいがたっ子すこやかパスポート		にいがたっ子すこやかパスポート

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ		新潟市ファミリー・サポート・センター ニイガタシ		子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を紹介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行います。 コソダ エンジョ ウ ヒト エンジョ ヒト カイイン トウロク オノオノ ジョウケン カイイン ショウカイ チイキ ナカ アズ ソウゲイ オコナ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1197										新潟市ファミリー・サポート・センター		新潟市ファミリー・サポート・センター

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料の軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育所等に入所している児童が２人以上の場合，第２子は４分の１，小学校３年生以下の児童が３人以上いる場合，第３子以降は保育料無料 ホイク ショ トウ ニュウショ ジドウ ヒト イジョウ バアイ ダイ シ ブン ショウガッコウ ネンセイ イカ ジドウ ニン イジョウ バアイ ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉部
保育課 フクシ ブ ホイク カ		025-226-1225										保育料の軽減		保育料の軽減		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ		子育ての駅の運営 コソダ エキ ウンエイ		
子育てを応援するために、多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる拠点施設として「子育ての駅」を運営する。利用カード登録を行うと、市内４か所の施設で無料で利用可能。
 リヨウ トウロク オコナ シナイ ショ シセツ ムリョウ リヨウ カノウ		子ども家庭課 コ カテイ カ		0258-39-2300										子育ての駅の運営		子育ての駅の運営

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		乳児紙おむつ処理支援事業		乳児紙おむつ処理支援事業		新生児（０歳児転入含む）の保護者等に対しごみ指定袋６０枚を支給します。		保健医療課		0254-53-2111(内線264)										乳児紙おむつ処理支援事業		乳児紙おむつ処理支援事業

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てメールマガジン		子育てメールマガジン		毎月１回、子どもの健康診断や保育園情報、子育てに関する情報などを電子メールにのせて配信します。		福祉課		0254-53-2111(内線241)										子育てメールマガジン		子育てメールマガジン

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		子育て・教育		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ		保育園第３子無料 ホイク エン ダイ シ ムリョウ		満18歳に満たない３人以上の児童を扶養している場合、第３子以降に係る保育園保育料が無料です。 フヨウ バアイ ダイ シ イコウ カカ ホイクエン ホイクリョウ ムリョウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511										保育園第３子無料		保育園第３子無料

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		子育て・教育		子育てジョイカード		子育てジョイカード		18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、協賛いただいた店舗などがカードを提示した人に対し、商品の割引や特典などのサービスを提供します。		健康福祉部 こども課		025-526-5111										子育てジョイカード		子育てジョイカード

		152234		新潟県		阿賀野市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		子育て応援カード		協賛企業として登録している店舗（スーパー・衣食住品・菓子類・飲食・自動車・理容美容・旅館等）で提示すると各種サービスが受けられるカードを、15歳未満の子どもを有し希望する保護者へ2枚/世帯を上限に交付 テンポ イショクジュウ トウ ユウ マイ セタイ ジョウゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0250-61-2476										子育て応援カード		子育て応援カード

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		・保育料月額表を国基準額8階層を15階層に細分化し保育料を軽減する。
・複数同時入園の保育料軽減を受けない児童で、18歳未満の兄弟姉妹を数え、第3子目以降となる児童の場合は、保育料を20%軽減する。 ホイクリョウ ゲツガク ヒョウ クニ キジュン ガク カイソウ カイソウ サイブンカ ホイクリョウ ケイゲン フクスウ ドウジ ニュウエン ホイクリョウ ケイゲン ウ ジドウ サイミマン キョウダイ シマイ カゾ ダイ シ メ イコウ ジドウ バアイ ケイゲン		子育て支援課 保育班 コソダ シエン カ ホイク ハン		025-773-6822										保育料軽減		保育料軽減

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園就園奨励費補助 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園が、在園する３・４・５歳児の保護者に対し、入園料又は保育料を減額し、又は免除する場合に、文部科学所が定める要綱に基づき、幼稚園に対し補助金を交付する。（保護者の申請窓口は幼稚園） シリツ ヨウチエン ザイエン サイジ ホゴシャ タイ ニュウエンリョウ マタ ホイクリョウ ゲンガク マタ メンジョ バアイ モンブ カガク ショ サダ ヨウコウ モト ヨウチエン タイ ホジョキン コウフ ホゴシャ シンセイ マドグチ ヨウチエン		学校教育課 学校庶務班 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ ショム ハン		025-777-3118										私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園就園奨励費補助

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金		補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50％とし、1個につき1万5,000円を限度とします。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763										チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		155047		新潟県		刈羽村		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金制度 ショウガクキン セイド		奨学金制度 ショウガクキン セイド		村内に住所を有する高校生から大学院生に、無利子で貸与 ムリシ タイヨ		教育課 キョウイクカ		0257-45-3933										奨学金制度		奨学金制度

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ		通学用定期券購入費補助事業 ツウガクヨウ テイキケン コウニュウ ヒ ホジョ ジギョウ		子育て支援の充実と公共交通の利用促進を図るため、村内に住所を有する高校生、中等教育学生の通学用定期券（JR、路線バス）購入費の３０％を補助する。 コソダ シエン ジュウジツ ハカ ソンナイ ジュウショ ユウ コウコウセイ チュウトウ キョウイク ガクセイ ツウガクヨウ テイキケン ロセン コウニュウ ヒ ホジョ		総務課企画財政班 ソウ		0254-64-1476										通学用定期券購入費補助事業		通学用定期券購入費補助事業

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減		保育料軽減		2人のお子さんが同時に保育所に入所している場合、2人目のお子さんは基準額の半額に。第3子以降の児童で3歳未満児の場合は基準額の1/2と7千円、3歳以上の場合は基準額の1/2と5千円を比較して少ない額 セン セン		福祉保健部児童育成課		0766-20-1377										保育料軽減		保育料軽減

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター 		ファミリー・サポート・センター 		仕事や家庭の都合等で子育てを手伝ってほしい方と子育てを手伝いたい方が共に会員として登録しておき、子育ての手伝いの依頼があったとき、援助・サポートする会員組織。		福祉保健部児童育成課		0766-20-1376										ファミリー・サポート・センター 		ファミリー・サポート・センター 

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		第３子以降保育料無料 ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		保育料は国の基準を大きく下回り、富山県下でも最低水準。
第３子以降は、保育料無料。 ホイクリョウ クニ キジュン オオ シタマワ トヤマケン カ サイテイスイジュン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		民生部
こども課 ミンセイブ カ		0763-23-2010										第３子以降保育料無料		第３子以降保育料無料

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ		プレミアム・パスポート事業 ジギョウ		子育てを社会全体で支援することを目的に、妊娠中の子どもを含め３人以上の子どもがいる家庭を対象として、協賛企業が様々な特典を提供する。		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										プレミアム・パスポート事業		プレミアム・パスポート事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ		いしかわエンゼルマーク運動 ウンドウ		すべての子育て家庭を対象に子育て応援サービスを行う企業・団体を「いしかわエンゼルマークの店」として認定し、認定店が実施する子育て応援サービスに関する情報をホームページにより子育て世帯に発信している。 コソダ カテイ タイショウ コソダ オウエン オコナ キギョウ ダンタイ ミセ ニンテイ ニンテイ テン ジッシ コソダ オウエン カン ジョウホウ コソダ セタイ ハッシン		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										いしかわエンゼルマーク運動		いしかわエンゼルマーク運動

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		ワークライフバランスの推進 スイシン		ワークライフバランスの推進 スイシン		一般事業主行動計画の策定対象範囲を、条例により従業員数50人～99人の企業に拡大。企業向けに啓発セミナーやワークショップの開催、県民への普及啓発の取組として、大学生向け出前講座の開催等を行う。 イッパン ジギョウ ヌシ コウドウ ケイカク サクテイ タイショウ ハンイ ジョウレイ ジュウギョウイン スウ ニン ニン キギョウ カクダイ キギョウ ム ケイハツ カイサイ ケンミン フキュウ ケイハツ トリクミ ダイガクセイ ム デマエ コウザ カイサイ トウ オコナ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										ワークライフバランスの推進		ワークライフバランスの推進

		170003		石川県		-		結婚・子育て		子育て・教育		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド		マイ保育園登録制度 ホイクエン トウロク セイド		妊娠中から３歳未満程度の未就園児を持つ家庭が近隣の保育所等で「マイ保育園」に登録した場合、保育所の機能を活かした育児体験や育児相談、一時預かりといった子育て支援を受けられる。 バアイ		健康福祉部少子化対策監室 ケンコウ フクシブ ショウシカ タイサク カン シツ		076-225-1421										マイ保育園登録制度		マイ保育園登録制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ		子育て応援サービス支援事業 コソダ オウエン シエン ジギョウ		預かり保育サービス（一時預かり、夜間預かりなど）の利用料金の一部として利用可能な子育て応援サービス券を新生児一人につき1万円分支給。 アズ ホイク イチジ アズ ヤカン アズ リヨウ リョウキン イチブ リヨウ カノウ コソダ オウエン ケン シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										子育て応援サービス支援事業		子育て応援サービス支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		2人以上の児童が保育園（認定子ども園を含む）または幼稚園に同時入園している時、第2子は基準月額の半額、第3子は無料。 ニンイジョウ ジドウ ホイクエン ニンテイ コ エン フク ヨウチエン ドウジ ニュウエン トキ ダイ コ キジュン ゲツガク ハンガク ダイ コ ムリョウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										保育料の助成		保育料の助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン		地域子育て支援 チイキ コソダ シエン		・育児での悩みや疑問の相談に応じたり、子育てサークルの育成・支援など、子育てを支援。「親子ふれあいランドあい・あい・あい」は商業施設内にあり、利便性が高い。
・子育て支援センターを市内７カ所に設置。 イクジ ナヤ ギモン ソウダン オウ コソダ イクセイ コソダ シエン オヤコ ショウギョウ シセツ ナイ リベンセイ タカ コソダ シエン シナイ ショ セッチ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										地域子育て支援		地域子育て支援

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		子育てを手助けしたい会員と、手助けしてもらいたい会員をマッチングさせ、一時預かりなどの相互援助活動を行う制度。 コソダ テ ダス カイイン テ ダス カイイン イチジ アズ ソウゴ エンジョ カツドウ オコナ セイド		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0761-58-4342										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯入学祝金交付事業		多子世帯入学祝金交付事業		第３子以降の子が、小学校、中学校、高等学校（１８歳までに専門的な学校への入学を含む）の各種学校へ入学するときに、養育者に祝金（商品券）を交付。第３子以降の子１人につき１０万円分。 カクシュ ガッコウ シャ エンブン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										多子世帯入学祝金交付事業		多子世帯入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ		小学校入学祝金交付事業 ショウガッコウ ニュウガクイワイ キン コウフ ジギョウ		町立小学校に入学した児童を養育し、小学校入学日を基準として1年前から本町に住所を有する保護者等に児童1人について、2万円の現金交付 チョウリツ ショウガッコウ ニュウガク ジドウ ヨウイク ショウガッコウ ニュウガク ビ キジュン ネンマエ ホンチョウ ジュウショ ユウ ホゴシャ トウ ジドウ ヒト マンエン ゲンキン コウフ		教育文化課 キョウイク ブンカ カ		0767-76-2808										小学校入学祝金交付事業		小学校入学祝金交付事業

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン		チャイルドシート購入費補助金 コウニュウヒ ホジョ キン		チャイルドシート１台購入につき１万円を上限に補助。児童（６歳未満）１人につき２回まで申請可。ただし町内に住所を有すること、同一世帯内に町税等の滞納者がいないことが条件 ダイ コウニュウ マンエン ジョウゲン ホジョ ジドウ サイミマン リ カイ シンセイ カ チョウナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ナイ チョウゼイ トウ タイノウシャ ジョウケン		総務課 ソウムカ		0767-74-1234										チャイルドシート購入費補助金		チャイルドシート購入費補助金

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市病児・病後児保育事業		都留市病児・病後児保育事業		病児等／通学中の児童、未就園児）が病気回復期であり、安静を要するために集団保育の困難な期間において保護者が仕事・傷病・冠婚葬祭などにより保育が出来ない場合の「子育てを支援する制度」です。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										都留市病児・病後児保育事業		都留市病児・病後児保育事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ふれあい子育てサロン事業		ふれあい子育てサロン事業		皆と一緒に遊びながら親も子も友達作りで子育てを楽しむサロンや託児型のサロンなど、家にこもりがちな就園前の育児期間のお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										ふれあい子育てサロン事業		ふれあい子育てサロン事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		子育て支援センター事業		幼稚園・保育所で、専門のスタッフによるお楽しみプログラムの実施や子育ての不安や疑問等何でも相談できる子育て相談など、子育てのお手伝いをします。		福祉課
子育て支援担当		0554-46-5112
(内線101)										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ほっとステーション（子育て相談）事業		ほっとステーション（子育て相談）事業		子どもさんの発達やしつけ、栄養、予防接種のことなど子育ての悩み、また、お母さんや家族の体と健康などの相談に応じます。		健康推進課
保健・予防担当 ケンコウ スイシンカ ホケン ヨボウ タントウ		0554-46-5113
(内線125)										ほっとステーション（子育て相談）事業		ほっとステーション（子育て相談）事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		「子育ての手助けをしてほしい」「子育てのお手伝いをしたい」という人が、依頼会員・提供会員・両方会員のいずれかの会員に登録し、互いに助け合いながら育児の援助活動を地域において会員間で行う事業です。		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0554-43-1330										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		学生アシスタント・ティーチャー制度		学生アシスタント・ティーチャー制度		学と市内の小中学校が連携し、児童・生徒の放課後指導や学習をサポートします。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)										学生アシスタント・ティーチャー制度		学生アシスタント・ティーチャー制度

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		都留市高校生資格取得費補助金交付		都留市高校生資格取得費補助金交付		市内の高等学校に在学する生徒の資格取得に対する機運を高めるため、決められた資格の取得のための経費を一部補助します。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0554-43-1111
(内線214)										都留市高校生資格取得費補助金交付		都留市高校生資格取得費補助金交付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび興譲館事業		のびのび興譲館事業		子どもたちが体験学習を通じて、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくよう、各塾を開催しています。（H26年度は7塾） カク ネン ド ジュク		学びのまちづくり課
生涯学習担当 マナ カ ショウガイガクシュウタントウ		0554-43-1111
(内線218)										のびのび興譲館事業		のびのび興譲館事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品支給事業		子育て用品支給事業		子育て用品購入券の支給（指定店で購入する、おむつ(紙おむつ、布おむつ)・おしりふき用ウェットティッシュ・粉ミルクが対象）。子ども１人につき１万円。 シテイ テン コウニュウ タイショウ コ ニン マンエン		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										子育て用品支給事業		子育て用品支給事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業		保育園、幼稚園、小学校などに通うお子さん（生後６か月から小学３年生まで）が病気の時、または病気の回復期で集団保育が困難な期間、医療機関の専用保育室でお預かりが可能。 セイゴ ゲツ ショウガク ネンセイ カノウ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		子育て・教育		小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校（１１校）に６人のＡＬＴ（英語指導助手）と３人のＪＴＥ（日本人英語指導助手）を配置。小学校低学年は１５時間、中学年は２０時間、高学年は３５時間の英語教育（活動）を実施。		学校教育課
学校教育担当 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク タントウ		0553-22-1111										小学校英語教育（教育課程特例校制度）		小学校英語教育（教育課程特例校制度）

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン		桃太郎応援助成金 モモタロウ オウエン ジョセイキン		児童が父母以外の親族により養育されている場合、養育者に児童１人目は月額１万円、２人目以降は月額５千円を、児童が１８歳になった日以降最初の３月まで支給する。 ジドウ フボ イガイ シンゾク ヨウイク バアイ ヨウイクシャ ジドウ ヒト メ ゲツガク マンエン ヒト メ イコウ ゲツガク セン エン ジドウ サイ ヒ イコウ サイショ ガツ シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										桃太郎応援助成金		桃太郎応援助成金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金 ボシ フシ セタイ トウ ショウ チュウガッコウ ニュウ シンガク イワ キン		母子・父子世帯等の児童が入進学した場合、小学校・中学校入学時それぞれ１人１万円を支給する。 ボシ フシ セタイ トウ ジドウ ニュウ シンガク バアイ ショウガッコウ チュウガッコウ ニュウガク ジ ヒトリ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										母子・父子世帯等小中学校入進学祝金		母子・父子世帯等小中学校入進学祝金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート事業 ジギョウ		ファミリー・サポート事業 ジギョウ		「育児の援助を受けたい人」「育児の援助を行いたい人」が会員になり、保育園・幼稚園の送迎、時間外や休日の預かり等地域で助け合う組織。 イクジ エンジョ ウ ヒト イクジ エンジョ オコナ ヒト カイイン ホイクエン ヨウチエン ソウゲイ ジカンガイ キュウジツ アズ ナド チイキ タス ア ソシキ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										ファミリー・サポート事業		ファミリー・サポート事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ		児童センター・放課後児童クラブ ジドウ ホウカゴ ジドウ		児童センターは地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設。放課後児童クラブでは保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に、授業終了後適切な遊び場を提供する。 ジドウ チイキ コ ケンゼン タノ アソ テイキョウ シセツ ホウカゴ ジドウ ホゴシャ シゴト ヒルマ カテイ ジドウ ジュギョウ シュウリョウ ゴ テキセツ アソ バ テイキョウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										児童センター・放課後児童クラブ		児童センター・放課後児童クラブ

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン		私立幼稚園就園奨励費補助金 ワタクシ リツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョキン		公認の私立幼稚園に通園している３～５歳児の市内在住の保護者に、保育料の一部を助成する。 コウニン シリツ ヨウチエン ツウエン サイ ジ シ ナイ ザイジュウ ホゴシャ ホイクリョウ イチブ ジョセイ		教育課
学校教育担当 キョウイクカ ガッコウ キョウイク タントウ		0551-22-1111
(内線263,264)										私立幼稚園就園奨励費補助金		私立幼稚園就園奨励費補助金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ		病児・病後児保育所 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク ショ		市内の保育園・幼稚園・小学校に通い、生後6ケ月～小学3年までの「病気・病気の回復期」にある児童で、当制度利用可の医師診断があり、保護者が市内に勤務し家庭での保育が困難な場合に児童をお預かりする保育所 シナイ ホイクエン ヨウチエン ショウガッコウ カヨ セイゴ ツキ ショウガク ビョウキ ビョウキ カイフク キ ジドウ セイド リヨウ カ イシ シンダン ホゴシャ シナイ キンム カテイ ホイク コンナン バアイ ジドウ アズ ホイク ジョ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										病児・病後児保育所		病児・病後児保育所

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		あるぷキッズ支援事業		あるぷキッズ支援事業		発達障害や、発達に心配があるお子さんと保護者を継続して総合的に支援。保育園・幼稚園・学校への専門職支援チームによる巡回支援、あるぷキッズ支援室相談等、保護者支援のためのペアレント・トレーニング等を実施 トウ トウ		こども福祉課		0263-33-4767										あるぷキッズ支援事業		あるぷキッズ支援事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん事業		こんにちは赤ちゃん事業		生後4ヵ月までの乳児のいる全家庭を、各地区の民生・児童委員等がプレゼントを持って訪問し、母子に関する様々な悩みをお聞きする等、乳児家庭と地域をつなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援する事業 サマザマ ナド		こども福祉課		0263-33-4767										こんにちは赤ちゃん事業		こんにちは赤ちゃん事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		子育ての相互援助を行うファミリー・サポート事業の会員の中で、必要な場合は登録制により、年末年始を除く毎日、通常の受付時間を延長して、7時から20時まで援助の申込みが可能 カノウ		こども育成課		0263-34-3261										緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）		緊急サポート事業（ファミリー・サポート事業）

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てサポーター訪問事業		子育てサポーター訪問事業		自宅での一時保育等を希望する家庭に支援者が訪問して、育児援助や家事援助を行います。		こども育成課		0263-34-3261										子育てサポーター訪問事業		子育てサポーター訪問事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援事業利用料助成金		子育て支援事業利用料助成金		子育ての経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭など低所得世帯に対して、ファミリー・サポート事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の半額を助成		こども育成課		0263-34-3261										子育て支援事業利用料助成金		子育て支援事業利用料助成金

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児ママヘルプサービス		育児ママヘルプサービス		核家族等で育児協力者が得らない方や多胎で出産された方等、育児が困難な家庭に助産師を派遣し、育児支援を行います。		健康づくり課		0263-34-3217										育児ママヘルプサービス		育児ママヘルプサービス

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ		子育て支援施設ゆりかご コソダ シエン シセツ		核家族で実家の遠い市民や家庭での育児が不安な市民が、出産後、赤ちゃんと一緒に宿泊し、育児の支援を受けられる施設 カクカゾク ジッカ トオ シミン カテイ イクジ フアン シミン シュッサン ゴ アカ イッショ シュクハク イクジ シエン ウ シセツ		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106										子育て支援施設ゆりかご		子育て支援施設ゆりかご

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン		保育料減免 ホイクリョウ ゲンメン		同一世帯で2人以上の児童が保育園・幼稚園に入園している場合の減免制度		保育課 ホイク カ		0268-23-5132										保育料減免		保育料減免

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		昼間家庭に保護者のいない児童の生活の場の提供		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0268-23-5101										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		子育て・教育		交流文化芸術センター・市民美術館		交流文化芸術センター・市民美術館		子ども達の感性や創造力を磨くとともに、市の文化の育成や創造によって、賑わいと活力につなげる複合施設(10月開館予定)。美術館では「子どもｱﾄﾘｴ」を設置し幼児教育を中心としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施予定 イクセイ フクゴウ シセツ ガツ カイカン ヨテイ ビジュツカン コ セッチ ヨウジ キョウイク チュウシン ジッシ ヨテイ		交流文化芸術センター コウリュウ ブンカ ゲイジュツ		0268-23-5219										交流文化芸術センター・市民美術館		交流文化芸術センター・市民美術館

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ		ながの子育て家庭優待パスポート コソダ カテイ ユウタイ		１８歳未満の子どもがいる家庭にお配りするカードを提示すると、協賛店で割引やプレゼントなどのサービスを受けることが可能 サイミマン コ カテイ クバ テイジ キョウサン テン ワリビキ ウ カノウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321										ながの子育て家庭優待パスポート		ながの子育て家庭優待パスポート

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		市内に４か所ある子育て支援センターは、親子で楽しく遊ぶ、親と子のふれあいの場。保育士の遊びの提供や育児相談等 シナイ ショ コソダ シエン オヤコ タノ アソ オヤ コ バ ホイクシ アソ テイキョウ イクジ ソウダン トウ		保健福祉部
子育て支援課 ホケン フクシ ブ コソダ シエン カ		0265-78-4111
内線2321										子育て支援センター		子育て支援センター

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援します！育児家庭応援		子育て応援します！育児家庭応援		５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420										子育て応援します！育児家庭応援		子育て応援します！育児家庭応援

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		子育て・教育		入学おめでとう！入学お祝い		入学おめでとう！入学お祝い		５月１日現在で大町市に住所がある７歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		教育委員会
学校教育課		0261-22-0420										入学おめでとう！入学お祝い		入学おめでとう！入学お祝い

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ		第3子以降保育料無料化 ダイ シイコウ ホイクリョウ ムリョウカ		第３子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化		子ども課 コ カ		0269-62-3111										第3子以降保育料無料化		第3子以降保育料無料化

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援カード		子育て応援カード		下諏訪町から子育て応援カードの交付を受け、提示することにより協賛店舗等による独自のサービスが受けられます。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)										子育て応援カード		子育て応援カード

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		子育て・教育		子育てふれあいセンター		子育てふれあいセンター		お子さん、お孫さんをお連れの方に来所していただき、自由に遊んでいただける施設です。		子育てふれあいセンター		0266-27-5244										子育てふれあいセンター		子育てふれあいセンター

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		仕事や家庭の都合で子どもを預かってほしい方と、子育てを支援したい方が共に会員になって、有料でサポートする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		子育て・教育		町立保育園　一時保育		町立保育園　一時保育		保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保育をする事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		子育て・教育		飯島町の子育て支援事業（各種）		飯島町の子育て支援事業（各種）		「子は地域の宝」、“産声から高校卒業まで”一貫した子育て支援を実施。合言葉は、“いいじま町deいい子育て♪”主な事業：高校3年生まで医療費補助、第２子以降の保育料大型優遇、１年生にランドセル贈呈ほか ジッシ オモ ジギョウ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ホジョ ダイ シ イコウ ホイク リョウ オオガタ ユウグウ ネンセイ ゾウテイ		教育委員会子ども室
健康福祉課保健医療係 キョウイク イインカイ コ シツ ケンコウ フクシカ ホケン イリョウ カカ		0265-86-3111										飯島町の子育て支援事業（各種）		飯島町の子育て支援事業（各種）

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		子育て・教育		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン		健やかに産み育む子育て支援金 スコ ウ ハグク コソダ シエン キン		１８歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金と。生坂保育園３歳児クラス以上の保育料を補助するもの サイ ミマン コサマ カテイ スイドウ チョウカ リョウキン イクサカ ホイクエン サイ ジ イジョウ ホイクリョウ ホジョ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										健やかに産み育む子育て支援金		健やかに産み育む子育て支援金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイク リョウ ジョセイ		保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										保育料の助成		保育料の助成

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ		保育園児給食費軽減事業 ホイクエン ジ キュウショクヒ ケイゲン ジギョウ		保育園児の給食費負担金を全額村費負担		保育園 ホイクエン		026-269-3585										保育園児給食費軽減事業		保育園児給食費軽減事業

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ		高校生通学費等助成事業 コウコウセイ ツウガク ヒ トウ ジョセイ ジギョウ		高校在学保護者の負担軽減のために、通学費等を助成。高校在学者一人当たり年額3万6千円 コウコウ ザイガク ホゴシャ フタン ケイゲン ツウガク ヒ トウ ジョセイ コウコウ ザイガク シャ ヒトリ ア ネンガク ６０００ エン		教育委員会 キョウイク イインカイ		026-269-3146										高校生通学費等助成事業		高校生通学費等助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減		保育料を、国が定める徴収基準額から平均３５．７％（平成２６年度）軽減します。また、保育園等に子を２人以上同時に入園させている場合、第２番目の児童の保育料を６割軽減、第３番目以降の児童を無料とします。 トウ ホイク リョウ		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7096										保育園保育料の軽減		保育園保育料の軽減

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金資金貸付制度事業		奨学金資金貸付制度事業		高校・大学、専修学校への修学者に対する奨学金貸付制度です。
（高校３６万円・大学、専修学校６０万円）を年間限度額以内で貸し付けします。		教育企画課 キョウイク キカク カ		0573-66-1111										奨学金資金貸付制度事業		奨学金資金貸付制度事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		子育て・教育		高校生バス通学運賃補助事業		高校生バス通学運賃補助事業		遠距離通学する高校生の通学費負担を軽くするため、バス通学定期券の購入費用の一部を補助します。
（購入金額から１カ月あたり８千円を差し引いた額の１／３）		 定住推進課		0573-66-1111										高校生バス通学運賃補助事業		高校生バス通学運賃補助事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		子育て世帯への支援として小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を半額、三人目以降を全額助成。
またすべての保育園、幼稚園児については給食費の１／３を助成		民生部
健康福祉課
教育委員会
学校教育課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0575-33-1122

0575-35-2711
										保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援		保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		子育て・教育		恵那市奨学奨励金交付事業		恵那市奨学奨励金交付事業		平成25年度から貸与した、恵那市奨学資金を借りて就学した方が恵那市に定住し生活の拠点として確認ができた場合、奨学資金返済（償還）金に対する奨励金、年間120,000円（返済金の2分の1）を交付します。		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										恵那市奨学奨励金交付事業		恵那市奨学奨励金交付事業

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園教育の一層の充実を図るため、市立小学校附属幼稚園にお子さんを通園させている保護者の方に、保育料の減免を行います。		市民部子育て支援課 シミン ブ		0572-54-1111										幼稚園就園奨励費補助金について（公立）		幼稚園就園奨励費補助金について（公立）

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		土岐市内に在住し、市外の私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。		市民部子育て支援課 シミン ブ		0572-54-1111										幼稚園就園奨励費補助金について（私立）		幼稚園就園奨励費補助金について（私立）

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		子育て・教育		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		第三子以降の保育所等保育料無料化 ダイ サンシイコウ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		同一世帯で１８歳未満のお子さんを３人以上養育している場合、保育所等保育料を無料化にします。 ドウイツ セタイ サイミマン コ ニンイジョウ ヨウイク バアイ ホイク ショ トウ ホイクリョウ ムリョウカ		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753										第三子以降の保育所等保育料無料化		第三子以降の保育所等保育料無料化

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		子育て・教育		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ		がんばれ子育て応援事業 コソダ オウエン ジギョウ		「子育て世代に安心して郡上に住んでいただき、たくさんのお子さんを産み育ててほしい」という願いから、平成２５年４月２日以降生まれの第３子以上の子を対象に、小学校入学前まで毎年１０万円の共通商品券を給付		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0575-67-1817										がんばれ子育て応援事業		がんばれ子育て応援事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ		第3子保育料無料 ダイ コ ホイク リョウ ムリョウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、入所している児童が３歳以上児で第３子以降の場合は保育料が無料となります。 ホイクリョウ		福祉部
児童福祉課 フクシ ブ ジドウ フクシ カ		0576-52-2882										第3子保育料無料		第3子保育料無料

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業		子育て支援事業の一環として、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校低学年（１～３年生）を対象に、遊びや集団生活、指導を通じ、児童の健全育成を図ることを目的に「放課後児童クラブ」を開設する。		子育て支援センター コソダ シエン		058-387-0561										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料 ホイクリョウ		保育料 ホイクリョウ		５歳児の保育料について他の自治体より低い金額設定になっている。徴収基準により１ヶ月２，６００円～１４，３００円 サイジ ホイクリョウ タ ジチタイ ヒク キンガク セッテイ チョウシュウ キジュン ツキ エン エン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										保育料		保育料

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ		放課後児童クラブ事業 ホウカゴ ジドウ ジギョウ		小学生５年生までの児童を、放課後や長期休暇期間中、保護者に代わって一時的に預かる。 ショウガクセイ ネンセイ ジドウ ホウカゴ チョウキ キュウカ キカンチュウ ホゴシャ カ イチジテキ アズ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										放課後児童クラブ事業		放課後児童クラブ事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ		障害児保育事業 ショウガイジ ホイク ジギョウ		民間保育所に対し重度及び軽度の障害児の保育に要する経費の一部を助成し、保育所による障害児の受け入れを支援。 タイ ジュウド オヨ ケイ ショウガイジ ホイク ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ホイク ショ ショウガイジ ウ イ シエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										障害児保育事業		障害児保育事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		保育料国徴収基準に対し、約３０％を軽減。 ホイクリョウ クニ チョウシュウ キジュン タイ ヤク ケイゲン		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		児童保育費（保育料） ジドウ ホイク ヒ ホイクリョウ		同時に保育所・幼稚園・認定こども園に入所している児童の２人目にあたる保育料を半額、３人目以降無料。 ドウジ ホイク ショ ヨウチエン ニンテイ エン ニュウショ ジドウ ニン メ ホイクリョウ ハンガク ニン メ イコウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		055-934-4826										児童保育費（保育料）		児童保育費（保育料）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てカレンダー		子育てカレンダー		各課が実施あるいは掌握している子育て支援に関する情報を一元化し、カレンダー形式に整理して情報発信することで、子どもの成長と子育てを支援する。 カク カ ジッシ ショウアク コソダ シエン カン ジョウホウ イチゲンカ ケイシキ セイリ ジョウホウ ハッシン コ セイチョウ コソダ シエン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										子育てカレンダー		子育てカレンダー

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいのひろば事業 ジギョウ		つどいのひろば事業 ジギョウ		地域の公民館・公会堂を活用し、児童及びその保護者の交流、育児相談、育児に関する情報提供等を行うことにより、子育てを地域全体で見守る雰囲気を醸成するとともに、子育て家庭の育児の負担を軽減する。 チイキ コウミンカン コウカイドウ カツヨウ ジドウ オヨ ホゴシャ コウリュウ イクジ ソウダン イクジ カン ジョウホウ テイキョウ トウ オコナ コソダ チイキ ゼンタイ ミマモ フンイキ ジョウセイ コソダ カテイ イクジ フタン ケイゲン		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										つどいのひろば事業		つどいのひろば事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ		こども館運営事業 カン ウンエイ ジギョウ		中心市街地に児童の健全な遊び場及び保護者等の交流の場として「こども館」を設置・運営。プレイルーム「ぼるね」は、運動科学の先進国デンマークの最新体育理論に基づいて開発された安全な遊具を整備 チュウシン シガイチ ジドウ ケンゼン アソ バ オヨ ホゴシャ トウ コウリュウ バ カン セッチ ウンエイ ウンドウ カガク センシンコク サイシン タイイク リロン モト カイハツ アンゼン ユウグ セイビ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										こども館運営事業		こども館運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク		家庭的保育事業（保育ママ） カテイテキ ホイク ジギョウ ホイク		待機児童の解消を目的に、家庭的保育者に居宅そのほかの場所において、保育を行う。 タイキ ジドウ カイショウ モクテキ カテイテキ ホイクシャ キョタク バショ ホイク オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										家庭的保育事業（保育ママ）		家庭的保育事業（保育ママ）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ		子育てコンシェルジュの設置 コソダ セッチ		子どもに係る相談窓口として、児童に係る悩みや発達の相談、個々のニーズに合った子育て支援サービスについての情報提供等を行い、他部署と連携し解決に導く支援を行う専門の相談員を窓口に設置。 マドグチ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										子育てコンシェルジュの設置		子育てコンシェルジュの設置

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ		放課後児童クラブ運営事業 ホウカゴ ジドウ ウンエイ ジギョウ		小学校に就学している概ね10歳未満の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、放課後適切な遊びと生活の場を与え健全な育成を図る。（市内15カ所に設置） ショウガッコウ シュウガク オオム サイ ミマン ジドウ ホゴシャ ロウドウナド ヒルマ カテイ シャ ホウカゴ テキセツ アソ セイカツ バ アタ ケンゼン イクセイ ハカ シナイ ショ セッチ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ		サタデーオープンスクール事業 ジギョウ		市北部の伊久美地区の豊かな自然の中での体験学習を通して、人との関わり方、自然のすばらしさの実感、自分で考える力を育てるため、小学３年生以上の児童を対象に実施。 シ ホクブ イクミ チク ユタ シゼン ナカ タイケン ガクシュウ トオ ヒト カカ カタ シゼン ジッカン ジブン カンガ チカラ ソダ ショウガク ネンセイイジョウ ジドウ タイショウ ジッシ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630										サタデーオープンスクール事業		サタデーオープンスクール事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド		小規模特認校制度 ショウキボ トクニン コウ セイド		小規模校（少人数）の良さを生かし、伊久美地区の豊かな自然環境の中で子どもを学ばせたい、学びたいという就学希望者に、通学区域にとらわれず、ある一定の条件をもとに入学を許可する。 ショウキボ コウ ショウニンズウ ヨ イ イクミ チク ユタ シゼン カンキョウ ナカ コ マナ マナ シュウガク キボウシャ ツウガク クイキ イッテイ ジョウケン ニュウガク キョカ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0547-46-5630										小規模特認校制度		小規模特認校制度

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		子どもの読書活動推進のため、7ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して絵本１冊、おすすめ絵本リストなどを贈呈する。 コ ドクショ カツドウ スイシン ゲツ ジ ケンコウ ソウダン サンカ ニュウジ ホゴシャ タイ エホン サツ エホン ゾウテイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		キッズブック事業 ジギョウ		キッズブック事業 ジギョウ		ブックスタート事業を受けて、セカンドブック事業として３歳児検診に参加した乳児とその保護者に絵本を贈呈する。（用意した３冊から一冊を選んでいただく。） ジギョウ ウ ジギョウ サイジ ケンシン サンカ ニュウジ ホゴシャ エホン ゾウテイ ヨウイ サツ イッサツ エラ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										キッズブック事業		キッズブック事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ		紙芝居と絵本の読み聞かせ カミシバイ エホン ヨ キ		幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループを主体に読み聞かせを行う。 ヨウジ ショウガッコウ テイガクネン コ エホン シタ シュタイ ヨ キ オコナ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										紙芝居と絵本の読み聞かせ		紙芝居と絵本の読み聞かせ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		おはなし宅配便 タクハイビン		おはなし宅配便 タクハイビン		幼児から本に親しむきっかけをつくるため、図書館員が幼稚園、保育園に出かけてお話し会をひらく。 ヨウジ ホン シタ トショカン イン ヨウチエン ホイクエン デ ハナ カイ		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										おはなし宅配便		おはなし宅配便

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		読書通帳 ドクショ ツウチョウ		読書通帳 ドクショ ツウチョウ		図書館システムが保管する貸し出し記録を読書通帳機で記帳することにより子どもの読書を推進する。 トショカン ホカン カ ダ キロク ドクショ ツウチョウ キ キチョウ コ ドクショ スイシン		教育委員会図書館課 キョウイク イインカイ トショカン カ		0547-36-7226										読書通帳		読書通帳

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ		少年育成教室「しまだガンバ！」 ショウネン イクセイ キョウシツ		小学４～６年生を対象に、宿泊活動やボート下りなどの活動を通して、心身ともに健やかでたくましく成長するよう、他校児童との交流や異年齢児童との集団活動を実施する。 ショウガク ネンセイ タイショウ シュクハク カツドウ クダ カツドウ トオ シンシン スコ セイチョウ タコウ ジドウ コウリュウ イ ネンレイ ジドウ シュウダン カツドウ ジッシ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										少年育成教室「しまだガンバ！」		少年育成教室「しまだガンバ！」

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン） ニュウジ オヤ コウザ コソダ		０歳児をもつ親を対象に、子どもの「生きる力」を養う家庭教育の支援を図る。 サイジ オヤ タイショウ コ イ チカラ ヤシナ カテイ キョウイク シエン ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）		乳児をもつ親の講座（パパママ子育てサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン） ニュウジ オヤ コウザ		１～３歳児をもつ親を対象に、家庭において子どもの教育を十分に行うための知識、技能、態度等について集団学習の機会を提供し、地域社会の連帯性を培うことにより家庭教育の質の向上を図る。 サイジ オヤ タイショウ カテイ コ キョウイク ジュウブン オコナ チシキ ギノウ タイドトウ シュウダン ガクシュウ キカイ テイキョウ チイキ シャカイ レンタイセイ ツチカ カテイ キョウイク シツ コウジョウ ハカ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）		乳児をもつ親の講座（おしゃべりサロン）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ		親子ふれあい講座 オヤコ コウザ		１～３歳児をもつ親子を対象に、体操や工作をしながら親子が一緒に触れ合える機会を提供する。 サイジ オヤ コ タイショウ タイソウ コウサク オヤコ イッショ フ ア キカイ テイキョウ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										親子ふれあい講座		親子ふれあい講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ		幼児・児童を持つ親の講座 ヨウジ ジドウ モ オヤ コウザ		２～９歳児をもつ親に対して、子どものしつけの方法を学び、より良い親子関係を築くため、講座を開催する。 サイ ジ オヤ タイ コ ホウホウ マナ ヨ オヤコ カンケイ キズ コウザ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										幼児・児童を持つ親の講座		幼児・児童を持つ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会） ニュウヨウジ オヤ コウザ コソダ ベンキョウ カイ		０～６歳児をもつ親に対して、家庭教育における子育てのノウハウを習得するための勉強会を全６回開催する。 サイ ジ オヤ タイ カテイ キョウイク コ ソダ シュウトク ベンキョウ カイ ゼン カイ カイサイ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）		乳幼児をもつ親の講座（いきいき子育て勉強会）

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ		思春期の子をもつ親の講座 シシュンキ コ オヤ コウザ		親が思春期の子どもの心・身体を理解し、対応の仕方、子どもへの声掛けを学び、親子のコミュニケーションを円滑に行えるようにする。 オヤ シシュンキ コ ココロ シンタイ リカイ タイオウ シカタ コ コエ カ マナ オヤコ エンカツ オコナ		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										思春期の子をもつ親の講座		思春期の子をもつ親の講座

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		子育て・教育		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ		託児員派遣事業 タクジ イン ハケン ジギョウ		子育て支援及び女性の積極的な社会参加を促すため、講座・講演会に類する事業の主催者に対して子どもを預かる託児員を派遣する コソダ シエン オヨ ジョセイ セッキョクテキ シャカイ サンカ ウナガ コウザ コウエンカイ ルイ ジギョウ シュサイシャ タイ コ アズ タクジ イン ハケン		教育委員会社会教育課 キョウイク イインカイ シャカイ キョウイク カ		0547-46-5616										託児員派遣事業		託児員派遣事業

		222101		静岡県		富士市 フジシ		結婚・子育て		子育て・教育		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン		事業所内保育施設整備費補助金 ジギョウショ ナイ ホイク シセツ セイビヒ ホジョキン		女性の社会参画促進に向けた保育制度の充実をめざし、一定の要件を満たした事業者が保育施設を設定する場合、対象経費の1/3、限度額1000万円まで補助をする。 ジョセイ シャカイ サンカク ソクシン ム ホイク セイド ジュウジツ イッテイ ヨウケン ミ ジギョウシャ ホイク シセツ セッテイ バアイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク マン エン ホジョ		商業労政課 ショウギョウ ロウセイ カ		0545-55-2778										事業所内保育施設整備費補助金		事業所内保育施設整備費補助金

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就園奨励費		就園奨励費		市内にお住まいで私立幼稚園に就園している3歳児・4歳児・5歳児の保育料及び入園料に対して補助する。 ナイ ホジョ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										就園奨励費		就園奨励費

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		子育て・教育		リフレッシュ・一時保育		リフレッシュ・一時保育		市内に住所を有する就学前の児童を対象に、保護者の病気、出産による入院、家族の介護や看病、冠婚葬祭、就職活動、学校行事等の社会的理由及び私的理由により一時的に児童を保育する。 ナイ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										リフレッシュ・一時保育		リフレッシュ・一時保育

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て環境の向上のため、居住する住宅の新築工事や増築工事・リフォーム工事に対して、補助金を交付する事業（新築工事については、木造住宅のみ）。補助率：補助対象経費の1/10の額以内（15万円を限度）		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										子育て応援！住宅整備事業補助金		子育て応援！住宅整備事業補助金

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート		ブックスタート		乳幼児から読み聞かせの大切さを家庭でも実行するためのブックスタート事業として、１歳６か月健診で絵本の配布をする。		生涯学習課		055-973-0351										ブックスタート		ブックスタート		0

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		清水町ファミリー・サポート・センター		清水町ファミリー・サポート・センター		「子育てを応援したい人」と「子育てを応援してほしい人」が会員になり、支えあって育児の援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を支援し、地域社会全体で安心してゆとりある子育てができる環境づくりを目指す ササ		子育て総合支援センター コソダ ソウゴウ シエン		055-972-2712										清水町ファミリー・サポート・センター		清水町ファミリー・サポート・センター		0

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ		子育て世帯臨時特例給付金給付事業 コソダ セタイ リンジ トクレイ キュウフキン キュウフ ジギョウ		児童手当受給児童一人当たり10,000円の支給（2,100人） ジドウ テアテ ジュキュウ ジドウ ヒトリ ア エン シキュウ ニン		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										子育て世帯臨時特例給付金給付事業		子育て世帯臨時特例給付金給付事業

		232211		愛知県 アイチケン		新城市 シンシロシ		結婚・子育て		子育て・教育		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド		新城版こども園制度 シンシロ バン エン セイド		市内認可保育所・幼稚園を一体的に運用。3歳以上児のみ入園要件撤廃。基本保育料（給食費含）を低負担化（10階層、4～5歳児：0～8,600円、3歳児：0～10,000円、0～2歳児：0～28,100円） シナイ ニンカ ホイク ショ ヨウチエン イッタイテキ ウンヨウ サイ イジョウ ジ ニュウエン ヨウケン テッパイ キホン ホイクリョウ キュウショク ヒ フク テイフタンカ カイソウ サイ ジ エン サイ ジ エン サイ ジ エン		市民福祉部
こども未来課 シミン フクシ ブ ミライ カ		0536-23-7622										新城版こども園制度		新城版こども園制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		おむつ代助成 ダイ ジョセイ		おむつ代助成 ダイ ジョセイ		３歳までの乳幼児のおむつ代2,500円／月を支給 サイ ニュウヨウジ ダイ エン ツキ シキュウ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										おむつ代助成		おむつ代助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ		保育園児通園費補助 ホイクエン ジ ツウエン ヒ ホジョ		２km以上のバス通園児定期代の補助 イジョウ ツウ エンジ テイキ ダイ ホジョ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										保育園児通園費補助		保育園児通園費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		小学生遠距離通学助成 ショウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学児童の定期代の補助 イジョウ ツウ ジドウ テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										小学生遠距離通学助成		小学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		中学生遠距離通学助成 チュウガクセイ エンキョリ ツウガク ジョセイ		２km以上のバス通学生徒の定期代の補助 イジョウ ツウ セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										中学生遠距離通学助成		中学生遠距離通学助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ		高校生通学費補助 コウコウセイ ツウガク ヒ ホジョ		自宅から高校へバス通学している生徒の定期代４０％の補助 ジタク コウコウ ツウガク セイト テイキ ダイ ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										高校生通学費補助		高校生通学費補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド		修学資金貸付制度 シュウガク シキン カシツケ セイド		町外に通学するために下宿等をする高校生に対して３万円／月（無利子）の貸付を実施（町外で保護者とは別に下宿等する方に限る）。※保健師や看護師等の資格取得のための修学資金貸付も有 マチ ソト ツウガク ゲシュク トウ コウコウセイ タイ マンエン ツキ ムリシ カ ツ ジッシ マチ ソト ホゴシャ ベツ ゲシュク トウ カタ カギ ホケン シ カンゴシ トウ シカク シュトク シュウガク シキン カ ツ ア		企画課 キカク カ		0536-62-0514										修学資金貸付制度		修学資金貸付制度

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ		私立高等学校等授業料補助 シリツ コウトウ ガッコウ トウ ジュギョウリョウ ホジョ		私立高等学校へ通う生徒１人12,000円／年以内の補助（保護者が町内に住所を有する方に限る） シリツ コウトウ ガッコウ カヨ セイト ニン エン ネン イナイ ホジョ ホゴシャ チョウナイ ジュウショ ユウ カタ カギ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0536-62-0531										私立高等学校等授業料補助		私立高等学校等授業料補助

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド		高校生への補助制度 コウコウセイ ホジョ セイド		通学費と私立高校授業料を補助する制度があります ツウガク ヒ シリツ コウコウ ジュギョウリョウ ホジョ セイド		教育課 キョウイクカ		0536-76-0509										高校生への補助制度		高校生への補助制度

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子子育て応援券交付事業		とばっ子子育て応援券交付事業		子どもが生まれると3万円分の子育て用品購入券を交付。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										とばっ子子育て応援券交付事業		とばっ子子育て応援券交付事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費助成事業		チャイルドシート等購入費助成事業		満６歳未満の子どものためにチャイルドシート等を購入する場合、１万円の助成券を交付。 コウフ		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										チャイルドシート等購入費助成事業		チャイルドシート等購入費助成事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		とばっ子カード事業		とばっ子カード事業		とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることのできる仕組み。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										とばっ子カード事業		とばっ子カード事業

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		保育所・幼稚園２人目からは無料		保育所・幼稚園２人目からは無料		幼稚園及び保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料は無料。		健康福祉課
子育て支援室		0599-25-1184										保育所・幼稚園２人目からは無料		保育所・幼稚園２人目からは無料

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		子育て・教育		高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校に通学する生徒にかかる通学費や下宿費（下宿費は離島在住者のみ）の一部を助成。		教育委員会
総務課庶務係		0599-25-1262										高等学校通学費等補助金交付制度		高等学校通学費等補助金交付制度

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		子育て・教育		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ		保育園での給食費が無料 ホイクエン キュウショクヒ ムリョウ		園児が摂る給食（昼食）が無料 エンジ ト キュウショク チュウショク ムリョウ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										保育園での給食費が無料		保育園での給食費が無料

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		子育て・教育		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ		御浜町子育て支援室 ミハ コソダ シエン シツ		子育て世代の親子を支援します。
赤ちゃんから保育所未就園児までのお子さんとその保護者の遊び場として利用いただけます。
保育士が常駐、育児相談も行います。 コソダ セダイ オヤコ シエン アカ ホイク ショ ミシュウエンジ コ ホゴシャ アソ バ リヨウ ホイクシ ジョウチュウ イクジ ソウダン オコナ		御浜町子育て支援室		05979-3-0336										御浜町子育て支援室		御浜町子育て支援室

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金		チャイルドシートの購入に要する経費の２分の１（限度額１万円）の助成		福祉課		0735-33-0339										チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン		京丹後市奨学金 キョウタンゴシ ショウガクキン		経済的に困窮している世帯（家庭）の勉強に意欲のある高校生や大学生に奨学金を給付。月額（高校生など：５，０００円、大学生など１０，０００円） ケイザイテキ コンキュウ セタイ カテイ ベンキョウ イヨク コウコウセイ ダイガクセイ ショウガクキン キュウフ ゲツガク コウコウセイ エン ダイガクセイ エン		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0772-69-0620										京丹後市奨学金		京丹後市奨学金

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援券交付事業		子育て応援券交付事業		お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。応援券は､有料の一時預かりや産後の育児・家事支援､予防接種、タクシー利用などに利用できます。 コサマ タンジョウ セタイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

										子育て応援券交付事業		子育て応援券交付事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン		保育料軽減事業（公立幼稚園） ヨウチエン		市立幼稚園に通う園児の保育料が無料です。		教育委員会　　　管理課		0791-23-7142 

										保育料軽減事業（公立幼稚園）		保育料軽減事業（公立幼稚園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） ヨウチエン		私立幼稚園や保育園に通う3～5歳児には月額8000円を限度に支援します。		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175										保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）		保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園）

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園預かり保育事業		市立幼稚園預かり保育事業		市立の6幼稚園で、4歳児と5歳児を対象に、月額5,000円で預かり保育を実施します。（通常保育終了後16時30分まで） ツウジョウ ホイク シュウリョウ ゴ ジ フン		教育委員会　　管理課		0791-23-7142 

										市立幼稚園預かり保育事業		市立幼稚園預かり保育事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園で、火曜日・水曜日・木曜日の週3回、無料で給食を実施し、子どもたちの健康づくりに努めます。		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

										市立幼稚園給食の実施		市立幼稚園給食の実施

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化事業		給食費無料化事業		市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に通う、市内在住の3～15歳の児童・生徒等を対象に給食費を無料化します。
 ヨウチエン ナド		教育委員会　　学校教育課		0791-23-7143 

										給食費無料化事業		給食費無料化事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		子育て・教育		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		0歳～6歳までの乳幼児が2人以上いる世帯に対し、幼児2人同乗用自転車の購入費の一部を助成。購入費の1/2（上限額40,000円）を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808										幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業		幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド		子育て世帯定住応援補助制度 コソダ セタイ テイジュウ オウエン ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで中学生以下のお子様をもつ家庭を対象に一人につき３万円を補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス チュウガクセイ イカ コサマ カテイ タイショウ ヒトリ マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										子育て世帯定住応援補助制度		子育て世帯定住応援補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド		保育・幼稚園保育料補助制度 ホイク ヨウチエン ホイクリョウ ホジョ セイド		定住促進重点地区内（畑・日置・雲部・後川・福住・村雲・大芋・西紀北）にお住まいで、保育園・幼稚園に通うお子様をもつ保護者の方を対象に補助 テイジュウ ソクシン ジュウテン チク ナイ ハタ ヒオキ クモ ベ シツカワ フクスミ ムラクモ オオ イモ ニシキ キタ ス ホイクエン ヨウチエン カヨ コ サマ ホゴシャ カタ タイショウ ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106												縁結び支援事業

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド		遠距離通学費補助制度 エンキョリ ツウガク ヒ ホジョ セイド		市内の高等学校に通学し通学距離が１０ｋｍを超える生徒の保護者を対象に２５，０００円を補助（在学期間中一度限り） シナイ コウトウ ガッコウ ツウガク ツウガク キョリ コ セイト ホゴシャ タイショウ エン ホジョ ザイガク キカンチュウ イチド カギ		企画課 キカク カ		079-552-5106										遠距離通学費補助制度		遠距離通学費補助制度

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		結婚・子育て		子育て・教育		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド		公共交通機関利用者補助制度 コウキョウ コウツウ キカン リヨウシャ ホジョ セイド		市内の高等学校に公共交通を利用して通学し、定期乗車券の月額料金のうち１５，０００円を超える部分について補助 シナイ コウトウ ガッコウ コウキョウ コウツウ リヨウ ツウガク テイキ ジョウシャケン ゲツガク リョウキン エン コ ブブン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										公共交通機関利用者補助制度		公共交通機関利用者補助制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ		子育て応援優待カード（ゆめるんカード） コソダ オウエン ユウタイ		１８歳未満の子どもを１人以上養育している家庭に、市内協賛店にてさまざまな特典を受けることができる「ゆめるんカード」を発行。 サイミマン コ ニン イジョウ ヨウイク カテイ ハッコウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										子育て応援優待カード（ゆめるんカード）		子育て応援優待カード（ゆめるんカード）

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育料第２子以降無料 ホイクリョウ ダイ コ イコウ ムリョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園している３歳児、４歳児、５歳児で義務教育修了前の兄姉からかぞえて第２子以降の児童について、保育料無料。 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン サイジ サイジ サイジ ギム キョウイク シュウリョウ マエ アニ アネ ダイ コ イコウ ジドウ ホイクリョウ ムリョウ		福祉課
学校教育課 フクシ カ ガッコウ キョウイク カ		0799-44-3002
0799-37-3018										保育料第２子以降無料		保育料第２子以降無料

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ		在宅子育て応援事業 ザイタク コソダ オウエン ジギョウ		保育所（園）・幼稚園に通所・通園していない４月１日現在、満３、４、５歳の子どもを保育している保護者に、月額５千円を助成するほか市内の温浴施設などを親子が無料で利用できる「子育て応援パスポート」を交付 ホイク ショ エン ヨウチエン ツウショ ツウエン ガツ ニチ ゲンザイ マン セン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										在宅子育て応援事業		在宅子育て応援事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝金 ニュウガク イワイ キン		入学祝金 ニュウガク イワイ キン		市内に住所を有する方で、小学校・特別支援学校の小学部の第１学年に新入学される児童の保護者を対象として、児童１人につき１万円を支給。		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										入学祝金		入学祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ		通勤・通学者交通費助成 ツウキン ツウガク シャ コウツウヒ ジョセイ		高速バスの利用による居住地からの通勤・通学を奨励するため、交通費の一部を助成。島外通勤者と島内通学者には負担額の２０％、島外通学者には３０％の助成。 コウソク リヨウ キョジュウチ ツウキン ツウガク ショウレイ コウツウヒ イチブ ジョセイ トウガイ ツウキンシャ トウナイ ツウガク シャ フタン ガク トウガイ ツウガク シャ ジョセイ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										通勤・通学者交通費助成		通勤・通学者交通費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		子育て・教育		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ		まなび資金利子補給 シキン リシ ホキュウ		修学年限が２年以上の大学・短大・各種専門学校等で教育を受ける方の保護者で、市内の金融機関から借り入れた教育資金の利子の一部を補給。 シュウガク ネンゲン ネンイジョウ ダイガク タンダイ カクシュ センモン ガッコウ トウ キョウイク ウ カタ ホゴシャ シナイ キンユウ キカン カ イ キョウイク シキン リシ イチブ ホキュウ		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0799-37-3018										まなび資金利子補給		まなび資金利子補給

		282260		兵庫県		淡路市 アワジシ		結婚・子育て		子育て・教育		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業 アワジシ ツウガクシャ ジョセイ ジギョウ		淡路市から島外へ通学する大学、短大、専門学校生に対して通学費の一部を助成。(上限2万円) アワジシ トウガイ ツウガク ダイガク タンダイ センモン ガッコウ セイ タイ ツウガク ヒ イチブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		まちづくり政策課 セイサク カ		0799-64-2506										淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業		淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成事業

		292010		奈良県 ナラケン		奈良市 ナラ シ		結婚・子育て		子育て・教育		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		パートナーの妊娠～出産、子どもが6歳になるまでに知っておきたいこと、おススメ遊びスポット、イベントなど、子育てに役立つ情報をパパ目線で1冊にまとめて、母子手帳交付時及び子育て中の希望者に配布。 ボシ テチョウ コウフ ジ オヨ コソダ ナカ キボウシャ ハイフ		男女共同参画課 ダンジョ キョウドウ サンカク カ		0742-81-3100										「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布		「IKUMEN　HANDBOOK　for nara papa」の配布

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育		学童保育		各小学校に併設されているプレジャールーム（学童保育室）にて、小学１年生から６年生まで利用可能な学童保育を行っています。		福祉課		0747
52-5501										学童保育		学童保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		子供教育相談		子供教育相談		専門のカウンセラーの先生による子育ての不安や悩みの相談を受付しています。		福祉課		0747
52-5501										子供教育相談		子供教育相談

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談室　子育て支援センター		育児相談室　子育て支援センター		育児相談はもちろん、親の間での情報提供、子育てのリフレッシュができる場所を提供しています。		福祉課		0747
52-5501										育児相談室　子育て支援センター		育児相談室　子育て支援センター

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育		病後児保育		子供が病気の回復期でまだ学校／保育所に預けられない場合、看護師と保育士が一時的に病後児保育室にてお預かりします。		福祉課		0747
52-5501										病後児保育		病後児保育

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		子育て・教育		二人目保育料割引制度		二人目保育料割引制度		同時に二人以上のお子様が保育園に通っている場合、二人目は半額、三人目は無料となります。		福祉課		0747
52-5501										二人目保育料割引制度		二人目保育料割引制度

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		乳幼児の７か月教室時に、一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡します。また、乳幼児向けブックリストを配布します。 ニュウヨウジ ヒトリ アカ エホン ヒラ タノ タイケン イッショ エホン テワタ ニュウヨウジ ム ハイフ		生涯学習課 シ		0736-22-0300(内線3016)										ブックスタート事業		ブックスタート事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		学校給食費の助成 ガッコウ キュウショク ヒ ジョセイ		町内の小学校に通学する児童の保護者には、1食250円のうち50円、中学校に通学する生徒の保護者には、1食280円のうち60円を助成します。 チョウナイ ショウガッコウ ツウガク ジドウ ホゴシャ ショク エン エン チュウガッコウ ツウガク セイト ホゴシャ ショク エン エン ジョセイ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3013)										学校給食費の助成		学校給食費の助成

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ		学童保育の実施 ガクドウ ホイク ジッシ		共働き家庭や母子・父子家庭の小学生が、放課後安心して過ごせる環境をつくり、その健全育成を図るため、学童保育を実施します。 トモバタラ カテイ ボシ フシ カテイ ショウガクセイ ホウカゴ アンシン ス カンキョウ ケンゼン イクセイ ハカ ガクドウ ホイク ジッシ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)										学童保育の実施		学童保育の実施

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ		学童保育促進事業 ガクドウ ホイク ソクシン ジギョウ		「かつらぎ町要保護及び準用保護児童生徒就学援助制度」の認定を受けている家庭は、学童保育料の免除もしくは減額を受けることができます。 ヨウホゴ オヨ ジュンヨウ ホゴ ジドウ セイト シュウガク エンジョ セイド ニンテイ ウ カテイ ガクドウ ホイク リョウ メンジョ ゲンガク ウ		教育委員会総務課 キョウイク イインカイ ソウム カ		0736-22-0300(内線3011)										学童保育促進事業		学童保育促進事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド		クローバー給付金制度 キュウフ キン セイド		３人目以上の子どもを養育しておりそのうち３人目以降の児童が３歳未満の場合に支給する制度です。（手当５千円） ニンメ イジョウ コ ヨウイク ニンメ イコウ ジドウ サイ ミマン バアイ シキュウ セイド テアテ センエン		福祉課 フクシカ		0736-54-2019										クローバー給付金制度		クローバー給付金制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド		チャイルドシート補助制度 ホジョ セイド		チャイルドシートを購入する場合、一定の条件を満たせば購入金額の一部（購入費の二分の一、上限１５，０００円）を助成する制度です。 コウニュウ バアイ イッテイ ジョウケン ミ コウニュウ キンガク イチブ コウニュウヒ ニブン イチ ジョウゲン エン ジョセイ セイド		地域防災課 チイキ ボウサイ カ		0736-54-2019										チャイルドシート補助制度		チャイルドシート補助制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		給食費無料化		給食費無料化		町内の保育所から中学校までの園児・児童・生徒の給食費を無料化。 チョウナイ		教育委員会 キョウイクイインカイ		0736-56-3050										給食費無料化		給食費無料化

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料を無料化。		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ		チャイルドシート購入費用助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ		乳幼児１人につき１台限り、上限１万円を助成 ニュウヨウジ ニン ダイ カギ ジョウゲン マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										チャイルドシート購入費用助成		チャイルドシート購入費用助成

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ		第３子以降で３歳未満児の保育料無料 ダイ シ イコウ サイ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ		出生の最も早い者から数えて、第３番目以降の３歳児未満児の保育料を無料とする制度 シュッセイ モット ハヤ モノ カゾ ダイ バンメ イコウ サイジ ミマン ジ ホイクリョウ ムリョウ セイド		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										第３子以降で３歳未満児の保育料無料		第３子以降で３歳未満児の保育料無料

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ		第三子以上に係る育児支援助成事業 ダイサンシ イジョウ カカ イクジ シエン ジョセイ ジギョウ		小学生以下の子ども３人以上養育している家族に、小学校入学前の子どもが、「病児・病後児保育事業」「一時預かり事業」「子育て短期支援事業」「ファミリー･サポート・センター事業」等を利用した際の助成 ショウガクセイ イカ コ ニン イジョウ ヨウイク カゾク ショウガッコウ ニュウガク マエ コ ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ イチジ アズ ジギョウ コソダ タンキ シエン ジギョウ ジギョウ トウ リヨウ サイ ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										第三子以上に係る育児支援助成事業		第三子以上に係る育児支援助成事業

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴジ ホイク ジギョウ		病気又は病気の回復期にある児童を医療機関併設施設において、一時的に預かる事業 ビョウキ マタ ビョウキ カイフクキ ジドウ イリョウ キカン ヘイセツ シセツ イチジテキ アズ ジギョウ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724								1		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ		若者定住促進事業／保育料の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホイクリョウ ムリョウ カ		村内に居住する者の保育料を村が負担する制度。 ソンナイ キョジュウ モノ ホイク リョウ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／保育料の無料化		若者定住促進事業／保育料の無料化

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降保育料免除事業 ダイ シ イコウ ホイクリョウ メンジョ ジギョウ		第3子以降の児童の保育料を免除する。 ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ メンジョ		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561										第3子以降保育料免除事業		第3子以降保育料免除事業

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート		妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パスポートを協賛店舗で提示すると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店は鳥取県内外合わせて２，３４０店以上。		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200円～800円）が必要。		鳥取県交通安全協会倉吉地区協会		0858-26-7115										鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出		鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		市指定有料ゴミ袋支給		市指定有料ゴミ袋支給		出生児に、市指定ごみ袋（大）100枚を支給。転入者は、0歳児は100枚を支給。１歳児は50枚を支給。無料での支給は、いずれも1回限り。対象：倉吉市に住所がある2歳未満の乳幼児 タイショウ		産業環境部 環境課		0858-22-8168										市指定有料ゴミ袋支給		市指定有料ゴミ袋支給

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割引、敷金半額、クリーニング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世帯。 マタ		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業		倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート		協賛店で、日帰温泉半額、ガソリン割引、洗車半額、クリーニング割引、ミルクのお湯提供、ポイントカード倍押し、飲物サービスなどの割引や特典が受けられます。対象は妊娠中又は18歳未満の児童がおられる保護者。 オンセン マタ		鳥取県福祉保健部 子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり子育て応援パスポート		とっとり子育て応援パスポート

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業		ブックスタート事業		6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせを行う。		倉吉市立図書館		0858-47-1183										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		災害遺児手当		災害遺児手当		中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい者になった場合に支給します。支給月額は、児童1人につき2,000円		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										災害遺児手当		災害遺児手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		ひとり親家庭 入学支度金		ひとり親家庭 入学支度金		小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯）		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 入学支度金		ひとり親家庭 入学支度金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		遠距離通学費補助金		遠距離通学費補助金		遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞以上、中学校片道６㎞以上。バス通学者3ヶ月定期券の3分の１相当額×８０％。その他の通学方法は小学生月額1200円、中学生月額1500円。 ナマ		教育委員会事務局 学校教育課		0858-22-8166										遠距離通学費補助金		遠距離通学費補助金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		倉吉市奨学資金		倉吉市奨学資金		学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方50,000円３ヶ月毎に貸与。無利子		教育委員会事務局 教育総務課		0858-22-8165										倉吉市奨学資金		倉吉市奨学資金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県医師養成確保奨学金		鳥取県医師養成確保奨学金		将来、県内の病院等に医師として従事しようとする学生に対し、修学上必要な資金を貸付る「医師養成確保奨学金制度」を創設。卒業後所定の期間、県内の病院等で勤務した場合は返還免除。月額10～12万円。無利子。		鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医療人材確保室		0857-26-7195										鳥取県医師養成確保奨学金		鳥取県医師養成確保奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		中部ふるさと奨学金		中部ふるさと奨学金		＜条件＞鳥取短期大学本科に学籍を有している方又は入学を許可された方で、親権者が鳥取中部ふるさと広域連合を構成する市町に在住する方。＜内容＞奨学金は授業料の半額から全額相当額の範囲		鳥取短期大学 学生課		0858-26-1811										中部ふるさと奨学金		中部ふるさと奨学金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		鳥取県大学等進学資金助成金		鳥取県大学等進学資金助成金		大学へ進学した者のため教育資金を借入した方や専修学校等へ進学した方のため教育資金を借入した方又は就職を断念し､大学へ進学した方のために教育資金を借入した方に金融機関からの借入金額に係る利子の一部を助成		鳥取県教育委員会事務局育英奨学室		0857-29-7145										鳥取県大学等進学資金助成金		鳥取県大学等進学資金助成金

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		親子の遊びの場、子育て世代の交流の場として、無料で利用できます。子育て相談員による育児相談も可能。 オヤコ アソ バ コソダ セダイ コウリュウ バ ムリョウ リヨウ コソダ ソウダンイン イクジ ソウダン カノウ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										子育て支援センター		子育て支援センター

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		０歳児預かり事業		０歳児預かり事業		産後育児の中の母親が再度、就業するための育児就業両立支援の一環として、子育て支援センターにおいて0歳児を預かり保育する。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										０歳児預かり事業		０歳児預かり事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ		放課後児童クラブ「なかよし教室」 ホウカゴ ジドウ キョウシツ		放課後や長期休業中、小学校低学年の使用希望のある児童を預ります。 ショウガッコウ テイガクネン シヨウ キボウ ジドウ アズカ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										放課後児童クラブ「なかよし教室」		放課後児童クラブ「なかよし教室」

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		保育料の減免 ホイクリョウ ゲンメン		第1子が入所した場合：1/2の保育料、第2子：1/3、第3子以降：無償。 ダイ コ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ダイ コ ダイ コ イコウ ムショウ		にちなん保育園 ホイクエン		0859-82-0626										保育料の減免		保育料の減免

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業） シンセイジ タンジョウ キネン エホン ハイフ ジギョウ ジギョウ		絵本との出会いを目的に、新生児に１人１０冊の絵本を誕生記念にプレゼント。 エホン デア モクテキ シンセイジ ニン サツ エホン タンジョウ キネン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）		新生児誕生記念絵本配布事業（ブックスタート事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		出生から３歳までの期間に使用される可燃ゴミ袋を、子育て支援の一環として無料で配布。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										子育て家庭の紙おむつ処理の応援 		子育て家庭の紙おむつ処理の応援 

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業		ファミリー・サポート・センターで登録された「引き受け会員」の中で必要な支援を提供できる会員を捜し、引き受けが可能となれば「お願い会員」に連絡し、保育サービスを提供します。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ		第３子以降保育所保育料無料化事業 ダイ コ イコウ ホイク ショ ホイク リョウ ムリョウカ ジギョウ		18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童が保育所に入所している場合、その3人目以降の保育料を無料とするもの。 サイ ミマン ジドウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6964										第３子以降保育所保育料無料化事業		第３子以降保育所保育料無料化事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業		病後児保育事業		お子さまが病気の回復期であり、家庭や通っている保育所・幼稚園での保育が困難なときに、専用施設にて保育を行う事業です。利用料は1,500円/日（食事・おやつ代含む）です。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										病後児保育事業		病後児保育事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		子育て・教育		「学び舎ますだ」事業		「学び舎ますだ」事業		地域ぐるみで子ども達の学力向上を図るため、市内の小中学生の希望者に対し、地域の先生か授業を行う「学び舎ますだ」を開設します。		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0856-31-0451										「学び舎ますだ」事業		「学び舎ますだ」事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ		保育料の減免等 ホイク リョウ ゲンメン トウ		１８歳未満の児童が３人以上いる世帯について、第３子以降３歳未満の保育料を全額補助。延長保育、休日保育、障がい児保育、病後児保育（自園型）を実施。子育てを手伝ってほしい人に支援できる人も紹介します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0854-82-1600										保育料の減免等		保育料の減免等

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		お子さまの人数に応じて町内保育所の減免がされます。
第２子：半額、第３子以降：無料（保育料は所得税等を元に算出されます。） コ ニンズウ オウ チョウナイ ホイク ショ ゲンメン ダイ シ ハンガク ダイ シ イコウ ムリョウ ホイク リョウ ショトクゼイ ナド モト サンシュツ		住民課 ジュウミンカ		0854-76-2213										保育料減免		保育料減免

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		保育料軽減 ホイクリョウ ケイゲン		第1子・第2子は保育料を80%～75%軽減、第3子以降は無料 ダイ シ ダイ シ ホイクリョウ ケイゲン ダイ シ イコウ ムリョウ		健康福祉課
子育て支援係 ケンコウ フクシ カ コソダ シエン カカリ		0855-75-1932										保育料軽減		保育料軽減

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン		学校給食費の軽減 ガッコウ キュウショク ヒ ケイゲン		学校給食の食材費の30%分を助成（小学校：個人負担1食200円、中学校個人負担1食220円） ガッコウ キュウショク ショクザイ ヒ ブン ジョセイ ショウガッコウ コジン フタン ショク エン チュウガッコウ コジン フタン ショク エン		教育委員会
学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0855-75-1217										学校給食費の軽減		学校給食費の軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン		子育て支援奨励金 コソダ シエン ショウレイキン		０歳～18歳まで60,000円/年/人(5,000円/月)
１５歳～１８歳120,000円/年/人(10,000円/月) サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ サイ サイ エン ネン ニン エン ツキ		村民福祉課 ソンミン フクシカ		08514-8-2211										子育て支援奨励金		子育て支援奨励金

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		保育料負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		３子目から全額無料または１/２です。 コ メ ゼンガク ムリョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										保育料負担軽減		保育料負担軽減

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		子育て・教育		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		育児奨励金 イクジ ショウレイキン		育児奨励金として２子目まで５０万円、３子目以降１００万円を支給します。
（ただし、支給については出産より１年間継続して本村に住所を有した場合とします。） イクジ ショウレイキン コ メ マン エン コ メ イコウ マン エン シキュウ シキュウ シュッサン ネンカン ケイゾク ホンムラ ジュウショ ユウ バアイ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211				大 ダイ		赤ちゃん2人目まで50万円、3人目は100万円 アカ リ メ マン エン ニン メ マンエン				育児奨励金		育児奨励金

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド		保育料軽減制度 ホイクリョウ ケイゲン セイド		同時に2人以上の児童が保育所に入所している場合、2人目以降の保育料が無料になります。
また、同時に入所していない場合も、第3子以降の児童については、保育料を軽減します。 ドウジ ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ニュウショ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ ドウジ ニュウショ バアイ ダイ シ イコウ ジドウ ホイクリョウ ケイゲン		福祉課 フクシ カ		08512-2-8577										保育料軽減制度		保育料軽減制度

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度 オキ シマチョウ テイジュウ ショウガク シキン タイヨ セイド		選考会で貸与が決定した者に、入学してから卒業するまで毎月5万円を貸与します。
卒業後、5年以内に本町に居住し、引き続き5年以上居住した場合は奨学資金の返還が免除されます。 センコウカイ タイヨ ケッテイ モノ ニュウガク ソツギョウ マイツキ マンエン タイヨ ソツギョウゴ ネン イナイ ホンチョウ キョジュウ ヒ ツヅ ネンイジョウ キョジュウ バアイ ショウガク シキン ヘンカン メンジョ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570										隠岐の島町定住奨学資金貸与制度		隠岐の島町定住奨学資金貸与制度

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		昼間保護者のいない家庭のお子さん（小学校１～６年の就学児童）を市内８７カ所の専用の施設で預かり、育児と仕事などの両立を支援します。運営は各クラブの運営委員会に委託しています。 シナイ ショ ウンエイ カク ウンエイ イインカイ イタク		子育て支援課 コソダ シエン カ		086-426-3314										放課後児童健全育成事業（児童クラブ）		放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ		保育料に対する支援事業 ホイクリョウ タイ シエン ジギョウ		複数の子どもが同時に保育所に入所している場合、保育料が安くなる。また、４人以上の子どもがいる場合は、４人目以降の保育料が無料になる。 フクスウ コ ドウジ ホイク ショ ニュウショ バアイ ホイクリョウ ヤス ニンイジョウ コ バアイ ニン メ イコウ ホイクリョウ ムリョウ		こども課 カ		0867-72-6115										保育料に対する支援事業		保育料に対する支援事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ		チャイルドシート購入費助成事業 コウニュウ ヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児１人につき、チャイルドシート１台の購入費用を助成する（上限１万円）。 ニュウヨウジ ニン ダイ コウニュウ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン マンエン		こども課 カ		0867-72-6115										チャイルドシート購入費助成事業		チャイルドシート購入費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後、仕事などで保護者が家庭にいない子どもを預かり、保育する。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946										放課後児童クラブ設置及び育成事業		放課後児童クラブ設置及び育成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		一時保育事業		
保護者の仕事や急な用事・病気など、家庭での子育て負担軽減などのため、一時的な保育をする。
		子育て支援課 コソダ シエン カ		0869-26-5946										一時保育事業		一時保育事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園児預かり保育		幼稚園児預かり保育		幼稚園に通園している園児に対して、降園時から午後６時まで預かり保育をする。		総務学務課 ソウム ガク ム カ		0869-34-3460										幼稚園児預かり保育		幼稚園児預かり保育

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		子育て・教育		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ		認定こども園の整備事業 ニンテイ エン セイビ ジギョウ		保護者の就業状況によらず就学前教育を受けられる体制づくりを行うとともに、子どもの育ちに必要な集団を行う環境を整備するもの。現在５園、今年度１園整備予定。 ゲンザイ エン コンネンド エン セイビ ヨテイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0867-42-1054										認定こども園の整備事業		認定こども園の整備事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート助成金 キン		チャイルドシート助成金 キン		勝央町に居住する乳幼児のいる世帯の世帯主に対して、チャイルドシートを購入した場合に、助成金を支給します。ただし、支給は1世帯に1回限りとします。助成金の支給の額は、1世帯につき上限を1万円とします。		総務部		0868-38-3111										チャイルドシート助成金		チャイルドシート助成金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		遺児激励		遺児激励		生活保護世帯（に準ずると町長が認めた場合）に●入学激励金：1人につき５０，０００円●卒業激励金：１人につき５０，０００円●保護者死亡見舞金：１人につき５０，０００円を支給。 シキュウ		税務住民部		0868-38-3115										遺児激励		遺児激励

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央町立勝央中学校に在籍する生徒。生徒の体力向上とともに自転車通学の推進を図ることを目的とし、
在籍中一度のみ、生徒１人の申請につき10,000円を支給する。		教育振興		0868-38-1752										勝央中学校通学自転車購入助成金		勝央中学校通学自転車購入助成金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ		24時間365日小児救急診察 ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ		市立三次中央病院では小児救急医療拠点病院事業として24時間365日の小児救急診察を実施 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン ショウニ キュウキュウ イリョウ キョテン ビョウイン ジギョウ ジカン ニチ ショウニ キュウキュウ シンサツ ジッシ		市立三次中央病院 シリツ ミヨシ チュウオウ ビョウイン		0824-65-0101										24時間365日小児救急診察		24時間365日小児救急診察

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン		第2子以降保育料負担軽減 ダイ シ イコウ ホイクリョウ フタン ケイゲン		同じ世帯から保育所のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め，第2子以降の保育料を軽減。第3子目以降の児童が保育所に入所されている場合は，保育料を減額 オナ セタイ ホイク ジョ ヨウチエン トウ リヨウ ジドウ サンテイ タイショウ ニンズウ フク ダイ シイコウ ホイクリョウ ケイゲン		子育て支援部
保育課保育係 ホイク カ ホイク カカリ		0824-62-6147										第2子以降保育料負担軽減		第2子以降保育料負担軽減

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		第３子以降が、同時入所の有無に関わらず無料 ウム		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192										保育料減免		保育料減免

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		一時保育		市内に住民登録のある子どもを対象に，定員に空きのある保育所で受け入れ実施		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		放課後児童クラブ		小学校1～3年生他を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保
・保護者負担金：月3,000円（月4,000円８月のみ）、・保険料：年800円		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート		ファミリーサポート		育児を応援してほしい人(依頼会員)と，育児を応援したい人(提供会員)が会員になり，相互に関わり合って，安心して子育てをするための相互援助活動。必要に応じて子どもの預かり等を行う		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター		子育て支援センター		子育て家庭や地域の皆さんが気軽に集い交流できる場で，子育てに関する相談・子育て情報の提供・子育て家庭の友だち作りや交流の場の提供，子育てサークルの活動支援などを行っている。市内9ヶ所に設置		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド		奨学金返還免除制度 ショウガクキン キン ヘンカン メンジョ セイド		市内に一定期間居住することを要件とした奨学金の返還免除制度を実施 シナイ イッテイ キカン キョジュウ ヨウケン ショウガクキン ヘンカン メンジョ セイド ジッシ		教育委員会総務学事課 キョウイク イインカイ		0827-59-2185										奨学金返還免除制度		奨学金返還免除制度

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育		病児・病後児保育		満1歳以上から小学校3年生までの保育所・幼稚園・小学校に在籍している病気または病気の回復期にある児童の保育する事業		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148										病児・病後児保育		病児・病後児保育

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ		放課後児童クラブ		小学校1～3年生を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保する事業。【保護者負担金】月～金曜日利用：3,000円／月～土曜日利用：3,500円。※早朝利用で500円追加，延長利用で500円追加。 ジギョウ		教育委員会生涯学習課 キョウイク イインカイ		0827-53-5800										放課後児童クラブ		放課後児童クラブ

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		同一世帯の２人以上の就学前児童が保育園等に入所している場合、最年長児が全額負担、次の年長児が半額負担、その他の児童が無料。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										保育料減免		保育料減免

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時的保育		一時的保育		1歳以上，午前8時30分～午後5時。
保育料1日あたり3歳未満児2,000円，3歳以上児1,600円。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										一時的保育		一時的保育

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児保育室		病児保育室		病気にかかっていたり回復期にあって，安静にする必要がある子どもを一時的に預かる。		福祉保健部児童課		0829-30-9154										病児保育室		病児保育室

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		児童館管理運営事業		児童館管理運営事業		健全な遊び場を与え、情操を豊かにし、安心安全な居場所を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										児童館管理運営事業		児童館管理運営事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		留守家庭児童会		留守家庭児童会		小学校1年生から3年生までの児童で，保護者が就労等の事情により昼間家庭にいない児童を対象（小学校4年生から6年生についても、要件に該当する場合は利用可能）に生活の場を提供する。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										留守家庭児童会		留守家庭児童会

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業		育児・介護等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が育児・介護等の相互援助を行う会員組織（有償ボランティア）。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業		育児不安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を行う。		福祉保健部児童課		0829-30-9153										地域子育て支援センター事業		地域子育て支援センター事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時預かり事業		一時預かり事業		通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単位で子どもを預かる。
対象6ヶ月～小学校3年生。時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金300円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										一時預かり事業		一時預かり事業

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児預かり事業		病後児預かり事業		病気回復期の子どもで，集団保育が困難な場合や保護者の都合で，保育ができない場合に子どもを預かる。
時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金500円/時間		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										病後児預かり事業		病後児預かり事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		申請に基づき，保育料および幼稚園授業料（給食費を含む）を第2子以降について全額免除		児童育成課
学校教育課		0826-28-1969
0826-22-1212										第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業		第2子以降保育料および幼稚園授業料軽減事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業		一時保育事業		就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育または私的理由による保育を町内4保育所・こども園で実施。1時間当たり0歳700円，1～2歳400円，3歳210円，4歳以上180円 ジッシ		児童育成課		0826-28-1969										一時保育事業		一時保育事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業		子育て支援センター事業		町内2か所（加計認定こども園あさひ内・認定こども園とごうち内）に設置。育児相談，在宅の親子の支援を実施。ママのリフレッシュ講座等楽しい講座も実施。【開設】月～金曜日の午前9時～午後2時		児童育成課		0826-28-1969										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシート購入・レンタル費用について，上限1万円を助成
ベビーシート（0か月～6か月），ジュニアシート（満3歳～6歳頃）については，無償貸し出し		児童育成課		0826-28-1969										チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業		チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所通園費補助事業		保育所通園費補助事業		町内に住所を有する者で通園距離が片道4㎞以上ある場合申請に基づき補助
※ただし，通勤経路分は除く。【補助額】1㎞当たり月額500円		児童育成課		0826-28-1969										保育所通園費補助事業		保育所通園費補助事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		母親学級支援事業		母親学級支援事業		母親学級参加助成事業（他施設の母親学級参加費の助成）		健康づくり課		0826-22-0196										母親学級支援事業		母親学級支援事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		新生児・乳児等家庭訪問		新生児・乳児等家庭訪問		保健師による新生児・乳児等への訪問を実施
保健師による妊婦訪問・産婦訪問		健康づくり課		0826-22-0196										新生児・乳児等家庭訪問		新生児・乳児等家庭訪問

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援各種相談・教室		子育て支援各種相談・教室		乳幼児健康相談（保健師・管理栄養士・歯科衛生士）、聞こえと言葉の相談（言語聴覚士）、お陽さま相談（発達支援相談員）、妊婦交流会（妊婦教室）、もぐもぐランド（離乳食教室）などを実施		健康づくり課		0826-22-0196										子育て支援各種相談・教室		子育て支援各種相談・教室

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業		小学1年～6年生を対象に放課後，児童が安全で安心して過ごせる場所を提供。【開館】平日：午後0時～午後7時、土曜日：午前8時～午後6時。【利用料】月4回まで１回300円、月5回以上は月額1,500円		児童育成課		0826-28-1969										放課後児童クラブ運営事業		放課後児童クラブ運営事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		子育て・教育		放課後子ども教室		放課後子ども教室		町内4校で小学1年～6年生を対象に，地域の方の協力を得て，小学校の空き教室等を利用し，安全安心な居場所として学習や交流事業等を行う。		生涯学習課		0826-22-1212

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ		子育て支援手当 コソダ シエン テアテ		児童手当とは別に支給。乳幼児一人につき月額5,000円【条件】小学校入学前の乳幼児を養育している人。 ジドウ テアテ ベツ シキュウ ニュウヨウジ ヒトリ ゲツガク ０００エン ジョウケン ショウガッコウ ニュウガクマエ ニュウヨウジ ヨウイク ヒト		福祉課 フクシカ		0846-62-0302										子育て支援手当		子育て支援手当

		344311		広島県		大崎上島町		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健康診査交通費助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診14回の費用と妊婦健診交通費の一部を助成 ニンプ ケンシン カイ ヒヨウ ニンプ ケンシン コウツウヒ イチブ ジョセイ		保健衛生課 ホケン エイセイカ		0846-62-0303										妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）の保育料の半額を助成又は補助する。諸要件あり。		子育て支援課		0847‐25‐0295										保育所（園）保育料等補助事業		保育所（園）保育料等補助事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園において、入園料及び年間保育料の合計金額から、国庫補助金（就園奨励費補助金）を引いた保護者負担額の1/2を助成する。		世羅町教育委員会学校教育課		0847‐22‐0548										私立幼稚園子育て支援補助金事業		私立幼稚園子育て支援補助金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援小学校入学祝い金支給事業		子育て支援小学校入学祝い金支給事業		小学校入学１年生の児童の保護者へ，その児童が第1子の場合10万円，第2子20万円，第3子以降30万円を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										子育て支援小学校入学祝い金支給事業		子育て支援小学校入学祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降保育料半額免除		第3子以降保育料半額免除		第3子以降の児童の保育料が半額となります。		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										第3子以降保育料半額免除		第3子以降保育料半額免除

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		子育て・教育		保育所給食米代を無料化		保育所給食米代を無料化		保育所の給食米代が無料化になりました。 ホイク ショ キュウショク コメ ダイ ムリョウカ		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										保育所給食米代を無料化		保育所給食米代を無料化

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン		子育て支援（保育園） コソダ シエン ホイクエン		保育所徴収金を国基準額から減額。
保育園に同時に２人以上通園する場合、２人目以降に係る保育料無料。 ホイク ショ チョウシュウ キン クニ キジュン ガク ゲンガク ホイクエン ドウジ ニン イジョウ ツウエン バアイ ニン メ イコウ カカ ホイクリョウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										子育て支援（保育園）		子育て支援（保育園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン		子育て支援（幼稚園） コソダ シエン ヨウチエン		私立幼稚園に同時に2人以上通園する場合、2人目以降に係る保育料無料。（保育園と併用の場合も適用） ムリョウ ホイクエン ヘイヨウ バアイ テキヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										子育て支援（幼稚園）		子育て支援（幼稚園）

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ		奨学金の貸与 ショウガクキン タイヨ		学業に必要な資金の貸付（要件有）。①高等学校、専修学校の高等課程15,000円/月②高等専門学校15,000円/月③大学、短期大学、専修学校の専門課程35,000円/月 カシツケ ヨウケン アリ ツキ ツキ ツキ		教育総務課 キョウイク ソウムカ		0833-45-1866										奨学金の貸与		奨学金の貸与

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		子育て・教育		こどもを守る予防接種事業		こどもを守る予防接種事業		「おたふくかぜ」の予防接種にかかる経費を助成します。 ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0827-24-3751										こどもを守る予防接種事業		こどもを守る予防接種事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ		保育料同時入所2人目以降無料化事業 ホイク リョウ ドウジ ニュウショ ニン メ イコウ ムリョウカ ジギョウ		同一世帯の就学前児童が保育所に2人以上入所している場合、保育料の負担を2人目以降無料化 ドウイツ セタイ シュウガクマエ ジドウ ホイク ショ ニンイジョウ ニュウショ バアイ ホイク リョウ フタン ニン メ イコウ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505										保育料同時入所2人目以降無料化事業		保育料同時入所2人目以降無料化事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ		那賀町を愛する心プロジェクト ナカチョウ アイ ココロ		「少年の主張弁論大会」での小学生発表者には関西方面への研修、中学生の上位優秀者には海外語学研修に参加することができる。 ショウネン シュチョウ ベンロン タイカイ ショウガクセイ ハッピョウシャ カンサイ ホウメン ケンシュウ チュウガクセイ ジョウイ ユウシュウシャ カイガイ ゴガク ケンシュウ サンカ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106										那賀町を愛する心プロジェクト		那賀町を愛する心プロジェクト

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		通学補助 ツウガク ホジョ		通学補助 ツウガク ホジョ		那賀高等学校の遠距離通学生に通学費の一部を補助。また、自転車通学生には１回に限り、購入費の一部を補助 ナカ コウトウ ガッコウ エンキョリ ツウガク ツウガク ヒ イチブ ホジョ ジテンシャ ツウガクセイ カイ カギ コウニュウ ヒ 1 ホジョ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0884-62-1106										通学補助		通学補助

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ヨウジ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		町内の幼保施設の３．４．５歳児を対象として英語教育を実施。英語指導員１名。 チョウナイ ヨウホ シセツ サイ タイショウ エイゴ キョウイク ジッシ エイゴ シドウイン メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		幼児を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業） ショウガクセイ タイショウ エイゴ キョウイク コ ジギョウ		小学生に対する英語教育の拡充。町内３小学校へ英語の加配教諭として、臨時教諭１名。 ショウガクセイ タイ エイゴ キョウイク カクジュウ チョウナイ ショウガッコウ エイゴ カハイ キョウユ リンジ キョウユ メイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）		小学生を対象とした英語教育（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業） ショウチュウガクセイ キュウショクヒ ジョセイ コ ジギョウ		保護者の負担軽減を行うため、給食費の一部を助成。また、地産地消の一環として、小・中学校の給食に地場の食材の使用回数を増やす。 ホゴシャ フタン ケイゲン オコナ キュウショクヒ イチブ ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）		小中学生への給食費助成（子どもあゆみ事業）

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業） コ アズ ジギョウ コ ジギョウ		小学校１年生～小学校３年生までの児童を、長期休暇時に預かる。 ショウガッコウ ネン セイ ショウガッコウ ネン セイ ジドウ チョウキ キュウカジ アズ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）		子ども預かり事業（子どもあゆみ事業）

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		子育て・教育		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ		就学前第２子以降の保育料無料化 シュウガク ゼン ダイ シ イコウ ホイクリョウ ムリョウカ		市内に住所を有し、同一世帯から２人以上通所・通園している第２子以降を対象に、「保育料」の自己負担を原則無料とする。 シナイ ジュウショ ユウ ドウイツ セタイ ニン イジョウ ツウショ ツウエン ダイ シ イコウ タイショウ ホイクリョウ ジコ フタン ゲンソク ムリョウ		子育て支援課
学校教育課 コソダ シエン カ ガッコウ キョウイク カ		0875-23-3962
0875-54-5710										就学前第２子以降の保育料無料化		就学前第２子以降の保育料無料化

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		子育て・教育		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ		エンゼルヘルパー派遣事業 ハケン ジギョウ		産前産後や病気療養等に家事・育児等が困難な家庭にヘルパーを派遣し必要な援助を実施。（自己負担有） サンゼン サンゴ ビョウキ リョウヨウ トウ カジ イクジ トウ コンナン カテイ ハケン ヒツヨウ エンジョ ジッシ ジコ フタン アリ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242										エンゼルヘルパー派遣事業		エンゼルヘルパー派遣事業

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		保育料の負担軽減 ホイク リョウ フタン ケイゲン		国の定める徴収基準額に対する市保育料の適用率を、概ね75％で調整することにより、保護者の負担軽減を図る。 クニ サダ チョウシュウ キジュン ガク タイ シ ホイク リョウ テキヨウ リツ オオム チョウセイ ホゴシャ フタン ケイゲン ハカ		女性児童福祉課		0897-56-5151 内線:2336										保育料の負担軽減		保育料の負担軽減

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センターとうおん		ファミリー・サポート・センターとうおん		安心して子育てができるように子育てを助けてほしい人たちと、それに協力する人たちが相互に助け合う制度。（登録制、有料） アンシン コソダ コソダ タス ヒト キョウリョク ヒト ソウゴ タス ア セイド トウロクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										ファミリー・サポート・センターとうおん		ファミリー・サポート・センターとうおん

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク		ジョイルーム（病後児保育） ビョウゴ ジ ホイク		乳幼児及び小学１～３年生の子どもが病気回復の際、保護者の就労等の理由により、病気中の子を家庭で保育できない場合に、専門施設で看護師や保育士が一時的にお預かりする保育。（事前登録・予約制、有料） ニュウヨウジ オヨ ショウガク ネンセイ コ ビョウキ カイフク サイ コ ジゼン トウロク ヨヤクセイ ユウリョウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										ジョイルーム（病後児保育）		ジョイルーム（病後児保育）

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		子育て・教育		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 コソダ シエン		子どもの成長や相談、支援の内容等を記録することで、継続した支援を受けられるようにする。 コ セイチョウ ソウダン シエン ナイヨウ ナド キロク ケイゾク シエン ウ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										とうおんし子育て支援ファイル「きらり」		とうおんし子育て支援ファイル「きらり」

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		保育料の助成 ホイクリョウ ジョセイ		同一世帯から同期間に2人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯について、2人目は保育料に0.5を乗じて得た額、3人目以降は無料。 ドウイツ セタイ ドウ キカン ニン イジョウ ジドウ ホイク ショ ヨウチエン トウ ニュウショ セタイ ニン メ ホイクリョウ ジョウ エ ガク ニン メ イコウ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212										保育料の助成		保育料の助成

		385069		愛媛県 エヒメケン		愛南町		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		保育所に入所していない満1歳から小学校就学前までの幼児を対象に、リフレッシュなどを含め、利用可能。 ホイク ショ ニュウショ マン サイ ショウガッコウ シュウガクマエ ヨウジ タイショウ フク リヨウ カノウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0895-72-1212										一時保育事業		一時保育事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		子育て・教育		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		同時入所の弟妹児保育料無料 ドウジ ニュウショ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		同一世帯で、兄姉児が保育所等（幼稚園及び認定こども園等含む）に入所している場合における弟妹児の保育料無料。 ドウイツ セタイ アニ アネ コ ホイク ジョ トウ ヨウチエン オヨ ニンテイ エン トウ フク ニュウショ バアイ オトウト イモウト コ ホイク リョウ ムリョウ		保育幼稚園課 ホイク ヨウチエン カ		088-823-4012										同時入所の弟妹児保育料無料		同時入所の弟妹児保育料無料

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免		保育料減免		・２人以上の入所児童：２子に係る保育料の２分の１
・１８歳未満を養育３人以上：第３子以降の入所児童が５歳未満の場合、無料 バアイ		学校保育課 ガッコウ ホイク カ		0887-22-1111室戸市(代)										保育料減免		保育料減免

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		子育て・教育		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン		室戸市すこやか子育て祝い金 ムロトシ コソダ イワ キン		・対象者：出産の１年以上前から室戸市の住民である母親または、親族
※詳細に関しましてはお問い合わせください タイショウ シャ シュッサン ネン イジョウ マエ ムロトシ ジュウミン ハハオヤ シンゾク		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0887-22-3100										室戸市すこやか子育て祝い金		室戸市すこやか子育て祝い金

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン		子育て・教育支援 コソダ キョウイク シエン		・公立保育所での児童の受け入れ。現在、待機児童なしで希望者全員の受け入れが可能。・子育てに関する各種相談事業を実施。①子育て支援センターを開設②新生児家庭訪問事業③一時保育の実施 コウリツ ホイク ショ ジドウ ウ イ ゲンザイ タイキ ジドウ キボウシャ ゼンイン ウ イ カノウ コソダ カン カクシュ ソウダン ジギョウ ジッシ コソダ シエン カイセツ シンセイジ カテイ ホウモン ジギョウ イチジ ホイク ジッシ		福祉事務所		0880-82-1118										子育て・教育支援		子育て・教育支援

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド		奨学資金貸付制度 ショウガク シキン カシツケ セイド		高校・短大・大学等への進学を考えている方のために、無利子の奨学資金を用意。①高等学校等：月額13,000円以内②短大・専門学校等：月額30,000円以内③大学・大学院等：月額40,000円以内 コウコウ タンダイ ダイガク トウ シンガク カンガ カタ ムリシ ショウガク シキン ヨウイ コウトウ ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ タンダイ センモン ガッコウ トウ ゲツガク エン イナイ ダイガク ダイガクイン トウ ゲツガク エン イナイ		学校教育課		0880-82-1116										奨学資金貸付制度		奨学資金貸付制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		子育て・教育		保育助成金 ホイク ジョセイキン		保育助成金 ホイク ジョセイキン		就学前の子どもを含む子が３人以上あり、町に１年以上住所を有しかつ居住し、引き続き土佐町に居住する意思のある方に支給。第３子以降につき就学前年度まで年額６０，０００円(年度途中からの場合は月割)。 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										保育助成金		保育助成金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育 ガクドウ ホイク		学童保育 ガクドウ ホイク		就労等により保育が困難な家庭の児童に対して実施。
対象：越知小学校1年生～4年生 シュウロウ トウ ホイク コンナン カテイ ジドウ タイ ジッシ タイショウ オチ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										学童保育		学童保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ		給食費扶助 キュウショクヒ フジョ		3人目以降の児童生徒にかかる給食費を支給。
対象：越知小中学校に3人以上在学している子どもがいる家庭 ニン メ イコウ ジドウ セイト キュウショクヒ シキュウ タイショウ オチ ショウ チュウガッコウ ニンイジョウ ザイガク コ カテイ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										給食費扶助		給食費扶助

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育 エンチョウ ホイク		延長保育 エンチョウ ホイク		越知保育園で午後6時まで実施。 オチ ホイクエン ゴゴ ジ ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										延長保育		延長保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		預かり保育 アズ ホイク		預かり保育 アズ ホイク		越知幼稚園で午後5時30分まで実施。 オチ ヨウチエン ゴゴ ジ フン ジッシ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										預かり保育		預かり保育

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育園、幼稚園に同時に入園している場合、2人目半額、3人目無料 ホイクエン ヨウチエン ドウジ ニュウエン バアイ ニン メ ハンガク ニン メ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		保育料減免 ホイク リョウ ゲンメン		児童（18歳に達する日以降最初の３月31日までの間にある者）を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳未満児の保育料無料 ジドウ ムリョウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										保育料減免		保育料減免

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		・子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導・越知保育園での一時預かり・なかよしひろば コソダ カテイ ホゴシャ ジドウ トウ タイ ソウダン シドウ オチ ホイクエン イチジ アズ		越知保育園 オチ ホイクエン		0889-26-2141										子育て支援センター		子育て支援センター

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ		育児相談・親子ふれあいサロン イクジ ソウダン オヤコ		・育児に関する様々な相談指導
・親同士の交流 ソダ カン サマザマ ソウダン シドウ オヤ ドウシ コウリュウ		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211										育児相談・親子ふれあいサロン		育児相談・親子ふれあいサロン

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		ベビーシート貸出 カシダシ		ベビーシート貸出 カシダシ		生後9ケ月までの乳児に無料貸し出し セイゴ ゲツ ニュウジ ムリョウ カ ダ		総務課 ソウムカ		0889-26-1111										ベビーシート貸出		ベビーシート貸出

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		子育て・教育		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ		入学祝い金支給 ニュウガク イワ キン シキュウ		小学校新入学児童に一人につき10,000円支給 ショウガッコウ シン ニュウガク ジドウ ヒトリ エン シキュウ		教育委員会 キョウイク イインカイ		0889-26-3511										入学祝い金支給		入学祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		多子世帯保育料助成事業 タ コ セタイ ホイクリョウ ジョセイ ジギョウ		児童（18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者）を3人以上養育している多子世帯の第3子以降3歳未満の児童の幼稚園又は届出認可外保育施設の保育料を助成。		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116										多子世帯保育料助成事業		多子世帯保育料助成事業

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		子育て・教育		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン		黒潮町宮川奨学資金 クロシオ チョウ ミヤガワ ショウガク シキン		①高校またはこれと同程度の学校の奨学生月額２万円以内
②大学またはこれと同程度の学校の奨学生月額３万円以内		教育委員会　　学校教育係 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カカリ		0880-55-3190										黒潮町宮川奨学資金		黒潮町宮川奨学資金

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		多子出産祝い金事業		多子出産祝い金事業		筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満たしている場合に、祝い金として10万円を支給します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										多子出産祝い金事業		多子出産祝い金事業		0		事業名修正（スペース削除） ジギョウ メイ シュウセイ サクジョ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		妊婦健診費用補助事業 		妊婦健診費用補助事業 		妊婦健康診査補助券14回分を補助します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										妊婦健診費用補助事業 		妊婦健診費用補助事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（希望者）		赤ちゃん訪問事業（希望者）		生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情報提供などを実施します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										赤ちゃん訪問事業（希望者）		赤ちゃん訪問事業（希望者）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問事業（全員）		赤ちゃん訪問事業（全員）		生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報提供などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										赤ちゃん訪問事業（全員）		赤ちゃん訪問事業（全員）

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ		一時保育補助事業 イチジ ホイク ホジョ ジギョウ		保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付します。 ホゴシャ イクジ ヅカ カイショウ キュウビョウ ダンゾクテキ キンム トモナ イチジテキ ホイク ジッシ ホイク ショ ホジョキン コウフ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										一時保育補助事業		一時保育補助事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサークルの支援などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 		子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育事業  		休日保育事業  		就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施します。		筑後保育所		0942-53-5406										休日保育事業  		休日保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業		生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援助、病気や産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。		子育て支援課
子育て支援拠点施設業務係 コソダ シエン カ コソダ シエン キョテン シセツ ギョウム ガカリ		0942-53-3123										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		学童保育事業  		学童保育事業  		仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって保育を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										学童保育事業  		学童保育事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		病児一時預かり事業 		病児一時預かり事業 		生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育できない場合に一時預かりを実施します。 セイゴ		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										病児一時預かり事業 		病児一時預かり事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励事業  		幼稚園就園奨励事業  		私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市民税額に応じて変動）		子育て支援課
子育て支援係 コソダ シエン カ コソダ シエン ガカリ		0942-65-7017										幼稚園就園奨励事業  		幼稚園就園奨励事業  

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		少人数学級編成事業 		少人数学級編成事業 		小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										少人数学級編成事業 		少人数学級編成事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		特別教育支援事業 		特別教育支援事業 		特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										特別教育支援事業 		特別教育支援事業 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金事業 		奨学金事業 		高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒を対象に、奨学金を3年間無償で給付します。		学校教育課
学校教育係 ガッコウ キョウイク カ ガッコウ キョウイク ガカリ		0942-65-7038										奨学金事業 		奨学金事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ		ママリフレッシュ＆教養講座 キョウヨウ コウザ		子育て中の忙しい方にほっとひといきできるようなリフレッシュ法と教養講座（託児あり） コソダ チュウ イソガ カタ ホウ キョウヨウ コウザ タクジ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										ママリフレッシュ＆教養講座		ママリフレッシュ＆教養講座

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ		住民検診・講演会等の託児サービス ジュウミン ケンシン コウエンカイ ナド タクジ		子育て中の方にも住民健診・講演会等に気軽に参加していただけるよう無料の託児サービスを実施（予約制） コソダ チュウ カタ ジュウミン ケンシン コウエンカイ トウ キガル サンカ ムリョウ タクジ ジッシ ヨヤクセイ		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										住民検診・講演会等の託児サービス		住民検診・講演会等の託児サービス

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		10か月検診時に赤ちゃんに絵本をプレゼント! ゲツ ケンシン ジ アカ エホン		生涯学習課図書館係 ショウガイガクシュウカ トショカン カカリ		0943-77-3050										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市寺子屋 シ テラコヤ		うきは市寺子屋 シ テラコヤ		児童向けに土曜日に市立図書館等で自学自習を行うもの。学習支援員（高校生ボランティア等）が学習の支援を行う。 ジドウ ム ドヨウビ シリツ トショカン トウ ガクシュウ シエン イン コウコウセイ トウ ガクシュウ シエン オコナ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										うきは市寺子屋		うきは市寺子屋

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK） ヒメ オサ ショウガッコウ サンソン リュウガク セイド シガイ ジュウミン		小学校3年生～6年生対象。1年間、自然豊かな地域で四季を通じた体験と少人数での徹底した学習、宿泊施設での集団生活により、たくましい心や体を育める。留学費用は1か月4万円程度。 ショウガッコウ ネンセイ ネンセイ タイショウ ネンカン ユタ チイキ シキ ツウ タイケン ショウニンズウ テッテイ ガクシュウ シュクハク シセツ シュウダン セイカツ ココロ カラダ ハグク リュウガク ヒヨウ ゲツ マンエン テイド		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）		姫治小学校山村留学制度（市外住民OK）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		幼稚園就園奨励費補助 ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ ホジョ		私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し補助金を交付。 シリツ ヨウチエン ザイエン エンジ ホゴシャ タイ ホジョキン コウフ		教育委員会学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0943-75-4950										幼稚園就園奨励費補助		幼稚園就園奨励費補助

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ		通学合宿事業 ツウガク ガッシュク ジギョウ		地区自治協議会等に通学合宿実行委員会を組織し、子どもたちが、親元を離れ、共同生活をしながら学校へ通う体験活動。小学生約２０名を対象にコミュニティセンター等を利用して、２泊３日以上の日程で実施する。 チク ジチ キョウギカイナド ツウガク ガッシュク ジッコウ イインカイ ソシキ コ オヤモト ハナ キョウドウ セイカツ ガッコウ カヨ タイケン カツドウ ショウガクセイ ヤク メイ タイショウ トウ リヨウ ハク カ イジョウ ニッテイ ジッシ		コミュニティ支援係 シエン カカリ		0943-77-7476										通学合宿事業		通学合宿事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室） コソダ ソウダン カイ リニュウショク キョウシツ		・乳幼児対象の、身体測定、栄養・離乳食、育児、おっぱい相談等
・離乳食の基本、初期の離乳食に関する講座(託児あり) ニュウヨウジ タイショウ シンタイ ソクテイ エイヨウ リニュウショク イクジ ソウダン トウ カン コウザ タクジ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）		子育て相談会
モグモグスクール（離乳食教室）

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ		食育ランチョンマットの配布 ショク ハイフ		保育所年長児にランチョンマットを配布し、食育を推進する ホイク ショ ネンチョウジ ハイフ ショクイク スイシン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										食育ランチョンマットの配布		食育ランチョンマットの配布

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」 チイキ コソダ シエン コウリュウ シツ アソ ハヤシ		親子で遊ぶ場や子育てに関する情報の提供、子育て相談や子育て支援講習会を開催し、子育てサークルの活動を支援。		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」		地域子育て支援センター
「こども交流室」「遊林ランド」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク		延長保育・休日保育・一時保育 エンチョウ ホイク キュウジツ ホイク イチジ ホイク		●延長保育実施保育所（7：30～19：003か所、7：00～19：002か所）
●一時預かり実施保育所2か所●休日保育実施保育所2か所 ショ ショ ショ ショ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										延長保育・休日保育・一時保育		延長保育・休日保育・一時保育

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」 コソダ ナ ハナ		育児に関する研修を受けた市民による託児サービス イクジ カン ケンシュウ ウ シミン タクジ		福祉事務所子育て支援係 フクシジムショ コソダ シエン カカリ		0943-75-4961										ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」		ファミリーサポートセンター
うきは子育てサポート「菜の花」

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学 シミン ダイガク		うきは市民大学 シミン ダイガク		一般教養学部、いきいき学部、まちづくり学部、キャリアアップ学部、子ども未来学部の5つの学部で、豊かな生涯学習をサポート イッパン キョウヨウ ガクブ ガクブ ガクブ ガクブ コ ミライ ガクブ ガクブ ユタ ショウガイ ガクシュウ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343										うきは市民大学		うきは市民大学

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		子育て・教育		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク		うきは市民大学「こども未来学部」 シミン ダイガク		鷹取登山、壱岐島夏休み感動体験、子ども議会、米粉パンづくり、親子陶芸等、郷土を愛し心豊かでたくましく生きる力を育成する コメコ オヤコ トウゲイ トウ キョウド アイ ココロ ユタ イ チカラ イクセイ		生涯学習課社会教育係 ショウガイガクシュウカ シャカイ キョウイク カカリ		0943-75-3343										うきは市民大学「こども未来学部」		うきは市民大学「こども未来学部」

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド		子育て世帯家賃補助制度 コソダ セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる子育て世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス コソダ セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504										子育て世帯家賃補助制度		子育て世帯家賃補助制度

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ		第３子以降の保育園保育料完全無料化 カ		子育て支援に資するため、平成19年7月から第３子以降の保育料を完全無料化している。条件等については問い合わせください。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										第３子以降の保育園保育料完全無料化		第３子以降の保育園保育料完全無料化

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		子育て・教育		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ		英会話ふれあい事業 エイカイワ ジギョウ		町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支援センター）等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。 トウ		教務課
健康福祉課 キョウム カ ケンコウ フクシ カ		0979-22-1944
0979-24-1123										英会話ふれあい事業		英会話ふれあい事業

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ		お多福エプロン隊による食育活動 タ フク タイ ショクイク カツドウ		市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロン隊）を作り、活動を展開しています。 シナイ ホイクエン ガッコウ ショクイク ジギョウ スイシン ナカ タフク タイ カツドウ テンカイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355										お多福エプロン隊による食育活動		お多福エプロン隊による食育活動

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		小中一貫教育の推進		小中一貫教育の推進		市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に４・３・２制を導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227										小中一貫教育の推進		小中一貫教育の推進

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		子育て・教育		論語教育の推進		論語教育の推進		孔子の教えである「恕の心（思いやりの心）」の育成のため、学校ではその教えをまとめた「論語カルタ」を日々の教育の中に取り入れ、論語カルタ大会、論語検定試験（試験料は市費で支出。）などを行っています。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0952-75-2227										論語教育の推進		論語教育の推進

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		子育て・教育		パパママ教室		パパママ教室		歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催）		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										パパママ教室		パパママ教室

		422053		長崎県		大村市 オオムラシ		結婚・子育て		子育て・教育		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド		大村市給付型奨学金制度 オオムラシ キュウフガタ ショウガクキン セイド		応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金として月額5万円を給付※給付型…返還の義務がないもの オオムラシ サダ ジュキュウ シカク スベ ガイトウ センコウ エラ モノ タイ ゲツガク マンエン キュウフ キュウフガタ ヘンカン ギム		教育総務課　 キョウイク ソウム カ		0957-53-4111(内線363)										大村市給付型奨学金制度		大村市給付型奨学金制度

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		子育て・教育		松浦市立小中学校給食費補助金事業		松浦市立小中学校給食費補助金事業		市内に住所を有し、2人以上同時に小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者で給食費を納められた方を対象に、2人目以降の支払った給食費の2分の1を学期毎に補助金として交付		教育総務課		0956-72-1111(内線345)										松浦市立小中学校給食費補助金事業		松浦市立小中学校給食費補助金事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ		育児用品の貸し出し イクジ ヨウヒン カ ダ		ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 ヨウ タイジュウケイ ユ オン ケイ ツキ ムリョウ カシダシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0959-72-6117										育児用品の貸し出し		育児用品の貸し出し

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） コクミン ケンコウ ホケン ヒホケンシャ シュッサン ニン マンエン シキュウ フタゴ イジョウ ニンズウブン		市民課 シミンカ		0959-72-6112												あさぎり町元気支援研修費補助事業

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ		就学援助費助成 シュウガク エンジョ ヒ ジョセイ		就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等について一部助成。 シュウガク ケイザイテキ エンジョ ヒツヨウ カタ ヨウ ホゴ セタイ ジュン ヨウ ホゴ セタイ タイショウ ガクヨウヒン キュウショクヒ トウ １ブ ジョセイ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801										就学援助費助成		就学援助費助成

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		結婚・子育て		子育て・教育		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン		幼稚園就園補助金 ヨウチエン シュウエン ホジョキン		幼稚園就園費用の一部助成。（世帯の所得制限有） ヨウチエン シュウエン ヒヨウ イチブ ジョセイ セタイ ショトク セイゲン アリ		教育委員会
学校教育課 キョウイク イインカイ ガッコウ キョウイク カ		0959-72-7801										幼稚園就園補助金		幼稚園就園補助金

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		子育て・教育		西海子育てあんしん応援事業		西海子育てあんしん応援事業		同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人目以降の保護者負担金を実質的に無料化する		こども課 カ		0959-37-0029										西海子育てあんしん応援事業		西海子育てあんしん応援事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		チャイルドシート等購入費補助 トウ コウニュウ ヒ ホジョ		チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を助成します。[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て） トウ コウニュウ ジ マン サイ ミマン ニュウヨウジ ヨウイク ホゴシャ カタ コウニュウ カカク ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ホジョリツ ゲンド ガク マンエン エン ミマン キリス		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111										チャイルドシート等購入費補助		チャイルドシート等購入費補助

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		子育て・教育		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン		すくすく子宝祝金 コダカラ イワイ キン		第３子以降の子・菊池市に１年以上住所を有する母から出生した子・または出生してから１年以上住所を有する子を養育する場合、保護者に対して支給する。(第３子以降の子へ10万円の支給）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-25-7214										すくすく子宝祝金		すくすく子宝祝金

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ		延長保育費用の助成 エンチョウ ホイク ヒヨウ ジョセイ		町内に2ヶ所ある保育園の通常開所時間を過ぎる18時から19時の延長保育費用を町が全額助成しています。 チョウナイ ショ ホイクエン ツウジョウ カイショ ジカン ス ジ ジ エンチョウ ホイク ヒヨウ マチ ゼンガク ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										延長保育費用の助成		延長保育費用の助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ		小中学校給食費補助 ショウチュウガッコウ キュウショク ヒ ホジョ		給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成しています。多子世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。 キュウショクヒ ホジョ ショウガッコウ ジドウ ニン ア ゲツガク ０００エン チュウガッコウ セイト ニン ア ゲツガク ６００エン ジョセイ タシ セタイ ダイ シ イコウ ジドウ セイト ゲツガク ０００エン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										小中学校給食費補助		小中学校給食費補助

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン		多子世帯児童保育料の軽減 タシ セタイ ジドウ ホイク リョウ ケイゲン		第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 ダイ シ イコウ コ サイ ミマン ジ ホイク リョウ ムリョウ サイ イ ジョウ ジ ホイク リョウ ブン ジョセイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										多子世帯児童保育料の軽減		多子世帯児童保育料の軽減

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン		チャイルドシート購入費助成金 コウニュウヒ ジョセイ キン		チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで コウニュウヒ ヨウ ゲンド ガク マンエン コ ヒトリ ニュウジヨウ ヨウジヨウ ガクドウヨウ タネ ルイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										チャイルドシート購入費助成金		チャイルドシート購入費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン		保育料助成金 ホイク リョウ ジョセイキン		納付した保育料の半額を助成 ノウフ ホイク リョウ ハンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0968-57-8503										保育料助成金		保育料助成金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		子育て・教育		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン		小中学校給食費補助金 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ホジョキン		2,000円/月 エン ツキ		教育課 キョウイク カ		0968-57-8507										小中学校給食費補助金		小中学校給食費補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		ファミリー・サポート・センター事業 ジギョウ		急な仕事や用事等がある場合、サポーターが保育園や幼稚園に迎えに行く、サポーターの自宅で預かるなど、困った時などにご利用できます。 キュウ シゴト ヨウジ トウ バアイ ホイクエン ヨウチエン ムカ イ ジタク アズ コマ トキ リヨウ		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										ファミリー・サポート・センター事業		ファミリー・サポート・センター事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ		つどいの広場事業 ヒロバ ジギョウ		子育て親子の交流の場・集いの場として週５日（月～金）開放しています。子育てに関してスタッフに気軽に相談でき、さまざまな情報を提供しています。		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										つどいの広場事業		つどいの広場事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ		こんにちは赤ちゃん訪問事業 アカ ホウモン ジギョウ		子どもを出産されたお母さんを訪問して、子育ての悩みや不安をお伺いし、必要なサービスの提供・支援、情報提供を行っています。また、０～１８歳の子どもを持つ家庭の相談にも応じています。		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		096-234-6123										こんにちは赤ちゃん訪問事業		こんにちは赤ちゃん訪問事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		子育て・教育		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病児・病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		病気中（病児）又は病気回復期（病後児）にあるお子さんの育児を仕事等の都合により家庭でできない方のために、医療機関に併設された施設で一時的にお預かりします。		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ		放課後児童健全育成事業 ホウカゴ ジドウ ケンゼン イクセイ ジギョウ		保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 ホゴシャ ロウドウ ヒルマ カテイ ジドウ タイ チョウナイ スベ ショウガッコウ ジドウ アズ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。（午前７時から午後７時まで対応） チョウナイ スベ ホイクエン ツウジョウ ホイク ジカン コ コ アズ エンチョウ ホイク ジッシ ゴゼン ジ ゴゴ ジ タイオウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851												農業後継者育成技術習得研修事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		一時保育事業 イチジ ホイク ジギョウ		町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 チョウナイ シリツ ホイクエン エン イチジテキ ホイク デキ コ アズ イチジ ホイク ジッシ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										一時保育事業		一時保育事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ		多子世帯子育て支援事業 タシ セタイ コソダ シエン ジギョウ		１８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 サイ ミマン コ ニンイジョウ バアイ ダイ シ イコウ マン サイ ネンド ホイク リョウ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										多子世帯子育て支援事業		多子世帯子育て支援事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター コソダ シエン		子育て支援センター コソダ シエン		未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育て支援センターを月曜日から金曜日まで開設しています。 ミ シュウ エンジ オヤコ タイショウ コ タチ タノ アソ バ ホゴシャ ジョウホウ コウカン オコナ バ コソダ シエン ゲツヨウビ キンヨウビ カイセツ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										子育て支援センター		子育て支援センター

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド		奨学金貸付制度 ショウガクキン カシツケ セイド		町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学困難な場合、奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0965-62-3313										奨学金貸付制度		奨学金貸付制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第3子以降の保育料無料化 ダイ コ イコウ ホイク リョウ ムリョウカ		第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料 ダイ コ イコウ コ サイミマン ホイク リョウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										第3子以降の保育料無料化		第3子以降の保育料無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		ファミリーサポート事業 ジギョウ		市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支援を受けることができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。 シナイ ス キンム カタ カイイン トウロク カタ コソダ オウエン カイイン カイイン シエン ウ タイショウ ジドウ オオム セイゴ ツキ ショウガクセイ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 コソダ セダイ ヒッコ オウエン ジギョウ		市外にお住まいの子育て世代が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万円）		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										子育て世代いらっしゃい引越し応援事業		子育て世代いらっしゃい引越し応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		“安心・安全”な学校給食の提供		“安心・安全”な学校給食の提供		「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供しています。また、「食育の日」を設け啓発を図っています。		学校給食センター		0978-23-5111										“安心・安全”な学校給食の提供		“安心・安全”な学校給食の提供

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		園児・小学生・中学生を対象に、土曜日を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講料は無料です。		学校教育課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		学びの２１世紀塾
いきいき寺子屋活動		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		子どもたちの健やかな心身の育成を目指し、保護者、地域の方、教職員の指導のもと、各種スポーツ活動を盛んに行っています。		学校教育課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動		学びの２１世紀塾
のびのび放課後活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		各地域の公民館などで、地域の大人たちの協力のもと、様々な体験活動を行っています。普段の生活ではなかなか体験できない経験や交流を通して、子どもたちの豊かな心をはぐくんでいます。		教育庁総務課		0978-53-5112										学びの２１世紀塾
わくわく体験活動		学びの２１世紀塾
わくわく体験活動

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		名物番組「テレビ寺子屋」		名物番組「テレビ寺子屋」		ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、自宅での学習に役立てることができます。		学校教育課		0978-53-5112										名物番組「テレビ寺子屋」		名物番組「テレビ寺子屋」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園では、通常の降園時間以降の預かり保育（14：30～１8:00）制度があり、夏休み等の長期休業期間も実施しています。		学校教育課		0978-53-5112										市立幼稚園の預かり保育制度		市立幼稚園の預かり保育制度

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援教育就学奨励		特別支援教育就学奨励		特別支援学級児童生徒の保護者の方へ経済的支援を行っています。		学校教育課		0978-53-5112										特別支援教育就学奨励		特別支援教育就学奨励

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		特別支援員等の配置		特別支援員等の配置		様々な障がいをもつ児童・生徒に対し、学校生活が円滑に送れるように支援を行います。		学校教育課		0978-53-5112										特別支援員等の配置		特別支援員等の配置

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		適応指導教室（ビリーブ）		適応指導教室（ビリーブ）		相談活動や、様々な学習活動、体験活動をしながら、心の安定を図り、自立心や社会性を育て、学校や社会で生き生きと生活できるように援助します。		学校教育課		0978-53-5112										適応指導教室（ビリーブ）		適応指導教室（ビリーブ）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		要保護・準要保護家庭への援助		要保護・準要保護家庭への援助		経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施のため、必要な援助を行っています。		学校教育課		0978-53-5112										要保護・準要保護家庭への援助		要保護・準要保護家庭への援助

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		在学する生徒及び学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は貸与します。		学校教育課		0978-53-5112										奨学金の贈与・貸与（高・大学等）		奨学金の贈与・貸与（高・大学等）

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		講演会や実績ある指導者によるスポーツ教室、指導者研修を行い競技力向上を支援します。		学校教育課		0978-53-5112										スポーツの力でまちを元気に!!推進事業		スポーツの力でまちを元気に!!推進事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校 ブンゴタカダ シリツ イタダキ ホシ ガクエン カイコウ		小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営が可能な一貫校を開校しました｡		教育庁総務課		0978-53-5112										豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校		豊後高田市立小中一貫校「戴星学園」の開校

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		通園バス、通学バスによる送迎支援		通園バス、通学バスによる送迎支援		市立幼稚園および一部の小学校（都甲、真玉、香々地）では、遠方から通う園児・児童を対象に送迎バスを運行しています。居住地区や通園距離の条件があります。		教育庁総務課		0978-53-5112										通園バス、通学バスによる送迎支援		通園バス、通学バスによる送迎支援

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		学校支援地域本部事業		学校支援地域本部事業		学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行います。		教育庁総務課		0978-53-5112										学校支援地域本部事業		学校支援地域本部事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		病後児保育事業「天使のゆりかご」		病後児保育事業「天使のゆりかご」		保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりします。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										病後児保育事業「天使のゆりかご」		病後児保育事業「天使のゆりかご」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		ホームスタート		ホームスタート		ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のように寄り添います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										ホームスタート		ホームスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										地域子育てサポート事業		地域子育てサポート事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て用品レンタル		子育て用品レンタル		使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設｢おひさまひろば｣）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て用品レンタル		子育て用品レンタル

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「花っこルーム」		子育て支援拠点施設「花っこルーム」		誰でも気軽に利用でき、安心して赤ちゃんと一緒に遊べる、屋内公園のようなスペースです。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て支援拠点施設「花っこルーム」		子育て支援拠点施設「花っこルーム」

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安心です。地域で子育てを支援します！また、子育て用品のレンタルも実施しています。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		子育て支援拠点施設「おひさまひろば」		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		放課後児童クラブの充実		放課後児童クラブの充実		市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています。（クラブにより、運営方法や対象学年等が異なります。）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										放課後児童クラブの充実		放課後児童クラブの充実

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化		第2子以降で3歳未満児のお子さんは､保育料が無料です。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										第２子以降の保育料無料化		第２子以降の保育料無料化

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		延長保育		延長保育		市内4保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										延長保育		延長保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		休日保育		休日保育		日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。
（実施保育所：城台保育園）		子育て・健康推進課		0978-22-3100										休日保育		休日保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育		一時保育		保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園でお子さんを預ります。		子育て・健康推進課		0978-22-3100										一時保育		一時保育

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		子育て・教育		がん検診受診時の託児		がん検診受診時の託児		子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児
を実施しています｡（事前に予約が必要です）		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										がん検診受診時の託児		がん検診受診時の託児

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て教室 コソダ キョウシツ		子育て教室 コソダ キョウシツ		幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無料で開催しています。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										子育て教室		子育て教室

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		にこにこ保育支援 ホイク シエン		にこにこ保育支援 ホイク シエン		認可保育園所の保育料、一時保育の利用料を助成します。①第２子で３歳未満の保育料が半額。②第３子以降で３歳未満の保育料が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										にこにこ保育支援		にこにこ保育支援

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		子育て・教育		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ		私立幼稚園就園奨励費 シリツ ヨウチエン シュウエン ショウレイ ヒ		私立幼稚園に通う園児を持つ保護者に対して、所得状況に応じて就園奨励費の補助を行います。		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0978-32-1111										私立幼稚園就園奨励費		私立幼稚園就園奨励費

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン		チャイルドシート購入補助金 コウニュウ ホジョキン		６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及び限度額１５，０００円）を交付する サイミマン ニュウヨウジ ヒト カイ コウニュウ ガク ブン エン ミマン キ ス オヨ ゲンド ガク エン コウフ		総務課 ソウムカ		0978-87-2111										チャイルドシート購入補助金		チャイルドシート購入補助金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン		子育て支援センターたんぽぽ コソダ シエン		・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て関連情報の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 コソダ トウ カン ソウダン エンジョ ジッシ コソダ オヤコ コウリュウ バ テイキョウ コウリュウ ソクシン チイキ コソダ カンレン ジョウホウ テイキョウ コソダ オヨ コソダ シエン カン コウシュウ トウ ジッシ		姫島村保育所 ヒメシマ ムラ ホイク ショ		0978-87-2049										子育て支援センターたんぽぽ		子育て支援センターたんぽぽ

		443417		大分県 オオイタケン		日出町 ヒジ マチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										児童扶養手当		児童扶養手当

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン		子育て電話相談 コソダ デンワ ソウダン		赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										子育て電話相談		子育て電話相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		のびのび育児相談 イクジ ソウダン		のびのび育児相談 イクジ ソウダン		６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										のびのび育児相談		のびのび育児相談

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		赤ちゃん訪問 アカ ホウモン		地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										赤ちゃん訪問		赤ちゃん訪問

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ		離乳食教室 リニュウショク キョウシツ		離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期までの離乳食をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										離乳食教室		離乳食教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		一時保育 イチジ ホイク		一時保育 イチジ ホイク		保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										一時保育		一時保育

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ ジドウ		児童クラブ ジドウ		昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ります。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										児童クラブ		児童クラブ

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		子育て・教育		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ		特別児童扶養手当 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ		知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										特別児童扶養手当		特別児童扶養手当

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポート事業 ジギョウ		ファミリーサポート事業 ジギョウ		乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。		こども遊センター アソ		0982-54-1635										ファミリーサポート事業		ファミリーサポート事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		ファミリーサポートセンター事業 ジギョウ		安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」が会員登録を行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。 アンシン コソダ カンキョウ トトノ コソダ テ ダス ヒト テ ダス ヒト カイイン トウロク オコナ キュウヨウ ジ コ アズ チイキ ソウゴ タス ア フクシ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										ファミリーサポートセンター事業		ファミリーサポートセンター事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ		児童クラブ事業 ジドウ ジギョウ		保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から３年生までを対象に、空き教室などでお預かりしています。 ホゴシャ シゴト ヒルマ コ ホイク バアイ ショウガッコウ ネン セイ ネンセイ タイショウ ア キョウシツ アズ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										児童クラブ事業		児童クラブ事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		子育て・教育		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援センター事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。 コソダ カテイ コウリュウ ハカ イクジ フアントウ ソウダン タイ ジョゲン オコナ チイキ コソダ カテイ タイ イクジ シエン オコナ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										子育て支援センター事業		子育て支援センター事業

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		仕事		子育て・教育		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ		受験奨励事業 ジュケン ショウレイ ジギョウ		都農町内及び近隣市町の事業者採用試験に要する交通費に対して奨励金を交付する。 ツノチョウ ナイ オヨ キンリン シチョウ ジギョウシャ サイヨウ シケン ヨウ コウツウヒ タイ ショウレイキン コウフ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-25-5711										受験奨励事業		受験奨励事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		子育て・教育		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ		日之影町学校給食費補助事業 ヒノカゲチョウ ガッコウ キュウショク ヒ ホジョ ジギョウ		学校給食に要する経費の１／２を補助（町内の小中学校） ガッコウ キュウショク ヨウ ケイヒ ホジョ チョウナイ ショウチュウガッコウ		教育課 キョウイク カ		0982-87-3907										日之影町学校給食費補助事業		日之影町学校給食費補助事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		にほんの里・加計呂麻留学制度		にほんの里・加計呂麻留学制度		町外から加計呂麻島の小中学校に転入する生徒が対象。一人当たり月額３万円を中学卒業まで支給。住宅助成として11,000円を上限として、家賃の1/2を入居後1年間支給。		教育委員会		0997-72-0113										にほんの里・加計呂麻留学制度		にほんの里・加計呂麻留学制度

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		子育て・教育		古仁屋高校ふるさと留学制度		古仁屋高校ふるさと留学制度		郡島内からの留学生に月額3万円、郡島外からの留学生に月額5万円を支給。		教育委員会		0997-72-0113				中 チュウ		島の外からの留学生に毎月5万円 シマ ソト リュウガクセイ マイツキ マン エン				古仁屋高校ふるさと留学制度		古仁屋高校ふるさと留学制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		子育て・教育		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ		小学校給食費助成事業 ショウガッコウ キュウショクヒ ジョセイ ジギョウ		宜野湾市立小学校に在籍する児童の保護者に対し、学校給食に要する費用について、半額の1,950円を補助金として交付する。		学校給食センター ガッコウ キュウショク		(098)898-4541										小学校給食費助成事業		小学校給食費助成事業

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　



http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/school-board/social-education/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/%E5%92%8C%E5%AF%92%E7%94%BA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E6%8B%93%E3%81%8F%E4%BA%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%25Bhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01688.htmlhttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/sumoukaerou/management/post-22.htmlhttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/sumoukaerou/management/post-22.htmlhttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/sumoukaerou/management/post-21.htmlhttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/sumoukaerou/management/post-18.htmlhttp://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/bicycle_jyosei.htmlhttp://www.town.kiho.mie.jp/life/fukushi/child.htmlhttp://www.town.mihama.mie.jp/http://www.city.toba.mie.jp/kyouiku-shomu/koukoutuugakuhojo.htmlhttp://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/hoiku/index.htmlhttp://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/tobakko/index.htmlhttp://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=26&id=36&mst=2&pg=1&type=lifehttp://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/kosodate/documents/chaild.htmlhttp://www.city.toba.mie.jp/kosodate-shitsu/oukenken.htmlhttp://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.town.shitara.aichi.jp/http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/fukushi/refresh_ichijihoiku.htmlhttp://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=26&id=27&mst=2&pg=1&type=lifehttp://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/yojikyoiku/shuuenshoureihi.htmlhttp://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.town.nankan.lg.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.town.ikeda.gifu.jp/http://www.town.nankan.lg.jp/http://www.town.ikeda.gifu.jp/http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012122600134/http://www.city.motosu.lg.jp/life/kenkou/child/hoikuen/http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/news/036041.phphttp://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/pocket/index.htmlhttp://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/soudan/kosodate-ouencard-jigyou.htmlhttp://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002837.htmlhttp://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/00002837.htmlhttp://www.inacity.jp/list.rbz?nd=1286&ik=1&pnp=47&pnp=1286http://www.town.nankan.lg.jp/http://www.inacity.jp/view.rbz?cd=6156http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/index.htmlhttp://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/index.htmlhttp://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/index.htmlhttp://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/kosodate/kodomofukusika.htmlhttp://www.city.matsumoto.nagano.jp/kodomo/kosodateshien/arupukizzusienjigyou.htmlhttp://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/guide/educat/school/chiikinosensei.htmlhttp://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/guide/childcare/childraising/byouji_byougojihoiku.htmlhttp://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/guide/childcare/childraising/kosodateyouhinshikyu.htmlhttp://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3141http://www.sonogi.jp/teijyuusien.htmlhttp://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=30058http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3334http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8646http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8647http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8645http://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kosodate/shien/famiysupport.htmlhttp://www.city.takaoka.toyama.jp/jido/kosodate/hoikuen/hoikujo/nyushoannai/hoikuryo/choshugaku.htmlhttp://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=426http://www.town.aga.niigata.jp/teiju/support/index.htmlhttp://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG00000222.htmlhttp://www3.city.goto.nagasaki.jp/contents/living/index249.phphttp://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/uploaded/attachment/8682.pdfhttp://www.city.agano.niigata.jp/fukushi/shien/shien_index2.htmlhttp://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/joy-card.htmlhttp://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/37/kosodate-mailmagazine.htmlhttps://www.city.murakami.lg.jp/site/jyuuyoujinotameni/omutsushien.htmlhttp://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/k_eki/http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/azuketai/mirai20120813.htmlhttp://sukoyaka-pass.jp/p_index.htmlhttp://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/sodaninfo/kirakira.htmlhttp://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/hitorioya/zeikinmenjyo/minashikahukoujyo.htmlhttp://www.city.ogi.lg.jp/main/9409.htmlhttp://www.city.asahi.lg.jp/benrichou/c004_01_012.htmlhttp://www.city.asahi.lg.jp/benrichou/c004_01_003.htmlhttp://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/ikiiki/fukushi/nyuugakuiwaikin.htmlhttp://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/soumu/zichi/childsheat.htmlhttp://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/kyouiku/soumu/kyusyokuhi_zyoseikin.htmlhttp://www.town.minakami.gunma.jp/25kodomo/02kosodate/01youchihoikuen/index.htmlhttp://www.town.minakami.gunma.jp/25kodomo/02kosodate/01youchihoikuen/index.htmlhttp://www.vill.katashina.gunma.jp/http://www.vill.katashina.gunma.jp/http://www.vill.katashina.gunma.jp/http://www.town.yoshitomi.lg.jp/p/1/8/2/29/http://www.vill.katashina.gunma.jp/http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000448/index.htmlhttp://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/5eab0faad6473e1e49256a0600230630/a5fc74ca1b065b5e49256c7900219c23?OpenDocumenthttp://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/84273814267cfe0549256f9d0018f4f2?OpenDocumenthttp://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/16e963aeec0b91cc4925777a0028a793/40b05eda58bc7a5d49257b9500188193?OpenDocumenthttp://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011500839/http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/42fed222e9b38157492568fd002b273a/8cc9adf5a2d9b76949257413000141dc?OpenDocumenthttp://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/cfd93d72645f5281492571e7002ce257?OpenDocumenthttp://www.city.nikko.lg.jp/direct/kosodate/index.htmlhttp://www.city.nikko.lg.jp/kosodate/guide/fukushi/jidou/index.htmlhttp://www.city.ginowan.okinawa.jp/life/school/06/joseijigyounituite_703.htmlhttp://www.town.yoshitomi.lg.jp/p/1/8/5/11/1/http://www.town.oarai.lg.jp/http://www.town.oarai.lg.jp/http://www.town.oarai.lg.jp/http://www.town.oarai.lg.jp/http://www.vill-nakajima.jp/forms/info/info.aspx?info_id=12654http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/http://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/kyouiku/_1695/_1698.htmlhttp://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.vill.otama.fukushima.jp/housing/siensaku.htmlhttp://www.town.kawamata.lg.jp/soshiki/2/ui-teijuuka.htmlhttp://www.town.kawamata.lg.jp/soshiki/2/ui-teijuuka.htmlhttp://www.yuza-iju.com/http://www.town.iide.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/c433RG00000196.htmlhttp://www.town.iide.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/c433RG00000262.htmlhttp://www.town.iide.yamagata.jp/001/iidesune.htmlhttp://www.town.asahi.yamagata.jp/life/2/39/99/http://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_6022/_1983.htmlhttp://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9617http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/cr/fami/jyosei.htmhttp://www.city.akita.akita.jp/city/ch/wf/azukarihoiku.htmhttp://www.city.akita.akita.jp/city/ch/wf/coupon/coupon.htmhttp://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1158,43,1,htmlhttp://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,20101,39,htmlhttp://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1155,43,144,htmlhttp://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,0,44,htmlhttp://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,14333,43,1,htmlhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/03_hoken/ishi.htmhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_6022/_1986.htmlhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/04_high/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/04_high/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/04_high/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/04_high/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/02_element/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/02_element/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/02_element/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_6022/_1992.htmlhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/02_child/01_baby/index.htmhttp://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/04_environment/01_home/kids_i.htmhttp://www.town.shizukuishi.iwate.jp/modules/contents/index.php/content0063.htmlhttp://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/10,4652,1,1,htmlhttp://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,14406,135,htmlhttp://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,14407,135,htmlhttp://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,14407,135,htmlhttp://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/42,13559,132,151,htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_3842/_6018.htmlhttp://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/1,24650,c,html/24650/TonoCity_130627-Press0400.pdfhttp://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/42,15251,132,234,htmlhttp://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,371,21,110,htmlhttp://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,4413,31,121,htmlhttp://www.town.rokunohe.aomori.jp/kenko_kosodate_nakayoshikai.htmlhttp://www.vill.yomogita.lg.jp/reiki/402920100001000000MH/402920100001000000MH/402920100001000000MH.htmlhttp://www.city.hirakawa.lg.jp/docs/2010101300051/http://www.city.hirakawa.lg.jp/docs/2010101300051/http://www.city.tsugaru.aomori.jp/kyouiku/h-ryoukin.htmlhttp://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/kodomo.htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_6022/_1995.htmlhttp://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/kodomo.htmlhttp://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/seido/tashiouen/index.htmlhttp://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_3842.htmlhttp://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=134http://www.shibetsutown.jp/pdf/kikaku/seisakupackageH26.3.pdfhttp://www.shibetsutown.jp/pdf/kikaku/seisakupackageH26.3.pdfhttp://www.vill.tsurui.lg.jp/tsurui/PD_Cont.nsf/0/4DE506149FDC81AE49257CAE000CF836?OpenDocumenthttp://www.ashoro.hokkaido-c.ed.jp/news/support.pdfhttp://www.town.shikaoi.lg.jp/kosoado/kyouiku-ikuji-kyouyou/youchien-hoikujyo/hoikujyohttp://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/soshiki_shigoto/kyouikuiinkai/shougaikyouikuka_gakkoukyouiku/kiyosatokoutougakkou.htmlhttp://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/welfare/kodomo01.phphttp://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/welfare/kodomo01.phphttp://www.town.numata.hokkaido.jp/section/jyuumin/ujj7s3000000079e.htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_6022/_1996.htmlhttp://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s30000000rdg.htmlhttp://www.town.yuni.lg.jp/ijukeikaku.htmlhttp://www.town.nanporo.hokkaido.jp/cyousei/kakuka/kyouiku/kyouiku_001_3.jsphttp://www.town.nanporo.hokkaido.jp/cyousei/kurasi/gakkou/tugakuhi.jsphttp://10.10.150.22/cyousei/kenkouhukusi/kosodatesien/kosodatesien_026/kosodatesien_027.jsphttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000030.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000030.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000030.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000030.htmlhttp://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/modules/pico1/index.php/content1240.htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_3842/_3854.htmlhttp://lib.city.takikawa.hokkaido.jp/wp/wp-content/uploads/2013/07/3b32d4a42acaba6ed89b4922dbdf08ef.pdfhttp://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1396330956160/index.htmlhttp://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1267763260945/index.htmlhttp://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1071033971359/index.htmlhttp://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1070956976218/activesqr/common/other/5180ada4002.pdfhttp://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shortstay.htmlhttp://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kosodate/jigyokeikaku/waiwaijigyo.htmlhttp://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kosodate/jigyokeikaku/waiwaijigyo.htmlhttp://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/kosodate/jidofukushi/hitorioya/nyugakuenjo.htmlhttp://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/kosodate/sogo/kosodategaido.htmlhttp://www.amami-setouchi.org/http://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6034/_2098/_2103.htmlhttp://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/kosodate/sogo/kosodategaido.htmlhttp://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kodomoikusei/kindergarten/syuuen.htmlhttp://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kodomoikusei/ninka/ninka_fee.htmlhttp://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kodomoikusei/ninka/ninka_fee.htmlhttp://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kodomoikusei/ninka/ninka_fee.htmlhttp://www.city.muroran.lg.jp/main/org4500/hoikuryou.htmlhttp://www.city.muroran.lg.jp/main/org9200/h21syuuenn.htmlhttp://tottori-ankyo.jp/information/area/kurayoshihttp://www.city.chitose.hokkaido.jp/handlers/printcontent.cfm?GroupID=71&ContentID=65543&ThisPageURL=http%3A%2F%2Fwww.city.chitose.hokkaido.jp%2Findex.cfm%2F71%2C65543%2C98%2C124%2Chtml&EntryCode=1734http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/71,70426,98,181,htmlhttp://www.city.chikugo.lg.jp/shisei/_6166/_5790/_11823/_11829.htmlhttp://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/71,25784,98,htmlhttp://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=26754http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kodomo_m/hatarakupapamama/papamama_hoikuryo_2.htmlhttp://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/hoken_m/kosodate/kodomo_qq.htmlhttp://chibu-vill.com/publics/index/13/http://chibu-vill.com/publics/index/13/http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/145/&anchor_link=page145_287http://chibu-vill.com/publics/index/13/http://www.city.iwakuni.lg.jp/www/genre/0000000000000/1301544361551/index.htmlhttp://www.iinan.jp/http://www.city.setouchi.lg.jp/~kosodate/cgi-bin/info_azuketai.htmlhttp://www.city.setouchi.lg.jp/~kosodate/cgi-bin/info_azuketai.htmlhttp://www.city.kurashiki.okayama.jp/5893.htmhttp://www.town.shoo.lg.jp/FormatPanel/detail.php?id=71http://www.town.shoo.lg.jp/FormatPanel/detail.php?id=69http://www.town.nichinan.tottori.jp/p/1/15/9/7/1/http://www.town.nichinan.tottori.jp/p/1/15/12/6/6/http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/topic/n11_edu_s.htmlhttp://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/9/7/8/http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/somu/tuugakuteiki/index.htmlhttp://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=11347http://www.city.yaita.tochigi.jp/site/child/daisanshi-muryo.htmlhttp://www.city.futtsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/315/2-1-12.pdfhttp://www.city.futtsu.lg.jp/0000002061.htmlhttp://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001310.htmlhttp://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001293.htmlhttp://www.city.tosashimizu.kochi.jp/section/wel.htmlhttp://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000626.htmlhttp://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000289.htmlhttp://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000292.htmlhttp://www.i-oyacomi.net/prepass/http://www.i-oyacomi.net/prepass/angel/http://www.i-oyacomi.net/wlb/http://www.town.shika.lg.jp/shikasypher/www/service/detail.jsp?id=145http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/http://www.nomi-shakyo.jp/c27.htmlhttps://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/kosodateshien/kodomoroom/26kodomoruumunyuusho.htmlhttp://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/34/https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/hoiku/ykodomo201404.htmlhttps://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/teate/shiritsuhojo.htmlhttps://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/teate/shiritsuhojo.htmlhttp://www.dongurinomori.net/index.htmlhttp://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/15,26020,227,474,htmlhttp://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/15,27059,221,465,htmlhttp://www.city.nanao.lg.jp/kosodate/kurashi/kosodate/kosodate/teate/serviceken.htmlhttp://www.city.nanao.lg.jp/kosodate/kurashi/kosodate/kosodate/hoikuen/hoikuen/index.htmlhttp://www.city.nanao.lg.jp/kurashi/kosodate/kosodate/kosodate/index.htmlhttp://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/azuketai/ninnkahoikuen/hoikuwoonegaisitai.htmlhttp://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/fukushi/fukushikodomo/kosodate_kirari.htmlhttp://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000002051/index.htmlhttp://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1394687722166/index.htmlhttp://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021604810/http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021603431/http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021604957/http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021600331/http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021603271/http://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2013021609969/http://www.city.ena.lg.jp/kurashi/life/kyouikuhoiku/todokede1/syougakusyoureikin/http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091104092613404.htmlhttp://www.city.toon.ehime.jp/faq/kosodate_kyouiku/hoiku/byouji_byougoji.htmlhttp://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kodomo/0450/20100701115911113.htmlhttp://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091104093504553.htmlhttp://www.city.ueda.nagano.jp/hp/seiki/0030/20140217154108860.htmlhttp://www.town.iijima.lg.jp/index.php?f=hp&ci=13700http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kosodate/yumeruncard.htmlhttp://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kosodate/zaitakukosodate.htmlhttp://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kyouiku/nyugakuiwai.htmlhttp://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoushi/tsukintsugaku.htmlhttp://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/gakkou/h26manabi.htmlhttp://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/uploaded/attachment/10305.pdfhttp://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/fukushi/fukushikodomo/famirisapoto.data/24.pdfhttp://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kosodate/http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kosodate/http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kyoikukanri/http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kyoikukanri/http://www.city.aioi.lg.jp/site/gakkoukyouiku/http://www.city.aioi.lg.jp/site/gakkoukyouiku/http://www.village.ikusaka.nagano.jp/http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/joho/kosodate.pdfhttp://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/joho/kosodate.pdfhttp://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kenkofukushi/hoikuen.htmlhttp://www.city.saijo.ehime.jp/benri/benri-kodomo/benri-kodomo1-7.htmhttp://www.city.toki.lg.jp/wcore/hp/page000004500/hpg000004500.htmhttp://www.city.toki.lg.jp/wcore/hp/page000006900/hpg000006809.htmhttp://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=558http://www.city.ogaki.lg.jp/0000011936.htmlhttp://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.shimada.shizuoka.jp/http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/jourei/yoko/pdf/kosodate/kosodate_001.pdfhttp://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kosodate/hoiku/nyuusho.htmhttp://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kosodate/hoiku/kijyun.htmhttp://www.town.tsuno.miyazaki.jp/modules/pico/index.php?content_id=317http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/soshiki/kyoiku/http://www.town.toei.aichi.jp/http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fami-support/fami-support00002.htmlhttps://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000032700/hpg000032668.htmhttp://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kodomo/kosodate/hoikuen/daisansimuryoukahttp://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/shogakukin/index.htmlhttp://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=42&id=483http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=42&id=483http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=42&id=460http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=43&id=49http://www.yurin.ed.jp/http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/soshiki/kyoiku/http://www.city-matsuura.jp/www/contents/1334554013785/index.htmlhttp://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=7254http://www.city.bungotakada.oita.jp/kurashi/teiju/kosodatesedai_hikkoshi/index.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01087.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01088.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01089.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01111.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01120.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01114.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01113.htmlhttp://www.town.suo-oshima.lg.jp/fukushi/nyuyoji_hoiku.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01119.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01085.htmlhttp://tyu.oita-ed.jp/takada/taisei/http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/15/http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/134/163.htmlhttp://www.town.mashiki.lg.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=65&id=143&pg=1&type=listhttp://www.town.mashiki.lg.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=65&id=141&pg=1&type=listhttp://www.town.mashiki.lg.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=64&id=334&pg=1&type=listhttp://www.town.mashiki.lg.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=65&id=152&pg=1&type=listhttp://kodomoyuu.yukigesho.com/sapo.htmlhttp://www.city.kudamatsu.lg.jp/kyo-soumu/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1298014423726/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1297737801910/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1297737801910/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1298009965586/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1299651101771/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1300416337336/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1298877329124/index.htmlhttp://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1299467093102/index.htmlhttp://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/kosodate/oyako/oyako.htmlhttp://www.city.beppu.oita.jp/06sisetu/hoppe/familysupport/whatis.htmlhttp://www.city.kudamatsu.lg.jp/kosodateshien/index.htmlhttp://www.city.omura.nagasaki.jp/kyouikusoumu/kyoiku/kyoiku/shien/shogakukin.htmlhttp://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/http://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013012900082/http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/section/kikaku/feeuub0000001cpv.htmlhttp://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/section/kyouiku/feeuub0000002kar.htmlhttp://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/section/kyouiku/feeuub00000545e2.htmlhttp://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/iju_teiju/http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/hotnews/hotnews_view.html?id=402http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/jido/katei/child_center_hoikuen_hoikuryou.htmlhttp://www.city.kudamatsu.lg.jp/kosodateshien/index.htmlhttp://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/jido/katei/child_center_hoikuen_hoikuryou.htmlhttp://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/educ_gakumu/soumu/asikoutirashi.htmlhttp://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/educ_gakumu/soumu/youchienhojokin.htmlhttp://www.niikappu.jp/kurashi/kosodate/ninteikodomoen/hoikusho.htmlhttp://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1366594450335/index.htmlhttp://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1366344361817/index.htmlhttp://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1366340764318/index.htmlhttp://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1370303434576/index.htmlhttp://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1370243808083/index.htmlhttp://shinhidaka.hokkai.jp/matidayori/osirase/kyouiku/syougakukin.htmlhttp://www.jinsekigun.jp/p/town/teijyu/http://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/shiencenter/http://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/family_support/http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1267675559052/index.htmlhttp://www.sarabetsu.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/a191RG00000482.htmlhttp://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=68http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=31http://www.sarabetsu.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/a191RG00000463.htmlhttp://www.town.wassamu.hokkaido.jp/health-welfare/nursery/admission-cost/http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/school-board/school-education/%e6%95%99%e8%82%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/school-board/school-education/%e6%95%99%e8%82%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/http://www.jinsekigun.jp/p/town/teijyu/http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009714.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009764.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009763.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009718.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009751.htmlhttp://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000030.htmlhttp://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/hoikuryou.htmlhttp://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/youtienhojo.htmlhttp://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/jyosei/kamiomutu.htmlhttp://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/jyosei/CHAILDSHEET.htmlhttp://www.jinsekigun.jp/p/town/teijyu/http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080602221/http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080602276/http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/13,1336,c,html/1336/20131204-150915.pdfhttp://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/13,1345,103,164,htmlhttp://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/modules/other/index.php?content_id=10http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?new_rec=1465http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?new_rec=2362http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,0,134,794,htmlhttp://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w60/140415-1.htmlhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.sera.hiroshima.jp/http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/ijyuuteijyuu.htmhttp://www.city.goshogawara.lg.jp/15_katei/ijiengo.htmhttp://www.city.ebino.lg.jp/display.php?list=22http://www.town.sera.hiroshima.jp/http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,4686,98,326,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,4626,98,326,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1886,98,334,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1886,98,334,htmlhttp://www.city.hachinohe.aomori.jp/bus/teikikaisuuken/eco_passport.htmlhttp://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,46677,98,333,htmlhttp://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1956,98,333,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1950,98,333,htmlhttp://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1777,98,333,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1885,98,334,htmlhttp://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2014032700010/http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1955,98,333,htmlhttp://www.hachinohe.ed.jp/http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,13461,127,315,htmlhttps://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,4566,42,207,htmlhttp://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/14,1191,25,179,htmlhttp://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/14,1195,25,180,htmlhttp://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/17,2665,33,181,htmlhttp://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/17,2744,33,234,htmlhttp://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/17,1343,33,234,htmlhttp://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/9/hoikuenn.htmlhttp://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2014022400104/http://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/9/hoikuenn.htmlhttp://www.town.sobetsu.lg.jp/docs/2011122000012/http://www1.town.bandai.fukushima.jp/t_navi/091kyo_kyoiku.htmhttp://www1.town.bandai.fukushima.jp/t_navi/061ke_machi.htmhttp://www1.town.bandai.fukushima.jp/t_navi/053kodomo.htmhttp://www.town.kuroshio.lg.jp/sosiki/kyouikuiinkai/gakkou/post-81.htmlhttp://www.city.ohda.lg.jp/http://www.town.ibaraki.lg.jp/life/info-108.htmlhttp://www.akiota.jp/jidou/tsutsugajidoucenter.htmhttp://www.akiota.jp/jyumin/spage_149.htmlhttp://www.akiota.jp/soumu/spage_184.htmlhttp://www.akiota.jp/jidou/spage_185.htmlhttp://www.akiota.jp/jidou/spage_091.htmlhttp://www.akiota.jp/jidou/spage_089.htmlhttp://www.akitakata.jp/ja/section/kosodate/ichjiazukari24/http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?list=22http://www.akitakata.jp/ja/section/kosodate/ichjiazukari24/http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/jido_boshi/jido_6.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/jido_boshi/familly_support.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/jido_boshi/rusu_jidokai.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/jido_boshi/jido_7.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/jido_boshi/byogojihoiku.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kenko_jido/hoikuen/hoikuen_6.htmlhttp://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/fukushi_index.htmlhttp://www.city.otake.hiroshima.jp/c-info/houkago26.htmlhttp://www.city.otake.hiroshima.jp/clink/byoujibyougojiannnai.htmlhttp://www.city.ebino.lg.jp/display.php?list=22http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/syougakukinnituite.htmlhttp://www.city.shobara.hiroshima.jp/health/kosodate/post-88.htmlhttp://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-23.htmlhttp://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-26.htmlhttp://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-38.htmlhttp://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/parenting/post-42.htmlhttp://kodomo.city.maniwa.okayama.jp/kids/www/index.jsphttp://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2012030700230/http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2012030700254/http://www.town.okinoshima.shimane.jp/reiki/reiki_honbun/r074RG00000076.htmlhttp://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01688.htmlhttp://www.town.okinoshima.shimane.jp/informations/view/1019http://www.town.shimane-misato.lg.jp/http://www.town.shimane-misato.lg.jp/http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/12/detail-432.htmlhttp://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1182470986407/index.htmlhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/2/http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/2/http://www.pref.tottori.lg.jp/64772.htmhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kyouiku/gakkou/syoutyuugakkoujimutetsuduki/6/http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01688.htmlhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/kodomo/23989.pdfhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/kodomo/23989.pdfhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/kodomo/23989.pdfhttp://www.kosodate-ohkoku-tottori.net/kosodateinfo/pass.htmlhttp://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/fukushi/kodomo/22/http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/kodomo/23989.pdfhttp://www.kosodate-ohkoku-tottori.net/kosodateinfo/pass.htmlhttp://www.town.koya.wakayama.jp/news2008/327.htmlhttp://www.town.katsuragi.wakayama.jp/top_guide/menu_kyoiku/school/pdf/gakudohoiku.pdfhttp://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1390789085613

出産

				結婚・子育て ケッコン コソダ

				02.出産 シュッサン

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		出産		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） シュッサン		出産したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111										「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		「人生の節目」祝品贈呈事業（出産）		0		リンク修正 シュウセイ

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		出産		ブックスタート事業 ジギョウ		ブックスタート事業 ジギョウ		6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。 ゲツ ケンシン ウ コ ホゴシャ タイ コ ヒトリ エホン サツ		図書館管理係 トショカン カンリ カカリ		0125-52-3819										ブックスタート事業		ブックスタート事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		出産		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ		妊産婦保健推進事業 ニンサンプ ホケン スイシン ジギョウ		妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図るため妊婦健康診査の費用を助成します。また、マタニティスクールを開催します。 ニンプ ケンコウ カンリ ジュウジツ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ カイサイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		011-372-3311										妊産婦保健推進事業		妊産婦保健推進事業

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		出産祝金交付事業		【出産祝い金の支給】 第1子5万円、第2子20万円、第3子100万円を交付（うち30％町内商品券で支給）		総務課企画グループ		0139-47-3001				中 チュウ		赤ちゃん1人目5万円、2人目20万円、3人目100万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦外来医療費助成事業 ニンプ ガイライ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		八雲町在住（住民票がある）の妊婦さんが、産婦人科外来での妊婦に伴う疾病検査及び治療にかかる費用（自己負担分）を助成。ただし、院外処方を除く ヤクモチョウ ザイジュウ ジュウミンヒョウ ニンプ サンフジンカ ガイライ ニンプ トモナ シッペイ ケンサ オヨ チリョウ ヒヨウ ジコ フタン ブン ジョセイ インガイ ショホウ ノゾ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0137-64-2111										妊婦外来医療費助成事業		妊婦外来医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査費用の一部助成を行い、安全な妊娠・出産にむけた妊婦の健康管理を支援します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780										妊婦健康診査助成事業		妊婦健康診査助成事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		出産		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド タンジョウ イワ キン		本町に居住し、かつ住民登録されており新生児を養育する方へ商品券を交付①第１，２子３万円②第３子以上５万円 カタ ショウヒンケン コウフ ダイ コ マンエン ダイ コ イジョウ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		１人につき出産祝い金１万円を支給 ヒト シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011										出産祝い金		出産祝い金

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成		妊娠全期を通して一般的に必要とされる「妊婦一般健康診査14回分」と「超音波検査11回分」を助成。		健康福祉課健康グループ		0164-32-2411										妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		出産		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン		出産１年後祝金 シュッサン イチネンゴ イワ キン		次代を担う児童の確保と、町の人口増加及び活性化を図るため、出産１年後を経過した子どもを養育している家庭に対し出産１年後祝金の交付を行います。交付金額は第１子が10万円、第2子以降が20万円 ジダイ ニナ ジドウ カクホ マチ ジンコウ ゾウカ オヨ カッセイカ ハカ シュッサン イチネンゴ ケイカ コ ヨウイク カテイ タイ シュッサン ネンゴ イワ キン コウフ オコナ コウフ キンガク ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										出産１年後祝金		出産１年後祝金

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		妊婦健康診査費用の助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		妊婦の健診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 ニンプ ケンシン オヨ セイミツ ケンサ ゼンガク ムリョウ ジタク サンカ イリョウ キカン コウツウヒ テイガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										妊婦健康診査費用の助成		妊婦健康診査費用の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		妊婦健康診査交通費の助成 ニンプ ケンコウ シンサ コウツウヒ ジョセイ		平成２年４月１日以前に生まれた町民で、妊娠を予定している女性とその配偶者・パートナーの方、妊娠中の女性の配偶者・パートナーの方へ風疹ワクチン予防接種の全額助成 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イゼン ウ チョウミン ニンシン ヨテイ ジョセイ ハイグウシャ カタ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カタ フウシン ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										妊婦健康診査交通費の助成		妊婦健康診査交通費の助成

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン		すこやか出産支援金 シュッサン シエン キン		出産前6ヶ月以上継続して本町に居住されている方（住民登録要件有）
・支給額１０万円 シュッサン マエ ツキ イジョウ ケイゾク ホンチョウ キョジュウ カタ ジュウミン トウロク ヨウケン アリ シキュウガク マン エン		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211										すこやか出産支援金		すこやか出産支援金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内に居住している夫婦で北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
・１回の治療につき１５万円迄、1年度あたり３回限度、通算5年間助成 チョウナイ キョジュウ フウフ ホッカイドウ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ ジョセイ ケッテイ ウ カタ カイ チリョウ マンエン マデ ネンド カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診費用助成事業 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査に記載された項目に対して妊婦健診費用を全額助成（医療機関独自の項目は対象外） ニンプ ケンコウ シンサ キサイ コウモク タイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ イリョウ キカン ドクジ コウモク タイショウガイ		保健福祉課保健指導係 ホケン フクシカ ホケン シドウ カカリ		0167-52-2211										妊婦健診費用助成事業		妊婦健診費用助成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		にれっこ祝金 イワ キン		にれっこ祝金 イワ キン		子どもが生まれた場合、出生届と一緒に手続きし、その場で1人当たり2万円を支給。 コ ウ バアイ シュッショウトドケ イッショ テツヅ バ ニン ア マンエン シキュウ		住民課お客さま窓口係 ジュウミンカ キャク マドグチ カカリ		0165-32-2500										にれっこ祝金		にれっこ祝金

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊娠から出産まで、平均13～15回ある妊婦健診にかかる費用を助成。
国の基準(14回)に町が上乗せし、回数制限なし。 ニンシン シュッサン ヘイキン カイ ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ クニ キジュン カイ チョウ ウワノ カイスウ セイゲン		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		出産		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス		出産記念品贈呈事業（君の椅子） キミ イス		町内で誕生されたお子さんを対象に出産記念品「君の椅子・絵本・誕生カード」を贈呈。出産記念品の贈呈については百日前後に、町、自治会、絵本の里を創ろう会から絵本の館において贈呈。		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										出産記念品贈呈事業（君の椅子）		出産記念品贈呈事業（君の椅子）

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		出産		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ		音威子府村出生祝い金支給要綱 オトイネップムラ シュッショウ イワ キン シキュウ ヨウコウ		出産直後に３万円、１年後に３万円の支給 シュッサン チョクゴ マンエン ネンゴ マンエン シキュウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村出生祝い金支給要綱		音威子府村出生祝い金支給要綱

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		出産		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド		中川町出生祝金支給制度 ナカガワチョウ シュッショウ イワ キン シキュウ セイド		住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録され、3カ月以上住んでいる方、お子さんが生まれ14日経過後に第1子及び第2子はそれぞれ20,000円、第3子以降はそれぞれ100,000円を支給します。 ゴ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813										中川町出生祝金支給制度		中川町出生祝金支給制度

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業（出産祝金）		子育て支援事業（出産祝金）		第３子目以降、１人につき10万円の出産祝金を支給		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業（出産祝金）		子育て支援事業（出産祝金）

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		出産		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ		出生につき記念品を贈呈 シュッショウ キネンヒン ゾウテイ		保険福祉課 ホケン フクシカ		0165-35-3090										子育て支援事業		子育て支援事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		出産		すくすくギフトプレゼント		すくすくギフトプレゼント		町内で誕生したお子さんに、町内の特産品であるオケクラフトの食器セット（５～６点）をプレゼント チョウナイ タンジョウ コ チョウナイ トクサンヒン ショッキ テン		森林工芸館 シン リン コウゲイカン		0157-52-3170										すくすくギフトプレゼント		すくすくギフトプレゼント

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		エンゼル祝い金		エンゼル祝い金		子育て支援として、新しく出生した子（第2子以降）の両親のいずれかが、子を出生した時点において過去1年以上村内に住所を有する者に、祝い金を交付する。		住民課		0158-87-2111										エンゼル祝い金		エンゼル祝い金

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		出産		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ		夢のおくりもの事業 ユメ ジギョウ		村に住所を有する者の新生児の誕生に際し、誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、木製のおもちゃを祝い品として贈呈している。 ムラ ジュウショ ユウ モノ シンセイジ タンジョウ サイ タンジョウ イワ スコ セイチョウ ネガ モクセイ イワ ヒン ゾウテイ		森の美術館木夢（教育委員会） モリ ビジュツカン キ ム キョウイク イインカイ		0158-87-2600										夢のおくりもの事業		夢のおくりもの事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診交通費助成事業 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健診受診に係る交通費を助成する。 ニンプ ケンシン ジュシン カカ コウツウヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										妊婦健診交通費助成事業		妊婦健診交通費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ		出産時宿泊費助成事業 シュッサン ジ シュクハク ヒ ジョセイ ジギョウ		町外の医療機関で出産した方及び付添人の宿泊費助成する。 チョウガイ イリョウ キカン シュッサン カタ オヨ ツキソイニン シュクハク ヒ ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										出産時宿泊費助成事業		出産時宿泊費助成事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		出産		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業） ジギョウ フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費（通算１５０万円限度）、人工授精費（最高10万円）の助成 トクテイ フニン チリョウヒ ツウサン マンエン ゲンド ジンコウ ジュセイ ヒ サイコウ マンエン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113				中 チュウ		不妊治療に150万円 フニン チリョウ マンエン				マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）		マザーリーフ事業（不妊治療助成事業）

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		新ひだか町特定不妊治療費助成事業		新ひだか町特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成。		健康生活部健康推進課		0146-42-1287										新ひだか町特定不妊治療費助成事業		新ひだか町特定不妊治療費助成事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		出産		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ		妊婦交通費助成 ニンプ コウツウヒ ジョセイ		妊娠２２週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受信している方へ助成。 ニンシン シュウ イコウ ニンプ チョウガイ イリョウ キカン ニンプ ケンコウ シンサ ジュシン カタ ジョセイ		健康生活部健康推進課		0146-42-1287										妊婦交通費助成		妊婦交通費助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ		出産祝金支給事業 シュッサンイワ キン シキュウ ジギョウ		町内に出産日の１年以上前から居住している母親又は父親対象で、出産祝い金を支給。第１子及び第２子→１０万円、第３子→３０万円、第４子→５０万円、第５子以降→１００万円（金額によって支給回数が異なります） チョウナイ シュッサンビ ネンイジョウ マエ キョジュウ ハハオヤ マタ チチオヤ タイショウ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ シ オヨ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン キンガク シキュウ カイスウ コト		保健福祉課福祉係 ホケン フクシカ フクシガカリ		0156-64-0533										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		出産		更別村出産祝金		更別村出産祝金		出生後１４日以上経過している出生子一人につき５万円を支給。※但し、現金支給ではなく、村内使用限定の商品券を支給。		住民生活課		0155-52-2112										更別村出産祝金		更別村出産祝金

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		妊婦健康診査費助成 ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ		医療機関等で実施する妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査の費用を助成。 イリョウ キカン トウ ジッシ ニンプ イッパン ケンコウ シンサ オヨ ニンプ セイミツ ケンコウ シンサ ヒヨウ ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116										妊婦健康診査費助成		妊婦健康診査費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療を受けている村民に対し、1回の治療につき10万円を1年度当たり2回を限度とし、通算5年間助成。 トクテイ フニン チリョウ ウ ソンミン タイ カイ チリョウ マンエン ネン ド ア カイ ゲンド ツウサン ネンカン ジョセイ		保健福祉課
健康推進係 ホケン フクシカ ケンコウ スイシン カカリ		0154-64-2116										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ		出産祝金等支給 シュッサン イワイ キン トウ シキュウ		第3子以降の子を出産時に30万円、第3子以降の子が小学校就学時に20万円を支給。 ダイ シ イコウ コ シュッサン ジ マンエン ダイ コ イコウ コ ショウガッコウ シュウガク ジ マンエン シキュウ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										出産祝金等支給		出産祝金等支給

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ		出産祝い金の給付 シュッサン イワ キン キュウフ		第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降50万円の給付 ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン キュウフ		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										出産祝い金の給付		出産祝い金の給付

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼントとしてネックレス、プレート等を贈呈		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										新生児誕生記念プレゼント		新生児誕生記念プレゼント

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費用助成		不妊治療費用助成		不妊治療費に対して道の助成に上乗せして助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										不妊治療費用助成		不妊治療費用助成

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		出産		子宝祝金支給事業		子宝祝金支給事業		市内に引き続き1年以上住所を有している者又は引き続き1年以上住所を有することとなると認められる者が第3子以降を出産した場合に、出産したもの又は出生した子の養育者に対して10万円を支給する。		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		0173-35-2111(内線2363)										子宝祝金支給事業		子宝祝金支給事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている者が第3子以上の子を出産したとき、30万円を支給		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										出産祝金		出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン		外ヶ浜町出産祝金 ソトガハママチ シュッサン イワイ キン		【対象・条件】町内に住所を1年以上を有し、第2子までの子を出産したとき
【内容】出産祝金として、5万円を支給。 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ コ シュッサン ナイヨウ シュッサン イワ キン マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町出産祝金		外ヶ浜町出産祝金

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		出産		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ		外ヶ浜町エンゼル育成事業 ソトガハママチ イクセイ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を3年以上を有し、第3子以降の子をもったとき
【内容】出産時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ネンイジョウ ユウ ダイ シ イコウ コ ナイヨウ シュッサン ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン チュウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町エンゼル育成事業		外ヶ浜町エンゼル育成事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コ タカラ イワ キン		子宝祝金 コ タカラ イワ キン		①出産時において１年以上前から継続して板柳町に住所を有する者②一子以上を養育し、第２子以降を出産して養育する父または母祝い金金額：第２子５万円、第３子以降１０万円 イワ キン キンガク		健康福祉課
 ケンコウ フクシ		0172-73-2111(180)										子宝祝金		子宝祝金

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業 ニンプ ケンコウ シンサ ニンプ コウツウヒ ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査14回分を助成。妊婦健診受診等に係るタクシー利用料金を、1人あたり2万円まで助成。 ニンプ ケンコウ シンサ カイ ブン ジョセイ ニンプ ケンシン ジュシン トウ カカ リヨウ リョウキン ニン マンエン ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		0175-64-1770										妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業		妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		子宝祝金 コダカラ イワ キン		村に住民登録がある平成19年4月1日以降に出産した第3子以上の保護者に対し、子1人につき10万円（出生時：5万円、1歳に達した時：5万円）を支給する。 ムラ ジュウミン トウロク ヘイセイ ネン ツキ ヒ イコウ シュッサン ダイ コ イジョウ ホゴシャ タイ コ ヒト マンエン シュッセイ ジ マンエン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										子宝祝金		子宝祝金

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦の経済的負担の軽減及び未受診による飛び込み分娩等の防止を目的とし、妊婦健診1回につき2,000円を支給する（14回分を上限。多胎については21回分を限度）。 ニンプ ケイザイテキ フタン ケイゲン オヨ ミ ジュシン ト コ ブンベン トウ ボウシ モクテキ ニンプ ケンシン カイ エン シキュウ カイブン ジョウゲン タタイ カイブン ゲンド		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794										妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		特定不妊治療費給付事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		交付申請した日の１年以上前から村に居住し、村の住民票に記載されている、特定不妊治療を行っている夫婦に対し、１回150,000円を限度に1年度内2回分を通算5年度助成する。 コウフ シンセイ ヒ ネンイジョウ マエ ムラ キョジュウ ムラ ジュウミンヒョウ キサイ トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ イッカイ マンエン ゲンド ネンドナイ カイ ブン ツウサン ネン ド ジョセイ		保健相談センター ホケン ソウダン		0175-72-2794										特定不妊治療費給付事業		特定不妊治療費給付事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ		妊産婦サポート事業 ニンサンプ ジギョウ		妊婦健診及び産後1ヶ月健診の医療機関通院にかかる交通費について、往復距離に１キロメートルにつき30円を乗じた額の２分の１をを助成。市内に里帰りした妊婦に対しても32週以降の通院分を助成。
 ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ゲツ ケンシン イリョウ キカン ツウ イン コウツウヒ シナイ サトガエ ニンプ タイ シュウ イコウ ツウ イン ブン ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										妊産婦サポート事業		妊産婦サポート事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ		不妊治療支援事業 フニン チリョウ シエン ジギョウ		特定不妊治療に要する費用の一部を助成
一般不妊治療に要する費用に対し年間１０万円、2年間に限り助成。 トクテイ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ イッパン フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ タイ ネンカン マンエン ネンカン カギ ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		出産		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ		助産院ねっと・ゆりかご推進事業 ジョサン イン スイシン ジギョウ		市内に分娩施設がないことから、遠隔地に通院する妊産婦の負担軽減を図るため、県内13医療機関と連携し、妊婦健診、健康教育、保健指導を実施。妊産婦の緊急搬送体制を整備。 シナイ ブンベン シセツ エンカクチ ツウ イン ニンサンプ フタン ケイゲン ハカ ケンナイ イリョウ キカン レンケイ ニンプ ケンシン ケンコウ キョウイク ホケン シドウ ジッシ ニンサンプ キンキュウ ハンソウ タイセイ セイビ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111										助産院ねっと・ゆりかご推進事業		助産院ねっと・ゆりかご推進事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦相談 ニンプ ソウダン		妊婦相談 ニンプ ソウダン		妊娠管理に関することや、不安・悩みについて保健師や助産師が相談にのります。 ニンシン カンリ カン フアン ナヤ ホケンシ ジョサンシ ソウダン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										妊婦相談		妊婦相談

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン		妊婦家庭訪問 ニンプ カテイ ホウモン		妊娠届や相談をもとに、相談・保健指導が必要な妊婦さんに保健師や助産師が家庭訪問します。 ニンシン トドケ ソウダン ソウダン ホケン シドウ ヒツヨウ ニンプ ホケンシ ジョサンシ カテイ ホウモン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										妊婦家庭訪問		妊婦家庭訪問

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊娠５カ月に達する日から出産した翌月末までに妊産婦が健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ニンシン ゲツ タッ ヒ シュッサン ヨクゲツマツ ニンサンプ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		出産		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方に、県助成金を控除した額とし、１回の治療につき10万円を限度として助成。 ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業		一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン		すこやか子育て支援金（出生祝金） コソダ シエン キン シュッセイ イワ キン		少子化対策及び子育て世代の定住促進を目的に、出生祝金を支給する。■出生祝金第１子・第２子２万円、第３子５万円、第４子１０万円、第５子以降２０万円 ショウシカ タイサク オヨ コソダ セダイ テイジュウ ソクシン モクテキ シュッショウ イワ キン シキュウ シュッショウ イワ キン ダイ シ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										すこやか子育て支援金（出生祝金）		すこやか子育て支援金（出生祝金）

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる特定不妊治療費を助成し、経済的負担を軽減する。
１年度あたりの助成回数は、申請１年度目は３回、２年度目以降は２回までとする。（通算５年間で１０回まで） イリョウ ホケン テキヨウ コウガク チリョウヒ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンド ジョセイ カイスウ シンセイ ネンド メ カイ ネンド メ イコウ ツウサン ネンカン カイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-23-2360										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		出産		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ		妊婦・乳幼児の歯科健康診査 ニンプ ニュウヨウジ シカ ケンコウ シンサ		妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯抑制のために、市が指定する歯科医院で健診を受けた場合、市が健診料を全額負担します。		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0228-22-0370										妊婦・乳幼児の歯科健康診査		妊婦・乳幼児の歯科健康診査

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		出産		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ		子育て応援出産祝金事業 コソダ ジギョウ		町内に在住し、引き続き１年以上住所を有し子供を出産したときに出産祝金を支給します。（第１子、第２子は２０，０００円分の商品券，第３子以降は５０，０００円分の商品券と現金５０，０００円） チョウナイ ザイジュウ コドモ シキュウ		子育て支援室		0229-63-7870
										子育て応援出産祝金事業		子育て応援出産祝金事業

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		出産		幸せはこぶコウノトリ事業		幸せはこぶコウノトリ事業		保険適用外の特定不妊治療費に対する国の助成金額に、秋田県独自に助成金額を上乗せ。
さらに、国の助成対象とならない回数の治療に対し、県独自で助成。		健康推進課		018-860-1426										幸せはこぶコウノトリ事業		幸せはこぶコウノトリ事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療を行った夫婦に対し、治療費の一部を助成する。 トクテイ フニン チリョウ オコナ フウフ タイ チリョウヒ イチブ ジョセイ		子ども未来部子ども健康課 コ ミライ ブ コ ケンコウ カ		018-883-1172										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド		育児用品購入費補助金制度 ヒ キン セイド		1歳未満の乳幼児1人につき、市内で購入した新品育児用品を対象に購入費の1/2、上限1万円を2品まで補助 ホジョ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-27-8074										育児用品購入費補助金制度		育児用品購入費補助金制度

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝い金		第３子以降出産祝い金		第３子以降の出産に対し、祝い金１０万円を支給 ダイ コ イコウ シュッサン タイ イワ キン マンエン シキュウ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										第３子以降出産祝い金		第３子以降出産祝い金

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ		妊婦健康診査事業 ニンプ ケンコウ シンサ ジギョウ		妊婦さんの出産までの定期妊婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費を公費負担 ニンプ シュッサン テイキ ニンプ ケンコウ シンサ ヒ ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ コウヒ フタン		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										妊婦健康診査事業		妊婦健康診査事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。自己負担額の一部（1回の上限5万円、年間3回）を助成。また、一般不妊治療（１回の上限5万円、年間3回）、不育症治療（1年度上限15万円）費用の一部を助成。 ケン トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ウワノ ジョセイ セイド ジコ フタン ガク イチブ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ ジョセイ イッパン フニン チリョウ カイ ジョウゲン マンエン ネンカン カイ フイクショウ チリョウ ネン ド ジョウゲン マンエン ヒヨウ イチブ ジョセイ		健康子育て課 ケンコウ コソダ カ		0185-24-3400										不妊治療費助成		不妊治療費助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		出産		子宝祝金制度		子宝祝金制度		第１子５万円、第２子以降５０万円、第３子以降については、出生又は転入等で住民基本台帳に登録された日より１年を経過した日の翌日から、６歳の誕生日の属する月の前月まで、月額１万円を贈呈する。		住民福祉課		0186-77-2222										子宝祝金制度		子宝祝金制度

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成。 トクテイ フニン チリョウヒ イッパン フニン チリョウヒ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業		特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ		赤ちゃん誕生祝金支給事業 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ジギョウ		赤ちゃん誕生祝金の支給。
第２子20万円、第３子以降30万円。 アカ タンジョウ イワ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		福祉課
福祉係 フクシ カ フクシ ガカリ		0185-85-2190										赤ちゃん誕生祝金支給事業		赤ちゃん誕生祝金支給事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊症・不育症治療に要した保険診療対象外費用を助成。所得制限なし、通算５年間。特定不妊治療１５万円／１回（年度３回まで）、一般不妊治療１５万円／１年度、不育症治療３０万円／１年度 フニンショウ フイクショウ チリョウ ヨウ ホケン シンリョウ タイショウガイ ヒヨウ ジョセイ ショトク セイゲン ツウサン ネン カン トク サダム フニン チリョウ マンエン カイ ネンド カイ イッパン フニン チリョウ マンエン ネンド フイクショウ チリョウ マンエン ネンド		住民生活課　保健センター ジュウミン セイカツカ ホケン		0185-45-2613										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ		山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助成。治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限5万円までを年3回、通算5年間（15回まで）助成。 ヤマガタケン トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ ジギョウ ウ フウフ タイショウ ケン ジョセイ ジギョウ ウワノ ヒヨウ イチブ ジョセイ チリョウヒ ケン ジョセイガク サガク タイ カイ ジョウゲン マンエン ネン カイ ツウサン ネンカン カイ ジョセイ		健康課
健康推進室 ケンコウ カ ケンコウ スイシンシツ		0233-22-2111
(内線515)										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		子の出生前6ヶ月以上大石田町に居住し、子の出生後１年以上町に居住する意志がある保護者に対し、第１子50,000円、第２子以降100,000円を支給。		保健福祉課		0237-35-2111										出産祝金		出産祝金

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		出産		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ		誕生入学祝い金支給事業 タンジョウ ニュウガク イワ キン シキュウ ジギョウ		第１子～第３子誕生時１０万円支給。第４子以降３０万円支給。第３子以降小学校入学時１０万円支給。 ダイ シ ダイ シ タンジョウジ マンエン シキュウ ダイ シイコウ マンエン シキュウ ダイ シイコウ ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										誕生入学祝い金支給事業		誕生入学祝い金支給事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ シュッサン シュク		町内にお住まいの方が出産した場合、第１子は祝品（商品券）３万円、第２子は祝品（商品券）５万円、第３子以降は祝金１７万円を贈呈。 マン マン マン		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【すこやか出産祝】

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業		一般的な検査１４回分の費用を１回目１万円、２回以降５千円を限度額として助成。あわせて、ヒトＴ細胞白血病ウイルス-１型、子宮頚がん検査、クラミジア検査の全額を助成。 マン セン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338										妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）		不妊治療費助成事業
（子宝支援事業）		不妊治療に要した医療費の自己負担額の１／２を交付。ただし、対象となる不妊治療が終了した年度から交付し、通算して３０万円を限度として交付。 マン		健康福祉課健康医療室		0238-86-2338

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金給付		出産育児一時金給付		国民健康保険加入者の方に出産育児一時金として４２万円を給付。（原則として医療機関への直接払い） マン		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511										出産育児一時金給付		出産育児一時金給付

		064289		山形県		庄内町		結婚・子育て		出産		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		ひまわりっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第４子は２０万円、第５子以降は３０万円を贈呈。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ ダイ サンシ マン エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン ゾウテイ		 保健福祉課
 子育て応援係 ホケン フクシ カ コソダ オウエン カカリ		0234-56-2216										ひまわりっ子誕生祝金		ひまわりっ子誕生祝金

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		出産		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ		妊婦検診事業 ニンプ ケンシン ジギョウ		福島市に住民票のある妊婦さんに15回までの妊婦検診費用を助成 ニンプ ケンシン		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		024-525-7671
										妊婦検診事業		妊婦検診事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		３人目以降の子の出産届を出したとき、５万円のお祝金。※町に住所のある子（または住所のあった子）で３人目以降 ニン メ イコウ コ シュッサン トドケ ダ マン エン イワイ キン マチ ジュウショ コ ジュウショ コ サンニン メ イコウ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										出産祝金		出産祝金

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド		妊婦健診公費助成制度 ニンプ ケンシン コウヒ ジョセイ セイド		妊婦健診１５回までを公費負担。 ニンプ ケンシン カイ コウヒ フタン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										妊婦健診公費助成制度		妊婦健診公費助成制度

		073229		福島県		大玉村 オオタマムラ		結婚・子育て		出産		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド		子育て支援医療費助成制度 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの出生の日から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医療費が無料。（支給要件あり） コ シュッショウ ヒ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ シキュウ ヨウケン		福祉環境部　　健康福祉課 フクシ カンキョウ ブ ケンコウ フクシカ		0243-48-3131(代表)										子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		第3子以降の出産の場合、祝金を支給。出生時20万円・2歳の誕生日10万円・小学校入学時20万円、計50万円。 ダイ シ イコウ シュッサン バアイ イワ キン シキュウ シュッセイ ジ マン エン サイ タンジョウビ マン エン ショウガッコウ ニュウガク ジ マン エン ケイ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										出産祝金		出産祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		出産		こうのとりサポート事業 ジギョウ		こうのとりサポート事業 ジギョウ		不妊症・不育症（流産等）に悩む夫婦に対して、その検査や治療に係る費用を助成。（添付資料あり） フニン ショウ フ ソダ ショウ リュウザン トウ ナヤ フウフ タイ ケンサ チリョウ カカ ヒヨウ ジョセイ テンプ シリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-4532										こうのとりサポート事業		こうのとりサポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金支給制度		誕生祝金支給制度		対象となる子の出産の日まで１年以上磐梯町に居住し、出産の日以後も引き続き３ヶ月以上磐梯町に居住する者に対し、第一子２０万円、第二子３０万円、第三子以降５０万円を支給する。		こども課 カ		0242-74-1216				大 ダイ		赤ちゃん1人目20万円、2人目30万円、3人目50万円！ アカ ニン メ マン エン リ メ マン エン ニン メ マンエン				誕生祝金支給制度		誕生祝金支給制度

		082040		茨城県		古河市		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金制度		出産子育て奨励金制度		本市に1年以上居住し、第3子以上を出産した方で、2人以上の子どもを養育している方に、児童1人につき30万円を0歳時、1歳時、2歳時の3回に分け、10万円ずつ支給する。 ０，０００ ０，０００		子ども部子育て応援課 コ ブ コソダ オウエン カ		0280-92-3111										出産子育て奨励金制度		出産子育て奨励金制度

		082147		茨城県 イバラキケン		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		出産		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ		高萩市地域少子化対策強化事業 タカハギシ チイキ ショウシカ タイサク キョウカ ジギョウ		妊娠・出産に関する正しい情報提供及び結婚・妊娠・出産・育児の各ステージで必要な情報を取得できる特設サイトの開設。メールフォームでの相談受付等。事業開始時期についてはお問い合わせください。 ニンシン シュッサン カン タダ ジョウホウ テイキョウ オヨ ケッコン ニンシン シュッサン イクジ カク ヒツヨウ ジョウホウ シュトク トクセツ カイセツ ソウダン ウケツケ ナド カイシ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0293-23-7030										高萩市地域少子化対策強化事業		高萩市地域少子化対策強化事業

		082155		茨城県		北茨城市 キタイバラキシ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		父または母のいずれかが出産の日前1年以上市内に在住しており、現に2人以上の児童を養育し、第3子以降の子どもを出産した方に出産祝い金を支給。（第3子10万円、第4子30万円、第5子以降50万円） シナイ ザイジュウ		市民福祉部　　　社会福祉課 シミン フクシ ブ シャカイ フクシカ		0293-43-1111     (内線132,133)										出産祝い金		出産祝い金

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）1回につき10万円を限度（初年度3回まで、2年度目以降2回を限度）とし、通算5年間、通算10回を助成する。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ゲンド ジョセイ		保健衛生部
健康増進課 ホケン エイセイブ ケンコウ ゾウシン カ		0296-77-1101										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		082252		茨城県		常陸大宮市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		出産祝い金支給事業 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		すべての子の誕生時に１人あたり３万円を支給する。 コ タンジョウジ ヒト マン エン シキュウ		福祉課 フクシカ		0295-52-1111										出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド		さわやか子育て出産奨励金制度 コソダ シュッサン ショウレイキン セイド		本市に6月以上在住し、2児を養育している者が第3子以上を出産し、その児童を6月以上養育し、監護している場合に、第3子以上1人につき50万円を、出産後6カ月後に1/2、1年後に1/2の2回に分けて支給。 ホン シ ザイジュウ バアイ ダイ シ イジョウ ヒトリ シュッサン ゴ ゲツ ゴ ネンゴ カイ ワ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0297-35-2121										さわやか子育て出産奨励金制度		さわやか子育て出産奨励金制度

		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市 バンドウシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成する。１回の治療に要した費用のうち、茨城県補助の額を差し引いた額について５万円を限度に助成する。 フニン ナヤ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ イチブ ジョセイ カイ チリョウ ヨウ ヒヨウ イバラキケン ホジョ ガク サ ヒ ガク マンエン ゲンド ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0297-35-3121										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ		出産祝い金支給事業費 シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ ヒ		出生の子1人に対し，2万円の祝金を支給する。 シュッセイ コ ニン タイ マンエン イワ キン シキュウ		こども課 カ		029-240-7144										出産祝い金支給事業費		出産祝い金支給事業費

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		出産		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		妊婦の夫や妊娠を希望する女性等を対象とし，妊婦が風疹に罹患することによる先天性風疹症候群児の出生を防ぐため予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-240-7134										任意予防接種（風しんワクチン）助成事業
		任意予防接種（風しんワクチン）助成事業


		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド		不妊治療助成金制度 フニン チリョウ ジョセイキン セイド		H26.4.1以降に始めた治療を対象に，不妊治療を受けている方の治療費の負担軽減を図るため，県の助成に加え，75,000円を上限に助成します。 イコウ ハジ チリョウ タイショウ フニン チリョウ ウ カタ チリョウヒ フタン ケイゲン ハカ ケン ジョセイ クワ エン ジョウゲン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010										不妊治療助成金制度		不妊治療助成金制度

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド		妊婦健康診査助成制度 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイ セイド		健診費用の負担軽減を図るため，妊婦健診助成を14回から15回に増やしています。 ケンシン ヒヨウ フタン ケイゲン ハカ ニンプ ケンシン ジョセイ カイ カイ フ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		029-266-1010										妊婦健康診査助成制度		妊婦健康診査助成制度

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		出産		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ		出産子育て奨励金支給事業 シュッサン コソダ ショウレイキン シキュウ ジギョウ		第3子以上の子を出産された方に、一人につき30万円までの奨励金を支給。支給時期は、出産後、3歳の誕生日後、小学校入学後に10万円ずつ。 ダイ シ イジョウ コ シュッサン カタ ヒトリ マンエン ショウレイキン シキュウ シキュウ ジキ シュッサン ゴ サイ タンジョウビ ゴ ショウガッコウ ニュウガクゴ マンエン		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941										出産子育て奨励金支給事業		出産子育て奨励金支給事業

		085464		茨城県		境町 サカイ マチ		結婚・子育て		出産		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド		子育て出産奨励金支給制度 コソダ シュッサン ショウレイキン シキュウ セイド		子どもの多いご家庭の経済的な負担軽減などを目的として、第３子以上の子どもを出産されたご家庭に最大50万円を限度とした、出産奨励金を支給する。 コ オオ カテイ ケイザイテキ フタン ケイゲン モクテキ ダイ シイジョウ コ シュッサン カテイ サイダイ マンエン ゲンド シュッサン ショウレイキン シキュウ		福祉課 フクシカ		0280-81-1305										子育て出産奨励金支給制度		子育て出産奨励金支給制度

		085642		茨城県		利根町		結婚・子育て		出産		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		利根町子育て応援支給制度 トネ マチ コソダ オウエン シキュウ セイド		H22.年度以降に生まれた第2子以降の子どもに対し出生年から次の額を15年間分割支給。
第2子：50万円(出生年3.8万、2年目～3.3万)、第3子以降：100万円(出生年7.6万、2年目～6.6万) ネンド ツギ ガク		福祉課 フクシカ		0297-68-2211				中 チュウ		赤ちゃん2人目50万円、3人目100万円を15年間分割支給 アカ ニン メ マンエン ニン メ マンエン ネンカン ブンカツ シキュウ				利根町子育て応援支給制度		利根町子育て応援支給制度

		092037		栃木県		栃木市		結婚・子育て		出産		赤ちゃん誕生祝金		赤ちゃん誕生祝金		第２子以降のお子さんが誕生した保護者に祝金を支給します。
第２子：1万円第３子以降：2万円		保健福祉部
こども課		0282-21-2221										赤ちゃん誕生祝金		赤ちゃん誕生祝金

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		出産		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ		鹿沼市不妊治療支援事業 カヌマシ フニン チリョウ シエン ジギョウ		鹿沼市に１年以上居住しており、不妊治療を希望する法律上の婚姻をしている夫婦に助成対象経費の1/2以内で、１回１５万円を限度に通算５回まで助成。 カヌマシ ネンイジョウ キョジュウ フニン チリョウ キボウ ホウリツ ジョウ コンイン フウフ ジョセイ タイショウ ケイヒ イナイ カイ マンエン ゲンド ツウサン カイ ジョセイ		保健福祉部
健康課 ホケン フクシ ブ ケンコウ カ		0289-63-2819										鹿沼市不妊治療支援事業		鹿沼市不妊治療支援事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		出産		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・第二子以降の誕生に祝い金３万円を支給する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業		・やいたみらいっ子誕生祝金支給事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ		第３子以降出産祝金事業 ダイ シ イコウ シュッサン イワ キン ジギョウ		第3子以降の子出生の日まで、引き続き1年以上住所を有し、第3子以降の子の他2人以上の児童（満18歳の年度末までの児童）を養育している場合、第3子以降の子1人につき20万円を支給。		福祉課		0285-56-9130 										第３子以降出産祝金事業		第３子以降出産祝金事業

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン		母子健康教育事業（妊婦検診） ボシ ケンコウ キョウイク ジギョウ ニンプ ケンシン		妊娠届を提出した妊婦の一般健康診査費用（1回目20,000円、2回～7回各5,000円、8回目11,000円、9回～10回目各5,000円、11回目9,000円、12～14回目各5,000円）を補助		健康課		0285-56-9132										母子健康教育事業（妊婦検診）		母子健康教育事業（妊婦検診）

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		出産		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		要件を満たす夫婦に対し、保険診療適用外の不妊治療にかかる治療費（国・県の同様の制度又は各種保険等により給付があるときは、その給付額を控除した額）の1/2の額を助成。1年度あたり上限20万円。通算5年。		健康課 ケンコウ カ		0285-56-9132										母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）		母子健康教育事業（不妊治療費助成制度）

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		妊産婦医療費助成事業 ニンサンプ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		妊産婦医療費自己負担分の助成 ニンサンプ イリョウ ヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631										妊産婦医療費助成事業		妊産婦医療費助成事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ		出産準備手当事業 シュッサン ジュンビ テアテ ジギョウ		赤ちゃん１人に対し３万円を助成 アカ ニン タイ マンエン ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555										出産準備手当事業		出産準備手当事業

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費1/2（年間上限15万円）を助成。最大５年間 トクテイ フニン チリョウ ヒ ネン カン ジョウゲン マンエン ジョセイ サイダイ ネン カン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-2555										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン シュッサン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し出産祝金を交付 シュッサン イワイ キン		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）		過疎地域定住促進奨励金（出産祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド		出産祝金支給制度 シュッサン イワイ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載された後6か月以上住所を有し、出産後引き続き町内に在住する見込みのある方を対象に、出産児童1人につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ アト ゲツ イジョウ ジュウショ ユウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ ミコ カタ タイショウ シュッサン ジドウ リ マンエン シキュウ		総務課住民係 ソウムカ ジュウミン カカリ		0274-82-2112										出産祝金支給制度		出産祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		出産		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン		出産奨励手当金 シュッサン ショウレイ テアテ キン		１子以上を養育し、２子以上を出産した世帯に、第２子10万円、第３子30万円、第４子以降50万円を支給し、出産を奨励するとともに、定住化の促進を図る。		少子化・子育て対策室		0279-75-8825										出産奨励手当金		出産奨励手当金

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		出産		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		片品村出産祝金支給事業 カタシナ ムラ シュッサン イワ キン シキュウ ジギョウ		第３子以上の出産に際し誕生を祝い、出産祝金を支給する。対象児１人につき３０万円。 ダイ コ イジョウ シュッサン サイ タンジョウ イワ シュッサン イワ キン シキュウ タイショウジ ニン マンエン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										片品村出産祝金支給事業		片品村出産祝金支給事業

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ		出産祝金支給事業 シュッサン イワイ キン シキュウ ジギョウ		子の出生日において6ヶ月以上みなかみ町の住民である父または母を対象に、次代を担う子供の健全な育成育成と福祉の増進を図ることを目的として祝金を贈る。第1子7万円。第2子7万円。第3子15万円。 コ シュッセイ ビ ゲツ イジョウ マチ ジュウミン チチ ハハ タイショウ ジダイ ニナ コドモ ケンゼン イクセイ イクセイ フクシ ゾウシン ハカ モクテキ イワイキン オク ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン		子育て健康課 コソダ ケンコウカ		0278-25-5009										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		不妊治療を受けた夫婦に対して費用を一部助成。夫婦の合計所得が730万円未満等の要件あり。治療費から埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額を、10万円/年度を限度に通算5年度助成 ウ フウフ ゴウケイ ショトク マンエン ミマン トウ ヨウケン ネンド		市民部健康づくり課 シミン ブ ケンコウ カ		048-528-0601(直通)										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		113611		埼玉県		横瀬町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、出産の奨励と子育て世帯への支援を目的とし、祝い金を支給（一子につき３万円） イワ キン シキュウ イッシ マン エン		健康づくり課 ケンコウ カ		0494-25-0116										出産祝い金		出産祝い金

		113654		埼玉県		小鹿野町		結婚・子育て		出産		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン		出産報奨金 シュッサン ホウショウキン		健全な乳幼児を育成するために第１子10,000円、第２子30,000円、第３子以降50,000円の報奨金を支給。対象は、母親が出産まで６箇月以上の居住期間を有すること、出生児の住所が本町にあること。 ケンゼン ニュウヨウジ イクセイ ダイ コ エン ダイ コ エン ダイ コ イコウ エン タイショウ ハハオヤ シュッサン カゲツ イジョウ キョジュウ キカン ユウ シュッショウ ホン		住民課 ジュウミン カ		0494-75-4170										出産報奨金		出産報奨金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		１年以上前から引き続き住所を有し、かつ居住している方で２子以上を養育し、第３子以降を出産して養育する父母に２０万円を支給。 ネンイジョウ マエ ヒ ツヅ ジュウショ ユウ キョジュウ カタ シ イジョウ ヨウイク ダイ シ イコウ シュッサン ヨウイク フボ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										出産祝金		出産祝金

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ		特定不妊治療助成 トクテイ フニン チリョウ ジョセイ		１年以上前から市内に住所を有している夫婦に対し、年額１０万円を上限として、平成２６年４月１日以降の特定不妊治療で要した治療費から県による助成額を引いた残りの自己負担額の２分の１を助成。 ネンイジョウ マエ シ ナイ ジュウショ ユウ フウフ タイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ		健康管理課 ケンコウ カンリ カ		0479-63-8766										特定不妊治療助成		特定不妊治療助成

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		出産		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ		出産子育て支援事業 シュッサン コソダ シエン ジギョウ		第３子以降の子どもを出産し、本市に住み始めてから１年を経過している保護者に対し、１０万円を支給する。 ダイ コ イコウ コ シュッサン ホン シ ス ハジ ネン ケイカ ホゴシャ タイ マンエン シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331										出産子育て支援事業		出産子育て支援事業

		124419		千葉県		大多喜町		結婚・子育て		出産		大多喜町出産祝い金支給		大多喜町出産祝い金支給		第１子及び第２子については新生児１人につき１０万円
第３子以降は新生児１人につき３０万円を支給 シキュウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0470-82-2152										大多喜町出産祝い金支給		大多喜町出産祝い金支給

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン		出産育児祝金 シュッサン イクジ イワ キン		３人目の子どもの出産を祝福して祝金を支給。（３０万円）
【対象】御宿町に１年以上住所を所有し、居住している方で、２人の子どもを養育し、かつ３人目以降の出生児を養育する方 ニン メ コ シュッサン シュクフク イワ キン シキュウ マンエン タイショウ オンジュク マチ ネン イジョウ ジュウショ ショユウ キョジュウ カタ ニン コ ヨウイク ニン メ イコウ シュッセイ ジ ヨウイク カタ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										出産育児祝金		出産育児祝金

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ		妊婦健康診査 ニンプ ケンコウ シンサ		身体の異常の有無を早期発見し、適切な指導をするための健康診査を行っています。
（町内に住所を有しているが、出産等で他市町村に一時的に里帰りする方も対象） カラダ イジョウ ウム ソウキ ハッケン テキセツ シドウ ケンコウ シンサ オコナ チョウナイ ジュウショ ユウ シュッサン ナド タ シチョウソン イチジテキ サトガエ カタ タイショウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										妊婦健康診査		妊婦健康診査

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ		妊産婦健診事業 ニンサンプ ケンシン ジギョウ		妊娠届出以降の全ての妊婦健診及び産後健診に係る費用を助成しています。 ニンシン トドケデ イコウ ゼン ニンプ ケンシン オヨ サンゴ ケンシン カカ ヒヨウ ジョセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511										妊産婦健診事業		妊産婦健診事業

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		出産		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ		妊娠アシスト事業 ニンシン ジギョウ		不妊治療費助成制度を設けています。１回の申請につき８万円を限度として助成します。助成回数は、年１回の申請で、通算５回まで可能です。 モウ マンエン ゲンド ジョセイ ジョセイ カイスウ ネン カイ シンセイ		こども課
親子健康係 カ オヤコ ケンコウ カカリ		025-552-1511										妊娠アシスト事業		妊娠アシスト事業

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ		出生祝品支給 シュッショウ イワ ヒン シキュウ		出生届の際に申請してもらい、新生児1人につき1回支給する。支給品は「一時預かり利用無料券（2枚）」と「カタログから申請者が選んだ1品」とする。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										出生祝品支給		出生祝品支給

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		妊産婦医療費助成 ニンサンプ イリョウヒ ジョセイ		入・通院医療費の保険適用分を全額助成。		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										妊産婦医療費助成		妊産婦医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。特定不妊治療（体外受精、顕微授精）：通算6回、1治療当たり上限13万円。人工授精：1年度1回・通算2年度、上限3万円。 フウフ イッポウ マタ リョウホウ ミナミウオヌマ シ ジュウショ ユウ モノ ホケン テキヨウ ガイ チリョウヒ タイショウ ジョセイ トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ツウサン カイ チリョウ ア マンエン ジンコウ ジュセイ ネン ド カイ ツウサン ネンド マンエン		保健課 母子保健班 ホケンカ ボシ ホケン ハン		025-773-6811										不妊治療費助成		不妊治療費助成

		153851		新潟県		阿賀町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		●第1子5万円●第2子・5万円●第3子以降1人につき10万円		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0254-92-5763										出産祝金		出産祝金

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		出産等支援交通費助成事業		出産等支援交通費助成事業		市内に住所がある又は出産（死産含む）のため市内に里帰りをした妊産婦の負担を軽減する目的で交通費（１万円上限）の助成を行います。（１回の出産で１回のみ） シ カイ シュッサン カイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										出産等支援交通費助成事業		出産等支援交通費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療に要した費用を1夫婦年間30万円を上限に助成します。 フニン チリョウ ヨウ ヒヨウ フウフ ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		不育症治療費助成事業		不育症治療費助成事業		不育症治療に要した費用を年間30万円を上限に助成します。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0766-67-8606										不育症治療費助成事業		不育症治療費助成事業

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		出産		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ		誕生お祝い事業 タンジョウ イワ ジギョウ		通常のお祝品（バラの花束、ネームプレート、セーフティサイン）に加え、第３子以降には米１俵又は稲葉メルヘン牛を贈呈しています。 ツウジョウ イワ シナ ハナタバ クワ ダイ コ イコウ コメ ヒョウ マタ イナバ ギュウ ゾウテイ		秘書広報課 ヒショ コウホウ カ		0766-67-1760										誕生お祝い事業		誕生お祝い事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッショウ イワ キン		出生祝い金 シュッショウ イワ キン		お子様の誕生を祝い健やかな成長を願って、お子様が出生された場合、出生祝い金を支給する。
支給される金額（出生児1名につき）は、第1子から3子は3万円、第4子は5万円、第5子以降は10万円。 イコウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053										出生祝い金		出生祝い金

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ		一般不妊治療支援事業 イッパン フニン チリョウ シエン ジギョウ		所得基準を満たす一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療対象経費の2分の1以内を連続2年間助成。（1年あたり5万円以内、累計10万円以内） ショトク キジュン ミ イッパン フニン チリョウ ウ フウフ タイ チリョウ タイショウ ケイヒ ブン イナイ レンゾク ネンカン ジョセイ ネン マンエン イナイ ルイケイ マン エン イナイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										一般不妊治療支援事業		一般不妊治療支援事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		新生児一人につき1万円分の地域限定商品券を支給。 シンセイ ジ ヒトリ マン エンブン チイキ ゲンテイ ショウヒン ケン シキュウ		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										出産祝金		出産祝金

		172090		石川県		かほく市		結婚・子育て		出産		赤ちゃんすくすく応援事業		赤ちゃんすくすく応援事業		新生児の健やかな成長を願い出生祝品として、出生届出時に新生児一人につきかほく市共通商品券３万円分を贈ります。		市民部
子育て支援課 シミン ブ		076-283-7155										赤ちゃんすくすく応援事業		赤ちゃんすくすく応援事業

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		出産		妊産婦医療制度		妊産婦医療制度		「妊娠・出産のため生じた疾病」の医療費（保険診療分）を助成します。		子育て支援課		0761-58-2232										妊産婦医療制度		妊産婦医療制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業		出産祝金交付事業		子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的に祝金（商品券）を交付。第１子の出産５万円分。第２子の出産１０万円分。第３子以降の出産１５万円分。 イワイ キン ショウヒンケン コウフ マンエン ブン マン		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		不妊治療のため支払った検査費および検診費を助成。特定不妊治療は、県の助成金を除いた額の7割を助成。一般不妊治療は、2分の1以内（上限7万円）を助成。（特定・一般あわせた上限70万円）		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		0

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ		出産祝金交付事業 シュッサン イワイ キン コウフ ジギョウ		出産時に住所を有する養育者（父または母）を対象。
第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円 シュッサン ジ ジュウショ ユウ ヨウイクシャ チチ ハハ タイショウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ イコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0767-72-3134										出産祝金交付事業		出産祝金交付事業

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		結婚・子育て		出産		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン		すこやかあかちゃんお祝い金 イワ キン		出生後初めて登録した住所が能登町の乳児へ、お祝い金として第1子は70千円、第2子は100千円、第3子は150千円のお祝い金を給付する。 シュッセイ ゴ ハジ トウロク ジュウショ ノトチョウ ニュウジ イワ キン ダイ シ センエン ダイ コ センエン ダイ コ センエン イワ キン キュウフ		町民課 チョウミン カ		0768-62-8500										すこやかあかちゃんお祝い金		すこやかあかちゃんお祝い金		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		健やか育児支援祝金		健やか育児支援祝金		市内に１年以上在住（住民登録）し、第３子以降の出生に１０万円の祝金。 ナイ		福祉事務所
子育て支援担当 フクシ ジム ショ コソダ シエン タントウ		0553-22-1111										健やか育児支援祝金		健やか育児支援祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成制度		不妊治療費助成制度		不妊治療に要した医療費の自己負担額の２分の１の額とし、１５万円を上限。助成金の交付回数は、１年度の治療期間を１回とし通算５回（５年間）まで助成。		健康増進課
健康支援担当 ケンコウ ゾウシン カ ケンコウ シエン タントウ		0553-22-1111										不妊治療費助成制度		不妊治療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ		不妊症対策支援事業 フニンショウ タイサク シエン ジギョウ		不妊症のため子どもをもてない夫婦が、保険適用外の体外受精・顕微授精をうけた場合、その治療費の一部を助成する。要件をすべて満たす方に、１年度において１回の治療につき10万円を限度に２回助成する。 フニンショウ コ フウフ ホケン テキヨウ ガイ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ バアイ チリョウヒ イチブ ジョセイ ヨウケン ミ カタ ネン ド カイ チリョウ マンエン ゲンド カイ ジョセイ		保健課
保健指導担当 ホケンカ ホケン シドウ タントウ		0551-23-4310										不妊症対策支援事業		不妊症対策支援事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		出産		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度 アカ シュッショウ イワイ キン セイド		両親のいずれかが韮崎市に住民登録をし、新生児の住民登録も韮崎市にされた方が対象。出生した新生児の保護者に出生をお祝いし、１万円を支給する。 リョウシン ニラサキシ ジュウミン トウロク シンセイジ ジュウミン トウロク ニラサキシ カタ タイショウ シュッセイ シンセイジ ホゴシャ シュッショウ イワ マンエン シキュウ		福祉課
子育て支援担当 フクシカ コソダ シエン タントウ		0551-22-1111
(内線173~175)										おめでとう赤ちゃん出生祝金制度		おめでとう赤ちゃん出生祝金制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		身延町に住所を有する方が出産し、新生児とともに定住する場合に支給。第1子3万円、第2子5万円、第3子以降20万円。(それぞれに印鑑と希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給)		政策室		0556-42-4801										出産祝金		出産祝金

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成　		不妊治療費の助成　		不妊症と診断された夫婦で1年以上町内に住所を有し居住している方。自己負担額の2分の1、上限20万円、年度1回、通算5回		福祉保健課		0556-20-4611										不妊治療費の助成　		不妊治療費の助成　

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不妊症の治療費の２分の１を助成します。
ただし、助成上限を２０万円とし、１年度内１回、通算５年度まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		不育症治療助成事業		不育症治療助成事業		松本市に住民登録して１年以上経過している戸籍上のご夫婦に、不育症の治療に関する１治療期間毎の医療費を助成します。ただし、助成上限を２０万円とし、通算５回まで助成します。		健康づくり課		0263-34-3217										不育症治療助成事業		不育症治療助成事業

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊娠中の異常を早期に発見し、母体や胎児の健康確保と経済的負担の軽減のため、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう、受診票（補助券）をお渡しします。		健康づくり課		0263-34-3217										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊治療費補助		不妊治療を受けた夫婦に治療費の一部を補助（所得制限有） アリ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244										不妊治療費補助		不妊治療費補助

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		健やかな出産を迎えられるよう母子健康手帳交付の際、14枚の基本健診受診票、４種類（５枚）の追加検査受診票、４枚の超音波受診票を交付		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		出産		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		全国唯一の自治体経営の産婦人科の単科病院 ゼンコク ユイツ ジチタイ ケイエイ サンフジンカ タンカ ビョウイン		上田市立産婦人科病院 ウエダ シリツ サンフジンカ ビョウイン		0268-22-1573										上田市立産婦人科病院		上田市立産婦人科病院

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の特定治療費助成決定を受けている夫婦で、住民登録して１年以上経過し医療保険に加入している方に県助成金を控除した額の2分の１以内を年度で1回、通算5回補助。1回の上限額10万円。3回目以降上限額5万円 ケン トクテイ チリョウ ヒ ジョセイ ケッテイ ウ フウフ ジュウミン トウロク ネンイジョウ ケイカ イリョウ ホケン カニュウ カタ ケン ジョセイ キン コウジョ ガク ブン イナイ ネンド カイ ツウサン カイ ホジョ カイ ジョウゲン ガク マンエン カイメ イコウ ジョウゲン ガク マンエン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2333										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		出産		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン		過疎地域定住促進補助金／出産祝金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン シュッサン イワイ キン		子どもの出産前６月以上対象地域に住所を有し、定住する意思がある保護者
第１子３万円、第２子５万円、第３子７万円及び第４子以降、１人につき１０万円※年齢要件及び地域要件有り コ シュッサン マエ ツキ イジョウ タイショウ チイキ ジュウショ ユウ テイジュウ イシ ホゴシャ ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン ダイ コ マンエン オヨ ダイ コ イコウ ニン マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／出産祝金		過疎地域定住促進補助金／出産祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		大町市に住所を有し、出産して児童を養育する父母を対象に、お祝金を贈ります。第１子・第２子５万円、第３子以降１０万円。		子育て支援課
子育て支援係		0261-22-0420										出産祝い金		出産祝い金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		誕生祝金		誕生祝金		出生したお子さんに１人２万円を支給します。		教育こども課子育て支援係		0266-27-1111(内線714)										誕生祝金		誕生祝金

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		すこやかな出産を迎えられるよう健康管理を充実させることと、経済的な負担の軽減のために、必要な回数（１４回程度）の健診を受けられるよう受診券を渡します。		保健センター		0266-27-8384										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		下諏訪町では、町に住民登録をして１年以上経過し、医療保険に加入しているご夫婦を対象に治療費の助成を行います。		保健センター		0266-27-8384								1		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン シュク キン		出産祝金 シュッサン シュク キン		出産について下記のとおり祝金を支給。①第１子２万円②第２子２万円③第３子５０万円 シュッサン カキ シュク キン シキュウ ダイ コ マンエン ダイ シ マンエン ダイ コ マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										出産祝金		出産祝金

		204480		長野県 ナガノケン		生坂村		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産を祝い保護者の出生児育成の一助とするため出産祝金を支給。第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降２０万円 シュッサン イワ ホゴシャ シュッセイ ジ イクセイ イチジョ シュッサン イワイ キン シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										出産祝金		出産祝金

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助		不妊治療費補助		不妊（不育症）治療に要した医療保険適用外医療費について1/2を補助		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										不妊治療費補助		不妊治療費補助

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		出産		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン		出生成長祝金 シュッショウ セイチョウ イワ キン		お子さんの出生、また成長に合せ、お祝い金を贈呈。①出産―第１、２子…3万円、第３子…10万円、第４子以降…20万円②満4歳到達時…3万円③小学校入学時…5万円 コ シュッショウ セイチョウ アワ イワ キン ゾウテイ シュッサン ダイ シ ００００エン ダイ シ ００００ エン ダイ シ イコウ ００００ エン マン サイ トウタツ ジ マンエン ショウガッコウ ニュウガク ジ マンエン		保健センター ホケン		026-269-2104										出生成長祝金		出生成長祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費のうち、県から受けた助成を控除した額について助成します。（限度額１０万円／回、妻の年齢によって回数制限あり） ケン ジョセイ		福祉部
保健センター		(0584)75-2322										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。		子育て支援部
子育て支援課		0584-47-7092										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ		山県市新生児出産祝金事業 ヤマガタシ シンセイジ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、支給対象児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ニン マンエン ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837										山県市新生児出産祝金事業		山県市新生児出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		出産		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ		山県市出産祝金事業 ヤマガタシ シュッサン イワイ キン ジギョウ		市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、第３子以降の新生児を出産したときに１人あたり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ダイ シ イコウ シンセイジ ジョセイ		福祉課 フクシカ		0581-22-6837										山県市出産祝金事業		山県市出産祝金事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212181		岐阜県		本巣市 モトス シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		お子さんの出産を祝福し、健やかな成長を支援するため、第三子以降のお子さんを出産された場合に保護者に支給します。第三子…３０万円。第４子以降…５０万円。 コ シュッサン シュクフク スコ セイチョウ シエン ダイ サンシイコウ コ シュッサン バアイ ホゴシャ シキュウ ダイ サンシ マンエン ダイ シイコウ マンエン		子ども大切課 コ タイセツ カ		058-323-7753										出産祝金		出産祝金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 ジギョウ		不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る費用に対し助成します。（助成額は治療1回につき治療に直接要した費用で岐阜県から給付される額を除く額。ただし、22万5千円を上限に助成）		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査費一部助成		妊婦健康診査費一部助成		妊娠健康診査費14回分を助成します。		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										妊婦健康診査費一部助成		妊婦健康診査費一部助成

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		出産		予防接種事業		予防接種事業		妊娠希望者などに対する風しん予防接種を行い、疾病予防の更なる充実を図ります。		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171										予防接種事業		予防接種事業

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ		各種助成（検診・その他） カクシュ ジョセイ ケンシン タ		①新生児聴覚検査費用助成3千円②不妊治療助成1人年間上限10万円・5年間③ヤング健康診査（19～39歳を対象とする健診）自己負担5百円④歯周疾患検診（30歳以上全員を対象とする）自己負担5百円 セン ヒャク ヒャク		住民福祉部健康増進課 ジュウミン フクシ ブ ケンコウ ゾウシン カ		0585-23-1511										各種助成（検診・その他）		各種助成（検診・その他）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー祝い金		すこやかベビー祝い金		住民基本台帳に６か月以上登録されており、かつ出産後も引き続き１年以上居住すると見込まれる方に、出産子１人につき50,000円支給されます。		住民福祉部子育て支援課 コソダ シエン カ		0585-22-2111										すこやかベビー祝い金		すこやかベビー祝い金

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		出産		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン		出産育児奨励金 シュッサン イクジ ショウレイキン		第３子以降の出産に対し、出産育児奨励金を交付する。
（第３子：１０万円、第４子以降２０万円） ダイ コ イコウ シュッサン タイ シュッサン イクジ ショウレイキン コウフ ダイ コ マンエン ダイ シ イコウ マンエン		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513										出産育児奨励金		出産育児奨励金

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		出産		出産祝い金交付事業		出産祝い金交付事業		次世代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進を図ることを目的に第１子に５万、第２子に１０万、第３子以降の出産には２０万を支給する。		国保診療所 コクホ シンリョウ ショ		0574-78-2100										出産祝い金交付事業		出産祝い金交付事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		医療保険が適用されない体外受精・顕微受精による治療について、１回の治療につき最大５万円を助成。		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		出産		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウヒ ジョセイ		出生時の体重が2,000g以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した赤ちゃんに医療費と食事療養費を助成。 ショクジ リョウヨウヒ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										未熟児養育医療費助成		未熟児養育医療費助成

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。 フニン チリョウ ウ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ		健やか・こども部健康づくり課 スコ ブ ケンコウ カ		0547-34-3281										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業		少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。		健康づくり課 ケンコウ カ		0537-37-1112										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド		出産費助成制度 シュッサン ヒ ジョセイ セイド		子どもの出産に係る費用の一部を軽減をすることにより、子育てする家庭の負担を軽減し、子どもを産みやすい環境を整備することを目的とする制度。1回の出産（単胎）につき10万円（多児加算1人5万円）助成 ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										出産費助成制度		出産費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費等助成事業		不妊治療費等助成事業		不妊治療を受けた方に治療費等の一部を助成。①一般不妊治療：経費の１/２以内（1回2万円・年間10万円上限）②特定不妊治療：経費の１/２以内（県助成金制度併用の場合は残額を上限）、1回15万円・年2回 チリョウ ヒ トウ イチブ ジョセイ ジョウゲン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										不妊治療費等助成事業		不妊治療費等助成事業

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン		妊婦健康診査の補助金 ニンプ ケンコウ シンサ ホジョキン		妊婦健康診査のうち、基本健診14回分、超音波検査4回分、後期血液検査1回分を公費（公費負担分を超える分は自己負担）で受診。県外で妊婦健康診査を受診した場合は、還付申請が可能。 ジュシン		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										妊婦健康診査の補助金		妊婦健康診査の補助金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		町内在住で出産された方に祝金を支給。
・出産祝金第１子20,000円、第２子30,000円、第３子以降１子につき50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ シュッサン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										出産祝い金		出産祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		出産		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン		森っ子出産祝金 モリ コ シュッサン イワ キン		子どもの誕生を祝い、出産納金として、新生児1人につき10万円を保護者に給付する。 コ タンジョウ イワ シュッサン ノウキン シンセイジ ヒトリ マンエン ホゴシャ キュウフ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										森っ子出産祝金		森っ子出産祝金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励 シュッサン ショウレイ		出産奨励 シュッサン ショウレイ		２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金を支給 ニン メ マンエン ニン メ マンエン ニン メ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										出産奨励		出産奨励

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を指定医療機関で受けており、前年の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦に県の助成に上乗せし、上限10万円を限度に１年度１回、通産５年助成を行う。 トクテイ フニン チリョウ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ シテイ イリョウ キカン ウ ゼンネン フウフ ガッサン ショトク マンエン ミマン フウフ ケン ジョセイ ウワノ ジョウゲン マンエン ゲンド ネンド カイ ツウサン ネン ジョセイ オコナ		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		出産		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン		すこやかベビー出産祝金 シュッサン イワ キン		新生児を出産された方に祝い金を支給します		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0598-82-3783										すこやかベビー出産祝金		すこやかベビー出産祝金

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		出産		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ		第三子以上出産祝金助成事業 ダイ サン シ イジョウ シュッサン イワ キン ジョセイ ジギョウ		第三子以上の出産に、20万円助成 ダイ サン シ イジョウ シュッサン マン エン ジョセイ		行政経営課 ギョウセイ ケイエイ カ		(0599)66-1366										第三子以上出産祝金助成事業		第三子以上出産祝金助成事業

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		第３子以降の出産に、第３子１０万円、第４子以降３０万円を支給。		福祉課		0735-33-0339										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		出産奨励祝い金		出産奨励祝い金		出産の祝い金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝い金として助成。（３人目５万円、４人目１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										出産奨励祝い金		出産奨励祝い金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		育児支援助成金		育児支援助成金		育児に必要な紙オムツ、粉ミルクの購入経費の一部を助成する制度。（満１歳まで月額上限２千円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										育児支援助成金		育児支援助成金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助金		不妊治療費補助金		不妊治療に必要な経費の一部を助成。（上限１０万円）		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										不妊治療費補助金		不妊治療費補助金

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診診査費用助成		妊婦健診診査費用助成		定期妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。		福祉保健課 フクシ ホケンカ		0749-48-8115										妊婦健診診査費用助成		妊婦健診診査費用助成

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		結婚・子育て		出産		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		第２子以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として５万円を支給します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』出産祝金（第２子以降） 

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ		マタニティータクシークーポン事業 ジギョウ		妊婦さんが医療機関や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000円）をお渡しします。 ニンプ イリョウ キカン ガイシュツ サイ リヨウ ジョセイ ケン エン ワタ		健康福祉部　　健康介護課　　　　健康増進係 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ カイゴ カ ケンコウ ゾウシン カカリ		0791-22-7168										マタニティータクシークーポン事業		マタニティータクシークーポン事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		出産		出産祝金支給事業		出産祝金支給事業		相生市内にお住まいの方が出産した場合、出生児1人当たり5万円の「お祝い金」を贈ります。 カタ シュッサン バアイ		健康福祉部　　子育て支援室		0791-22-7175 

										出産祝金支給事業		出産祝金支給事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		出産費助成事業		出産費助成事業		出産（妊娠12週目以降の死産も含む）の日までに赤穂市在住の母親に出産費の一部を助成。1子あたり5万円を助成する。		子育て健康課		0791-43-6808										出産費助成事業		出産費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		市内に住所を有する法律上婚姻し、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の決定を受けるなど要件を満たす方に対し、治療1回あたり10万円を上限に通算10回を超えない範囲で助成を行う。		保健センター		0791-43-9855										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		産婦健康診査費補助事業		産婦健康診査費補助事業		平成24年2月1日以降に出産された市内に住所を有する産婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回1,500円を上限として2回助成する。		保健センター		0791-43-9855										産婦健康診査費補助事業		産婦健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		出産		妊婦検診検査費補助事業		妊婦検診検査費補助事業		市内住所を有する妊婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回5,000円を上限として11回分、1回10,000円を上限として3回分、合計85,000円分を助成する。		保健センター		0791-43-9855										妊婦検診検査費補助事業		妊婦検診検査費補助事業

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		出産		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド		ツープラス１出産祝金支給制度 シュッサン イワ キン シキュウ セイド		第３子以降の出産・養育される方に対して、出産祝金を支給。第３子以降１人につき２０万円、第３子を含む３人以上（２０歳未満）を養育する者、出産後も引き続き出生児とともに５年以上定住する意思のある者 ダイ コ イコウ シュッサン ヨウイク カタ タイ シュッサン イワ キン シキュウ ダイ コ イコウ ニン マンエン ダイ コ フク ニン イジョウ サイ ミマン ヨウイク モノ シュッサン ゴ ヒ ツヅ		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシカ		0795-74-1130										ツープラス１出産祝金支給制度		ツープラス１出産祝金支給制度

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		市内にお住まいの方で、お子さんを出産された方を対象に支給。第１子、第２子の出産、１子につき３万円支給。第３子以降の出産、１子につき１０万円支給。 シナイ スマ カタ コ シュッサン カタ タイショウ シキュウ ダイ コ ダイ コ シュッサン コ マンエン シキュウ ダイ コ イコウ シュッサン コ マンエン シキュウ		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										出産祝金		出産祝金

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ		県の助成制度に上乗せして、治療１回１０万円を上限に助成。 ケン ジョセイ セイド ウワノ チリョウ カイ マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康課 ケンコウ カ		0799-44-3004										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		出産		出産祝金		出産祝金		出生届提出時2万円の祝い金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501										出産祝金		出産祝金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ		妊娠判定受診費用 ニンシン ハンテイ ジュシン ヒヨウ		妊娠判定にかかった費用を助成する。
（上限：7,000円／回、年度２回まで） ニンシン ハンテイ ヒヨウ ジョセイ ジョウゲン エン カイ ネンド カイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										妊娠判定受診費用		妊娠判定受診費用

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン		妊婦健康診査助成金 ニンプ ケンコウ シンサ ジョセイキン		県内の医療機関・助産院で使用できる受診券（95,000円分）を交付する。 ケンナイ イリョウ キカン ジョサンイン シヨウ ジュシン ケン エン ブン コウフ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										妊婦健康診査助成金		妊婦健康診査助成金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金 トクテイ フニン チリョウ イッパン フニン チリョウ フ イク チリョウヒ ジョセイ キン		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費用を助成する。 ヒヨウ ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111								1		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金		特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療費助成金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		一般不妊治療費助成事業 イッパン フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成します。		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)										一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン		出産奨励祝金 シュッサン ショウレイ イワイ キン		町民で第3子以降の子の出産に対し10万円を支給します。		住民福祉課福祉係 ジ フクシ カカリ		0736-22-0300(内線2064)										出産奨励祝金		出産奨励祝金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		出産		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ		妊婦健診助成事業 ニンプ ケンシン ジョセイ ジギョウ		妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を14回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担分についても一部助成します。 ニンプ ケンコウ シンサ ヒョウジュンテキ ナイヨウ キホン ジュシン ヒヨウ カイブン ジョセイ ジュシン ヒヨウ イガイ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ		やすらぎ対策課衛生係 エイセイ カカリ		0736-22-0300(内線2053)										妊婦健診助成事業		妊婦健診助成事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		出産		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン		第２子以上の出産報奨金 ジョウ シュッサン ホウショウキン		第２子以上の出産に対する報奨金。
第２子は５万円、第３子以降は１０万円を支給。 ジョウ シュッサン タイ ホウショウキン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										第２子以上の出産報奨金		第２子以上の出産報奨金

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産児1人に対して５万円を助成 シュッサンジ ニン タイ マンエン ジョセイ		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										出産祝い金		出産祝い金

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		出産		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		すさみっ子誕生祝金 コ タンジョウ イワ キン		出産の日以前から継続して１年以上、出産後も引き続き住民登録し居住される家庭の出生時第１、２子には１０万円分、３子以降には１５万円分の町商工会商品券をお祝いとして贈る。 シュッサン ヒ イゼン ケイゾク ネンイジョウ シュッサン ゴ ヒ ツヅ ジュウミン トウロク キョジュウ カテイ シュッセイ ジ ダイ シ マンエンブン シ イコウ マンエンブン チョウ ショウコウカイ ショウヒンケン イワ オク		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										すさみっ子誕生祝金		すさみっ子誕生祝金

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド		出産祝い金制度 シュッサン イワ キン セイド		第3子：10万円、第4子以降：30万円を支給する。町民かつ出産後も町内に居住することが条件。 ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ チョウミン シュッサンゴ チョウナイ キョジュウ ジョウケン		福祉課 フクシ カ		0735-62-0561										出産祝い金制度		出産祝い金制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		出産手当		出産手当		第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。		総務部 市民課 シミンカ		0858-22-8155										出産手当		出産手当

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用の一部（年間10万円を限度）を5年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療（人工授精）助成事業		一般不妊治療（人工授精）助成事業		人工授精に要した経費の一部（治療費の２割・上限年間２万円）を通算２年間助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										一般不妊治療（人工授精）助成事業		一般不妊治療（人工授精）助成事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		出産		不育治療費助成事業		不育治療費助成事業		不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。		福祉保健部 保健センター		0858-26-5670										不育治療費助成事業		不育治療費助成事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		出産		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		出産祝金（いきいき定住促進条例） シュッサン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		町内に住所を有する方が出産し届出が受理されたとき、2万円を交付。 チョウナイ ジュウショ ユウ カタ シュッサン トド デ ジュリ マンエン コウフ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										出産祝金（いきいき定住促進条例）		出産祝金（いきいき定住促進条例）

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		出産		一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療自己負担金の一部を助成します。（上限30,000円／年）		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										一般不妊治療費助成事業		一般不妊治療費助成事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		出産		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ		乳児・妊婦個別健診事業 ニュウジ ニンプ コベツ ケンシン ジギョウ		乳児健診（２回）と妊婦健診（１４回）を無料で受診できる。 ニュウジ ケンシン カイ ニンプ ケンシン カイ ムリョウ ジュシン		健康づくり課 ケンコウ カ		0867-72-6129										乳児・妊婦個別健診事業		乳児・妊婦個別健診事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不妊治療支援事業		不妊治療支援事業		不妊症のご夫婦が医療保険対象外の不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を年間１０万円以内で助成する		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054										不妊治療支援事業		不妊治療支援事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		出産		不育治療支援事業		不育治療支援事業		専門の医療機関で不育症の診断を受けて治療をされている方に、保険外の治療費の一部を助成する。１年度３０万円が上限 ネンド マンエン ジョウゲン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0867-42-1054										不育治療支援事業		不育治療支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦が安心して無事出産を迎えられるよう，妊婦から出産までの間における当該妊婦健診に係る助成金（50,000円）を交付する。 ニンプ アンシン ブジ シュッサン ムカ ニンプ シュッサン アイダ トウガイ ニンプ ケンシン カカ ジョセイキン エン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		風しん任意予防接種費用助成事業 フウ ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		現在妊娠しているまたは妊娠を予定・希望している女性とその配偶者，同世帯家族に対し風しん単独ワクチンなら上限7,710円，麻しん風しん混合ワクチンなら上限11,530円の助成金を交付する。 ゲンザイ ニンシン ニンシン ヨテイ キボウ ジョセイ ハイグウシャ ドウ セタイ カゾク タイ フウ タンドク ジョウゲン エン マ フウ コンゴウ ジョウゲン エン ジョセイキン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										風しん任意予防接種費用助成事業		風しん任意予防接種費用助成事業

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド		誕生祝金制度 タンジョウ イワ キン セイド		出生時に矢掛町に住所を有する第３子以降の新生児の親権者について，新生児１人につき１０万円の誕生祝金を交付する。 シュッセイジ ヤカゲチョウ ジュウショ ユウ ダイ シ イコウ シンセイジ シンケンシャ シンセイジ ニン マンエン タンジョウ イワ キン コウフ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										誕生祝金制度		誕生祝金制度

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		結婚・子育て		出産		出産準備金 シュッサン ジュンビキン		出産準備金 シュッサン ジュンビキン		出産の経費を軽減するため費用の一部として、出産準備金を贈る。／出産準備金は10万円とする。ただし、第3子から1人につき30万円とする。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627										出産準備金		出産準備金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		不妊治療助成事業		不妊治療助成事業		不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療費の一部を助成する制度。1回の補助の上限額：100,000円。※費用の２分の1以内を助成※１年度２回、通算５年まで		健康福祉部		0868-38-7102										不妊治療助成事業		不妊治療助成事業

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 キン		誕生祝い金 キン		出産祝い金３０，０００円。勝央町に６カ月以上在住が要件で、出生届出時に申請・支給します。		税務住民部		0868-38-3115										誕生祝い金		誕生祝い金

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		出産		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		出産費用助成事業 シュッサン ヒヨウ ジョセイ ジギョウ		出産費用から部屋代、食事代、出産育児一時金・高額医療費等を差し引いた金額を助成。【上限5万円】		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411										出産費用助成事業		出産費用助成事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ		妊婦健診費用の助成 ニンプ ケンシン ヒヨウ ジョセイ		妊婦健康診査を受ける時の費用を助成。妊婦健康診査補助券(14回分)，妊婦歯科健康診査受診券（1回分），妊婦一般健康診査検査券(1回分)，子宮頸ガン検診受診券(1回分)，クラミジア検査受診券(1回分)		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257										妊婦健診費用の助成		妊婦健診費用の助成

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		広島県不妊治療支援事業の承認決定夫婦を対象に治療費の一部を助成。指定医療機関で，体外受精または顕微授精に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く）に対し，1回15万円を上限に助成。		福祉保健部
健康推進課
母子健康係 フクシ ホケン ブ ケンコウ スイシンカ ボシ ケンコウ カカリ		0824-62-6257										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		庄原市に住所を有し，出生児と同居および養育している保護者で，出産後3年以上庄原市に在住しようとする方が対象。第１子，第２子は20万円，第３子以降は35万円を交付		児童福祉課 ジドウ フクシ カ		0824-73-1192										出産祝い金		出産祝い金

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		出産		妊産婦健康診査等支援制度		妊産婦健康診査等支援制度		妊婦健診の受診を促し、安全で安心な出産ができるようにするため、妊婦健診の受診回数に応じて、1回当たり2,000円、最高で14回分、28,000円を助成します。		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ		0827-59-2148										妊産婦健康診査等支援制度		妊産婦健康診査等支援制度

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成		妊婦に対し妊婦健診における交通費の一部を助成。【助成額】1回の受診につき1,000円【対象者】町に住民登録を有する期間に，町外の医療機関で妊婦健診を受けた者		福祉課		0826-25-0250										妊婦健康診査交通費助成		妊婦健康診査交通費助成

		352012		山口県		下関市		結婚・子育て		出産		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン		　人口定住促進対策事業（出産祝金） ジンコウ テイジュウ ソクシン タイサク ジギョウ シュッサン イワ キン		過疎・離島地域への人口定住促進。（地域限定）
対象地域居住者で、第3子以降の子を出産し、生計を同じくして6ヶ月以上養育した方へ20万円支給。 マン		企画課 キカクカ		083-231-1911										　人口定住促進対策事業（出産祝金）		　人口定住促進対策事業（出産祝金）

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		結婚・子育て		出産		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド		出産祝金制度 シュッサン イワイ キン セイド		第３子以降の対象児１人につき10万円の祝金を支給します。		こども支援課 シエン カ		0827-29-5075										出産祝金制度		出産祝金制度

		362069		徳島県		阿波市		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業		出産を祝福し祝い金を支給。市内に出産前６ケ月以上居住し、出産後３ケ月以上居住する意思のある方		市民部
市民課		0883-35-7800										出産祝い金支給事業		出産祝い金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサンイワ キン		出産祝い金 シュッサンイワ キン		町内居住者が出産をした際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ シュッサン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										出産祝い金		出産祝い金

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		出産		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド		出産祝い金加算制度 シュッサンイワ キン カサン セイド		出産時に交付する祝い金（2万円）に加えて合併後（H17.3.1）の出産からの経過年数（５年後、10年後、15年後）に応じて加算金が交付される制度。		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										出産祝い金加算制度		出産祝い金加算制度

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を１４回分交付。		保健介護課 ホケン カイゴ カ		0880-63-1113										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワ キン		出産祝金 シュッサン イワ キン		子どもが生まれた方で、町に１年以上住所を有し、かつ居住し、引き続き将来共土佐町に居住する意思を有する方に支給。
第１子及び第２子：５０，０００円
第３子以降：１５０，０００円 カタ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										出産祝金		出産祝金

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		新生児一人につき5,000円支給 シンセイジ ヒトリ エン シキュウ		越知町社会福祉協議会 オチ チョウ シャカイ フクシ キョウギカイ		0889-26-1149										出産祝い金支給		出産祝い金支給

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		出産		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		出産祝い金支給 シュッサン イワ キン シキュウ		一人につき２万円の出産祝い支給 ヒトリ マンエン シュッサン イワ シキュウ		健康福祉課　　福祉係 ケンコウ フクシ カ フクシ カカリ		0880-43-2116										出産祝い金支給		出産祝い金支給

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		母親学級 		母親学級 		妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を実施します。		筑後市立病院 チクゴ シリツ ビョウイン		0942-53-7511										母親学級 		母親学級 

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		出産		出生届の価値創出事業		出生届の価値創出事業		新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈します。		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112										出生届の価値創出事業		出生届の価値創出事業

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ		妊婦一般健康診査 ニンプ イッパン ケンコウ シンサ		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付。妊娠全期間を通じて使用可能。 ニンプ ケンシン コウモク クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ケン カイ ブン コウフ ニンシン ゼンキカン ツウ シヨウ カノウ		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		406023		福岡県		添田町		結婚・子育て		出産		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン		添田町出産育児奨励金 ソエダマチ シュッサン イクジ ショウレイキン		出産児１人につき50,000円、３子目（２児養育中）200,000円、４子以上（３児養育中）500,000円の出産奨励金。３子以上につき（現在２児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。 シュッサン ジ ヒト エン コ メ ジ ヨウイクチュウ エン コ イジョウ ジ ヨウイクチュウ エン シュッサン ショウレイキン コ イジョウ ゲンザイ ジ ヨウイク ツキ ガク エン イクジ ショウレイキン シキュウ		保健福祉環境課 ホケン フクシ カンキョウ カ		0947-82-1232										添田町出産育児奨励金		添田町出産育児奨励金

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		出産		不妊治療費補助事業		不妊治療費補助事業		保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										不妊治療費補助事業		不妊治療費補助事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ		新生児祝い金支給事業 シンセイジ イワ キン シキュウ ジギョウ		【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万円を支給します。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支給します。 シュッサン イワ キン チョウナイ ネンイジョウ テイジュウ フウフ ダイ コ イジョウ シュッサン バアイ シンセイジ ニン アタ マンエン シキュウ イクジ ホウショウキン チョウナイ シュッセイ ダイ シ イジョウ コサマ マン サイ タッ トキ マンエン シキュウ		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111										新生児祝い金支給事業		新生児祝い金支給事業

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ		特定不妊治療費助成 トクテイ フニン チリョウヒ ジョセイ		町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療につき１０万円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通算３年間）。 チョウナイ ネン イジョウ テイジュウ フウフ タイガイ ジュセイ ケンビ ジュセイ ウ バアイ カイ チリョウ マンエン トウケツ ハイ イショク トウ マンエン ジョセイ ショネンド カイ ネンド メ イコウ カイ ゲンド ツウサン ネンカン		町民生活課健康推進係 チョウミン セイカツ カ ケンコウ スイシン カカ		0957-46-1111										特定不妊治療費助成		特定不妊治療費助成

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		特定不妊治療費助成事業 トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		治療に要した額から県の助成額を控除した額で、1回10万円（凍結胚移植等は5万円）を限度に助成。（初年度は3回、以降年2回を限度に通算3年間）		健康推進課健康増進係 ケンコウ スイシン カ ケンコウ ゾウシン カカ		0956-85-2483										特定不妊治療費助成事業		特定不妊治療費助成事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		423238		長崎県		波佐見町 ハサミチョウ		結婚・子育て		出産		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン		誕生祝い金 タンジョウ イワ キン		第３子以降の出産に対し母親に誕生祝金１０万円を贈る。		住民福祉課子育て支援係り ジュウミン フクシカ コソダ シエン カカ		0956-85-2333										誕生祝い金		誕生祝い金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン		妊婦歯科健康診査費助成金 ニンプ シカ ケンコウ シンサ ヒ ジョセイ キン		母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ） ボシ ケンコウ テチョウ トウ コウフ ウ ニンシン キカンチュウ シカ ケンコウ シンサ ウ ニンプ エン カイ		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										妊婦歯科健康診査費助成金		妊婦歯科健康診査費助成金

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		出産		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン		関所っ子誕生祝金 セキショ コ タンジョウ イワイ キン		第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ エン ダイ コ マンエン ダイ シイコウ マンエン キョジュウ ネンゲン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										関所っ子誕生祝金		関所っ子誕生祝金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝金		出生祝金		出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。 ヒト ダイ シ ００００エン ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マンエン シキュウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724										出生祝金		出生祝金

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		出産		出産祝い金 シュッサン イワ キン		出産祝い金 シュッサン イワ キン		本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出生児１人につき3万円の出産祝い金を給付しています。 ス カタ タンジョウ バアイ シュッセイジ ニン マンエン シュッサンイワ キン キュウフ		健康福祉課		0967-72-1229										出産祝い金		出産祝い金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		出産		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ		産前産後ホームヘルプサービス事業 サンゼン サンゴ ジギョウ		産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育児の困難さが見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／日の利用です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										産前産後ホームヘルプサービス事業		産前産後ホームヘルプサービス事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		出産		出生祝い金 シュッセイ イワ キン		出生祝い金 シュッセイ イワ キン		・出生児の養育者に対し出生祝い金を支給する制度。
・支給額：出生児1人につき50,000円 シュッショウ ジ ヨウイクシャ タイ シュッセイ イワ キン シキュウ セイド シキュウガク シュッショウ ジ ニン エン		福祉課 フクシカ		0966-45-7214										出生祝い金		出生祝い金

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ		不妊治療の助成 フニン チリョウ ジョセイ		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。 コ ノゾ フウフ ケイザイテキ フタン ケイゲン ネンカン マンエン ジョウゲン ジョセイ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117										不妊治療の助成		不妊治療の助成

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		出産		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ		妊婦健康診査の一部助成 ニンプ ケンコウ シンサ イチブ ジョセイ		妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。 ニンプ ケンシン クニ サダ ケンサ コウモク ムリョウ ジュシン ヒョウ カイブン コウフ		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0977‐21‐1117										妊婦健康診査の一部助成		妊婦健康診査の一部助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査		妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を14回分交付します。妊娠全期間を通じて使用できます。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										妊婦一般健康診査		妊婦一般健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		妊婦超音波検査		妊婦超音波検査		出産予定日に３５歳以上となる妊婦さんを対象に、妊娠後期での超音波検査が無料となる受診券を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										妊婦超音波検査		妊婦超音波検査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		にこにこ赤ちゃんブックスタート		にこにこ赤ちゃんブックスタート		小さな頃から読書の楽しさにふれてもらうため､豊後高田市で出生したお子さんに､布絵本をプレゼントします｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										にこにこ赤ちゃんブックスタート		にこにこ赤ちゃんブックスタート

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成		不妊治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため、年間１５万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		出産		不育治療費の助成		不育治療費の助成		お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、一治療期間につき１０万円を上限に助成します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										不育治療費の助成		不育治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウ ヒ ジョセイ		不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限10万円/年
（県事業との併用可）		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		出産		妊婦教室 ニンプ キョウシツ		妊婦教室 ニンプ キョウシツ		夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を無料で開催しています。 ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										妊婦教室		妊婦教室

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		妊婦健診支援事業 ニンプ ケンシン シエン ジギョウ		１４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 カイ ケンシン イガイ ケンシン フタン ガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										妊婦健診支援事業		妊婦健診支援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→30万円） ソンナイ キョジュウ ヒト コ ウ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン ダイ シイコウ マンエン		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111										出産祝金		出産祝金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		出産		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		妊婦健診交通費助成 ニンプ ケンシン コウツウヒ ジョセイ		村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） ソンナイ キョジュウ ニンプ ケンシン イ ウンチン ジョセイ ツキソイ ニン フク		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0978-87-2111										妊婦健診交通費助成		妊婦健診交通費助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ		不妊治療費の助成 フニン チリョウヒ ジョセイ		不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽減するための制度です。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										不妊治療費の助成		不妊治療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		お母さん教室 カア キョウシツ		お母さん教室 カア キョウシツ		初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										お母さん教室		お母さん教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		両親学級 リョウシン ガッキュウ		両親学級 リョウシン ガッキュウ		これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深めるために両親学級を開催しています。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										両親学級		両親学級

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン		新生児誕生祝金 シンセイジ タンジョウ イワ キン		以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給 マンエン ダイ シ マンエン ダイ シ マンエン シ イコウ マンエン シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122										新生児誕生祝金		新生児誕生祝金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		出産		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		出産育児一時金 シュッサン イクジ イチジキン		国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。		住民課 ジュウミンカ		0977-73-3122										出産育児一時金		出産育児一時金

		454061		宮崎県 ミヤザキケン		都農町 ツノチョウ		結婚・子育て		出産		子宝祝金 コダカラ イワ キン		子宝祝金 コダカラ イワ キン		都農町に１年以上住所を有し、現に２子以上の児童を養育している方を対象に、第３子以降の子を出産した場合に１０万円を支給する。また、小学校就学時には５万円を支給する。 ツノ チョウ ネン イジョウ ジュウショ ユウ ゲン シ イジョウ ジドウ ヨウイク カタ タイショウ ダイ シ イコウ コ シュッサン バアイ マン エン シキュウ ショウガッコウ シュウガク ジ マン エン シキュウ		福祉課 フクシ カ		0983-25-5714										子宝祝金		子宝祝金

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		志布志市特定不妊治療費助成事業 シブシシ トクテイ フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		１回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成する。 ジョセイ		保健課 ホケンカ		099-474-1111										志布志市特定不妊治療費助成事業		志布志市特定不妊治療費助成事業		1		沼津→志布志 ヌマヅ シブシ

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		出産		出産祝金 シュッサン イワイ キン		出産祝金 シュッサン イワイ キン		少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出産時に10万円を支給する。		福祉課 フクシカ		099-474-1111										出産祝金		出産祝金		0

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		出産		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ		出生祝金の支給 シュッショウ イワイ キン シキュウ		南九州市内に，出産前１年以上住所を有している方を対象に，２人目以降の子どもを出産し，養育する方に対し支給するもの。●第２子・・・５万円●第３子以降・・・１０万円 シ シュッサン マエ イチネンイジョウ ジュウショ ユウ カタ タイショウ ニン メ イコウ コ シュッサン ヨウイク カタ タイ シキュウ ダイ シ マンエン ダイ シ イコウ マ エン		福祉課 フクシカ		0993-83-2511
(代)										出生祝金の支給		出生祝金の支給

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		出産		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		不妊治療費助成事業 フニン チリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額２０万円を限度に助成。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111										不妊治療費助成事業		不妊治療費助成事業

		465259		鹿児島県		瀬戸内町		結婚・子育て		出産		出産祝い金		出産祝い金		第１子３万円第2子５万円第3子以降１０万円を支給（地元商工会商品券）		町民課		0997-72-1060										出産祝い金		出産祝い金

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		出産		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン		子育て支援出産祝金 コソダ シエン シュッサン イワ キン		独自の子育て支援策として平成19年4月1日から町民の出産を祝福すると共に、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、町民の子育てを支援し、もっと活力のある町づくりを目的として出産祝金を支給しています。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153										子育て支援出産祝金		子育て支援出産祝金

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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				03.結婚 ケッコン

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012165		北海道		芦別市		結婚・子育て		結婚		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） ケッコン		結婚したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（結婚1組10万円分の地域限定商品券）		市民福祉部市民課市民年金係		0124-22-2111										「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚）		0		リンク修正 シュウセイ

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		結婚		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ケッコン イワ キン		婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行った方へ商品券を交付。ただし、夫婦とも初婚かつ５０歳未満であること。①祝い金３万円②後継者祝い金５万円 カタ ショウヒンケン コウフ イワ キン マン エン コウケイシャ イワ キン マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」		蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		結婚祝い金支給事業 ケッコン イワ キン シキュウ ジギョウ		若年者の定住人口を増やすことを目的に、町内在住者が結婚したときに結婚祝金を支給します。夫婦１組に対して20万円 ジャクネン シャ テイジュウ ジンコウ フ モクテキ チョウナイ ザイジュウシャ ケッコン ケッコン イワ キン シキュウ フウフ クミ タイ マンエン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111				中 チュウ		結婚祝い金20万円 ケッコン イワ キン マンエン				結婚祝い金支給事業		結婚祝い金支給事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内在住のかたの結婚に際し、町から3万円を贈呈。 チョウナイ ザイジュウ ケッコン サイ チョウ マンエン ゾウテイ		総務課庶務係 ソウムカ ショムガカリ		0165-32-2421										結婚祝金		結婚祝金

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		結婚		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ		縁結び支援事業 エンムス シエン ジギョウ		婚活イベントの実施や自分磨きのための講座等の開催、出会いの場の提供、結婚を希望する方への結婚相談対応や出会いの仲介、これらにより結婚した夫婦へ祝い金10万円を交付します。 コン カツ ジッシ ジブン ミガ コウザ トウ カイサイ デア バ テイキョウ ケッコン キボウ カタ ケッコン ソウダン タイオウ デア チュウカイ ケッコン フウフ イワ キン マンエン コウフ		企画振興部企画調整課 キカク シンコウ ブ キカク チョウセイ カ		0191-21-8641										縁結び支援事業		縁結び支援事業		0

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		住まい		結婚		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ		新婚生活応援家賃助成事業 シンコン セイカツ オウエン ヤチン ジョセイ ジギョウ		婚姻の届出から１年以内の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成する。実質家賃額から３万円を差し引いた額で、月額上限１万円を２年間助成。 コンイン トドケデ ネン イナイ シンコン セタイ シナイ ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ バアイ ヤチン ジョセイ ジッシツ ヤチン ガク マンエン サ ヒ ガク ツキ ガク ジョウゲン マンエン ネンカン ジョセイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										新婚生活応援家賃助成事業		新婚生活応援家賃助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド		くりはら婚活プランナー認定制度 コンカツ ニンテイ セイド		独身の男女の仲をサポートすることに意欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりはら婚活プランナー」として認定し、その活動を支援する。認定期間は２年間（更新可）。 ニンテイ キカン ネンカン コウシン カ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										くりはら婚活プランナー認定制度		くりはら婚活プランナー認定制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド		婚活促進事業費補助金制度 コンカツ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン セイド		独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、イベント経費の一部を助成する。１事業につき対象経費の1/2、上限３０万円。１団体につき、年２回まで交付可。		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										婚活促進事業費補助金制度		婚活促進事業費補助金制度

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		結婚		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ		市主催の婚活イベント シ シュサイ コンカツ		各種婚活イベントの開催、婚活講演会の開催 カクシュ コンカツ カイサイ コンカツ コウエンカイ カイサイ		定住促進室 テイジュウ ソクシン シツ		0228-22-1125										市主催の婚活イベント		市主催の婚活イベント

		050008		秋田県		-		結婚・子育て		結婚		出会い・結婚支援事業		出会い・結婚支援事業		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、「あきた結婚支援センター」を核に、会員登録制によるマッチング、出会いイベントの開催支援等を促進。		少子化対策局		018-860-1248										出会い・結婚支援事業		出会い・結婚支援事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		結婚		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ		あきた結婚支援センター入会金助成事業 ケッコン シエン ニュウカイキン ジョセイ ジギョウ		あきた結婚支援センターへの入会金、１万円を助成。 ケッコン シエン ニュウカイキン マンエン ジョセイ		企画政策課
企画係 キカク セイサク カ キカク ガカリ		0185-85-4817										あきた結婚支援センター入会金助成事業		あきた結婚支援センター入会金助成事業

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		結婚		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ		異業種交流会事業 イギョウシュ コウリュウカイ ジギョウ		農業後継者と村内外の若者との出会いの場を提供する。
交流会開催の他、結婚支援センターの登録料を村が負担。（1人１万円） ノウギョウ コウケイシャ ソンナイ ガイ ワカモノ デア バ テイキョウ コウリュウ カイ カイサイ ホカ ケッコン シエン トウロクリョウ ムラ フタン ヒトリ マン エン		農業委員会 ノウギョウ イインカイ		0185-45-3654										異業種交流会事業		異業種交流会事業

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ		婚活支援事業 コン カツ シエン ジギョウ		平成23年に「つるおか婚活支援ネットワーク」を立ち上げ、地域の企業や団体等と連携しながら、婚活イベントなど結婚に関する情報提供をはじめ、活動団体への補助金による支援や婚活イベント・セミナー等を実施。 コン カツ ホジョキン コン カツ		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111										婚活支援事業		婚活支援事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		結婚		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】 イイデマチ テイジュウ ジョウレイ ケッコン イワイ		町内にお住まいの方が結婚した場合、１組につき祝品（商品券）３万円を贈呈。 チョウナイ ス カタ ケッコン バアイ クミ イワイ ヒン ショウヒンケン マンエン ゾウテイ		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】		飯豊町ふるさと定住いいですね条例　【ときめき結婚祝】

		072052		福島県		白河市		結婚・子育て		結婚		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ		「ふれあいの場」創出事業 バ ソウシュツ ジギョウ		白河市及び西白河郡（４町村）の広域的な範囲で、結婚を希望する独身の男女（２０歳以上から４０歳代）を対象に、実行委員会を立ち上げ、出逢いの場を提供する事業を実施。 シラカワシ オヨ ニシシラカワグン チョウソン コウイキテキ ハンイ ケッコン キボウ ドクシン ダンジョ サイ イジョウ サイ ダイ タイショウ ジッコウ イインカイ タ ア デア バ テイキョウ ジギョウ ジッシ		市民生活部地域支援課 シミン セイカツ ブ チイキ シエン カ		0248-22-1111										「ふれあいの場」創出事業		「ふれあいの場」創出事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		町内に定住する意思のある新婚夫婦に対し、祝金10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限38,000円/月）を支給。 チョウナイ テイジュウ イシ シンコン フウフ タイ イワ キン マンエン チンタイ ジュウタク ヤチン ゲツ ブン ジョウゲン エン ツキ シキュウ		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										結婚祝金		結婚祝金

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		結婚		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ		後継者対策事業 コウケイシャ タイサク ジギョウ		若者が交流できるイベントを実施し、町内在住の男性を対象に出会いの場を創出する。結婚活動支援イベント。 ワカモノ コウリュウ ジッシ デア バ ソウシュツ ケッコン カツドウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										後継者対策事業		後継者対策事業

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		結婚		ハッピーサポート事業 ジギョウ		ハッピーサポート事業 ジギョウ		市内花貫渓谷周辺でバーベキューを行い、市内観光を通じて独身男女の出会いの場を創出する。事業開始時期についてはお問い合わせください。 シナイ ハナ ヌキ ケイコク シュウヘン オコナ シナイ カンコウ ツウ ソウシュツ		まちづくり観光課 カンコウカ		0293-23-7316				中 チュウ		バーベキューで男女の出会い ダンジョ デア				ハッピーサポート事業		ハッピーサポート事業

		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		結婚		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ		婚活応援推進事業 コンカツ オウエン スイシン ジギョウ		結婚を希望する男女を応援するため，出会いの場の提供，自己啓発等のセミナーの開催，婚活相談員の配置を行う。 ケッコン キボウ ダンジョ オウエン デア バ テイキョウ ジコ ケイハツ ナド カイサイ コンカツ ソウダンイン ハイチ オコナ		社会福祉課 シャカイ フクシ カ		029-240-7112										婚活応援推進事業		婚活応援推進事業

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		結婚		やいた未来クラブ運営事業		やいた未来クラブ運営事業		結婚サポーターによるイベント開催、婚活支援		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										やいた未来クラブ運営事業		やいた未来クラブ運営事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		結婚		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） カソ チイキ テイジュウ ソクシン ショウレイキン ケッコン イワイ キン		黒保根町内に10年以上定住することを誓約した者に対し結婚祝金を交付		黒保根支所地域振興整備課　　産業振興係 クロホネ シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-96-2113										過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）		過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金）

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド		結婚祝金支給制度 ケッコン イワ キン シキュウ セイド		夫婦ともに町の住民基本台帳に記載され、結婚後も引き続き町内に在住する意思をもつカップル1組につき5万円を支給。 フウフ マチ ジュウミン キホン ダイチョウ キサイ ケッコンゴ ヒ ツヅ チョウナイ ザイジュウ イシ クミ マンエン シキュウ		健康課福祉係 ケンコウ カ フクシ カカリ		0274-64-8803										結婚祝金支給制度		結婚祝金支給制度

		104213		群馬県		中之条町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ		新婚家庭へのお米プレゼント シンコン カテイ コメ		婚姻届受理後、引き続き住所を置くか、１月以内に中之条町に住所を移し、１年以上住み続ける予定のものに６０ｋｇ分の米引換券を贈呈 コンイントドケ ジュリ ゴ ヒ ツヅ ジュウショ オ ツキ イナイ ナカノジョウマチ ジュウショ ウツ ネン イジョウ ス ツヅ ヨテイ ブン コメ ヒキカエケン ゾウテイ		企画政策課 キカク セイサクカ		0279-75-8802										新婚家庭へのお米プレゼント		新婚家庭へのお米プレゼント

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		結婚活動支援事業		「おやべの縁結びさん」を設置、「結婚活動支援イベント」に助成金を交付するなど、人口増対策の一環として結婚活動の支援事業を実施します。		市民協働課 シミン キョウドウ カ		0766-67-1760										結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		結婚		結婚活動支援事業		結婚活動支援事業		「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供や、結婚する力を高める自分磨き講座を実施する。		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037										結婚活動支援事業		結婚活動支援事業

		170003		石川県		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		結婚		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ		しあわせ発見事業 ハッケン ジギョウ		しあわせアドバイザー「縁結びist」による結婚相談の実施、異性とのコミュニケーション等を指南する「いしかわ婚活実践大学校」の開催、男女の交流イベントを行う企業等に対し、5万円/件を上限に助成。 エンムス ケッコン ソウダン ジッシ イセイ トウ シナン コンカツ ジッセン ダイガッコウ カイサイ ダンジョ コウリュウ オコナ キギョウ トウ タイ マン エン ケン ジョウゲン ジョセイ		少子化対策監室　　　　　　　　　次世代G ショウシカ タイサク ケン シツ ジセダイ		076-225 -1447										しあわせ発見事業		しあわせ発見事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		毎週火曜日（土曜日は受付のみ）、「フォーラム七尾」で結婚相談を実施。 マイシュウ カヨウビ ドヨウビ ウケツケ ケッコン ソウダン ジッシ		男女共同参画室 ダンジョ キョウドウ サンカク シツ		0767-52-5222										結婚相談事業		結婚相談事業

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		町内に定住を決めた「新婚夫婦」でいずれかが40歳以下である夫婦に対し交付。交付額は、夫婦とも転入者である場合10万円、いずれかが転入者である場合5万円、転入者でない場合3万円。		町民課 チョウミン カ		(076)288-2124										結婚祝金		結婚祝金

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		結婚		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談事業 ケッコン ソウダン ジギョウ		結婚相談所の設置、婚活イベント・セミナーの開催。 セッチ		市民生活課
まちづくり・協働担当 シミン セイカツ カ キョウドウ タントウ		0553-22-1111										結婚相談事業		結婚相談事業

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金		結婚祝金		身延町に住所を有する方が結婚し、定住する場合に5万円を支給。		政策室		0556-42-4801										結婚祝金		結婚祝金

		202126		長野県		大町市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン		新婚さん応援します！新婚生活応援 シンコン オウエン シンコン セイカツ オウエン		平成２６年４月１日以降に結婚した市内に住民登録のある満５０歳未満の夫婦に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イコウ ケッコン マン サイ フウフ		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										新婚さん応援します！新婚生活応援		新婚さん応援します！新婚生活応援

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		結婚		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ		いいやまお見合い本気婚活支援事業 ミア ホンキ コンカツ シエン ジギョウ		結婚相談所と連携し、飯山市民の独身男女で結婚後も飯山市内に住むことを希望する方には、結婚相談所への入会諸費用を補助 ケッコン ソウダンジョ レンケイ イイヤマシミン ドクシン ダンジョ ケッコンゴ イイヤマシナイ ス キボウ カタ ケッコン ソウダンジョ ニュウカイ ショヒヨウ ホジョ		いいやま住んでみません課 ス カ		0269-62-3111										いいやまお見合い本気婚活支援事業		いいやまお見合い本気婚活支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		結婚		出会い・婚活の場の提供		出会い・婚活の場の提供		婚活プロジェクト委員による婚活パーティーやセミナーの企画・運営など、地域の魅力の再発見を通した、町ぐるみによる婚活機運の盛り上げなど様々な面から婚活を応援しています。		総務課企画係		0266-27-1111(内線257)										出会い・婚活の場の提供		出会い・婚活の場の提供

		203840		長野県		飯島町		結婚・子育て		結婚		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度 ケッコン テイジュウ イワ キン ケッコン イワ ヒン セイド		結婚による定住を目指して取組んでいるエキサイト恋愛結婚「ふるさと婚活」や町主催の出会い・婚活イベントへの参加（登録）者同士が成婚・定住した際に、１組３万円の祝い金を贈呈（成婚のみは祝い品を贈呈） ケッコン テイジュウ メザ ト ク レンアイ ケッコン コン カツ マチ シュサイ デア コン カツ シャ ドウシ セイコン テイジュウ サイ クミ マンエン イワ キン ゾウテイ セイコン イワ ヒン ゾウテイ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										結婚・定住祝金（結婚祝品）制度		結婚・定住祝金（結婚祝品）制度

		204137		長野県 ナガノケン		天龍村 テンリュウ ムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン シュク キン		結婚祝金 ケッコン シュク キン		国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して２万円を支給 コクナイ ガイコク ジン ケッコン ト クミ タイ マンエン シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										結婚祝金		結婚祝金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		結婚		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ		かがやき婚活事業 コン カツ ジギョウ		結婚したいと考えている独身男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供し、皆さんの婚活を応援しています。これまで開催したイベントでは、１２３組のカップルが誕生しています。（２６年度は６回開催） ケッコン カイサイ クミ タンジョウ ネンド カイ カイサイ		かがやきライフ推進部
市民活動推進課		0584-47-7169										かがやき婚活事業		かがやき婚活事業

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		結婚		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ		ことぶき結婚相談所 ケッコン ソウダンジョ		結婚したい男女（男性は市内のみ）に、結婚情報の提供やセミナー、カップリングイベント、紹介等を実施。市民の結婚相談員が運営協議会を設け、毎月の結婚相談や年数回のカップリングパーティー、研修会等を開催 ダンセイ シナイ トウ ジッシ トウ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										ことぶき結婚相談所		ことぶき結婚相談所

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		結婚		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン		婚活支援事業費補助金 コンカツ シエン ジギョウヒ ホジョキン		晩婚化・未婚化の対策として、出会いの場の創出、体験イベント等を通じた結婚のきっかけづくりとなる事業について１０万円を上限として補助金を交付します。 マンエン ジョウゲン		総務部総合政策課 ソウム ブ ソウゴウ セイサク カ		0572-54-1111										婚活支援事業費補助金		婚活支援事業費補助金

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		結婚		婚活イベント企画運営事業		婚活イベント企画運営事業		定期的に結婚相談所を開設し、市委嘱相談員６名により相談業務を行う。（HP参照：http://mariage-gujo.org/）
田舎でしか出来ない婚活プロジェクトにより、年3回婚活イベントを開催。		市長公室
企画課		0575-67-1831										婚活イベント企画運営事業		婚活イベント企画運営事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		結婚		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談窓口、出会いの場を提供するイベントなどを開催します。		福祉部
社会福祉課 フクシ ブ シャカイ フクシ カ		 0576-52-3936										結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）		結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ）

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		結婚		新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金		結婚後も3年以上定住することを前提とした新婚世帯を対象に奨励金を支給。婚姻日において夫婦ともに満50歳未満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要です。奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円		総務部政策広報課 ソウム ブ セイサク コウホウカ		0585-22-2111										新婚世帯定住奨励金		新婚世帯定住奨励金

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン		婚姻届提出記念サービス コンイン トドケ テイシュツ キネン		沼津市役所に婚姻届を提出するカップルを対象に、提出する際の写真を撮影し、記念シートとして贈呈する。また、希望者には協賛施設でスペシャルサービスが受けられる「Vipパスカード」を併せて贈呈する。 キボウシャ キョウサン シセツ ウ アワ ゾウテイ		市民課 シミンカ		055-934-4720										婚姻届提出記念サービス		婚姻届提出記念サービス

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		結婚祝金 ケッコン イワイ キン		新たに夫婦となった2人の門出を祝うとともに、町の少子化対策、定住促進、地域福祉の向上を図ることを目的に、夫婦1組につき10万円を支給。 アラ フウフ ニン カドデ イワ マチ ショウシカ タイサク テイジュウ ソクシン チイキ フクシ コウジョウ ハカ モクテキ フウフ クミ マンエン シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										結婚祝金		結婚祝金

		224294		静岡県		川根本町 カワネホン マチ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内在住で結婚された方に祝金を支給。
・結婚祝金１組50,000円 チョウ ナイ ザイジュウ ケッコン カタ イワイ キン シキュウ		企画課まちづくり室 キカク カ シツ		0547-56-2221										結婚祝い金		結婚祝い金

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		結婚		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ		結婚相談委託事業 ケッコン ソウダン イタク ジギョウ		委託先：森町社会福祉協議会
結婚相談：月一回第二日曜日午前9時00分～11時30分 イタクサキ モリマチ シャカイ フクシ キョウギカイ ケッコン ソウダン ツキ イッカイ ダイニ ニチヨウビ ゴゼン ジ フン ジ フン		社会福祉協議会 シャカイ フクシ キョウギカイ		0538-85-5769										結婚相談委託事業		結婚相談委託事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		結婚		婚姻奨励 コンイン ショウレイ		婚姻奨励 コンイン ショウレイ		婚姻または婚姻後６カ月以内に転入した方に３万円の報奨金を支給 コンイン コンイン ゴ ゲツ イナイ テンニュウ カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										婚姻奨励		婚姻奨励

		253839		滋賀県 シガケン		日野町 ヒノチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		結婚を希望する独身男女に対して、出会い・交流の場を提供するため、会員登録制によるイベントやセミナーを開催。		企画振興課 キカク シンコウカ		0748-52-6552										婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」		婚活プロジェクト「クラブ　キュピドン」

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		結婚		ハッピーマジックの会 カイ		ハッピーマジックの会 カイ		出会いの場が少ない若者に、イベントの開催など交流の場を提供。２０～６０歳未満の独身の方で、男性は淡路島在住、在勤または出身者、女性は住所要件なし。 デア バ スク ワカモノ カイサイ コウリュウ バ テイキョウ サイミマン ドクシン カタ ダンセイ アワジシマ ザイジュウ ザイキン シュッシンシャ ジョセイ ジュウショ ヨウケン		少子対策課 ショウシ タイサク カ		0799-44-3040										ハッピーマジックの会		ハッピーマジックの会

		294497		奈良県		十津川村		結婚・子育て		結婚		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ		十津川村縁活ツアー トツカワムラ エン カツ		村外の20歳以上40歳未満の独身女性と村内独身男性が、十津川村の自然や温泉を体験するツアーを通して、交流を深める。 ソンガイ サイイジョウ サイ ミマン ドクシン ジョセイ ソンナイ ドクシン ダンセイ トツカワムラ シゼン オンセン タイケン トオ コウリュウ フカ		観光振興課 カンコウ シンコウカ		0746-62-0004										十津川村縁活ツアー		十津川村縁活ツアー

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		結婚		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ		若者交流促進事業 ワカモノ コウリュウ ソクシン ジギョウ		結婚を希望する独身の男女に、出会いや交流の機会を提供するため、婚活イベントを開催します。		企画公室まちづくり推進係 キ		0736-22-0300(内線2065)										若者交流促進事業		若者交流促進事業

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		結婚		婚活事業 コンカツ ジギョウ		婚活事業 コンカツ ジギョウ		町民、もしくは将来町民となる意志のある方を対象に婚活イベントを実施。
今年度は、１０月頃実施予定。 チョウミン ショウライ チョウミン イシ カタ タイショウ コンカツ ジッシ コンネンド ガツ ゴロ ジッシ ヨテイ		企画財政課 キカクザイセイカ		0736-56-3000										婚活事業		婚活事業

		304280		和歌山県		串本町 クシモト チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド		結婚祝い金制度 ケッコン イワ キン セイド		婚姻届を提出した夫婦に対し、1組につき5万円を支給する。町民かつ結婚後も町内に居住すること、滞納がないこと等が条件。 コンイン トド テイシュツ フウフ タイ クミ マンエン シキュウ チョウミン ケッコンゴ チョウナイ キョジュウ タイノウ トウ ジョウケン		企画課 キカク カ		0735-62-0556										結婚祝い金制度		結婚祝い金制度

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て		結婚		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業） コンカツ オウエン ジギョウ コンカツ ジョウ ハイシン ジギョウ		独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」が実施する「出会いの場」イベントの情報を発信します。平成２５年度イベント１３８回実施２０９組カップル成立（主催者報告） ドクシン カタ トウロク コンカツ オウエン キギョウ ダンタイ ジッシ デア バ ジョウホウ ハッシン ヘイセイ ネン ド カイ ジッシ クミ セイリツ シュサイシャ ホウコク		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）		とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント情メール配信事業）

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		結婚祝金（いきいき定住促進条例） ケッコン イワイ キン テイジュウ ソクシン ジョウレイ		夫婦ともに町内に住所を有し引き続き居住する意思のある方が結婚したとき、3万円を交付。 フウフ チョウナイ ジュウショ ユウ ヒ ツヅ キョジュウ イシ カタ ケッコン マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										結婚祝金（いきいき定住促進条例）		結婚祝金（いきいき定住促進条例）

		322032		島根県 シマネケン		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		結婚		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ		縁結びプロジェクト推進事業 エンムス スイシン ジギョウ		未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナーの開催、結婚相談開催支援、支援者養成セミナーの開催など ミコンカ バンコンカ タイサク チイキ ダンタイ トウ レンケイ ハカ ドクシン ダンジョ コンカツ シエン サク ト ク ナイヨウ コンカツ シエン カイサイ ケッコン ソウダン カイサイ シエン シエンシャ ヨウセイ カイサイ		縁結び定住課 エンムス テイジュウ カ		0853-21-6629										縁結びプロジェクト推進事業		縁結びプロジェクト推進事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		結婚		縁結び事業		縁結び事業		縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー」や商工会議所等の市内各種団体と連携し、独身男女の出会いを応援します。		福祉環境部子育て支援課 フクシ カンキョウブ コソダ シエン カ		0856-31-0243										縁結び事業		縁結び事業

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		結婚・子育て		結婚		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		隠岐の島町孫抱き交付金事業 オキ シマチョウ マゴ ダ コウフキン ジギョウ		隠岐の島町内で披露宴を行うことで25万円を交付します。
また、披露宴内で本町の伝統である「孫抱きの儀」を実施することで更に5万円を交付します。 オキ シマチョウ ナイ ヒロウエン オコナ マンエン コウフ ヒロウエン ナイ ホンチョウ デントウ マゴ ダ ギ ジッシ サラ マンエン コウフ		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570				大 ダイ		ウェディングに25万円
孫抱きの儀式でさらに5万円 マンエン マゴ ダ ギシキ マンエン				隠岐の島町孫抱き交付金事業		隠岐の島町孫抱き交付金事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		ブライダルセンター		ブライダルセンター		結婚相談所によるカウンセリング，婚活イベントの開催等，出会いの場を提供します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										ブライダルセンター		ブライダルセンター

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		新婚定住祝い金支給事業		新婚定住祝い金支給事業		新婚の夫婦にこうげん通貨3万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										新婚定住祝い金支給事業		新婚定住祝い金支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		結婚		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ		結婚仲人報奨金支給事業 ケッコン ナコウド ホウショウキン シキュウ ジギョウ		新婚の夫婦の仲人に対して，「こうげん通貨」１０万円相当額を支給します。		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										結婚仲人報奨金支給事業		結婚仲人報奨金支給事業

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		縁むすびの会 エニシ カイ		縁むすびの会 エニシ カイ		結婚を希望する男女の出会いを仲立ちする住民ボランティア組織。月２回の相談室（会員対象）及び、年数回の婚活イベント（町内外）を開催。 ゲツ カイ ソウダンシツ カイイン タイショウ オヨ ネン スウカイ コンカツ チョウナイガイ カイサイ		縁むすびの会事務局（企画情報課内） エニシ カイ ジムキョク キ ナイ		0884-62-2200										縁むすびの会		縁むすびの会

		363685		徳島県		那賀町 ナガチョウ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		町内居住者（婚姻後も引き続き居住の意思がある者に限る）が婚姻した際、一律２万円を交付 チョウナイ キョジュウシャ コンインゴ ヒ ツヅ キョジュウ イシ モノ カギ コンイン サイ イチリツ マンエン コウフ		住民課 ジュウミンカ		0884-62-1194										結婚祝い金		結婚祝い金

		363880		徳島県 トクシマケン		海陽町 カイヨウチョウ		結婚・子育て		結婚		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業） デア ジギョウ コ ジギョウ		若者に出会いの場を提供してくれる団体に対して、１０万円を上限とし補助金を交付（１回につき）。現在、海陽町婚活実行委員会では、海陽町に住みたい方を募り、婚活イベントを開催。 ワカモノ デア バ テイキョウ ダンタイ タイ マンエン ジョウゲン ホジョキン コウフ カイ ゲンザイ カイヨウチョウ コンカツ ジッコウ イインカイ カイヨウチョウ ス カタ ツノ コンカツ カイサイ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0884-73-1311										出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）		出会いサポート事業（子どもあゆみ事業）

		372064		香川県		さぬき市		結婚・子育て		結婚		結婚定住奨励事業		結婚定住奨励事業		婚姻日がＨ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１までにあって、年齢や住所など５つの要件を全て満たした夫婦に対し、さぬき市共通商品券１０万円分を交付。		総務部政策課		087-894-1112										結婚定住奨励事業		結婚定住奨励事業

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		結婚		結婚祝金 ケッコン イワ キン		結婚祝金 ケッコン イワ キン		４０歳未満で、町に住民登録し、婚姻後引き続き３年以上土佐町に定住する意思を有する方に対し、土佐地区商工会の発行する商品券１００，０００円分を支給。 カタ タイ シキュウ		住民課窓口係 ジュウミンカ マドグチ カカ		0887-82-1717										結婚祝金		結婚祝金

		402079		福岡県		柳川市		結婚・子育て		結婚		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ		結婚サポートセンター事業 ケッコン ジギョウ		独身男女に出会いの場を提供する会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、みやま市に居住又は勤務の方、女性は全国登録可能。休所日（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。 ドクシン ダンジョ デア バ テイキョウ カイイン トウロク セイ ヤナガワ シ オオムタシ シ キョジュウ マタ キンム カタ ジョセイ ゼンコク トウロク カノウ キュウショ ヒ ヒ ミズ イガイ ヒ ショウゴ ジ ジョウチュウ ケッコン ソウダン ジッシ チュウ		大牟田・柳川・みやま結婚サポートセンター オオムタ ヤナガワ ケッコン		0944-77-8787										結婚サポートセンター事業		結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		八女・筑後結婚サポートセンター事業		八女・筑後結婚サポートセンター事業		筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座や教室のほか、結婚相談などを実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										八女・筑後結婚サポートセンター事業		八女・筑後結婚サポートセンター事業

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		婚姻届の価値創出事業		婚姻届の価値創出事業		新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。 アラ		市民課
市民係 シミンカ シミン ガカリ		0942-53-4112										婚姻届の価値創出事業		婚姻届の価値創出事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い品贈呈事業 		結婚祝い品贈呈事業 		結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定）		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										結婚祝い品贈呈事業 		結婚祝い品贈呈事業 

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		結婚		うきコン		うきコン		うきは市婚活実行委員会主催の婚活イベント
毎年春と秋の年2回開催 シ コンカツ ジッコウ イインカイ シュサイ コンカツ マイトシ ハル アキ ネン カイ カイサイ		企画課企画調整係 キカクカ キカク チョウセイ カカリ		0943-75-4984										うきコン		うきコン

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		結婚		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		縁結び応援事業 エンムス オウエン ジギョウ		結婚応援のための若者の出会いの場を提供する事業への支援を行う。公益の増進を図る５人以上で構成される団体へ上限５０万円を補助する。 ケッコン オウエン ワカモノ デア バ テイキョウ ジギョウ シエン オコナ コウエキ ゾウシン ハカ ニンイジョウ コウセイ ダンタイ ジョウゲン マンエン ホジョ		子ども未来課
子育て支援係 コ ミライ カ コソダ シエン カカリ		0946-22-1111
(内線126)				中 チュウ		若者の出会いに50万円 ワカモノ デア マンエン				縁結び応援事業		縁結び応援事業

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		結婚		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド		新婚世帯家賃補助制度 シンコン セタイ ヤチン ホジョ セイド		みやま市外に住んでいる新婚世帯がみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 シガイ ス シンコン セタイ シ ナイ チンタイ ジュウタク ウツ ス バアイ ゲツガク サイダイ マンエン ヤチン ホジョ		企画財政課
企画振興係 キカク ザイセイカ キカク シンコウ カカリ		0944-64-1504										新婚世帯家賃補助制度		新婚世帯家賃補助制度

		432105		熊本県		菊池市 キクチシ		結婚・子育て		結婚		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ		菊池市婚活事業 キクチシ コン カツ ジギョウ		菊池市への移住定住を目的とし、菊池市の資源を生かした交流会を提供。
自然体験や農業体験など体験型交流や食事会を開催。 キクチシ イジュウ テイジュウ モクテキ キクチシ シゲン イ コウリュウカイ テイキョウ シゼン タイケン ノウギョウ タイケン タイケン ガタ コウリュウ ショクジ カイ カイサイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0968-25-7250										菊池市婚活事業		菊池市婚活事業

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		結婚		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン		結婚報奨金 ケッコン ホウショウキン		婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住する50歳未満の夫婦5万円 コンイン ビ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ コンイン ビ ネン イナイ ナンカン マチ テンニュウ ヒ ツヅ ネン イジョウ テイジュウ サイ ミマン フウフ マンエン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										結婚報奨金		結婚報奨金

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		新婚さん応援事業		新婚さん応援事業		婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し新婚生活応援金（1組10万円）を交付します（2年以上居住要件有り）。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										新婚さん応援事業		新婚さん応援事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		結婚		婚活応援事業		婚活応援事業		独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するとともに、婚活のお手伝いをしています。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										婚活応援事業		婚活応援事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		結婚		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		結婚祝い金 ケッコン イワ キン		・婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者
・夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者の場合６万円支給する コンイン トドケデ フウフ トモ ソンナイ テイジュウ モノ フウフ トモ ソンナイ バアイ マンエン ハイグウシャ ソンガイ シャ バアイ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										結婚祝い金		結婚祝い金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		結婚		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ		出会い応援事業 デア オウエン ジギョウ		結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										出会い応援事業		出会い応援事業

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		結婚・子育て		結婚		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン		婚活サポート事業補助金 コンカツ ジギョウ ホジョキン		独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与することを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体上限15万円 ダンジョ デア バ オコナ ジギョウ タイ ホジョ オコナ ダンタイ ジョウゲン マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0982-56-1630										婚活サポート事業補助金		婚活サポート事業補助金

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		結婚		出逢い創出支援事業		出逢い創出支援事業		独身者の「出逢いの場づくり」等の活動をしている団体に対して支援を実施。予算総額100万円。 ヨサン ソウガク マンエン		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										出逢い創出支援事業		出逢い創出支援事業

		454052		宮崎県		川南町		結婚・子育て		結婚		新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業		平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成を行います。助成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円） ネンカン		まちづくり課 カ		0983-27-8002										新婚家庭家賃助成事業		新婚家庭家賃助成事業
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医療

				結婚・子育て ケッコン コソダ

				04.医療 イリョウ

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成費 コ ヒ		子ども医療費助成費 コ ヒ		小学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。所得制限あり（H26年7月までは，小学生は入院・訪問看護のみ）。 ショトク セイゲン		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446										子ども医療費助成費		子ども医療費助成費

		012041		北海道		旭川市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ		ひとり親家庭等医療費助成費 ヒ		ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。		子育て支援部子育て支援課		0166-25-6446										ひとり親家庭等医療費助成費		ひとり親家庭等医療費助成費

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ		医療費助成 イリョウ ヒ ジョセイ		乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者等の方が診療を受けたときの、保険診療の自己負担額から一部負担額を除いた額を助成 ニュウヨウジ オヤ カテイ ジュウド シンシン ショウガイシャ トウ ホウ シンリョウ ウ		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0143-25-3026   										医療費助成		医療費助成

		012084		北海道		北見市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		医療機関等にかかった時の医療費のうち、就学前までの乳幼児は入院・訪問看護・通院、小学校就学児は入院・訪問看護を対象に自己負担額の一部を助成。		保健福祉部　　国保医療課		0157-25-1130										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学前までの医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガッコウ ニュウガクマエ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		小学生卒業前までの入院・指定訪問看護利用に係る医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。 ショウガクセイ ソツギョウ マエ ニュウイン シテイ ホウモン カンゴ リヨウ カカ イリョウヒ ムリョウ ワリ フタン ショトク セイゲン		子育て支援課こども家庭係 コソダ シエン カ カテイ カカリ		0152-44-6111(内線231)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		義務教育就学（小学校入学）前までの子どもの医療費を助成しています。
また、小学生の入院に係る医療費も助成しています。		こども支援課		0144-32-6416										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。		こども支援課		0144-32-6416												定住促進施設「宿泊研修所いわみにし」

		012157		北海道		美唄市 ビバイシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		安心して子育てができるよう、小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成。また、小学生の入院医療費の一部を助成。 アンシン コソダ ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		市民部市民課
保険年金グループ シミン ブ シミンカ ホケン ネンキン		0126-62-3144										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		市内に住所のある中学生以下の子どもの保険適用となる医療費を全額助成する。		子ども未来・　　医療給付係 コ ミライ イリョウ キュウフ ガカリ		0125-32-2216										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ニホン シンコウ サイガイ キュウフ キン カケキン ムリョウ カ ジギョウ		市では市立小中学校、幼稚園、保育所に在学(園)する子どもたちが怪我などをした際に給付を受ける「日本スポーツ振興センター災害共済給付契約」を結んでおり、これらの共済掛金の全額を市で負担(無料)している。		学校教育係 ガッコウ キョウイクガカリ		0125-32-1822										独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業		独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金の掛金無料化事業

		012181		北海道 ホッカイドウ		赤平市 アカビラシ		結婚・子育て		医療		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小児インフルエンザ等予防接種助成事業 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小児インフルエンザ等の予防接種の助成を行なう。小児インフルエンザ予防接種については中学生以下を対象に1回の接種につき1,000円助成している。 ショウニ トウ ヨボウ セッシュ ジョセイ オコ ショウニ ヨボウ セッシュ チュウガクセイ イカ タイショウ カイ セッシュ ０００エン ジョセイ		健康づくり推進係		0125-32-5665										小児インフルエンザ等予防接種助成事業		小児インフルエンザ等予防接種助成事業

		012203		北海道		士別市 シベツシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		小学生以下の入院、通院医療費無料。中学生の入院医療費無料。 ショウガクセイ イカ ニュウイン ツウイン イリョウヒ ムリョウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ムリョウ		市民部市民課 シミン ブ シミンカ		0165-23-3121										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		012211		北海道		名寄市 ナヨロシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療制度		ひとり親家庭医療制度		３歳未満児及び住民税非課税世帯は、医療機関で初診時一部負担金のみを支払い、残額を助成。上記以外の方は、医療費の1割を自己負担し、残額を助成。		こども未来課 ミライ カ		01654-3-2111										ひとり親家庭医療制度		ひとり親家庭医療制度

		012254		北海道		滝川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		未就学児は医療費無料、小学生は入院医療費一部助成（所得制限あり） ミシュウガクジ イリョウヒ ムリョウ ショウガクセイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		市民生活部保険医療課 シミン セイカツ ブ ホケン イリョウ カ		0125-28-8018										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		結婚・子育て		医療		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児医療費助成事業 ミシュウガクジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児の医療費無料（通院、入院）		市民生活課保険係 シミン セイカツ カ ホケン カカリ		0125-54-2121										未就学児医療費助成事業		未就学児医療費助成事業

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		未就学児童までの保健診療分の指定訪問看護・入院費、通院費の助成（所得制限有り）
小学生は指定訪問看護・入院費の助成（所得制限有り）		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		親の入院・指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）
児童の入院、通院、指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り） シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ ジョセイ シテイ ホウモン カンゴ ヒヨウ		保健福祉部　年金・長寿医療グループ		0143-85-2137										ひとり親家庭等医療費助成制度		ひとり親家庭等医療費助成制度		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の自己負担額の一部を助成。
ただし、小・中学生については入院時のみ。(保護者の所得制限あり。) ショウ チュウガク セイ ニュウイン ジ ホゴシャ ショトク セイゲン		保健福祉部国保医療課医療助成担当		0123-33-3131 
内線1242										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前：自己負担は初診時一部負担金のみ。市内医療機関受診は無料。小中学生（通院は対象外）：自己負担は市民税課税世帯は総医療費の1割相当額、市民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ（各所得制限有） シュウガクマエ ジコ フタン ショシン ジ イチブ フタンキン シナイ イリョウ キカン ジュシン ムリョウ ショウチュウガクセイ ツウイン タイショウガイ ジコ フタン シミンゼイ カゼイ セタイ ソウ イリョウヒ ワリ ソウトウ ガク シミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン カク ショトク セイゲン アリ		国保医療課 コクホ イリョウカ		011-372-3311										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		013048		北海道		新篠津村 シンシノツムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ		乳幼児等健やか助成 ニュウヨウジ トウ スコ ジョセイ		１８歳まで医療費が無料
（医療保険の適用を受けない自己負担分については対象外） サイ イリョウヒ ムリョウ イリョウ ホケン テキヨウ ウ ジコ フタンブン タイショウガイ		住民課 ジュウミンカ		0126-57-2111										乳幼児等健やか助成		乳幼児等健やか助成

		013323		北海道		福島町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		子ども医療費助成		【子どもの医療費助成】  18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、医療費を全額助成		保健福祉課		0139-47-4682										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		対象：就学前の乳幼児（入院・通院）、児童（入院のみ）負担：５歳未満児及び住民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ負担。前記以外の受給者は１割負担（月上限：入院外12,000円、入院44,000円） タイショウ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ジドウ ニュウイン フタン サイ ミマン ジ オヨ ジュウミンゼイ ヒカゼイ セタイ ショシン ジ イチブ フタンキン フタン ゼンキ イガイ ジュキュウシャ ワリ フタン ツキ ジョウゲン ニュウイン ホカ エン ニュウイン エン		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0137-62-2111										乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		013625		北海道 ホッカイ ドウ		上ノ国町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		乳幼児等医療費支給事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		18歳以下を対象に医療費の自己負担分を全額補助 サイ イカ タイショウ イリョウヒ ジコ フタンブン ゼンガク ホジョ		住民課 ジュウミン カ		0139-55-2311										乳幼児等医療費支給事業		乳幼児等医療費支給事業

		013641		北海道 ホッカイ ドウ		乙部町 オトベ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学生まで医療費が無料		町民課保健衛生係 チョウミン カ ホケン エイセイ カカ		0139-62-2311										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		013706		北海道 ホッカイ ドウ		今金町 イマカネ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成		乳幼児等が医療機関で保険証を使用して診療を受けたときの医療費の一部が助成されます。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0137-82-2780										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		結婚・子育て		医療		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費の助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		高校生まで医療費が無料 コウコウセイ イリョウヒ ムリョウ		住民福祉課医療給付係 ジュウミン フクシカ イリョウ キュウフ カカ		0136-57-5111										医療費の助成制度		医療費の助成制度

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学生まで医療費が無料（健康保険適用の範囲内） チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ ケンコウ ホケン テキヨウ ハンイナイ		保健福祉課保健医療係 ホケン フクシ カ ホケン イリョウ カカ		0136-44-2121										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		予防接種（一部有料）、乳幼児検診及び歯科検診の実施 ヨボウ セッシュ イチブ ユウリョウ ニュウヨウジ ケンシン オヨ シカ ケンシン ジッシ		保健福祉課健康づくり係 ホケン フクシ カ ケンコウ カカリ		0136-44-2121										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014010		北海道		共和町 キョウワ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子どもの医療費を「全額」または「一部」助成。０歳から１２歳になる年度の末日（小学校６年生の年度末）までが対象。外来は６歳まで、入院は１２歳までが対象。 コ イリョウヒ ゼンガク イチブ ジョセイ サイ サイ ネンド マツジツ ショウガッコウ ネンセイ ネンドマツ タイショウ ガイライ サイ ニュウイン サイ タイショウ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0135-73-2011										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		014231		北海道 ホッカイ ドウ		南幌町 ナンポロチョウ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		児童生徒等医療費助成事業 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		18歳までの児童生徒の保健医療費（入院・通院）の自己負担額の２割を助成（自己負担1割、所得制限あり） サイ ジドウ セイト ホケン イリョウヒ ニュウイン ツウイン ジコ フタン ガク ワリ ジョセイ ジコ フタン ワリ ショトク セイゲン		住民課　　　　　医療介護　　　グループ ジュウミンカ イリョウ カイゴ		011-378-2121										児童生徒等医療費助成事業		児童生徒等医療費助成事業

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド		由仁っ子医療助成制度 ユニ コ イリョウ ジョセイ セイド		中学校卒業までお子さんの医療費が無料
（※所得制限があります） コ ショトク セイゲン		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										由仁っ子医療助成制度		由仁っ子医療助成制度

		014273		北海道 ホッカイ ドウ		由仁町		結婚・子育て		医療		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド		ワクチン接種助成制度 セッシュ ジョセイ セイド		ワクチン接種（ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん、水ぼうそう、おたふく）費用の全額助成 セッシュ ハイエン キュウキン シキュウ ケイ ミズ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		保健福祉課保健児童担当 ホケン フクシカ ホケン ジドウ タントウ		0123-83-4750										ワクチン接種助成制度		ワクチン接種助成制度

		014290		北海道		栗山町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		乳児から中学校卒業までのお子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての「全額」又は「一部」を助成します。		住民福祉課		0123-73-7508										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ		子どもの医療費無料化 コ		０歳から中学３年生までの子供の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。 コドモ		住民課保険グループ ジュウミンカ ホケン		0164-32-2411										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		高校3年生までの医療費（保険診療分の自己負担分）にかかる費用を全額助成します。 コウコウ ネン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ブン ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民課住民福祉グループ ジュウミンカ ジュウミン フクシ		0164-33-2111										医療費助成事業		医療費助成事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児等医療費の助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ		歯科検診・フッ素塗布 シカ ケンシン ソ トフ		乳幼児（9-10カ月健診～小学校就学前までの虫歯予防としてフッ素塗布を無料で実施 ニュウヨウジ ゲツ ケンシン ショウガッコウ シュウガクマエ ムシバ ヨボウ ソ トフ ムリョウ ジッシ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										歯科検診・フッ素塗布		歯科検診・フッ素塗布

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		各種予防接種全額助成（定期接種） カクシュ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ テイキ セッシュ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0164-35-2120										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		結婚・子育て		医療		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		子育て支援制度 コソダ シエン セイド		中学生以下の子どもは医療費無料 チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		01658-6-5111										子育て支援制度		子育て支援制度

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		結婚・子育て		医療		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		すこやか子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		町内居住で、満22歳までの子がいる方（※一部在学要件有）
・保険適用の自己負担額を全額助成（入院時の食事代等は対象外） チョウナイ キョジュウ マン サイ コ カタ ホケン テキヨウ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ニュウイン ジ ショクジダイ ナド タイショウガイ		保健福祉課介護医療係 ホケン フクシカ カイゴ イリョウ カカリ		0167-52-2211				大 ダイ		22歳まで医療費全額助成 サイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ				すこやか子ども医療費助成事業		すこやか子ども医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ		わっさむ健やかこども医療費助成 スコ イリョウヒ ジョセイ		中学生までの通院、入院に係る医療費の自己負担分を助成(保険診療以外の費用を除く)。町内の医療機関であれば、窓口負担なしで受診可能。(町外の医療機関を受診した場合は、後日領収証を添付して申請が必要) チュウガクセイ ツウイン ニュウイン カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ ホケン シンリョウ イガイ ヒヨウ ノゾ チョウナイ イリョウ キカン マドグチ フタン ジュシン カノウ チョウガイ イリョウ キカン ジュシン バアイ ゴジツ リョウシュウショウ テンプ シンセイ ヒツヨウ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										わっさむ健やかこども医療費助成		わっさむ健やかこども医療費助成

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ		予防接種料金助成 ヨボウ セッシュ リョウキン ジョセイ		任意の予防接種のうち、ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜ、インフルエンザ、成人の風しん、成人用肺炎球菌の予防接種にかかる費用の全部または一部を助成。 ニンイ ヨボウ セッシュ ミズ セイジン フウ セイジンヨウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンブ イチブ ジョセイ		保健福祉課保健係 ホケン フクシカ ホケンガカリ		0165-32-2000										予防接種料金助成		予防接種料金助成

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児、中学校卒業までの児童の医療費（保険適用内）を全額助成（所得制限なし） ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ イリョウヒ ホケン テキヨウ ナイ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		住民課 ジュウミンカ		0165-34-2121
(内線 412)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		014702		北海道		音威子府村		結婚・子育て		医療		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例 オトイネップムラ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ カン ジョウレイ		中学生までの医療費が無料 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		住民課保健福祉室 ジュウミンカ ホケン フクシ シツ		01656-9-3050										音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例		音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例

		014711		北海道		中川町 ナカガワチョウ		結婚・子育て		医療		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中川町乳幼児等医療費助成事業 ナカガワチョウ ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の医療費が無料となります。 マン サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ カタ イリョウヒ ムリョウ		住民課
幸福推進室 ジュウミン カ コウフク スイシンシツ		01656-7-2813										中川町乳幼児等医療費助成事業		中川町乳幼児等医療費助成事業

		014729		北海道		幌加内町		結婚・子育て		医療		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ		子育て支援事業（子供医療費助成） コソダ シエン ジギョウ コドモ イリョウヒ ジョセイ		満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の医療費無料
（町内の医療機関）		住民課 ジュウミン カ		0165-35-2124										子育て支援事業（子供医療費助成）		子育て支援事業（子供医療費助成）

		015466		北海道		清里町 キヨサトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		生まれてから中学生修了までにかかる医療費の自己負担額を全額助成。 ウ チュウガクセイ シュウリョウ イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ		町民課町民生活グループ チョウミン カ チョウミン セイカツ		0152-25-3577										乳幼児等医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		結婚・子育て		医療		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ		健やか子育て応援事業 スコ コソダ オウエン ジギョウ		高校３年生までの通院入院にかかる医療費自己負担の一部を、町内で使用可能な金券で還元。 コウコウ ネンセイ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン イチブ チョウナイ シ ヨウ カノウ キンケン カンゲン		地域福祉センター
福祉係 チイキ フクシ フクシ カカ		0157-52-3333										健やか子育て応援事業		健やか子育て応援事業

		015521		北海道 ホッカイ ドウ		佐呂間町 サロマチョウ		結婚・子育て		医療		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		さろま子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費の保険診療分を全額助成します。（所得制限なし） チュウガクセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		保健福祉課
医療保険係 ホケン フクシカ イリョウ ホケン カカリ		01587-2-1212										さろま子育て応援医療費助成事業		さろま子育て応援医療費助成事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度		遠軽町内の乳幼児と小中学生が受けた保険診療による医療費の自己負担分について一部を助成します。（年齢に応じて助成内容が変わります。） ナイ ウ		民生部 住民生活課 保健医療年金担当 ミンセイ ブ ジュウミン セイカツ カ ホケン イリョウ ネンキン タントウ		0158-42-4812										乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		015628		北海道		西興部村		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化事業		子ども医療費無料化事業		１８歳までの子どもを持つ村内の家庭に対し、その子どもの医療費を世帯の所得に関わらず全額助成する。 サイ モ		住民課		0158-87-2111										子ども医療費無料化事業		子ども医療費無料化事業

		015636		北海道 ホッカイ ドウ		雄武町 オウム チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校卒業年度までの子どもを対象とした、医療費を助成します。 コウコウ ソツギョウ ネンド コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課 ホケンフクシカ		0158-84-2121										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども）の入院・通院に係る保険適用の医療費全額を助成 チョウナイ ジュウショ ユウ ニュウヨウジ ショウガクセイ チュウガクセイ サイ タッ ヒ イゴ サイショ ガツ ニチ コ ニュウイン ツウイン カカ ホケン テキヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシカ		0142-66-2121										子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		中学生以下の医療費無料（所得制限有り） チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ ショトク セイゲン ア		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		結婚・子育て		医療		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		小学生以下のインフルエンザ予防接種料金について、１，５００円助成 ショウガクセイ イカ ヨボウ セッシュ リョウキン エン ジョセイ		保健福祉課保健福祉グループ ホケン フクシカ ホケン フクシ		0146-47-2113										予防接種助成事業		予防接種助成事業

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		結婚・子育て		医療		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ		子育て家庭医療支援事業 コソダ カテイ イリョウ シエン ジギョウ		０歳から中学生までの子どもに係る自己負担分医療費の全額を地域商品券で助成（千円単位） サイ チュウガク セイ コ カカ ジコ フタン ブン イリョウヒ ゼンガク チイキ ショウヒンケン ジョセイ センエン タンイ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0146-26-9002										子育て家庭医療支援事業		子育て家庭医療支援事業

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		子供が６歳到達後の最初の３/３１まで通院・入院医療費の一部助成（所得制限あり）子供が１２歳到達後の最初の３/３１まで入院医療費の一部助成（所得制限あり） コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ コドモ サイ トウタツ ゴ サイショ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		重度心身障がい者療費助成制度		重度心身障がい者療費助成制度		身体障害者手帳１・２級及び３級の内部障がいの方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又は診断された方の通院入院、精神障害者保健福祉手帳１級の方の通院医療費の一部助成。		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										重度心身障がい者療費助成制度		重度心身障がい者療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等療費助成制度		ひとり親家庭等療費助成制度		母子及び父子家庭等で１８歳までの児童と親、配偶者が重度の障害者である世帯の１８歳までの児童と親への通院入院医療費の一部助成。（※親は入院のみ）※１８歳以上２０歳未満での特例もあり。 ボシ オヨ フシ カテイ トウ サイ ジドウ オヤ ハイグウシャ ジュウド ショウガイ シャ セタイ サイ ジドウ オヤ オヤ ニュウイン サイ イジョウ サイ ミマン トクレイ		住民福祉部　　福祉課		0146-43-2111										ひとり親家庭等療費助成制度		ひとり親家庭等療費助成制度

		016101		北海道		新ひだか町		結婚・子育て		医療		新ひだか町健康づくり商品券発行事業		新ひだか町健康づくり商品券発行事業		予防接種料や住民健診料の、個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しする。対象項目それぞれの金額に、５００円未満の端数がある場合は切り捨て。（Ｈ２６年７月より予定） ヨテイ		経済部商工労働観光課		0146-43-2111										新ひだか町健康づくり商品券発行事業		新ひだか町健康づくり商品券発行事業

		016331		北海道		上士幌町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		中学生まで医療費が無料（所得制限なし）		保健福祉課 ホケン フクシカ		01564-2-2111(内144)										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成		乳幼児及び中学校修了前のお子さんの医療費を助成。所得制限なし。		福祉課 フクシカ		0156-66-1311										乳幼児等医療費の助成		乳幼児等医療費の助成

		016357		北海道		新得町		結婚・子育て		医療		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ		小中学生医療費助成 ショウチュウ ガクセイ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額全額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ		町民課国保年金係 チョウミンカ コクホ ネンキンガカリ		0156-64-0528										小中学生医療費助成		小中学生医療費助成

		016365		北海道 ホッカイ ドウ		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		乳幼児等医療費助成制度 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		町内に住所を有する０歳～中学校卒業（卒業年度の３月31日）までの子どもにかかる医療費（保険診療分のみ）を助成する。 チョウナイ ジュウショ ユウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ ソツギョウ ネンド ガツ ニチ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		町民生活課 チョウミン セイカツ カ		0156-62-1151										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		016390		北海道		更別村		結婚・子育て		医療		更別村児童医療費助成		更別村児童医療費助成		児童（中学３年生まで）にかかる医療費（基本利用料・食事療養標準負担額・附加給付される額を控除して得た額）に対し、助成金を交付。		保健福祉課		0155-53-3000										更別村児童医療費助成		更別村児童医療費助成

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		結婚・子育て		医療		 子どもの医療費助成		 子どもの医療費助成		中学生まで医療費を一部または全額助成（所得制限あり）		住民課 ジュウミンカ		0156-22-8128										 子どもの医療費助成		 子どもの医療費助成

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児及び児童医療費助成制度		乳幼児及び児童医療費助成制度		未就学児童：医療費全額無料（所得制限あり）
小中学生：住民税非課税世帯は医療費全額無料、課税世帯は医療費自己負担3割を1割に低減（所得制限あり）		住民課住民室保険担当 ジュウミンカ ジュウミン シツ ホケン タントウ		0156-25-2141内線215										乳幼児及び児童医療費助成制度		乳幼児及び児童医療費助成制度

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		結婚・子育て		医療		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ		児童・生徒医療費助成 ジドウ セイト イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業まで医療費を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課
福祉係 ホケン フクシカ フクシ カカリ		0154-64-2116										児童・生徒医療費助成		児童・生徒医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		町内に在住する中学卒業までの医療費全額免除 チョウナイ ザイジュウ チュウガク ソツギョウ イリョウヒ ゼンガク メンジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0153-82-2131										医療費助成		医療費助成

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		結婚・子育て		医療		ワクチン接種料金助成		ワクチン接種料金助成		乳幼児から中学3年生までを対象にインフルエンザワクチン接種料金の助成		保健福祉センター ホケン フクシ		0153-82-1515										ワクチン接種料金助成		ワクチン接種料金助成

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		子どもの医療費に関して、就学前については、通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額を、小学生については、入院に係る保険診療分の医療費自己負担額をそれぞれ助成します。（所得制限あり）		国保医療年金課		017-734-5345										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども医療費給付事業 コ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		弘前市に在住する小学生から満18歳に達した日の属する年度末までの入院に係る医療費を無料化。ただし、所得制限有り。 ヒロサキシ ザイジュウ ショウガクセイ マン サイ タッ ヒ ゾク ネンドマツ ニュウイン カカ イリョウヒ ムリョウカ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0172-40-7039										子ども医療費給付事業		子ども医療費給付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業		健康保険に加入している中学校卒業までの児童を対象に、就学前児童は通院・入院、小・中学生は入院の医療費を助成。所得制限や、年齢によっては自己負担あり。 タイショウ		こども家庭課		0178-43-9428										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。		家庭福祉課児童家庭係		0173-35-2111(内線2436)										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付制度		乳幼児医療費給付制度		市内在住の0歳時から6歳児(小学校入学前まで）を養育し、所得が限度額以内の保護者を対象とし、入院・外来における医療費自己負担部分を給付。（高額療養費の支給等がある場合は、それらを差し引いた金額）		国保年金課 コクホ ネンキン カ		0173-35-2111(内線2334~2337)										乳幼児医療費給付制度		乳幼児医療費給付制度

		022080		青森県 アオモリケン		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		むつ市内に住所を有する未就学児童の入院・外来医療費・調剤費、及び小・中学生の入院医療費を助成（所得制限有り） ミシュウガク ジドウ オヨ ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲンア		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費助成事業		ひとり親家庭等医療費助成事業		むつ市に住民登録があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母とその児童あるいは、養育者家庭の児童を対象に、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで医療費を助成（所得制限有り） ショトク セイゲンア		児童家庭課 ジドウ カテイカ		0175-22-1111										ひとり親家庭等医療費助成事業		ひとり親家庭等医療費助成事業

		022080		青森県		むつ市 シ		結婚・子育て		医療		予防接種費用助成事業		予防接種費用助成事業		「インフルエンザワクチン」、「B型肝炎ウィルスワクチン」、「ロタウィルスワクチン」、「おたふくかぜワクチン」、「高齢者肺炎球菌ワクチン」について助成対象者に費用の一部、又は全額を助成 ガタ カンエン コウレイシャ ハイエン キュウキン ジョセイ タイショウシャ ヒヨウ イチブ マタ ゼンガク ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0175-22-1111										予防接種費用助成事業		予防接種費用助成事業		0		区分の変更 クブン ヘンコウ

		022098		青森県		つがる市		結婚・子育て		医療		つがる市子ども医療費助成制度		つがる市子ども医療費助成制度		中学校修了までの子どもの医療費無料。健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者に対して助成。対象となる医療費・療養費は保険診療分のみ（入院時の食事療養費、予防接種等は助成の対象外）		福祉課		0173-42-2111										つがる市子ども医療費助成制度		つがる市子ども医療費助成制度

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業		0歳児～小学校就学前（所得制限有）を対象に医療費を助成（0歳～3歳は医療費全額、4歳～就学前は、通院1,500円/月、入院500円/日の負担有）。H26.11月～小学校就学前まで医療費全額助成 アリ タイショウ イリョウヒ ジョセイ アリ		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等の児童及び父母・父母のいない児童（児童が18歳到達後の最初の年度末まで。所得制限あり）対。保険適用分医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関・月毎に1,000円を超える額を助成 ショトク セイゲン		子育て支援課　子育て支援係		0172-44-1111(内線1151･1152)										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023019		青森県 アオモリケン		平内町 ヒラウチ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児・こども医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給する。 ニュウヨウジ コ イリョウ ホケン イリョウ キュウフ ウ バアイ ジコ フタン カカ ヒヨウ ホゴシャ タイ シキュウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		017-755-2114										乳幼児・こども医療費給付事業		乳幼児・こども医療費給付事業

		023043		青森県 アオモリケン		蓬田村 ヨモギタムラ		結婚・子育て		医療		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		子どもが中学校卒業の終期に達するまで医療費を全額助成 コ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0174-27-2111										蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業		蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		結婚・子育て		医療		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業 ソトガハママチ ニュウヨウジ ジドウ イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		【対象・条件】町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまでの子の保護者
【内容】医療費を全額助成 タイショウ ジョウケン チョウナイ ジュウショ ユウ チュウガッコウ ソツギョウ シュウキ タッ コ ホゴシャ ナイヨウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		0174-22-2941										外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業		外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業		町内に住所を有する、0歳児から6歳児（小学校就学前）までの乳幼児の医療費を助成しております。［0歳～3歳までは全額助成］、［4歳～就学前までは一部助成］ イリョウヒ ジョセイ		保健福祉課		0172-48-2111										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		023621		青森県 アオモリケン		大鰐町 オオワニ チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業		町内に住所を有するひとり親家庭等の18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する父又は母とその児童へ医療費を助成。児童は全額、父又は母は医療機関毎に1月に千円を控除した額（所得制限有） マタ イリョウヒ ジョセイ マタ ゴト セン アリ		保健福祉課		0172-48-2111										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児医療費給付事業 ニュウヨウジ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		０歳から小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成：入院及び通院に係る医療費（医療保険対象分の自己負担金） イリョウヒ ジョセイ ニュウイン オヨ ツウイン カカ イリョウヒ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタンキン		健康福祉課　　　　　　　　　 ケンコウ フクシカ		0172-73-2111(代表)										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024015		青森県 アオモリケン		野辺地町 ノヘジマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド		子ども医療給付制度 コ イリョウ キュウフ セイド		年齢6歳に達する日以降の最初の4月1日～15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の医療費を全額助成。 ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ カン ジドウ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0175-64-2111
(296)										子ども医療給付制度		子ども医療給付制度

		024058		青森県		六戸町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		住民である15歳までの子供の医療費補助世帯主の所得による制限なし		福祉課		0176-55-3111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療費給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録がある0歳児から中学校卒業までの乳幼児等の外来及び入院に係る医療費を全額助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク サイ ジ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ トウ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		024112		青森県		六ヶ所村 ロッカショムラ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		村に住民登録があるひとり親家庭等で扶養されている児童（0歳児から18歳に達した最初の3月31日まで）及び児童を扶養している父または母の外来及び入院に係る医療費を助成する（所得制限あり）。 ムラ ジュウミン トウロク オヤ カテイ トウ フヨウ ジドウ サイ ジ サイ タッ サイショ ツキ ヒ オヨ ジドウ フヨウ チチ ハハ ガイライ オヨ ニュウイン カカ イリョウ ヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0175-72-2111										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等医療費給付事業 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。所得制限あり オヤ カテイ トウ チチ ハハ ジドウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246										ひとり親家庭等医療費給付事業		ひとり親家庭等医療費給付事業

		024121		青森県 アオモリケン		おいらせ町 チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・子ども医療費助成事業		乳幼児・子ども医療費助成事業		中学校卒業までの児童及び生徒の、医療保適用分の医療費全額を助成します。所得制限なし		町民課 チョウミン カ		0178-56-2246								1		乳幼児・子ども医療費助成事業		乳幼児・子ども医療費助成事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業		（条件）町内に住所を有する0歳児から就学前の乳幼児
（内容）0歳～3歳までは医療費を全額助成、4歳～就学前までは一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										乳幼児医療費給付事業		乳幼児医療費給付事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		（条件）町内に居住する中学生以下の児童・生徒。（ただし、町内医療機関で受診した場合のみ。）
（内容）医療費を全額助成。 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7119										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～就学前の子どもの通院及び入院分の医療費を全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		小学生と中学生の通院及び入院分の医療費全額助成。
（所得制限あり） オヨ ゼンガク ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0178-60-7100										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		024503		青森県 アオモリケン		新郷村 シンゴウムラ		結婚・子育て		医療		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ		新郷村子ども医療費助成 シンゴウムラ コ イリョウヒ ジョセイ		子供に係る医療費の一部を助成。支給概要通院の場合：外来・調剤医療費を1ヶ月分合算して1,500円を超えた分を支給。入院の場合：入院日数×500円を引いて支給。 コドモ カカ イリョウヒ イチブ ジョセイ シキュウ ガイヨウ ツウイン バアイ ガイライ チョウザイ イリョウ ヒ ゲツブン ガッサン ５００エン コ ブン シキュウ ニュウイン バアイ ニュウイン ニッスウ エン ヒ シキュウ		住民生活課
住民グループ ジュウミン セイカツ カ ジュウミン		0178-78-2111
内線602										新郷村子ども医療費助成		新郷村子ども医療費助成

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド		医療費給付制度 イリョウヒ キュウフ セイド		妊産婦及び乳幼児から中学生までの医療費の一部を給付。（所得制限有） ニンサンプ オヨ ニュウヨウジ チュウガク セイ イチブ キュウフ ショトク セイゲン アリ		総務部市民課 ソウム ブ シミン カ		0198-62-2111										医療費給付制度		医療費給付制度

		032085		岩手県 イワテケン		遠野市 トオ ノ シ		結婚・子育て		医療		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ		わらすっこ任意予防接種事業 ニンイ ヨボウ セッシュ ジギョウ		水痘・おたふくかぜの予防接種全額助成。 スイトウ ヨボウ セッシュ ゼンガク ジョセイ		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0198-62-5111

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） シュウガクマエ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		結婚・子育て		医療		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生医療費助成事業 ショウガクセイ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし） ショウガクセイ ジドウ タイ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンブ マタ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン ジコ フタン		市民環境部国保年金課 シミン カンキョウブ コクホ ネンキン カ		0191-21-8343										小学生医療費助成事業		小学生医療費助成事業		0

		033014		岩手県 イワテケン		雫石町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		医療費助成制度（中学生まで医療費無料） イリョウヒ ジョセイ セイド チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウ		雫石町では、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を行っております。 シズクイシ		町民課		019-692-6400										医療費助成制度（中学生まで医療費無料）		医療費助成制度（中学生まで医療費無料）

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		0歳～小学校入学前までの子どもが、入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の一部を町が助成します。 サイ ショウガッコウ ニュウガクマエ コ ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ		児童生徒等医療費助成 ジドウ セイト トウ イリョウヒ ジョセイ		小学校入学から18歳の児童・生徒などが入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を町が助成。 ショウガッコウ ニュウガク サイ ジドウ セイト ニュウイン ガイライ ジ ケンコウ ホケン テキヨウ シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										児童生徒等医療費助成		児童生徒等医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の医療費の一部を町が助成。
※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含む。 オヤ カテイ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ オヤ カテイ ハイグウシャ ジュウド ショウ バアイ フク		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		重度心身障害者医療費助成 ジュウド シンシン ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		心身に重度の障がいのある方が、通院及び入院をした時の医療費の一部を町が助成 シンシン ジュウド ショウ カタ ツウイン オヨ ニュウイン トキ イリョウヒ イチブ マチ ジョセイ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										重度心身障害者医療費助成		重度心身障害者医療費助成

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ		未熟児養育医療 ミジュクジ ヨウイク イリョウ		身体の発育が未熟なまま出生し、入院が必要な乳児に対して指定養育医療機関でその養育に必要な医療給付を行う。 シンタイ ハツイク ミジュク シュッショウ ニュウイン ヒツヨウ ニュウジ タイ シテイ ヨウイク イリョウ キカン ヨウイク ヒツヨウ イリョウ キュウフ オコナ		税務町民課 ゼイム チョウミン カ		0195-33-2111										未熟児養育医療		未熟児養育医療

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		結婚・子育て		医療		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ		自立支援医療（育成医療） ジリツ シエン イリョウ イクセイ イリョウ		18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、医療を行わないと将来障がいが残る可能性がある児童に対して、その治療にかかる医療費の軽減を図る サイ ミマン ジドウ カラダ ショウ ビョウキ イリョウ オコナ ショウライ ショウ ノコ カノウセイ ジドウ タイ チリョウ イリョウヒ ケイゲン ハカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0195-33-2111										自立支援医療（育成医療）		自立支援医療（育成医療）

		042021		宮城県 ミヤギケン		石巻市 イシノマキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで医療費を助成（所得制限あり） ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ ニュウイン チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0225-95-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		結婚・子育て		医療		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子育て応援医療費助成事業 コソダ オウエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学生までの児童が、県内の医療機関で受診した場合、医療費の支払いが不要となる。保護者の所得に関わらず助成を受けることが可能。 カノウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0228-22-2360										子育て応援医療費助成事業		子育て応援医療費助成事業

		044458		宮城県 ミヤギケン		加美町 カミチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		町内に住む子ども（18歳到達後最初の3月31日まで）の医療費を助成します。（入院・通院ともに助成の対象となり、所得制限はなし。） チョウナイ ス ジョセイ		子育て支援室		0229-63-7870
										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		子ども福祉医療費給付事業 コ フクシ イリョウヒ キュウフ ジギョウ		乳幼児、小学生およびひとり親家庭の児童の医療費（保険診療）自己負担分を助成する。（助成内容は、保護者の所得状況や入院・通院の別等によって異なる） オヤ カテイ ジドウ ジョセイ ナイヨウ ホゴシャ ショトク ジョウキョウ ニュウイン ツウイン ベツ トウ コト		子ども未来部子ども総務課 コ ミライ ブ コ ソウムカ		018-866-8846										子ども福祉医療費給付事業		子ども福祉医療費給付事業

		052060		秋田県		男鹿市 オガシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学生までの子どもの医療費のうち、外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成（小学生の外来にかかる自己負担分は所得制限あり） ショウガクセイ コ イリョウヒ ガイライ ニュウイン ホケン シンリョウ ジコ フタン フン ジョセイ ショウガクセイ ガイライ ジコ フタン フン ショトク セイゲン		生活環境課 セイカツ カンキョウ カ		0185-24-9112										医療費助成事業		医療費助成事業

		052078		秋田県		湯沢市 ユザワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費の助成		乳幼児医療費の助成		こどもが心身ともに健康ですこやかに成長するよう、市が医療費の自己負担分を助成。対象者は乳幼児(未就学児)及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)のすべて。助成を受けるには申請が必要。 シ タイショウシャ		市民課 国保年金班 		0183-73-2116										乳幼児医療費の助成		乳幼児医療費の助成

		053279		秋田県		上小阿仁村		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の福祉医療費の支給について保険適用の自己負担分を支給する。ただし、等級により自己負担あり		住民福祉課		0186-77-2222										福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		053465		秋田県		藤里町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		所得制限で非該当となった方への自己負担額の助成。
対象者：0歳～小学校卒業まで タイショウシャ サイ ショウガッコウ ソツギョウ		町民課
健康推進係		0185-79-2113										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援） カンセンショウ ヨボウ ジギョウ ヨボウ セッシュ シエン		１歳から18歳までのインフルエンザ予防接種への一部助成。 サイ サイ ヨボウ セッシュ イチブ ジョセイ		健康推進課
保健センター ケンコウ スイシンカ ホケン		0185-83-5555										感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）		感染症予防事業（インフルエンザ予防接種支援）

		053481		秋田県		三種町 ミタネチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド		福祉医療費助成制度 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド		全ての乳幼児及び小中学生の医療費自己負担相当額を助成する制度。
ひとり親家庭の児童は18歳まで助成。 スベ ニュウヨウジ オヨ ショウチュウガクセイ イリョウヒ ジコ フタン ソウトウ ガク ジョセイ セイド オヤ カテイ ジドウ サイ ジョセイ		健康推進課
後期高齢係 ケンコウ スイシンカ コウキ コウレイ ガカリ		0185-85-4834										福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		福祉医療費支給事業 フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		対象者の医療費を助成する。対象者は以下の通り。
高齢身体障がい者、重度心身障がい者（児）、ひとり親家庭児童、乳幼児及び小学生、中学生（※中学生はＨ２６．８から） タイショウシャ イリョウヒ ジョセイ タイショウシャ イカ トオ コウレイ シンタイ ショウ シャ ジュウド シンシン ショウ シャ コ オヤ カテイ ジドウ ニュウヨウジ オヨ ショウガクセイ チュウガクセイ		住民生活課 ジュウミン セイカツカ		0185-45-2114										福祉医療費支給事業		福祉医療費支給事業		0

		062031		山形県		鶴岡市		結婚・子育て		医療		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ		子育て支援医療給付事業 コソダ シエン イリョウ キュウフ ジギョウ		子育て環境の整備・促進を図るため、中学3年生までの医療費自己負担額の完全無料化をH26.7より実施。 コソダ カンキョウ セイビ ソクシン ハカ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ガク カンゼン ムリョウカ ジッシ		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ クニ タモ ネンキン カ		0235-25-2111										子育て支援医療給付事業		子育て支援医療給付事業

		062057		山形県		新庄市 シンジョウシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ		子育て支援医療 コソダ シエン イリョウ		0歳～中学3年生の自己負担額を助成する医療証を交付。3歳～中学3年生で扶養者が所得税を課税されている場合は一部負担あり。（０～２歳、第３子以降は０歳～小学3年生まで外来･入院問わず全自己負担額を助成） サイ チュウガク ネンセイ ジコ フタン ガク ジョセイ イリョウ ショウ コウフ サイ チュウガク ネンセイ フヨウシャ ショトクゼイ カゼイ バアイ イチブ フタン サイ ダイ シイコウ サイ ショウガク ネンセイ ガイライ ニュウイン ト ゼン ジコ フタン ガク ジョセイ		子育て推進課
子育て企画室 コソダ スイシン カ コソダ キカクシツ		0233-22-2111
(内線544)										子育て支援医療		子育て支援医療

		063231		山形県		朝日町		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費完全無料化事業		中学生以下医療費完全無料化事業		中学３年生までの医療費の無料化		健康福祉課
子育て支援係		0237-67-2132										中学生以下医療費完全無料化事業		中学生以下医療費完全無料化事業

		063410		山形県		大石田町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度		子育て支援医療制度		町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限なし。		保健福祉課		0237-35-2111										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		063657		山形県		大蔵村 オオクラ ムラ		結婚・子育て		医療		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ		医療費の助成 イリョウヒ ジョセイ		中学生までの医療費の無料化。 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0233-75-2104										医療費の助成		医療費の助成

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療		子育て支援医療		中学生まで医療費は全て無料（所得制限なし、自己負担分全額助成）で、入院時の食事負担金も給付。		住民税務課住民室 ジュウミン シツ		0238-87-0511										子育て支援医療		子育て支援医療

		064611		山形県		遊佐町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		0歳～中学生までの子どもの医療費が扶養者の所得等に関係なく、一部負担なし。 サイ チュウガクセイ コ イリョウヒ フヨウシャ ショトク トウ カンケイ イチブ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0234-72-5875										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		072010		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		福島市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）のお子さんの保険診療の自己負担分を助成 ジュウミンヒョウ ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン ジョセイ		地域福祉課 チイキ フクシ カ		024-525-3747
										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		0歳から18歳までの保険診療が無料。所得制限なし ホケン シンリョウ ムリョウ ショトク セイゲン		市こども家庭課		0242-39-1243										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		073083		福島県		川俣町		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ		子どもの医療費無料化 コ イリョウ ヒ ムリョウカ		１８歳までの子どもの医療費が無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで サイ コ イリョウ ヒ ムリョウ ネンレイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ニチ		こども教育課子育て支援係 キョウイク カ コソダ シエン カカリ		024-566-2111										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		074055		福島県		西会津町		結婚・子育て		医療		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ		子育て医療費サポート事業 コソダ イリョウヒ ジギョウ		18歳までの医療費における自己負担分を全て町が負担（18歳までの医療費が無料）。 サイ イリョウヒ ジコ フタン ブン スベ マチ フタン サイ イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0241-45-2214										子育て医療費サポート事業		子育て医療費サポート事業

		074071		福島県 フクシマケン		磐梯町 バンダイ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成制度		乳幼児・児童医療費助成制度		磐梯町に住所を有する０歳児から１８歳（高校）までの乳幼児及び児童・生徒に対し、医療費を全額助成する。 バンダイマチ タイ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		こども課 カ		0242-74-1216										乳幼児・児童医療費助成制度		乳幼児・児童医療費助成制度

		082040		茨城県 イバラギケン		古河市		結婚・子育て		医療		医療費助成制度（マル福） セイド フク		医療費助成制度（マル福） セイド フク		マル福の対象とならない小学校3年生までの小児および小学校4年生から中学校3年生までの児童（平成26年10月1日から18歳まで拡大）の医療費を一部助成する。		健康福祉部国保年金課 ケンコウ フクシ ブ コクホ ネンキン カ		0280-22-5111										医療費助成制度（マル福）		医療費助成制度（マル福）

		082147		茨城県		高萩市 タカハギシ		結婚・子育て		医療		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド		医療福祉支給制度 イリョウ フクシ シキュウ セイド		０歳～中学３年生の医療費の一部を助成します。入院は無料、外来は１回600円の自己負担で受診できます（小学４年生～中学３年生は１０月１日から事業開始）。また、妊産婦に対しても同様の助成を実施。 サイ ネンセイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ムリョウ ニンサンプ タイ ドウヨウ ジョセイ ジッシ		保険医療課 ホケン イリョウ カ		0293-23-2117										医療福祉支給制度		医療福祉支給制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		082163		茨城県		笠間市		結婚・子育て		医療		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク		医療福祉費助成制度（マル福） イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク		医療保険各法の規定による患者負担分を公費で助成する。 イリョウ ホケン カク ホウ キテイ カンジャ フタン ブン コウヒ ジョセイ		保健衛生部
保険年金課 ホケン エイセイブ ホケン ネンキン カ		0296-77-1101										医療福祉費助成制度（マル福）		医療福祉費助成制度（マル福）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		結婚・子育て		医療		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ		マル福医療費助成事業（拡大） フク イリョウヒ ジョセイ ジギョウ カクダイ		マル福の対象者を中学3年生まで拡大する（平成26年10月から）。 フク タイショウシャ チュウガク ネンセイ カクダイ ヘイセイ ネン ツキ		保険課 ホケン カ		029-240-7113										マル福医療費助成事業（拡大）		マル福医療費助成事業（拡大）

		083097		茨城県		大洗町 オオアライ チョウ		結婚・子育て		医療		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド		小児医療福祉費助成制度（マル福制度） ショウニ イリョウ フクシ ヒ ジョセイ セイド フク セイド		中学3年生までのお子さんの入院及び外来分の医療費を助成し，無料化を行っています。また，所得基準について撤廃しています。（外来・入院・入院時食事療養費については，一部負担金があります。） チュウガク ネン セイ コ ニュウイン オヨ ガイライ ブン イリョウヒ ジョセイ ムリョウカ オコナ ショトク キジュン テッパイ ガイライ ニュウイン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウヒ イチブ フタンキン		住民課 ジュウミン カ		029-267-5111												南幌町ファミリー・サポート・センター事業

		083640		茨城県		大子町 ダイゴマチ		結婚・子育て		医療		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		妊産婦の方，０歳～１５歳到達後，最初の３月３１日までのお子さんが健康保険証を使って医療機関で受診した場合，その自己負担額を助成します。 ガク		町民課 チョウミン カ		0295-72‐1112										医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）		医療費の無料化（妊産婦及び乳幼児から中学校３年生まで）

		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町 ヤチヨ チョウ		結婚・子育て		医療		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳） イリョウ フクシ ヒ シキュウ ジギョウ カクジュウ ブン サイ サイ		平成26年10月から県の行う医療福祉費支給の対象範囲を、中学校3年生までに拡大する。 ヘイセイ ネン ガツ ケン オコナ イリョウフクシヒシキュウ タイショウ ハンイ チュウガッコウ ネンセイ カクダイ		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0296-49-3941										医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）		医療福祉費支給事業（拡充分　13歳～15歳）

		092053		栃木県		鹿沼市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学校３年生までの子供にかかる医療費の一部を助成。小学校就学前は１レセプト当たり５００円の自己負担なし。入院時の食事療養費は自己負担。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウイン		保健福祉部
こども支援課		0289-63-2172										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		092061		栃木県		日光市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校3年生相当までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を助成。県内医療機関窓口での支払不要。 ケンナイ イリョウ キカン マドグチ シハラ フヨウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0288-21-5101										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		092118		栃木県		矢板市		結婚・子育て		医療		・こども医療費助成制度		・こども医療費助成制度		・高校３年生相当までの医療費(保険診療分)を全額助成する。		子ども課
子育て支援担当		0287-44-3600										・こども医療費助成制度		・こども医療費助成制度

		093017		栃木県		上三川町 カミ ミカワ マチ		結婚・子育て		医療		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ		児童医療費助成 ジドウ イリョウヒ ジョセイ		出生の日から中学校卒業までの保険診療した医療費全額（予防接種や証明料などは対象外）を助成。		福祉課		0285-56-9130 										児童医療費助成		児童医療費助成

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学生までの医療費無料化 チュウガクセイ イリョウヒ ムリョウカ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0285-63-5631										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		102032		群馬県		桐生市		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化（群馬県内の市町村で一律実施） チュウガッコウ ソツギョウ コ タイショウ ホケン シンリョウヒ ムリョウカ グンマ ケンナイ シチョウソン イチリツ ジッシ		医療保険課　　　医療助成係 イリョウ ホケンカ イリョウ ジョセイ カカリ		0277-46-1111(内線272)										子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		102121		群馬県		みどり市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。		市民課　医療助成係		0277-76-0972										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		103829		群馬県		下仁田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		中学卒業までの子どもの医療費について無料化。 チュウガク ソツギョウ コ イリョウヒ ムリョウカ														子ども医療費無料化		子ども医療費無料化

		104434		群馬県		片品村		結婚・子育て		医療		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ		片品村子ども医療費補助 カタシナ ムラ コ イリョウヒ ホジョ		義務教育を終了する１５歳の３月３１日まで医療費無料。 ギム キョウイク シュウリョウ サイ ガツ ニチ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0278-58-2115										片品村子ども医療費補助		片品村子ども医療費補助

		104493		群馬県		みなかみ町 マチ		結婚・子育て		医療		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業） コ ショウガイシャ イリョウヒ ムリョウカ フクシ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		１５歳年度末までの子、重度心身障害者、母（父）子家庭所得税非課税で１８歳年度末までの子と扶養している配偶者のいない女子または男子に対し、医療費の自己負担分を支給。※県内で一律実施		町民福祉課 チョウミン フクシカ		0278-25-5011										子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）		子どもや障害者などの医療費の無料化
（福祉医療費支給事業）

		112020		埼玉県		熊谷市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		こども医療費助成事業		中学校卒業までの児童にかかる医療費の一部を助成。対象は、入通院医療費の保険診療一部負担金と入院時食事療養標準負担額（高額療養費や附加給付金を除く。）。保護者の所得制限なし。 タイショウ ツウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ イチブ フタンキン ノゾ ホゴシャ ショトク セイゲン		福祉部こども課		048-524-1452(直通)										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		122157		千葉県		旭市 アサヒシ		結婚・子育て		医療		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		旭市子ども医療費助成事業 アサヒ シ コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までのお子さんが医療機関（整骨院等を含む）に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成。 チュウガッコウ ネンセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0479-62-8012										旭市子ども医療費助成事業		旭市子ども医療費助成事業

		122262		千葉県		富津市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学3年生までの子どもの医療費の一部を助成。
○自己負担金：入院一日または通院一回当たり200円若しくは無料、○調剤費無料		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0439-80-1256										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳児から中学３年生まで、保険診療分の自己負担額について全額助成。
 サイジ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ		健康こども部家庭支援課 ケンコウ ブ カテイ シエン カ		043-421-6124										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		122351		千葉県		匝瑳市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		0歳から中学校3年生までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。 サイ チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン セタイ ショトク カカ ゼンガク ジョセイ		健康管理課健康管理班 ケンコウ カンリカ ケンコウ カンリ ハン		0479-73-1200										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		122394		千葉県		大網白里市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		０歳から中学校３年生までの子ども医療費を助成する。
【通院】０歳～小３：無料、小４～中３：３００円／１回（非課税世帯：無料）、【入院】０歳～中３：無料 サイ チュウガッコウ ネンセイ コ イリョウヒ ジョセイ ツウイン サイ ショウ ムリョウ ショウ チュウ エン カイ ヒカゼイ セタイ ムリョウ ニュウイン サイ チュウ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0475-70-0331										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		124109		千葉県		横芝光町		結婚・子育て		医療		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド		こども・児童医療費の助成制度 ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド		保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るため、0歳児から高校2年生までの医療費を助成。
こども医療費助成制度0歳児から中学3年生まで
児童医療費助成制度高校1、2年生 ホケン タイサク ジュウジツ ホゴシャ ケイザイテキ フタン ケイゲン ハカ サイジ コウコウ ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イリョウヒ ジョセイ セイド サイジ チュウガク ネンセイ ジドウ イリョウヒ ジョセイ セイド コウコウ ネンセイ		健康管理課・
福祉課 ケンコウ カンリカ フクシカ		0479-82-3400
0479-84-1257										こども・児童医療費の助成制度		こども・児童医療費の助成制度

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		０歳児から中学校３年生までの入通院医療費を助成。
通院１回または入院１日あたりの自己負担額が無料もしくは３００円。（住民税の課税状況による） サイ ジ チュウガッコウ ネンセイ ニュウ ツウイン イリョウヒ ジョセイ ツウイン カイ ニュウイン ニチ ジコ フタン ガク ムリョウ エン ジュウミンゼイ カゼイ ジョウキョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0470-68-6717										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		151009		新潟県		新潟市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		通院は0歳から小学3年生まで、入院は0歳から中学3年生まで医療費を助成します（一部自己負担あり）。また、高校3年生までの子が3人以上いる世帯は、入院・通院ともに0歳から高校3年生まで助成します。 ツウイン サイ ショウガク ネンセイ ニュウイン サイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ジョセイ イチブ ジコ フタン コウコウ ネンセイ コ ニンイジョウ セタイ ニュウイン ツウイン サイ コウコウ ネンセイ ジョセイ		福祉部
こども未来課 フクシ ブ ミライ カ		025-226-1201										こども医療費助成		こども医療費助成

		152129		新潟県		村上市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成		子ども医療費助成		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成をします。		福祉課		0254-53-2111(内線246)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		152161		新潟県		糸魚川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		通院は、１回530円。（530円以下だった場合はその額）小学校卒業までの者が対象です。入院は、１日1,200円で、高校卒業までの者が対象です。 ツウイン ショウガッコウ ソツギョウ モノ タイショウ ニュウイン コウコウ ソツギョウ モノ タイショウ		こども課
子育て支援係 カ コソダ シエン カカリ		025-552-1511										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		152226		新潟県		上越市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		生まれた日または転入の日から、中学校卒業までの子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。		健康福祉部 こども課		025-526-5111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		152269		新潟県		南魚沼市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		①入・通院ともに5歳の誕生月まで全額助成。②2人以下のこどもを有する世帯の3歳以上小学校6年生までの全子について通院のみ一部助成。 ゼンガク ジョセイ		子育て支援課 子ども家庭支援班		025-773-6822										子ども医療費助成		子ども医療費助成		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		155811		新潟県		関川村 セキカワムラ		結婚・子育て		医療		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ		子ども通院・入院医療費助成 コ ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジョセイ		１８歳到達の３月末まで、医療費の助成をする。 サイ トウタツ ガツ マツ イリョウヒ ジョセイ		住民福祉課福祉保険班 ジュウミン フクシ カ フクシ ホケン ハン		0254-64-1471										子ども通院・入院医療費助成		子ども通院・入院医療費助成

		162027		富山県		高岡市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		こども医療費助成		市内在住の0歳～中学3年生までの子どもで、各種健康保険に加入している場合、保険診療の自己負担分（入院：中学校3年まで、通院：小学6年まで）を助成。10月から通院の対象年齢を中学３年生まで拡大 ザイジュウ バアイ		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381										こども医療費助成		こども医療費助成

		162060		富山県		滑川市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学３年生までの子どもの保険医療費を助成。（現物給付または償還払い） チュウガク ネンセイ コ ホケン イリョウヒ ジョセイ ゲンブツ キュウフ ショウカン ハラ		子ども課 コ カ		076-475-2111										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		162094		富山県		小矢部市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		こども医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校３年生までの児童の入・通院にかかる保険診療の医療費を助成します。（所得制限なし。） チュウガッコウ ネンセイ ジドウ ニュウ ツウイン ホケン シンリョウ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		0766-67-8603										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		市内に在住する子どもの医療費（保険適用分）の自己負担額を助成。入院は中学3年生まで、通院は小学6年生まで対象。平成26年10月診療分より中学3年生の通院も対象。ただし、保護者負担が必要。 シナイ ザイジュウ コ イリョウヒ ホケンテキヨウブン ジコ フタンガク ジョセイ ニュウイン チュウガク ネンセイ ツウイン ショウガク ネンセイ タイショウ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン チュウガク ネンセイ ツウイン タイショウ ホゴシャ フタン ヒツヨウ		民生部
子育て支援室 ミンセイブ コソダ シエン シツ		0763-23-2053										こども医療費助成		こども医療費助成

		162116		富山県		射水市		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、市内に住所を有する子ども（中学校３年生修了前）の医療費を助成。 シナイ ジュウショ ユウ		福祉保健部
子育て支援課 フクシ ホケン ブ コソダ シエン カ		0766-82-1953										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ		特定疾患等治療経費一部助成事業 トクテイ シッカン トウ チリョウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジギョウ		難病または小児特定疾患のため治療中の市民で県知事の認定者に対し、年額5千円を助成。 ナンビョウ ショウニ トクテイ シッカン チリョウ チュウ シミン ケンチジ ニンテイシャ タイ ネンガク センエン ジョセイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										特定疾患等治療経費一部助成事業		特定疾患等治療経費一部助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		インフルエンザ予防接種助成事業 ヨボウ セッシュ ジョセイ ジギョウ		6か月児から中学生までを対象に、指定医療機関でのインフルエンザ予防接種時に1回1千円の助成が受けられる接種券を発行。（6か月児～小学生：年2回、中学生：年1回） ゲツ ジ チュウガクセイ タイショウ シテイ イリョウ キカン ヨボウ セッシュ ジ カイ セン エン ジョセイ ウ セッシュ ケン ハッコウ ゲツ ジ ショウガクセイ ネン カイ チュウガクセイ ネン カイ		健康福祉部
健康推進課 ケンコウ フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0767-53-3623										インフルエンザ予防接種助成事業		インフルエンザ予防接種助成事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校卒業までの児童を対象に、保険適用分の医療費（通院費・薬剤費・入院費など）を助成（小学生以上は入院費を除き月1千円の自己負担あり）。 チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ タイショウ ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ツウイン ヒ ヤクザイヒ ニュウインヒ ジョセイ ショウガクセイ イジョウ ニュウイン ヒ ノゾ ツキ セン エン ジコ フタン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド		ひとり親家庭等医療費給付制度 オヤ カテイトウ イリョウヒ キュウフ セイド		ひとり親家庭の父または母及び児童（高校生以下）を対象に、保険適用分の通院・入院費を助成。中学生以下の児童を除き一部自己負担あり。（所得制限あり） オヤ カテイ チチ ハハ オヨ ジドウ コウコウセイ イカ タイショウ ホケン テキヨウ ブン ツウイン ニュウインヒ ジョセイ チュウガクセイ イカ ジドウ ノゾ イチブ ジコ フタン ショトク セイゲン		健康福祉部
子育て支援課 ケンコウ フクシ ブ コソダ シエン カ		0767-53-8419										ひとり親家庭等医療費給付制度		ひとり親家庭等医療費給付制度

		172111		石川県		能美市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療補助制度		乳幼児等医療補助制度		１８歳までの子どもの医療費が無料		子育て支援課		0761-58-2232										乳幼児等医療補助制度		乳幼児等医療補助制度

		173843		石川県		志賀町 シガ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成		０歳～満１８歳の児童の保険適用となった医療費の一部負担支払額（入院及び通院費）の全額助成。 ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミン カ		0767-32-9122										乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ		乳幼児・児童及び生徒養育医療費 ニュウヨウジ ジドウ オヨ セイト ヨウイク イリョウヒ		１８歳に達する日以降の３月３１日まで、乳幼児・児童・生徒の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカキュウフブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										乳幼児・児童及び生徒養育医療費		乳幼児・児童及び生徒養育医療費

		174076		石川県		中能登町 ナカ ノトチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ		ひとり親家庭等医療費給付 オヤ カテイ トウ イリョウヒ キュウフ		ひとり親家庭等において、対象児童が１８歳に達する日以降の３月３１日まで、親・児童の医療保険対象分の自己負担額を助成（ただし、高額療養費・付加給付分を除く） オヤ カテイ トウ タイショウ ジドウ サイ タッ ヒ イコウ ガツ ニチ オヤ ジドウ イリョウ ホケン タイショウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ コウガク リョウヨウヒ フカ キュウフ ブン ノゾ		保健環境課 ホケン カンキョウ カ		0767-72-3129										ひとり親家庭等医療費給付		ひとり親家庭等医療費給付

		192040		山梨県		都留市		結婚・子育て		医療		都留市すこやか子育て医療費助成制度		都留市すこやか子育て医療費助成制度		満15歳になる年度の年度末まで(中学校終了まで）医療費の助成をいます。		市民生活課
年金・医療担当 シミン セイカツ カ ネンキン イリョウ タントウ		0554-43-1111
(内線116)										都留市すこやか子育て医療費助成制度		都留市すこやか子育て医療費助成制度

		192058		山梨県		山梨市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校６年まで窓口無料化、中学生の入院費助成。		健康増進課
国民健康保険担当 ケンコウ ゾウシン カ コクミン ケンコウ ホケン タントウ		0553-22-1111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親医療費助成 オヤ イリョウヒ ジョセイ		市内に住所のあるひとり親の方とその子ども（高校3年生まで）方が病院を受診されたときにかかる健康保険の自己負担分の医療費を助成する。 シナイ ジュウショ オヤ カタ コ コウコウ ネンセイ カタ ビョウイン ジュシン ケンコウ ホケン ジコ フタン ブン イリョウ ヒ ジョセイ		市民課
国保医療担当 シミンカ コクホ イリョウ タントウ		0551-22-1111
(内線127~129)										ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		192074		山梨県		韮崎市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進を図ることを目的に、中学3年生までの医療費の保険対象負担分を全額助成します。 コ ホケン コウジョウ キヨ ジドウ フクシ スイシン ハカ モクテキ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン タイショウ フタンブン ゼンガク ジョセイ		市民課 シミンカ		0551-22-1111										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド		子ども医療費窓口無料化制度 コ イリョウヒ マドグチ ムリョウカ セイド		中学卒業までの医療費個人負担分の無料化 チュウガク ソツギョウ イリョウヒ コジン フタンブン ムリョウカ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0553-32-5081										子ども医療費窓口無料化制度		子ども医療費窓口無料化制度

		193658		山梨県		身延町		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費の助成		子育て支援医療費の助成		町内に住所を有する、出生から中学校3年生までの小児の保護者に医療費の保険対象負担分を全額助成。		子育て支援課		0556-20-4580										子育て支援医療費の助成		子育て支援医療費の助成

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度		０歳から中学3年生までの医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限なし）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額が支給		こども福祉課		0263-33-9855										子育て支援医療費助成制度		子育て支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭支援医療費助成制度		ひとり親家庭支援医療費助成制度		１８歳未満（高校卒業まで）の児童と扶養している父・母、父母のいない児童を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限有）。自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給 アリ		こども福祉課		0263-33-9855										ひとり親家庭支援医療費助成制度		ひとり親家庭支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		障害者支援医療費助成制度		障害者支援医療費助成制度		障害のある児童及び成人の方を対象に医療費の自己負担額の一部を助成（所得制限あり）。保険対象自己負担額から高額療養費等及び受給者負担金（500円）を差し引いた額を支給		こども福祉課		0263-33-9855										障害者支援医療費助成制度		障害者支援医療費助成制度

		202029		長野県		松本市 マツモトシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業		就労している保護者を支援するため、病中の子どもを預かる病児保育を２カ所の病院で実施するとともに、病気の回復期にある子どもを預かる病後児保育を２カ所のこどもプラザで実施		こども育成課		0263-34-3261										病児・病後児保育事業		病児・病後児保育事業

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		未熟児養育医療費給付事業 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ヒ キュウフ ジギョウ		出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた子どもの治療費の一部を市が負担する制度 シュッショウ ジ タイジュウ イカ シンタイ ハツイク ミジュク ウ イシ ニュウイン ヒツヨウ ミト コ チリョウヒ イチブ シ フタン セイド		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ		上田市内科・小児科初期救急センター ウエダシ ナイカ ショウニカ ショキ キュウキュウ		夜間の急な症状（突発的な発熱、激しい嘔吐等）に対する応急的な内科診療体制		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0268-23-8244

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク		病児・病後児保育センター ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク		病気治療中の児童を保護者が仕事などの都合により家庭で看護できない場合に利用できる保育センター		子育て子育ち支援課 コソダ コ ソダ シエン カ		0268-23-5106										病児・病後児保育センター		病児・病後児保育センター

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ		こども医療費給付 イリョウヒ キュウフ		出生から中学3年生までの通院入院医療費自己負担分を支給		福祉課 フクシカ		0268-22-4100 										こども医療費給付		こども医療費給付

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		結婚・子育て		医療		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ		小諸市医療費特別給付金(福祉医療） コモロシ イリョウヒ トクベツ キュウフキン フクシ イリョウ		０歳から中学３年生までの方を対象に医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などに支払った医療費の一部を助成 サイ チュウガク ネンセイ カタ タイショウ イリョウ ホケン ツカ ビョウイン シカ イイン ヤッキョク シハラ イリョウヒ イチブ ジョセイ		厚生課 コウセイカ		0267-22-1700										小諸市医療費特別給付金(福祉医療）		小諸市医療費特別給付金(福祉医療）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド		福祉医療費給付金制度 フクシ イリョウ ヒ キュウフ キン セイド		中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（１レセプトあたり５００円の自己負担） チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ イリョウ ヒ イチブ ジョセイ エン ジコ フタン		保健福祉部健康推進課 ホケン フクシ ブ ケンコウ スイシン カ		0265-78-4111
内線2342										福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		乳幼児等医療給付事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ キュウフ ジギョウ		中学生以下の入・通院にかかる窓口負担のうち、保険適用分について助成（保険適用分については、中学生以下の医療費が無料） チュウガクセイ イカ ニュウ ツウイン マドグチ フタン ホケン テキヨウ ブン ジョセイ ホケン テキヨウ ブン チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0269-62-3111										乳幼児等医療給付事業		乳幼児等医療給付事業

		202142		長野県 ナガノケン		茅野市 チノシ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク		病児・病後児保育 ビョウ ジ ビョウゴ ジ ホイク		生後6カ月から小学校3年生までの病気または病気回復期のお子さんを一時的に預かり、保育を実施。茅野市のお子さんは無料で利用可能 セイゴ ゲツ ショウガク コウ ネンセイ ビョウキ ビョウキ カイフク キ コ イチジテキ アズ ホイク ジッシ チノシ コ ムリョウ リヨウ カノウ		幼児教育課 ヨウジ キョウイク カ		0266-72-2101										病児・病後児保育		病児・病後児保育

		203611		長野県		下諏訪町		結婚・子育て		医療		福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度		乳幼児、障害者、母子父子家庭等の方が医療を受けたとき、医療費の一部を助成します。		住民環境課国保年金係		0266-27-1111(内線138)										福祉医療費給付金制度		福祉医療費給付金制度

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		結婚・子育て		医療		病児・病後児保育		病児・病後児保育		病気又は病気回復期にある生後６ケ月から小学校３年生までのお子さんを、保育ができない期間、一時的に預かる事業		子ども課子ども支援係		0266-62-9237														0		追加 ツイカ

		204480		長野県		生坂村		結婚・子育て		医療		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ		福祉医療給付 フクシ イリョウ キュウフ		１８歳までのお子様を対象に、医療費の支給を受けることができる。 サイ コサマ タイショウ イリョウヒ シキュウ ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0263-69-3500										福祉医療給付		福祉医療給付

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもの医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		0歳から18歳まで医療費自己負担分を助成		福祉グループ		026-214-9108										子どもの医療費の助成		子どもの医療費の助成

		205613		長野県 ナガノケン		山ノ内町		結婚・子育て		医療		福祉医療費支給		福祉医療費支給		18歳に達した日以後最初の3月31日まで医療費自己負担額から500円を控除した額を支給		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0269-33-3116										福祉医療費支給		福祉医療費支給

		205885		長野県 ナガノケン		小川村 オガワムラ		結婚・子育て		医療		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド		特別療養費(福祉医療)制度 トクベツ リョウヨウヒ フクシ イリョウ セイド		高等学校卒業までの乳幼児・児童・生徒の医療費一部負担金を手数料を除き、補助 コウトウ ガッコウ ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト イリョウヒ イチブ フタンキン テスウリョウ ノゾ ホジョ		住民福祉課　住民係 ジュウミン フクシ カ ジュウミン カカリ		026-269-2323										特別療養費(福祉医療)制度		特別療養費(福祉医療)制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		高校生相当年齢者の１８歳到達後初めて迎える３月３１日までを助成対象とし、入院、通院医療費の全額を助成します。所得制限はありません。 ショトク セイゲン		福祉部
窓口サービス課		0584-47-8140										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		出生～中学校卒業まで、医療費無料（入院・通院）のほか、子どものインフルエンザ予防接種費等に市独自で上乗せ助成。		障害援護課 ショウガイ エンゴ カ		0573-66-1111										乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業		乳幼児等医療費扶助・予防接種助成事業

		212075		岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)の医療費を助成
※乳幼児から中学生…保険診療の自己負担分※高校生…入院費		民生部
健康福祉課 ミンセイ ブ ケンコウ フクシ カ		0575-33-1122										福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)		福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校生)

		212083		岐阜県		瑞浪市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度 セイド		福祉医療費助成制度 セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費の自己負担額を助成します。		保険年金課 ホケン ネンキン カ		0572-68-2119										福祉医療費助成制度		福祉医療費助成制度

		212105		岐阜県		恵那市		結婚・子育て		医療		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ		子ども福祉医療費助成 コ フクシ イリョウヒ ジョセイ		0歳から中学校卒業までの医療費の自己負担分を助成します		保険年金課医療交付係 ホケン ネンキンカ イリョウ コウフ ガカリ		0573-26-2111(内150､151､152)										子ども福祉医療費助成		子ども福祉医療費助成

		212121		岐阜県		土岐市 トキシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等の医療費助成制度		乳幼児等の医療費助成制度		中学校３年生までのお子さんの保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。 チュウガク コウ ネンセイ コ		市民部子育て支援課 シミン ブ		0572-54-1111										乳幼児等の医療費助成制度		乳幼児等の医療費助成制度

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		山県市福祉医療費助成事業 ヤマガタシ フクシ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		高校生等（15歳から18歳の学生証等を有する者）の保険の対象となる医療費（通院・入院・歯科）、薬代、補装具などから保険給付費を控除した金額または徴収額等の相当額をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。 ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827										山県市福祉医療費助成事業		山県市福祉医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212156		岐阜県		山県市 ヤマガタシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 ジギョウ		子ども医療費助成事業 ジギョウ		0歳から中学校3年生終了までの者に対し入院及び外来に係る保険診療の自己負担分を助成。 サイ モノ タイ ジョセイ		市民環境課 シミン カンキョウカ		0581-22-6827										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業		0		助成で統一 ジョセイ トウイツ

		212199		岐阜県		郡上市		結婚・子育て		医療		高校生等医療費助成事業		高校生等医療費助成事業		市単独で、高校生等を対象に、通院・入院費を助成する。医療費の支給は郡上市商工会が発行する、郡上市共通商品券をもって行う		健康福祉部
社会福祉課 ケンコウ フクシ ブ シャカイ フクシ カ		0575-67-1811										高校生等医療費助成事業		高校生等医療費助成事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ		乳幼児・小学生・中学生医療費助成 ニュウヨウジ		中学生までの医療費(保険内自己負担分）を全額助成します。（所得制限なし）		市民部
市民課 シミン ブ シミンカ		0576-24-2222										乳幼児・小学生・中学生医療費助成		乳幼児・小学生・中学生医療費助成

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		結婚・子育て		医療		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ		子育て支援予防接種事業 コソダ シエン ジギョウ		国で定められた子どもに対する定期予防接種を全額助成します。
また、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそうの任意予防接種に対し、費用の一部を助成します。 ニンイ ヨボウ セッシュ タイ		健康医療部
健康課 ケンコウ イリョウ ブ ケンコウ カ		0576-53-2101										子育て支援予防接種事業		子育て支援予防接種事業

		213039		岐阜県		笠松町		結婚・子育て		医療		福祉医療給付費		福祉医療給付費		若者の定住・転入を期待し、子を持つ若者への配慮と将来の町を担うべき子供を安心して産み育てられるように乳幼児・児童・生徒（中学校卒業まで）の個人負担医療費（食事療養費を除く保険適用内）の全額を助成		福祉健康課 フクシ ケンコウ カ		058-388-7171										福祉医療給付費		福祉医療給付費

		214019		岐阜県		揖斐川町		結婚・子育て		医療		高校生世代までの子どもの医療費助成		高校生世代までの子どもの医療費助成		対象者の保護者が、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで、対象医療機関においては医療費が無料（各種医療保険適用による自己負担分の支払いが不要。岐阜県内の医療機関でのみ適用）。 ムリョウ		住民福祉部住民課 ジュウミンカ		0585-22-2111										高校生世代までの子どもの医療費助成		高校生世代までの子どもの医療費助成

		214043		岐阜県		池田町 イケダ チョウ		結婚・子育て		医療		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ		医療扶助事業 イリョウ フジョ ジギョウ		助成対象者は乳幼児・児童・生徒等で、対象の範囲は満１８歳に達する日以降における最初の３月３１日以前の者まで。但し、他の福祉医療制度に該当する者を除く。助成内容は保険内診療分。所得制限はなし。 ジョセイ タイショウシャ ニュウヨウジ ジドウ セイト トウ タイショウ ハンイ マン サイ タッ ヒ イコウ サイショ ツキ ヒ イゼン モノ タダ タ フクシ イリョウ セイド ガイトウ モノ ノゾ ジョセイ ナイヨウ ホケン ナイ シンリョウ ブン ショトク セイゲン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0585-45-3111										医療扶助事業		医療扶助事業

		215031		岐阜県		川辺町 カワベ チョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ		福祉医療助成事業 フクシ イリョウ ジョセイ ジギョウ		０歳児から中学校卒業前までの医療費を全額助成します。 サイジ チュウガッコウ ソツギョウマエ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民課 ジュウミンカ		0574-53-2513										福祉医療助成事業		福祉医療助成事業

		215074		岐阜県		東白川村		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		１８歳到達後初めてむかえる３月３１日まで、入院、外来医療費の全額助成。		村民課 ソンミン カ		0574-78-3111										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		結婚・子育て		医療		村単児童医療費助成事業		村単児童医療費助成事業		１５歳（中学３年生）までの医療費を全額助成する		村民課 ソンミン カ		05769-6-1311										村単児童医療費助成事業		村単児童医療費助成事業

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		０歳から中学校３年生までの入院、通院にかかる医療費の一部を助成及び高校１年生相当年齢から高校３年生相当年齢までの入院にかかる医療費の一部を助成。 サイ ニュウイン ツウイン イチブ オヨ コウ ソウトウ ネンレイ ニュウイン イリョウヒ イチブ ジョセイ		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										こども医療費助成		こども医療費助成

		222038		静岡県		沼津市 ヌマヅシ		結婚・子育て		医療		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具（15品目）を給付。（所得に応じた自己負担金あり）		健康づくり課 ケンコウ カ		055-951-3480										小児慢性特定疾患児日常生活用具給付		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		未就学児～中学生までの保険診療に係る治療に要する医療費の助成を行う。 ミシュウガクジ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ チリョウ ヨウ イリョウヒ ジョセイ オコナ		健やか・こども部子育て応援課 スコ ブ コソダ オウエン カ		0547-36-7159										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		222194		静岡県		下田市 シモダシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費の助成。①乳幼児（６歳以下の未就学児）は入院時食事療養標準負担額②児童（小学１年生から中学３年生修了まで）は入院１日500円と入院時食事療養標準負担額、通院は１回500円 ニュウヨウジ サイ イカ ミシュウガクジ ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ジドウ ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ シュウリョウ ニュウイン ニチ エン ニュウイン ジ ショクジ リョウヨウ ヒョウジュン フタン ガク ツウイン カイ エン		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0558-22-2216										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		1		アドレス変更 ヘンコウ

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		母子家庭等医療費助成		母子家庭等医療費助成		母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成する。		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914								1		母子家庭等医療費助成		母子家庭等医療費助成

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。 チュウ		福祉課 フクシ カ		0537-35-0914										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223026		静岡県		河津町 カワツ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		中学3年生までの子どものが、医療機関で受診した際にかかる保険対象医療費の自己負担分が無料 チュウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ジュシン サイ ホケン タイショウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0558-34-1937										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		乳幼児が医療機関を利用した際、医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成。
○助成の対象：本来の医療保険の自己負担金(２割)○助成対象者：出生児から小学校就学前まで		福祉課 フクシカ		055-981-8215										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		223417		静岡県		清水町 シミズ チョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度		こども医療費助成制度		小・中学生の医療費自己負担金の一部を助成。対象は①医療保険分負担金額②健康保険適用補装具の医療保険分負担金額ほか（その他要件有）。額は、助成対象額ー(5百円×入院日数)か助成対象額ー(5百円×通院数) タ ヨウケン アリ ヒャク ヒャク		福祉課 フクシカ		055-981-8215										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年までの医療費助成（入院、通院）し、今年度から入院自己負担金無料で、子育て世代の経済的な負担軽減の拡充を図る。 チュウガク ネン イリョウヒ ジョセイ ニュウイン ツウイン コンネンド ニュウイン ジコ フタンキン ムリョウ コソダ セダイ ケイザイテキ フタン ケイゲン カクジュウ ハカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0538-85-1800										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		出生から高等学校卒業までの医療費一部負担金の全額助成 シュッセイ コウトウ ガッコウ ソツギョウ イリョウヒ イチブ フタンキン ゼンガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0536-62-0519										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		子育て支援医療制度 コソダ シエン イリョウ セイド		中学3年生まで医療費無料 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウ		福祉課 フクシカ		0536-76-1815										子育て支援医療制度		子育て支援医療制度

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		妊産婦医療費助成制度		妊産婦医療費助成制度		妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担額から1,500円を控除した額を助成（調剤薬局分は除控除しません）。また、健康診査費助成金として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有 ニンシン ゲツイジョウ ニンサンプ ノゾ コウジョ ジョセイ ホンニン オヨ ハイグウシャ アリ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										妊産婦医療費助成制度		妊産婦医療費助成制度		0		区部、事業概要修正 クブ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ		子ども医療費助成制度（0歳～小学生） コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド サイ ショウガクセイ		０歳～小学生を対象に、医療機関等で支払った医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり タイショウ ジョセイ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		子ども医療費助成制度（0歳～小学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242012		三重県		津市 ツシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度（中学生）		子ども医療費助成制度（中学生）		中学生を対象に、医療機関等で支払った入院分医療費（保険診療分）の自己負担額を助成する。
※保護者の所得制限あり チュウ		健康福祉部保険医療助成課 ケンコウ フクシ ブ ホケン イリョウ ジョセイ カ		059-229-3158										子ども医療費助成制度（中学生）		子ども医療費助成制度（中学生）		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		242110		三重県		鳥羽市		結婚・子育て		医療		中学３年生まで子どもの医療費無料		中学３年生まで子どもの医療費無料		義務教育終了（15歳になる年度末）までの子ども医療費を助成。所得制限無し。		市民課
保険年金係		0599-25-1148										中学３年生まで子どもの医療費無料		中学３年生まで子どもの医療費無料

		244431		三重県		大台町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学校卒業までの医療費を助成 チュウガッコウ ソツギョウ イリョウヒ ジョセイ		健康ほけん課 ケンコウ カ		0598-82-3785										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		244724		三重県		南伊勢町 ミナミイセチョウ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		中学3年生（15歳年度末）までの子どもに対し、医療費助成 チュウガク ネンセイ サイ ネンドマツ コ タイ イリョウヒ ヒ ジョセイ		医療保険課 イリョウ ホケン カ		(0599)66-1708										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		245615		三重県		御浜町		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成 フクシ イリョウヒ ジョセイ セイド コ イリョウヒ ジョセイ		１５歳年度末（中学校卒業まで）の児童の医療費が無料
（所得制限あり） イリョウヒ ムリョウ		健康福祉課
福祉係 ケンコウ フクシカ フクシ カカリ		05979-3-0515										福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成		福祉医療費助成制度
子どもの医療費助成

		245623		三重県		紀宝町		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助		子ども医療費補助		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉課		0735-33-0339										子ども医療費補助		子ども医療費補助

		254436		滋賀県 シガケン		多賀町 タガチョウ		結婚・子育て		医療		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る）		税務住民課 ゼイム ジュウミン カ		0749-48-8114										福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」		福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ		子ども医療費補助事業 コ イリョウヒ ホジョ ジギョウ		中学卒業までの乳幼児、児童生徒の病気、けがなどで医療機関にかかった場合の医療日に助成。１カ月１医療機関２００円で受診できます。 チュウガク ソツギョウ ニュウヨウジ ジドウ セイト ビョウキ イリョウ キカン バアイ イリョウ ヒ ジョセイ ゲツ イリョウ キカン エン ジュ		保険事業課 ホケン ジギョウ カ		0772-69-0220										子ども医療費補助事業		子ども医療費補助事業

		282081		兵庫県		相生市 アイオイシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業		こども医療費助成事業		中学3年までの入院・通院にかかる医療費の無料化を実施します。（所得制限があります） ツウイン		市民生活部　　市民課　　　　国保年金係 セイカツ		0791-23-7154 

										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳児健康診査費補助事業		乳児健康診査費補助事業		市内に住所を有する乳児（乳児健康診査受診時において満1歳6ヶ月満たない者を含む）に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回3,500円を上限に2回分を助成する。		保健センター		0791-43-9855										乳児健康診査費補助事業		乳児健康診査費補助事業

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		乳幼児健康診査		市内在住の4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児の健康診査と2歳児の歯科健康診査に対し、健康診査費を無料とする。		保健センター		0791-43-9855										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		282120		兵庫県		赤穂市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		義務教育就学前の乳幼児及び中学3年生までの児童に対し、外来・入院にかかる医療費の自己負担を無料化する。		医療介護課		0791-43-6813										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業 ニュウヨウジ トウ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学３年生までの医療費の無料化（お子さまが0歳の間を除いて、所得制限がある）。 チュウガク ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ ノゾ		健康部
国保・医療課 ケンコウ ブ コクホ イリョウ カ		0795-82-6690										乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業		乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事業

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児等医療費助成 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ ジョセイ		０歳児～小学校３年生までの医療費（保険診療分）助成。 サイジ ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		282243		兵庫県		南あわじ市 ミナミ シ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こども医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学４年生～中学３年生までの医療費（保険診療分）を助成。 ショウガク ネンセイ チュウガク ネンセイ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		保険課 ホケンカ		0799-44-3003										こども医療費助成		こども医療費助成

		292079		奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		子どもの健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成。対象：五條市に住所を有し、健康保険に加入している０歳～１５歳（中学校卒業まで）の子ども。※中学生は入院診療のみ		保険課		0747-22-4001										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		294420		奈良県		大淀町		結婚・子育て		医療		子供医療費助成制度		子供医療費助成制度		0歳児から中学生まで（小中学生は入院時のみ）のお子様が病院にかかった場合助成金をお渡しします。		ほけん課		0747
52-5501										子供医療費助成制度		子供医療費助成制度

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン		任意予防接種費補助金 ニンイ ヨボウ セッシュ ヒ ホジョキン		乳幼児、妊娠前の予防接種費用を全額助成する。 ニュウヨウジ ニンシン マエ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										任意予防接種費補助金		任意予防接種費補助金

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		乳幼児医療費助成事業 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		０歳～就学前の乳幼児の医療費を全額助成する。 サイ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										乳幼児医療費助成事業		乳幼児医療費助成事業

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学～中学校卒業までの児童・生徒の医療費を全額助成する。 ショウガッコウ ニュウガク チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ セイト イリョウヒ ゼンガク ジョセイ		住民福祉課 ジュウミン フクシ カ		0746-52-0111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		303411		和歌山県		かつらぎ町		結婚・子育て		医療		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		かつらぎ町子ども医療費支給事業 コ イリョウヒ シキュウ ジギョウ		小学生以下の子どもの医療費を全額助成します。		やすらぎ対策課保険係 ホケン カカリ		0736-22-0300(内線2058)										かつらぎ町子ども医療費支給事業		かつらぎ町子ども医療費支給事業

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド		就学児医療費助成制度 シュウガク ジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校１年生から中学校３年生までの就学児を対象とし、健康保険適用後の自己負担額全額を助成する制度です。 ショウガッコウ ネンセイ チュウガッコウ ネンセイ シュウガク ジ タイショウ ケンコウ ホケン テキヨウ ゴ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ セイド		福祉課 フクシカ		0736-54-2019										就学児医療費助成制度		就学児医療費助成制度

		303437		和歌山県		九度山町 クドヤマチョウ		結婚・子育て		医療		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド		ロタウイルス予防接種費用助成制度 ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ セイド		生後６週間から２４週の乳児を対象とし、ロタウイルス予防接種費用全額を助成する制度です。 セイゴ シュウカン シュウ ニュウジ タイショウ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ セイド		住民課 ジュウミンカ		0736-54-2019										ロタウイルス予防接種費用助成制度		ロタウイルス予防接種費用助成制度

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		結婚・子育て		医療		児童の医療費無料化 ジドウ		児童の医療費無料化 ジドウ		中学校卒業までの医療費無料化。※就学児の受給対象は、町内の小中学校に在籍している児童が原則。 シュウガク ジ ジュキュウ タイショウ チョウナイ ショウチュウガッコウ ザイセキ ジドウ ゲンソク		健康推進課 ケンコウスイシンカ		0736-56-3000										児童の医療費無料化		児童の医療費無料化

		303623		和歌山県		広川町		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療及び子ども医療費助成 ニュウヨウジ イリョウ オヨ コ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児と中学校卒業までの子どもに係る保険適用後の自己負担分の医療費を町で全額負担 ニュウヨウジ チュウガッコウ ソツギョウ コ カカ ホケン テキヨウゴ ジコ フタンブン イリョウヒ チョウ ゼンガク フタン		住民生活課　保健福祉班 ジュウミン セイカツカ ホケン フクシ ハン		0737-23-7724										乳幼児医療及び子ども医療費助成		乳幼児医療及び子ども医療費助成

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		すさみ町に住所を有する０歳～１５歳に達する最初の３月３１日までにある児童の医療機関にかかる際の保険診療の自己負担分を助成する制度。ただし、所得制限あり。		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		304069		和歌山県		すさみ町 チョウ		結婚・子育て		医療		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代） ジュウド シンシン ショウガイ ジ シャ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ ショクジダイ		すさみ町に住所を有する重度心身障害児者の入院時の食事代を補助 ジ シャ ニュウイン ジ ショクジダイ ホジョ		住民生活課 ジュウミン セイカツ カ		0739-55-2004										重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）		重度心身障害児者医療費助成事業（食事代）

		304271		和歌山県		北山村 キタヤマムラ		結婚・子育て		医療		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化 ワカモノ テイジュウ ソクシン ジギョウ チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ		中学生以下の児童の医療費を村が負担する制度。 チュウガクセイ イカ ジドウ イリョウヒ ムラ フタン セイド		総務課 ソウムカ		0735-49-2331										若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化		若者定住促進事業／中学生以下の児童の医療費の無料化

		310000		鳥取県 トットリケン		-		結婚・子育て ケッコン コソダ		医療		小児医療費助成制度		小児医療費助成制度		０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成しています。自己負担額通院１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、入院１日１，２００円（各負担上限あり）		福祉保健部
子育て王国推進局		0857-26-7148										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		結婚・子育て		医療		小児の医療費助成		小児の医療費助成		中学校卒業までの児童の医療費を助成。対象は、０歳～15歳に達する年度末まで（中学校卒業まで）の子ども。自己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関月4回まで）薬局は無料。入院医療費1日1,200円。		福祉保健部 医療保険課		0858-22-8124										小児の医療費助成		小児の医療費助成

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		結婚・子育て		医療		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ		小中学生特別医療費助成 ショウ チュウガク セイ トクベツ イリョウヒ ジョセイ		病気やケガにより小中学生が医療機関で受診したとき、１医療機関毎に、１回当たり５３０円を超えた医療費（５回目からは全額）を助成。		福祉保健課 フクシ ホケン カ		0859-82-0374										小中学生特別医療費助成		小中学生特別医療費助成

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者負担を助成します（3歳以上就学前までは一部負担必要）。26年7月以降、制度改正により0歳から就学前まで医療費は無料となります。 シンリョウ サイ イジョウ シュウガク マエ イチブ フタン ヒツヨウ ネン ツキ イコウ セイド カイセイ サイ シュウガク マエ イリョウヒ ムリョウ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0853-21-6963										乳幼児等医療費助成制度		乳幼児等医療費助成制度		0

		322041		島根県		益田市 マスダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成事業		乳幼児・児童医療費助成事業		小学校６年生までの医療費を一部助成。小学生は平成２６年７月以降の医療費が対象。医療費の自己負担額は１割。１医療機関あたりの上限額は通院（月1,000円）、入院（2,000円）、調剤薬局等（無料）		福祉環境部保険課 フクシ カンキョウブ ホケンカ		0856-31-0215										乳幼児・児童医療費助成事業		乳幼児・児童医療費助成事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		中学校卒業までの子どものいる家庭の経済的負担を軽減するため、保険適用の本人負担額について、下記の負担上限額を超える医療費を助成しています。また、平成25年10月診療分より全ての区分を無料化します。		医療政策課 イリョウ セイサク カ		0854-82-1600										乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度		乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		結婚・子育て		医療		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		中学生以下医療費無料 チュウガクセイ イカ イリョウヒ ムリョウ		町内に居住する中学生以下のお子さまが医療機関で診療を受ける場合、医療費が無料となります。
（食事代、ベッド代等対象外となる費用があります。） チョウナイ キョジュウ チュウガクセイ イカ コ イリョウ キカン シンリョウ ウ バアイ イリョウヒ ムリョウ ショクジダイ ダイ ナド タイショウガイ ヒヨウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0854-72-1770										中学生以下医療費無料		中学生以下医療費無料

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		結婚・子育て		医療		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		医療費無料・定期予防接種費用全額助成 イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ		誕生から義務教育終了まで医療費は無料で、定期予防接種費用は全額助成（インフルエンザ予防接種は高校卒業まで） タンジョウ ギム キョウイク シュウリョウ イリョウヒ ムリョウ テイキ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ゼンガク ジョセイ ヨボウ セッシュ コウコウ ソツギョウ		住民課
健康福祉課 ジュウミンカ ケンコウ フクシ カ		0855-75-1213
0855-75-1932										医療費無料・定期予防接種費用全額助成		医療費無料・定期予防接種費用全額助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ		子どもの医療費無料化 コ イリョウヒ ムリョウ カ		保険適用分の医療費が無料（０歳～中学校卒業まで）となります。 ホケン テキヨウ ブン イリョウヒ ムリョウ サイ チュウガッコウ ソツギョウ		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										子どもの医療費無料化		子どもの医療費無料化

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ		子どもの通院費助成 コ ツウイン ヒ ジョセイ		知夫診療所・知夫歯科診療所・隠岐島前病院から紹介された通院について交通費を支給。本土：中学生１回８，０００円、小学生１回４，０００円、島後：中学生１回４，０００円、小学生１回２，０００円。 チブ シンリョウ ショ チブ シカ シンリョウ ショ オキ シマ マエ ビョウイン ショウカイ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド チュウガクセイ カイ エン ショウガクセイ カイ エン シマ アト		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										子どもの通院費助成		子どもの通院費助成

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		結婚・子育て		医療		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ		公費負担患者の通院助成 コウヒ フタン カンジャ ツウイン ジョセイ		特定疾患、自立支援医療・小児慢性特定疾患・育成医療・療育医療・妊婦健診等通院にかかる交通費を支給します。本土：１回８，０００円、島後：１回４，０００円。 トクテイ シッカン ジリツ シエン イリョウ ショウニ マンセイ トクテイ シッカン イクセイ イリョウ リョウイク イリョウ ニンプ ケンシン トウ ツウイン コウツウヒ シキュウ ホンド カイ エン シマ アト カイ エン		村民福祉課 ソンミン フクシ カ		08514-8-2211										公費負担患者の通院助成		公費負担患者の通院助成

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校６年生まで（倉敷市に住民票があり，健康保険に加入している人）の保険適用内の医療費は，入院・通院とも無料です。自己負担はありません。		医療給付課		086-426-3395										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		０歳から１８歳（１８歳に達した年度末）までの医療費の自己負担部分が無料となるよう助成		子ども課 コ カ		0866-21-0288										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		結婚・子育て		医療		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子育て支援医療費助成事業 コソダ シエン イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校３年生までの医療費の自己負担分を全額補助する。 チュウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ホジョ		こども課 カ		0867-72-6115										子育て支援医療費助成事業		子育て支援医療費助成事業

		332127		岡山県		瀬戸内市 セトウチ シ		結婚・子育て		医療		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド		小児医療費給付制度 ショウニ イリョウヒ キュウフ セイド		中学校卒業までの入院・通院医療費に対し、医療費の保険適用部分の自己負担額が無料となる。 チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン イリョウヒ タイ イリョウヒ ホケン テキヨウ ブブン ジコ フタン ガク ムリョウ		市民課 シミン カ		0869-22-3958										小児医療費給付制度		小児医療費給付制度

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費給付制度		乳幼児・児童生徒医療費給付制度		中学校卒業までの幼児・児童生徒に係る医療費を市が負担 チュウガッコウ ソツギョウ ヨウジ ジドウ セイト カカ イリョウヒ シ フタン		市民課 シミンカ		0867-42-1112										乳幼児・児童生徒医療費給付制度		乳幼児・児童生徒医療費給付制度

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド		乳幼児等医療費給付制度 ニュウヨウジ トウ イリョウヒ キュウフ セイド		義務教育終了までのお子さんの医療費が無料になる制度です。 ギム キョウイク シュウリョウ コ イリョウヒ ムリョウ セイド		健康づくり推進課 ケンコウ スイシン カ		0868-75-3911										乳幼児等医療費給付制度		乳幼児等医療費給付制度

		334235		岡山県		早島町 ハヤシマチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ セイド		中学校卒業まで、お子様の病院などの医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 チュウガッコウ ソツギョウ コサマ ビョウイン イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジコ フタン ガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		086-482-0612										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		334618		岡山県		矢掛町 ヤカゲチョウ		結婚・子育て		医療		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド		小児医療費助成制度 ショウニ イリョウヒ ジョセイ セイド		中学３年生までの子どもにかかる医療費の自己負担を無料とする。 チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ジコ フタン ムリョウ		保健福祉課 ホケン フクシカ		0866-82-1013										小児医療費助成制度		小児医療費助成制度

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童生徒医療費補助		乳幼児・児童生徒医療費補助		中学生まで医療費自己負担分が無料。出生児の保険証ができたら申請にお越しください。（勝央町国保の
場合は、出生届出時に発行します。）		税務住民部		0868-38-3115										乳幼児・児童生徒医療費補助		乳幼児・児童生徒医療費補助

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業		出生から18歳までのお子さんの医療費の保険診療分を全額助成。 シュッセイ サイ コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		086-728-4411										乳幼児等医療費給付事業		乳幼児等医療費給付事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児・児童医療費助成 ニュウヨウジ ジドウ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児から中学3年生までの児童に対して医療費を助成。医療費（一部負担金）1医療機関あたり：入院500円（月14日），通院500円（月4日） ニュウヨウジ		子育て支援部
育児支援課
児童家庭相談係		0824-62-6247										乳幼児・児童医療費助成		乳幼児・児童医療費助成

		342106		広島県		庄原市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		小学校６年生まで（Ｈ26年８月１日より，中学３年生まで）の乳幼児・児童が医療機関を受診する際の医療費を助成。自己負担額は通院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1日500円（1ヶ月14日まで）		保健医療課 ホケン イリョウ カ		0824-73-1175										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		342114		広島県		大竹市 オオタケシ		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ		乳幼児等医療助成事業 ニュウヨウジ ナド イリョウ ジョセイ ジギョウ		小学6年生までの子どもが，医療機関に通院・入院したときの医療費の自己負担分の一部を助成
（自己負担分を1医療機関1日500円の通院は1ヵ月4回まで，入院は1ヵ月14日まで負担） ショウガク ネンセイ コ イリョウ キカン ツウイン ニュウイン イリョウヒ ジコ フタン ブン イチブ ジョセイ イリョウ キカン ヒ エン フタン		健康福祉部保険介護課 ケンコウ フクシ ブ ホケン カイゴ カ		0827-59-2141										乳幼児等医療助成事業		乳幼児等医療助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成		乳幼児の医療費の自己負担分を無料とする（保護者の所得制限あり）。		福祉保健部保険課		0829-30-9160										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		342149		広島県		安芸高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成		中学校3年生までの乳幼児等の方が受けた医療費の自己負担分の一部を助成
・通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）・入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）		福祉保健部
子育て支援課 フクシ		0826-47-1283										乳幼児等医療費助成		乳幼児等医療費助成

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業		0歳～18歳までの医療費について一部支給
【自己負担額】１医療機関ごとに１日500円、通院：月4日まで、入院：月14日まで		住民生活課		0826-28-2116										子ども医療費支給事業		子ども医療費支給事業

		343684		広島県		安芸太田町		結婚・子育て		医療		歯科相談等事業		歯科相談等事業		妊婦歯科検診（妊婦歯科検診1回）、乳幼児フッ素塗布事業（希望者にフッ素塗布（無料））、むし歯予防・ブラッシング教室、食育指導事業（栄養指導に合わせた歯の健康教室）		健康づくり課		0826-22-0196										歯科相談等事業		歯科相談等事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		結婚・子育て		医療		児童医療費支給事業		児童医療費支給事業		小学校入学から中学生までの児童生徒が医療機関を受診する際の医療費を助成する。（保護者負担額：通院一回500円、月４回まで。入院一日500円、月14日まで。）		子育て支援課		0847‐25‐0295										児童医療費支給事業		児童医療費支給事業

		345458		広島県		神石高原町		結婚・子育て		医療		こども医療費支給		こども医療費支給		こどもの医療に要する費用を一部支給します。（１診療機関で500円自己負担）		福祉課 フクシ カ		(0847)89-3335										こども医療費支給		こども医療費支給

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの児童の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成 ショウガッコウ シュウガクマエ ジドウ ケンコウ ホケン テキヨウ イリョウヒ ジコ フタン ブブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0835-25-2348										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		352071		山口県		下松市 クダマツシ		結婚・子育て		医療		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		こどもの医療費助成 イリョウヒ ジョセイ		小学校３年生までのこどもの医療費（医療保険の自己負担相当分）を全額助成（年齢により所得制限有） ショウガッコウ ネンセイ ゼンガク ジョセイ ネンレイ ショトク セイゲン アリ		子育て支援課 コソダ シエン カ		0833-45-1836										こどもの医療費助成		こどもの医療費助成

		352110		山口県		長門市		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		所得制限をなくし、小学校入学前の全乳幼児の保険診療に係る医療費を完全無料化しています。		市民福祉部福祉課		0837-23-1243										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		結婚・子育て		医療		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		ちびっこ医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校6年生までの医療費を無料化 ショウガッコウ ネンセイ イリョウヒ ムリョウカ		健康福祉部福祉課 ケンコウ フクシ ブ フクシカ		0820-77-5505										ちびっこ医療費助成事業		ちびっこ医療費助成事業

		363014		徳島県		勝浦町 カツウラチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子どもはぐくみ医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		高校を卒業するまでの子ども医療費を助成。所得制限なし。 コウコウ ソツギョウ コ イリョウヒ ジョセイ ショトク セイゲン		福祉課 フクシカ		0885-42-1502										子どもはぐくみ医療費の助成		子どもはぐくみ医療費の助成

		363413		徳島県		石井町 イシイチョウ		結婚・子育て		医療		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ		子どもはぐくみ医療費助成事業 ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで助成。（入院・通院１レセプトあたり６００円の自己負担あり。） コ トウ イリョウヒ トクシマケン ジギョウ ショウガッコウ シュウリョウ クワ チョウ ドクジ ジギョウ ジョセイ ニュウイン ツウイン エン ジコ フタン		すくすく子育て課 コソダ カ		088-674-1623										子どもはぐくみ医療費助成事業		子どもはぐくみ医療費助成事業

		372056		香川県		観音寺市 カンノンジ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 チュウガッコウ ソツギョウ ホケン		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0875-23-3927										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		382051		愛媛県 エヒメケン		新居浜市 ニイハマシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド		こども医療費助成制度 イリョウ ヒ ジョセイ セイド		平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より小学校終了前までの子どもの歯科外来診療に係る医療費助成を開始。（乳幼児は入院、通院とも無料） ヘイセイ ネン ガツ ショウチュウガッコウ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ カイシ ヘイセイ ネン ガツ ショウガッコウ シュウリョウ マエ コ シカ ガイライ シンリョウ カカ イリョウヒ ジョセイ カイシ ニュウヨウジ ニュウイン ツウイン ムリョウ		福祉部子育て支援課 フクシ ブ コソダ シエン カ		0897-65-1242										こども医療費助成制度		こども医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		西条市内在住の未就学の子で、医療保険に加入している方に対し、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。		国保医療課		0897-52-1212										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生入院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ ニュウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生の入院にかかる一部負担金を助成。ただし、入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象外。また、一部負担金が医療保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を控除した額となる。 ジョセイ ガイ		国保医療課		0897-52-1212										小・中学生入院医療費助成制度		小・中学生入院医療費助成制度

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		小・中学生歯科通院医療費助成制度 ショウ チュウガクセイ シカ ツウイン イリョウヒ ジョセイ セイド		医療保険に加入している市内在住小中学生の歯科外来受診による医療費の自己負担分を全額助成。ただし、保険診療外の治療については、対象外。平成２６年１０月診療分から助成対象とする。 シナイ ザイジュウ ショウチュウガクセイ シカ ガイライ ジュシン イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ ホケン シンリョウ ガイ チリョウ タイショウ ガイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン ジョセイ タイショウ		国保医療課		0897-52-1212												鹿追町企業振興条例

		382060		愛媛県 エヒメケン		西条市		結婚・子育て		医療		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド		ひとり親世帯等医療費助成制度 オヤ セタイ ラ イリョウヒ ジョセイ セイド		現在、母子家庭等に限定されている医療費助成を平成２６年１０月診療分からひとり親世帯医療費助成制度として拡充し、父子家庭等にも拡大。 ゲンザイ ボシ カテイ ラ ゲンテイ イリョウヒ ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン オヤ セタイ イリョウヒ ジョセイ セイド カクジュウ フシ カテイ ラ カクダイ		国保医療課		0897-52-1212												ふるさと創生基金事業助成金

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		小学校就学前までの乳幼児にかかる入・通院費及び中学校卒業までの児童にかかる入院費について、医療費の自己負担分を助成。 ショウガッコウ シュウガクマエ ニュウヨウジ ヒ オヨ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ ニュウインヒ		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		母子家庭医療費助成制度 ボシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		母子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） ボシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										母子家庭医療費助成制度		母子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		父子家庭医療費助成制度 フシ カテイ イリョウヒ ジョセイ セイド		父子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） フシ カテイ カタ イリョウヒ イチブ ジョセイ ショトク セイゲン		社会福祉課 シャカイ フクシカ		089-964-4406										父子家庭医療費助成制度		父子家庭医療費助成制度

		382159		愛媛県 エヒメケン		東温市 トウオンシ		結婚・子育て		医療		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ		未熟児養育医療給付 ミジュクジ ヨウイク イリョウ キュウフ		体重2,000g以下又は生活力が特に未熟で、入院医療が必要な子ども（1歳未満）にかかる医療費を助成。 タイジュウ イカ マタ セイカツリョク トク ミジュク ニュウイン イリョウ ヒツヨウ コ サイミマン イリョウヒ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシン カ		089-966-2191										未熟児養育医療給付		未熟児養育医療給付

		384224		愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度		小学校卒業まで医療費を無料化		保健福祉課 ホケン フクシカ		0893-44-6154										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		385069		愛媛県		愛南町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		・出生から就学前までの乳幼児が医療機関を受診（外来・入院）した場合に、医療費の自己負担額を助成。
・小学校1年生から中学校３年生までの児童が入院した場合、医療費の自己負担額を助成。 シュッショウ シュウガク マエ ニュウヨウジ イリョウ キカン ジュシン ガイライ ニュウイン バアイ イリョウ ヒ ジコ フタン ガク ジョセイ		町民課 チョウミン カ		0895-72-7300										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		結婚・子育て		医療		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド		乳幼児医療助成制度 ニュウヨウジ イリョウ ジョセイ セイド		高知市内に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが病気やケガで医療機関に受診したときに、保険医療の自己負担額の全額または一部を助成。 コウチシ ナイ ジュウショ ケンコウ ホケン カニュウ コ ビョウキ イリョウ キカン ジュシン ホケン イリョウ ジコ フタン ガク ゼンガク イチブ ジョセイ		子育て給付課 コソダ キュウフ カ		088-823-9447										乳幼児医療助成制度		乳幼児医療助成制度

		392022		高知県		室戸市		結婚・子育て		医療		未就学児医療費負担		未就学児医療費負担		①入院：０歳～１５歳まで全額助成②通院：（非課税世帯）０歳～１５歳まで全額助成、（課税世帯）０歳～就学前まで全額助成、就学～１５歳まで第１～２子１割助成、第３子～全額助成 ニュウイン サイ サイ ゼンガク ジョセイ ツウイン ヒカゼイ セタイ サイ サイ ゼンガク ジョセイ カゼイ セタイ サイ シュウガクマエ ゼンガク ジョセイ シュウガク サイ ダイ コ ワリ ジョセイ ダイ コ ゼンガク ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジムショ		0887-22-1111室戸市(代)										未就学児医療費負担		未就学児医療費負担

		392081		高知県		宿毛市		結婚・子育て		医療		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ		乳幼児・児童福祉医療費助成事業 ジョセイ ジギョウ		中学生以下の児童は、医療費無料。乳幼児・児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費（保険診療分）を助成。 チュウガクセイ イカ ジドウ ニュウヨウジ ジドウ ビョウキ ビョウイン トキ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0880-63-1114										乳幼児・児童福祉医療費助成事業		乳幼児・児童福祉医療費助成事業

		392090		高知県		土佐清水市		結婚・子育て		医療		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド		医療費無料制度 イリョウヒ ムリョウ セイド		0歳～中学生以下のお子さまの医療費(通院・入院)の病院窓口での自己負担分が無料。(一部負担あり) サイ チュウガクセイ イカ コ イリョウヒ ツウイン ニュウイン ビョウイン マドグチ ジコ フタン ブン ムリョウ イチブ フタン		福祉事務所		0880-82-1118										医療費無料制度		医療費無料制度

		393631		高知県		土佐町		結婚・子育て		医療		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		医療費助成制度 イリョウヒ ジョセイ セイド		各種医療保険に加入している児童（15歳未満に達する日以降における最初の3月末まで）の医療費の自己負担分（全額）を助成。 ゼンガク		住民課住民係 ジュウミンカ ジュウミン カカ		0887-82-1110										医療費助成制度		医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		0歳から中学校卒業の3月31日までの間、医療費の助成を行う。 サイ チュウガッコウ ソツギョウ ガツ ニチ アイダ		住民課 ジュウミン カ		0889-26-1170										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		394033		高知県		越知町		結婚・子育て		医療		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診 ニュウジ サイ ゲツ ジ サイ ジ サイ ジ ケンシン		乳幼児の定期健診 ニュウヨウジ テイキ ケンシン		保健福祉センター ホケン フクシ		0889-26-3211										乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診		乳児・１歳６ケ月児・２歳児・３歳児健診

		394289		高知県		黒潮町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウ ヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児の健康を守るため、医療費の助成。中学校卒業まで入院・通院とも自己負担なし。 ニュウヨウジ ケンコウ マモ イリョウヒ ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ニュウイン ツウイン ジコ フタン		健康福祉課　　保健衛生係 ケンコウ フクシ カ ホケン エイセイ カカリ		0880-43-2836										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度

		402061		福岡県 フクオカケン		田川市 タガワ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日まで）の保健医療費自己負担額の全額助成をする。（平成26年10月診療分から） チュウガクセイ サイ タッ ヒ イコウ サイショ ガツ ニチ ホケン イリョウヒ ジコ フタン ガク ゼンガク ジョセイ ヘイセイ ネン ガツ シンリョウ ブン		市民生活部
市民課 シミン セイカツ ブ シミン カ		0947-44-2000										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		妊婦歯科健康診査		妊婦歯科健康診査		母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。		健康づくり課
健康増進係 ケンコウ カ ケンコウ ゾウシン ガカリ		0942-53-4231										妊婦歯科健康診査		妊婦歯科健康診査

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成		子どもの医療費助成		幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の一部を公費で負担する制度です。		市民課
医療保険係 シミンカ イリョウ ホケン ガカリ		0942-65-7016										子どもの医療費助成		子どもの医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		乳幼児医療費助成 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】・３歳未満の乳幼児…通院、入院とも無料
・３歳から就学前までの乳幼児…通院６００円/月（上限）入院５００円/日（月に７日を限度） ジコ フタン ガク ムリョウ		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										乳幼児医療費助成		乳幼児医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成		【自己負担額】
・入院500円/日（月に7日を限度）・通院800円/月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										ひとり親医療費助成		ひとり親医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		障害者医療費助成 ショウガイシャ イリョウヒ ジョセイ		【自己負担額】※各種要件あり。
・（一般）入院500円／日（月20日限度）（低所得）入院300円／日（月20日限度）・通院500円／月（上限）		市民生活課国保年金係 シミンセイカツ カ コクホ ネンキン カカリ		0943-75-4973										障害者医療費助成		障害者医療費助成

		402257		福岡県		うきは市		結婚・子育て		医療		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ		予防接種の助成 ヨボウセッシュ ジョセイ		①満1歳以上3歳未満の幼児の水ぼうそう予防接種無料
②満70歳以上の肺炎球菌予防接種費用一部補助（自己負担4千円） マン サイ イジョウ サイ ミマン ヨウジ ミズ ヨボウ セッシュ ムリョウ マン サイ イジョウ ハイエン キュウキン ヨボウ セッシュ ヒヨウ イチブ ホジョ ジコ フタン センエン		保健課食育健康対策係 ホケンカ ショクイク ケンコウ タイサク ガカリ		0943-75-4960										予防接種の助成		予防接種の助成

		402281		福岡県		朝倉市		結婚・子育て		医療		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド		朝倉市子ども医療費助成制度 アサクラ シ コ イリョウヒ ジョセイ セイド		就学前児童医療費の無料化と小学生入院費の一部助成を行う。小学生入院費は、一月に５００円/日（一医療機関につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。 シュウガク マエ ジドウ イリョウヒ ムリョウカ ショウガクセイ ニュウイン ヒ イチブ ジョセイ オコナ ショウガクセイ ニュウイン ヒ ヒトツキ エン ニチ イチ イリョウ キカン ニチ ジョウゲン ジコ フタン ゲンド ガク コ フタン ガク ジョセイ		保険年金課
公費医療係 ホケン ネンキン カ コウヒ イリョウ カカリ		0946-22-1111
(内線138･139)										朝倉市子ども医療費助成制度		朝倉市子ども医療費助成制度

		402290		福岡県		みやま市		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児医療費助成制度 ニュウヨウジ イリョウヒ ジョセイ セイド		市内に住んでいる健康保険加入の小学校３年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 シナイ ス ケンコウ ホケン カニュウ ショウガッコウ ネンセイ コ タイショウ イリョウヒ ジョセイ		健康づくり課		0944-64-1529										乳幼児医療費助成制度		乳幼児医療費助成制度		6		概要、問い合わせ先、リンク先修正 ガイヨウ ト ア サキ サキ シュウセイ

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		乳幼児医療費支給制度 		乳幼児医療費支給制度 		健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）を全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										乳幼児医療費支給制度 		乳幼児医療費支給制度 

		406422		福岡県		吉富町		結婚・子育て		医療		子ども医療費支給制度 		子ども医療費支給制度 		健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費の一部を助成する。自己負担額は、外来：医療機関ごと８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬局分は全額助成する。		健康福祉課 ケンコウ フクシ カ		0979-24-1123										子ども医療費支給制度 		子ども医療費支給制度 

		412040		佐賀県		多久市 タクシ		結婚・子育て		医療		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防） タク コ ケンシン コ セダイ セイカツ シュウカン ビョウ ヨボウ		小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や校長会などで実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。 ガッコウ ガッコウ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-75-3355										多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）		多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度		【小・中学生】入院した場合、一部負担金（２割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療費助成交付申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,0００円の自己負担を差し引いて助成する。		こども課 カ		0952-37-6109										子どもの医療費助成制度		子どもの医療費助成制度

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		結婚・子育て		医療		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0952-37-6106										ロタウイルスワクチン接種費用助成事業		ロタウイルスワクチン接種費用助成事業

		422088		長崎県		松浦市		結婚・子育て		医療		こども医療費助成		こども医療費助成		0歳から中学生までの児童を対象に保険診療分の自己負担額の一部を助成。※（助成例）児童1人が1医療機関を１日受診した場合800円、2日以上受診した場合は1,600円を控除した額を助成		子育て・こども課		0956-72-1111
(内線146･148)										こども医療費助成		こども医療費助成

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		結婚・子育て		医療		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		福祉医療費助成事業 フクシ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を補助する。（最大補助額医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円を差し引いた額。上限600円） トウ ツギ ホジョ サイダイ ホジョ ガク ジョウゲン エン		福祉課 フクシカ		0959-37-0069										福祉医療費助成事業		福祉医療費助成事業		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		422134		長崎県		雲仙市 ウンゼン シ		結婚・子育て		医療		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド		福祉医療制度 フクシ イリョウ セイド		障がい児、０歳から中学生までの児童などを対象に保険診療分の自己負担額の内800円（月/1，600円を限度）を控除した額を助成します。 ショウ ジ サイ チュウガクセイ ウチ ツキ エン ゲンド コウジョ ガク ジョセイ		市民福祉部
子ども支援課 シミン フクシ ブ コ シエン カ		0957-36-2500										福祉医療制度		福祉医療制度

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額 ショウガッコウ ニュウガク マエ コサマ ビョウイン ヤッキョク サイ イリョウヒ イチブ ジョセイ ジョセイ ナイヨウ ヒト イリョウ キカン ヒ エン ヒ イジョウ バアイ ツキ エン コウジョ ガク		町民福祉課・福祉係 チョウミン フクシ カ フクシ カカ		0957-46-1111										医療費助成事業		医療費助成事業

		432067		熊本県		玉名市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウ ヒ ジョセイ		中学生まで医療費を全額を助成します。		子育て支援課 コソダ シエン カ		0968-75-1120										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が適用されない費用や入院時の食事代は対象外です）。 チュウガッコウ ネンセイ コ ツウイン オヨ ニュウイン イリョウヒ ゼンガク ジョセイ ケンコウ ホケン テキヨウ ヒヨウ ニュウイン ジ ショクジダイ タイショウガイ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ		インフルエンザ予防接種助成 ヨボウ セッシュ ジョセイ		インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ チュウガク ネンセイ ゼンガク ジョセイ コウコウセイ ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										インフルエンザ予防接種助成		インフルエンザ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ		水痘（水ぼうそう）予防接種助成 スイトウ ミズ ヨボウ セッシュ ジョセイ		水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 ヨボウ セッシュ ヒヨウ サイ シュウガクマエ ジ エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										水痘（水ぼうそう）予防接種助成		水痘（水ぼうそう）予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ		風しん・ＭＲ予防接種助成 フウ ヨボウ セッシュ ジョセイ		風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶者、家族を対象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。 ヒヨウ ニンシンチュウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク ニンシン キボウ ジョセイ ハイグウシャ カゾク タイショウ カイ ア ０００エン ジョウゲン ホジョ		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										風しん・ＭＲ予防接種助成		風しん・ＭＲ予防接種助成

		433641		熊本県		玉東町 ヒガシ マチ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		フッ化物洗口 カ ブツ アラ クチ		町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。この取り組みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。 チョウナイ ホイクエン ショウ チュウガッコウ カ ブツ セン コウ エキ ジッシ ヒヨウ マチ ジョセイ ト ク ギョクトウ マチ コ ムシバ ホユウリツ クマモト ケンナイ モット ヒク		保健介護課 ホケンカイゴカ		0968-85-6557										フッ化物洗口		フッ化物洗口

		433675		熊本県		南関町		結婚・子育て		医療		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン		こども医療費助成金 イリョウヒ ジョセイ キン		町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分） チョウナイ ザイジュウ シンセイジ チュウガク ネンセイ コ イリョウヒ ゼンガク ホケン シンリョウ ジコ フタン ブン		保健センター ホケン		0968-53-3298										こども医療費助成金		こども医療費助成金

		433691		熊本県		和水町 ワ ミズ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ		子ども医療費無料 コ イリョウ ヒ ムリョウ		高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額負担します。 コウコウ ネンセイ コ カカ イリョウヒ イチブ フタンキン マチ ゼンガク フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0968-86-5724										子ども医療費無料		子ども医療費無料

		434426		熊本県		嘉島町 カシマ チョウ		結婚・子育て		医療		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		嘉島町子ども医療費助成事業 カシマ マチ コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等についての、医療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金）を差し引いた額を助成します。		町民課 チョウミン カ		096-237-1111										嘉島町子ども医療費助成事業		嘉島町子ども医療費助成事業

		434434		熊本県		益城町 マシキ チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		乳幼児から中学校3年生までの子どもを持つ保護者に対して医療費（保険診療の範囲内）を助成します。		子ども課 コ カ		096-286-3111
(内262)										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		434477		熊本県		山都町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成金		子ども医療費助成金		生まれてから15歳までの医療費の助成を行っています。 イリョウヒ オコナ		健康福祉課		0967-72-1229										子ども医療費助成金		子ども医療費助成金

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ		ひとり親家庭医療費補助 オヤ カテイ イリョウヒ ホジョ		ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医療費の補助を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医療費により無料 オヤ カテイ イリョウヒ フタン ケイゲン モクテキ オヤ オヨ サイ ミマン ジドウ タイ イリョウヒ ホジョ オコナ ジコ フタン ガク ホジョ チュウガクセイ イカ ジドウ ジドウ イリョウヒ ムリョウ		町民環境課 チョウミン カンキョウ カ		0965-52-5851										ひとり親家庭医療費補助		ひとり親家庭医療費補助

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン		5歳児健診（5歳児相談） サイジ ケンシン サイジ ソウダン		町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発達障害の早期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実施 ジッシ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										5歳児健診（5歳児相談）		5歳児健診（5歳児相談）

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		フッ化物洗口事業 カ ブツ センコウ ジギョウ		町内全保育園幼稚園において、年中年長児の希望者を対象にフッ化物洗口を実施しています。週5回法で実施し、子どもたちのむし歯予防の一つとして取り組んでいます。小中学生においても今年度から開始する予定です。		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										フッ化物洗口事業		フッ化物洗口事業

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		1歳児健診 サイジ ケンシン		1歳児健診 サイジ ケンシン		成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健師や歯科衛生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けします。 セイチョウ ハッタツ フシメ サイ タンジョウ ツキ サイジ ケンシン ジッシ イシ シンサツ ホケンシ シカ エイセイシ カンリ エイヨウシ シンリシ ホゴシャ フアン ヨ ソ ソウダン ウ		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										1歳児健診		1歳児健診

		434680		熊本県		氷川町 ヒカワチョウ		結婚・子育て		医療		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		氷川町児童医療費助成事業 ヒカワ チョウ ジドウ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特別な場合を除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。 ヒカワ チョウ キョジュウ アカ チュウガク ネンセイ コサマ イリョウヒ ゼンガク ホジョ セイド ニュウイン トクベツ バアイ ノゾ ジドウ イリョウヒ ジュキュウシャ ショウ イリョウ キカン マドグチ テイジ マドグチ フタン		健康福祉課 ケンコウ フクシカ		0965-52-5852										氷川町児童医療費助成事業		氷川町児童医療費助成事業

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウヒ ジョセイ セイド		・中学校全課程修了までのお子様を持つ保護者に対し保険診療により、病院や薬局へ支払った負担金を助成する制度。※平成26年3月31日までは、小学生までが対象。 チュウガッコウ ゼン カテイ シュウリョウ コサマ モ ホゴシャ タイ ホケン シンリョウ ヤマイ イン ヤッキョク シハラ フタンキン ジョセイ セイド ヘイセイ ネン ガツ ヒ ショウガクセイ タイショウ		町民課 チョウミン カ		0966-45-7213										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		子ども医療費の無料化 コ イリョウヒ ムリョウカ		保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料 ホケン テキヨウ ブン コ イリョウヒ ショウ チュウガクセイ ニュウイン ブン タイショウ ムリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442020		大分県		別府市 ベップシ		結婚・子育て		医療		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ		一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ		市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの解消等により、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができます。（有料） シナイ ス オオム セイゴ ゲツ シュウガクマエ コ モ カタ キュウ シゴト ビョウキ イクジ ツカ カイショウ ナド イチジ ホイク キボウ カタ イチジテキ ホイク ショ アズ ユウリョウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		0977‐21‐1427										一時預かり事業		一時預かり事業

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査		乳幼児健康診査		お子さんの成長と健康状態が確認できる集団健診（4か月、8か月、1歳6か月、3歳6か月、5歳）を無料で実施します。また医療機関での無料の個別健診受診券（生後3～6か月、9～11カ月）を交付します。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		予防接種費の助成		予防接種費の助成		定期予防接種に加え、乳幼児や高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌、水痘、流行性耳下腺炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する助成も行っています。		ウェルネス推進課 カ		0978-22-3100										予防接種費の助成		予防接種費の助成

		442097		大分県		豊後高田市		結婚・子育て		医療		子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化		保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です｡		子育て・健康推進課		0978-22-3100										子ども医療費の無料化		子ども医療費の無料化

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		保険適用分の子どもの医療費を助成します。①０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無料。②小中学生の入院医療費が無料		子育て支援課 コソダ シエン カ		0978-32-1111										子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウ ヒ ジョセイ ジギョウ		県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己負担） ケン ジョセイ イガイ ジコ フタン ソン タンドク ジョセイ ミシュウガクジ ジコ フタン ショウチュウガクセイ ツウイン オヨ ニュウイン ジコ フタン		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		結婚・子育て		医療		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		任意の予防接種の助成 ニンイ ヨボウ セッシュ ジョセイ		健康推進課 ケンコウ スイシンカ		0978-87-2177										予防接種事業		予防接種事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ		乳幼児健康診査 ニュウヨウジ ケンコウ シンサ		4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 ゲツ ジ サイ ゲツ ジ サイ ゲツ ジ タイショウ ケンコウ シンサ オコナ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										乳幼児健康診査		乳幼児健康診査

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		２歳児歯科教室		２歳児歯科教室		２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生士が行います。		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										２歳児歯科教室		２歳児歯科教室

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用の助成		任意予防接種費用の助成		おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成します。 ミズ フウ ヨボウ セッシュ セッシュ ヒヨウ イチブ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										任意予防接種費用の助成		任意予防接種費用の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費の助成 コ イリョウヒ ジョセイ		中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										子ども医療費の助成		子ども医療費の助成

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		結婚・子育て		医療		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭医療費助成 オヤ カテイ イリョウヒ ジョセイ		ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 オヤ カテイ オヤ ジドウ フボ ジドウ タイ イリョウヒ ジョセイ		福祉対策課 フクシ タイサクカ		0977-73-3121										ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		結婚・子育て		医療		医療費助成事業		医療費助成事業		乳幼児は、医療機関ごとに月額350円、小学生は月額1,000円を超える額について、市が助成を行う。なお、調剤薬局はどちらも無料。		福祉事務所 フクシ ジム ショ		0983-43-0376										医療費助成事業		医療費助成事業

		452092		宮崎県		えびの市 シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		小学校卒業まで、保険対象分の医療費の助成を行います。入院は無料、外来等は3歳未満を350円、3歳以上を800円に軽減します。※Ｈ26.7.1以後は、対象が中学校卒業までに拡充されます。 ショウガッコウ ソツギョウ ホケン タイショウ ブン イリョウヒ ジョセイ オコナ ニュウイン ムリョウ ガイライ トウ サイミマン エン サイイジョウ エン ケイゲン イゴ タイショウ チュウガッコウ ソツギョウ カクジュウ		福祉事務所子育て支援係 フクシ ジム ショ コソダ シエン ガカリ		0984-35-1111(内線267)										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		454427		宮崎県		日之影町 ヒノカゲチョウ		結婚・子育て		医療		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ		日之影町子ども医療費助成 ヒノカゲチョウ コ イリョウヒ ジョセイ		日之影町に住所を有する子どもの医療費の一部を補助。医療費０歳から小学校就学前まで（診療報酬明細書350円／月）。小学生から中学生まで（診療報酬明細書1,000円／月） ヒノカゲチョウ ジュウショ ユウ コ イリョウヒ イチブ ホジョ イリョウヒ サイ ショウガッコウ シュウガクマエ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ ショウガクセイ チュウガクセイ シンリョウ ホウシュウ メイサイショ エン ツキ		町民福祉課 チョウミン フクシ カ		0982-87-3902										日之影町子ども医療費助成		日之影町子ども医療費助成

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの医療費の保険診療分の全額助成		福祉課 フクシ カ		0993-72-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2千円を超えた医療費の保険診療分が助成されます。 シュウガクマエ ニュウヨウジ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ゼンガク ジョセイ チュウガッコウ ソツギョウ ジドウ センエン コ イリョウヒ ホケン シンリョウ ブン ジョセイ		子育て支援課 コソダ シエンカ		0995-45-5111(内線2061)										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		462217		鹿児島県		志布志市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		一般医科診療・歯科診療について、高等学校終了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成する。 イッパン イカ シンリョウ シカ シンリョウ コ ホケン シンリョウ イリョウヒ ジコ フタン ブン ゼンガク ジョセイ		福祉課 フクシカ		099-474-1111										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		462233		鹿児島県		南九州市		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		南九州市に住所を有している方を対象に，中学生までの保険診療に係る医療費自己負担分を助成するもの。 ミナミキュウシュウシ ジュウショ ユウ カタ タイショウ チュウガクセイ ホケン シンリョウ カカ イリョウヒ ジコ フタン ブン ジョセイ		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		0993-83-2511
(代)										子ども医療費助成		子ども医療費助成

		464686		鹿児島県		大崎町		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		子ども医療費助成事業 コ イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 ナカ		保健福祉課 ホケン フクシ カ		099-476-1111										子ども医療費助成事業		子ども医療費助成事業

		465348		鹿児島県		知名町 チナチョウ		結婚・子育て		医療		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		子ども医療費助成制度 コ イリョウ ヒ ジョセイ セイド		お子さんの健康と健やかな育成を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。		保健福祉課 ホケン フクシ カ		0997-84-3153										子ども医療費助成制度		子ども医療費助成制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク		こども医療費助成事業（単独） イリョウヒ ジョセイ ジギョウ タンドク		こどもに係る医療費につき、４歳から就学前までの通院一部負担金を助成。対象者は市内に住所を有するこどもの保護者とし、申請が必要。また県内医療機関、調剤薬局、歯科受診したときは、自動償還払方式を利用可 ツウイン ヒツヨウ		児童家庭課 ジドウ カテイ カ		(098)893-4411 										こども医療費助成事業（単独）		こども医療費助成事業（単独）

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		結婚・子育て		医療		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク		任意予防接種費用助成事業（単独） ニンイ ヨボウ セッシュ ヒヨウ ジョセイ ジギョウ タンドク		水痘・おたふくかぜワクチン接種を任意の予防接種であることを認識し希望する者に、予防接種費用を公費で全額を助成する。対象者は、宜野湾市に住民登録を有し、接種日において１歳以上２歳に至るまでの者。 ゼンガク		健康増進課 ケンコウ ゾウシン カ		(098)898-5583										任意予防接種費用助成事業（単独）		任意予防接種費用助成事業（単独）

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		結婚・子育て		医療		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		こども医療費助成事業 イリョウヒ ジョセイ ジギョウ		本町に住む中学校卒業までのこども達に対し、入院及び通院の全額助成、入院時食事療養費の半額助成を行っています。 ホンチョウ ス チュウガッコウ ソツギョウ タチ タイ ニュウイン オヨ ツウイン ゼンガク ジョセイ ニュウインジ ショクジ リョウヨウヒ ハンガク ジョセイ オコナ		こども課 カ		098-889-7028										こども医療費助成事業		こども医療費助成事業

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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起業・事業・就職
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				01.起業・事業・就職 キギョウ ジギョウ シュウショク

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012033		北海道		小樽市 オタルシ		仕事		起業・事業・就職		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ		商業起業者支援事業 ショウギョウキギョウシャ シエン ジギョウ		商業起業者（市外からの移住を含む）の経営安定化と空き店舗解消を目的に店舗家賃等の一部を助成。【助成額】起業に資すると認められる研修費用の２／３（上限３万円）、家賃の２／３、期間１年間（上限月額５万円） ショウギョウ キギョウ シャ シガイ イジュウ フク ケイエイ アンテイ カ ア テンポ カイショウ モクテキ テンポ ヤチン トウ イチブ ジョセイ ジョセイガク キギョウ シ ミト ケンシュウ ヒヨウ ジョウゲン マンエン ヤチン キカン ネンカン ジョウゲン ゲツガク マンエン		産業港湾部
商業労政課 サンギョウ コウワン ブ ショウギョウ ロウセイ カ		(0134)32-4111
内線265										商業起業者支援事業		商業起業者支援事業

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規創業支援資金		新規創業支援資金		本市で起業する方を対象とした低利融資制度。また，本制度融資借入者のうち市が定める特定事業・業種を営む場合は、借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										新規創業支援資金		新規創業支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		中心市街地新規出店支援資金		中心市街地新規出店支援資金		本市が定める中心市街地区域で新たに起業する方等（業種条件有り）を対象とした低利融資制度。本制度融資の貸付とあわせて借入当初2年間の支払済利子の全額を補給するとともに信用保証料の全額を補助する。 サダ クイキ アラ トウ ギョウシュ ジョウケン ア		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										中心市街地新規出店支援資金		中心市街地新規出店支援資金

		012041		北海道		旭川市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援利子補給制度		新規開業支援利子補給制度		本市で起業するに際し日本政策金融公庫から新規開業向けの融資を受けた場合、本融資に係る借入当初1年間の支払済利子の2/3相当額を補給。		経済観光部経済総務課 ケイザイ カンコウ ブ		0166-25-7042										新規開業支援利子補給制度		新規開業支援利子補給制度

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		就職支援カウンセリング事業		就職支援カウンセリング事業		求職者へのカウンセリングを実施 キュウショク シャ ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0143-22-1127										就職支援カウンセリング事業		就職支援カウンセリング事業

		012050		北海道 ホッカイドウ		室蘭市 ムロランシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力創出及び賑わいの再生を図るため、室蘭市商店街空き店舗情報に掲載されている空き店舗を活用して事業を開始する事業主に対し、改修工事に係る費用の一部を助成		産業振興課		0143-22-1109   										商店街空き店舗出店促進支援事業		商店街空き店舗出店促進支援事業

		012068		北海道 ホッカイ ドウ		釧路市 クシロシ		仕事		起業・事業・就職		魅力ある個店づくり支援事業補助金		魅力ある個店づくり支援事業補助金		建物の１階に存在する20㎡以上の空き店舗を活用し小売・飲食・サービス業を展開する場合、地元業者で店舗改修・広告宣伝を行う場合、1/2、20万円以内を補助		産業振興部　商業労政課　商業労政担当		0154-31-4548										魅力ある個店づくり支援事業補助金		魅力ある個店づくり支援事業補助金

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ		合同企業説明会・就職相談会等の実施 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ シュウショク ソウダンカイ トウ ジッシ		毎年8月に網走商工会議所と共催で、合同企業説明会を実施。 マイネン ガツ アバシリ ショウコウ カイギショ キョウサイ ゴウドウ キギョウ セツメイカイ ジッシ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										合同企業説明会・就職相談会等の実施		合同企業説明会・就職相談会等の実施		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援① キギョウ ソウギョウ シエン		市内で新たに事業を起こそうとする方に対して、店舗開業に要する経費の一部（50万円以内）を助成。 シナイ アラ ジギョウ オ カタ タイ テンポ カイギョウ ヨウ ケイヒ イチブ マンエン イナイ ジョセイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援①		起業（創業）支援①		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援② キギョウ ソウギョウ シエン		中心市街地商店街の空き店舗を活用して起業する方に家賃費用や店舗改修費用を補助。 チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ キギョウ カタ ヤチン ヒヨウ テンポ カイシュウ ヒヨウ ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援②		起業（創業）支援②		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援③ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う初期段階の研究開発やアイデアプランなどを支援（対象経費の10/10、上限30万円） チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ ショキ ダンカイ ケンキュウ カイハツ シエン タイショウ ケイヒ ジョウゲン マンエン		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援③		起業（創業）支援③		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援④ キギョウ ソウギョウ シエン		中小企業者等が行う新製品開発事業を支援。新製品・新技術事業（対象経費の1/2、200万円以内）、商品化事業（対象経費の1/2、100万円以内）。 チュウショウ キギョウ シャ トウ オコナ シンセイヒン カイハツ ジギョウ シエン シンセイヒン シンギジュツ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ ショウヒンカ ジギョウ タイショウ ケイヒ マンエン イナイ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援④		起業（創業）支援④		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		起業・事業・就職		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン		起業（創業）支援⑤ キギョウ ソウギョウ シエン		起業を行う市内中小企業者等に対し、低利融資制度を設けるとともに信用保証料の全額を補助。 キギョウ オコナ シナイ チュウショウ キギョウ シャ トウ タイ テイリ ユウシ セイド モウ シンヨウ ホショウ リョウ ゼンガク ホジョ		商工労働課商工労政係 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ ロウセイ カカリ		0152-44-6111(内線292)										起業（創業）支援⑤		起業（創業）支援⑤		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012131		北海道		苫小牧市 トマコマイシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		中心市街地内の空き店舗で新規開業する事業者に対し、店舗賃借料（月額賃借料の1/2以内、月額上限5万円、最長12か月）または店舗改装費（補助対象経費の1/2以内、上限30万円）を補助します。		商業観光課		0144-32-6445										空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金交付制度		ふるさと就職奨励金交付制度		Ｕ・Ｉターンによって市内に移住し、市内事業所へ就職した方に対して市内で使用できる商品券を交付。（3年間で30万円の地域限定商品券）		経済建設部商工観光課商工振興係		0124-22-2111										ふるさと就職奨励金交付制度		ふるさと就職奨励金交付制度

		012165		北海道		芦別市		仕事		起業・事業・就職		看護師就業支援金貸与制度		看護師就業支援金貸与制度		市立芦別病院に看護師（正職員）として従事することが決定している方に対して、就業支援金を貸与。（市外から転入を予定している方30万円以内）		市立芦別病院事務局総務係		0124-22-2701										看護師就業支援金貸与制度		看護師就業支援金貸与制度

		012254		北海道		滝川市		仕事		起業・事業・就職		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金 タキカワシ サンギョウ カッセイカ キョウギカイ		市内で起業する場合、対象経費の１/３、上限１００万円を補助。		経済部産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0125-28-8009										滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金		滝川市産業活性化協議会産業チャレンジ助成金

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等対策事業		商店街空き店舗等対策事業		空き店舗を購入又は賃貸借等をして小売業等を新規開業した場合、補助金を交付する。（１）店内改装費用の３割を補助。（限度額200万円）（２）店舗賃借料の７割を補助。（限度額月10万円、12か月分）		商工労働観光課商工観光係 ショウコウ ロウドウ カンコウカ ショウコウ カンコウ カカリ		0125-54-2121										商店街空き店舗等対策事業		商店街空き店舗等対策事業

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金		登別市内における、地域の資源や技術を活用した新たな地場産業の創出する起業家の事業を支援するため、事業拠点開設費、商品化推進費になどにかかる経費の1/2を補助（最長２年上限３００万円）		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		指定区域内の空き店舗を賃借し、商店街の活性化、地域の賑わい創出が見込める小売業、飲食業、サービス業などを営む場合に賃料の1/2を補助（最長１年月額上限５万円） コウリギョウ インショクギョウ イトナ バアイ チンリョウ ホジョ サイチョウ ネン ゲツガク ジョウゲン マンエン		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										空き店舗活用事業補助金		空き店舗活用事業補助金		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		若年者等キャリアカウンセリング事業		若年者等キャリアカウンセリング事業		「キャリアサポートのぼりべつ」のキャリアカウンセラーが、若年層の市内での就職活動をサポート		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										若年者等キャリアカウンセリング事業		若年者等キャリアカウンセリング事業		OK		事業概要、問い合わせ先修正 ジギョウ ガイヨウ ト ア サキ シュウセイ

		012301		北海道		登別市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		地域職業相談室		「ジョブガイドのぼりべつ」を設置し、地域住民の就職の促進及び利便性の向上を図っている		観光経済部　商工労政グループ カンコウ ケイザイ ブ		0143-85-2171										地域職業相談室		地域職業相談室		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012319		北海道		恵庭市 エニワシ		仕事		起業・事業・就職		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業 エニワ シ キギョウ シエン カタ ア テンポ タイサク ジギョウ		市内の商店街に新たに出店する事業者に対し経費の一部を補助することで、起業者の支援と空き店舗の利用促進を図ります。対象は、家賃・店舗改修費等に要する経費の補助。（上限35万円） トウ ジョウゲン		経済部 商業労政課 		0123-33-3131 
内線3331										恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		恵庭市起業支援型空き店舗対策事業		0

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗利用促進事業 ア テンポ リヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を活用し開業する事業者への助成を実施する北広島商工会に対して、市が相当額を補助します。		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										空き店舗利用促進事業		空き店舗利用促進事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ		コミュニティビジネス創業支援事業 ソウギョウ シエン ジギョウ		創業支援事業の指定を受けた事業に対し、対象経費の1/2（上限100万円）を助成します。また、アドバイザーによるコミュニティビジネス創業相談を実施します。 ウ タイ ジッシ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										コミュニティビジネス創業支援事業		コミュニティビジネス創業支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ		地域職業相談室運営事業 チイキ ショクギョウ ソウダン シツ ウンエイ ジギョウ		ふるさとハローワークを運営し、求人情報の提供、職業相談、失業者相談を行ないます。 ウンエイ キュウジン ジョウホウ テイキョウ ショクギョウ ソウダン シツギョウシャ ソウダン オコ		商業労働課 ショウギョウ ロウドウカ		011-372-3311										地域職業相談室運営事業		地域職業相談室運営事業

		013323		北海道		福島町		仕事		起業・事業・就職		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド		福島町企業等振興支援制度 フクシマ チョウ キギョウ ナド シンコウ シエン セイド		ほぼ全ての業種の企業支援として、施設投資助成1/3、３００万円以内。雇用奨励助成一人５０万円、２５０万円以内、１年限り。外国人技能実習生受入助成一人３０万円、１８０万円以内/年） キギョウ シエン イナイ イナイ イナイ ネン		水産商工課		0139-47-3004										福島町企業等振興支援制度		福島町企業等振興支援制度

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウギョウ ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、農業の後継者、商工業等の後継者又は新規就業者として就業する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円、有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ シンキ ガクソツシャ マンエン カタ マンエン カタ マンエン		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就業奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シュウショク ショウレイキン		本町に定住の意思を持ち、町内又は通勤可能な町外の対象事業所等に就職する方へ商品券を交付①新規学卒者５万円②Ｕターン者等のうち配偶者等を有する方１０万円③Ｕターン者等のうち配偶者等を有しない方５万円 カタ ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「就職奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		起業・事業・就職		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド キギョウ カ ソクシン ショウレイ ジギョウ		本町を所在地として、新たに対象事業所等を開設する方へ２０万円を助成。ただし、他の事業所等の実質的支配を受けていないものとする。 カタ マンエン ジョセイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」		蘭越町定住促進支援制度
「起業化促進奨励事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ		中小企業特別融資事業 チュウショウ キギョウ トクベツ ユウシ ジギョウ		中小企業の運転資金200万円、設備資金200万円を融資（両方を借りるときは、合わせて300万円以内、条件あり） チュウショウ キギョウ ウンテン シキン マンエン セツビ シキン マンエン ユウシ リョウホウ カ ア マンエン イナイ ジョウケン		商工観光課商工労働係 ショウコウ カンコウ カ ショウコウ ロウドウ カカ		0136-44-2121										中小企業特別融資事業		中小企業特別融資事業

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ		過疎法に基づく固定資産税の免除 カソ ホウ モト コテイ シサンゼイ メンジョ		10名以上を雇用し、製造事業、情報通信技術事業または旅館業を行うための新設や増築した家屋、償却資産、家屋建設の土地を2,700万円を越えて新設または増設・取得した場合に、固定資産税を３年間免除 メイイジョウ コヨウ セイゾウ ジギョウ ジョウホウ ツウシン ギジュツ ジギョウ リョカンギョウ オコナ シンセツ ゾウチク カオク ショウキャク シサン カオク ケンセツ トチ マンエン コ シンセツ ゾウセツ シュトク バアイ コテイ シサンゼイ ネンカン メンジョ		税務課固定資産税係 ゼイム カ コテイ シサンゼイ カカリ		0136-44-2121										過疎法に基づく固定資産税の免除		過疎法に基づく固定資産税の免除

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗等活用対策事業		商店街空き店舗等活用対策事業		空き店舗については店舗改装費の1/2以内（上限50万円）を助成。新規店舗建築については店舗建築費の1/2以内（上限100万円）を助成。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0135-21-2125										商店街空き店舗等活用対策事業		商店街空き店舗等活用対策事業

		014290		北海道		栗山町		仕事		起業・事業・就職		栗山町空き店舗活用支援事業		栗山町空き店舗活用支援事業		市街地商店街の区域内に点在する空き店舗を有効活用する新規出店者に対し、開業までに係る経費の一部を補助し、賑わいのある商店街づくりを推進します。		くりやまブランド推進室		0123-73-7516										栗山町空き店舗活用支援事業		栗山町空き店舗活用支援事業

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		北海道で社長になりませんか ホッカイドウ シャチョウ		最大100万円の企業支援
最大100万円の起業支援 サイダイ マンエン キギョウ シエン サイダイ マンエン キギョウ シエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0164-35-2112				中 チュウ		企業＆起業支援100万円 キギョウ キギョウ シエン マンエン				北海道で社長になりませんか		北海道で社長になりませんか

		014389		北海道		沼田町 ヌマタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ		まちづくり活性化支援事業 カッセイカ シエン ジギョウ		新たに取り組む商業活動やまちおこし事業及び自主的・継続的にまちづくりに取り組もうとする者に対し、費用の一部を助成。 アラ ト ク ショウギョウ カツドウ ジギョウ オヨ ジシュテキ ケイゾクテキ ト ク モノ タイ ヒヨウ イチブ ジョセイ		農業商工課 ノウギョウ ショウコウカ		0164-35-2114										まちづくり活性化支援事業		まちづくり活性化支援事業

		014567		北海道 ホッカイ ドウ		愛別町 アイベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ		愛別町商店街活性化支援事業 アイベツ チョウ ショウテンガイ カッセイカ シエン ジギョウ		魅力ある店舗づくりを応援するため、起業者等の皆さまには新たに空き地や空き店舗を活用し新築・改修等にかかる費用に対し、１００万円を上限に１/２以内の助成があります。 ミリョク テンポ オウエン アラ ア チ ア テンポ カツヨウ シンチク カイシュウ トウ ヒヨウ タイ マンエン ジョウゲン イナイ ジョセイ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		01658-6-5111										愛別町商店街活性化支援事業		愛別町商店街活性化支援事業

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ		商工業等起業支援事業 ショウコウギョウ ナド キギョウ シエン ジギョウ		起業者・従業員とその家族全員が町内に居住し、3年以上の事業継続が見込まれ、商工会の会員となる者で、新たに商工業等で起業する際、施設、設備等整備費100万円以上の場合1/3助成（限度額200万円） モノ アラ ショウコウギョウ ナド キギョウ サイ シセツ セツビ ナド セイビ ヒ マンエン イジョウ バアイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		産業課商工観光係 サンギョウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0167-52-2178										商工業等起業支援事業		商工業等起業支援事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		起業・事業・就職		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ		商工業新規就業対策事業補助 ショウコウギョウ シンキ シュウギョウ タイサク ジギョウ ホジョ		①就業から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円)
②事業用建物の新築・購入補助(上限50万円) シュウギョウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン ジギョウヨウ タテモノ シンチク コウニュウ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業振興課商工観光労政係 サンギョウ シンコウカ ショウコウ カンコウ ロウセイガカリ		0165-32-2423										商工業新規就業対策事業補助		商工業新規就業対策事業補助

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町中小企業特別融資制度		剣淵町中小企業特別融資制度		町内で1年以上事業を営む企業者で、常時雇用する従業員が個人の事業所は20人以下、法人の事業所は50人以下の事業所に対して賃金貸付、または利子補給。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町中小企業特別融資制度		剣淵町中小企業特別融資制度		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町産業経営者育成資金		剣淵町産業経営者育成資金		本町に居住する商業経営者に、経営の改善、技術の習得、研究開発等に対して、個人は1,500千円以内で、会社は4,000千円以内で、既貸付額がある場合は、限度額からその額を除いた額を貸付します。 イナイ イナイ		農林課 ノウリンカ		0165-34-2121
(内線 232)										剣淵町産業経営者育成資金		剣淵町産業経営者育成資金

		014656		北海道		剣淵町 ケンブチチョウ		仕事		起業・事業・就職		剣淵町起業化支援事業補助金		剣淵町起業化支援事業補助金		新たに起業を目指す者に、事業経費の一部補助。補助金額３００万円上限、補助対象経費の２分の１以内で、予算の範囲内の額を補助。補助対象期間は、起業化計画の認定日から翌会計年度の３月３１日まで。		町づくり観光課 マチ カンコウカ		0165-34-2121
(内線 221)										剣淵町起業化支援事業補助金		剣淵町起業化支援事業補助金

		015628		北海道		西興部村		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		村民等が新たに事業を起こしたり、既にある事業所でも異業種事業として取り組む場合に、対象経費の3/4以内で最高300万円を限度とした補助金を交付し支援する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0158-87-2111										起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		015849		北海道		洞爺湖町 トウヤコチョウ		仕事		起業・事業・就職		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ		洞爺湖チャレンジショップ支援事業 トウヤコ シエン ジギョウ		町内商工業の振興と活性化を目的に、空き家・空き店舗を活用し、地域に根ざした特色あるショップ開業者、起業者等を支援するため洞爺湖町規則と予算の範囲内において、チャレンジショップ支援事業補助金を交付する。 チョウナイ ショウコウギョウ シンコウ カッセイカ モクテキ ア ヤ ア テンポ カツヨウ チイキ ネ トクショク ヒラ ギョウ シャ キギョウ シャ ナド シエン トウヤコ チョウ キソク ヨサン ハンイナイ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ		産業振興課地域振興グループ サンギョウ シンコウ カ チイキ シンコウ		0142-74-3005										洞爺湖チャレンジショップ支援事業		洞爺湖チャレンジショップ支援事業

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		起業（創業）支援		起業（創業）支援		農林商工等連携・ビジネス創出促進事業：新商品開発や販路開拓など、産業間の連携による新たな事業への進出や起業を、財政的に支援		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		01564-2-2111(内241)										起業（創業）支援		起業（創業）支援

		016349		北海道		鹿追町 シカオイチョウ		仕事		起業・事業・就職		鹿追町企業振興条例		鹿追町企業振興条例		当町の企業の振興を促進するため、町内に事業所を新設・増設および事業転換する方に対して、助成措置を行っている。補助率や補助限度額は事業所等の区分によって異なるが、500万円を上限に助成している。		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0156-66-4034										鹿追町企業振興条例		鹿追町企業振興条例

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		ふるさと創生基金事業助成金		ふるさと創生基金事業助成金		地域づくり対策事業、特産品開発チャレンジ事業、商店街活性化事業、ふるさとづくり事業について助成金を交付（各事業によって助成額等が異なる）。 ジョセイキン コウフ カクジギョウ ジョセイガク トウ コト		企画政策課 キカク セイサク カ		0155-52-2114										ふるさと創生基金事業助成金		ふるさと創生基金事業助成金

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ		更別村地元雇用促進事業実施要綱 サラベツムラ ジモト コヨウ ソクシン ジギョウ ジッシ ヨウコウ		新規に従業員を雇用する事業主に対し、月額給料の一部を助成（月額上限7万円）。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211										更別村地元雇用促進事業実施要綱		更別村地元雇用促進事業実施要綱

		016390		北海道		更別村		仕事		起業・事業・就職		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ		更別村中小企業近代化資金特別融資 サラベツムラ チュウショウ キギョウ キンダイカ シキン トクベツ ユウシ		更別村中小企業近代化資金特別融資に関する条例に基づく融資。		産業課 サンギョウ カ		0155-52-2211										更別村中小企業近代化資金特別融資		更別村中小企業近代化資金特別融資

		016462		北海道 ホッカイ ドウ		本別町 ホンベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ		起業家等支援事業 イエ トウ ジギョウ		町内で新しく起業する場合、対象経費の1/2以内で限度額300万円まで助成。空き家等を利用した場合は10/10。		企画振興課 キカク シンコウカ		0156‐22‐8121										起業家等支援事業		起業家等支援事業

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン		産業振興事業補助金 サンギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン		これまでに事業活動を行っていない者が、事業を開始する場合又は町外から移転して町内で事業を開始する場合に、3,000,000円を限度に経費の２分の１以内を助成		経済課林業商工観光室商工観光担当 ケイザイ カ リンギョウ ショウコウ カンコウ シツ ショウコウ カンコウ タントウ		0156-25-2141内線252										産業振興事業補助金		産業振興事業補助金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		起業・事業・就職		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド		医師等就学資金貸付制度 イシ ナド シュウガク シキン カシツケ セイド		将来医師又は看護師として足寄町に勤務志望者に対し、医師は月額２０万円以内、看護師は月額10万円以内を貸付し、貸付年数（看護師は貸付年数の1.5倍）の期間、在職した場合は償還金免除。 モノ タイ ネンスウ カンゴシ カシツケ ネンスウ バイ キカン		福祉課保健福祉室保健推進担当 フクシカ ホケン フクシ シツ ホケン スイシン タントウ		0156-25-2141内線133										医師等就学資金貸付制度		医師等就学資金貸付制度

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		起業・事業・就職		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		新たに店舗・事務所・事業所を町内に開設等を行う、個人・法人に対し補助。対象経費が687万5千円未満の場合、対象経費の50％以内、687万5千円以上、対象経費の8％以内で1,000万円を限度に補助。 トウ オコナ		企画財政課 キカク ザイセイ カ		015-485-2111										ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		ＧＯＧＯチャレンジショップ支援事業補助金		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		起業・事業・就職		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン		起業化支援事業補助金 キギョウ カ シエン ジギョウ ホジョキン		村内において新たに起業しようとする者に対し、補助対象経費の1/2以内で500万円を上限額とした補助金を交付。 ソンナイ アラ キギョウ モノ タイ ホジョ タイショウ ケイヒ イナイ マンエン ジョウゲンガク ホジョキン コウフ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカリ		0154-64-2114										起業化支援事業補助金		起業化支援事業補助金

		016934		北海道		標津町 シベツチョウ		仕事		起業・事業・就職		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ		企業支援補助の拡充 キギョウ シエン ホジョ カクジュウ		町内在住者が新たに町内に企業創業を目指す方に対して開業費用の一部助成する。
助成上限額300万円 チョウナイ ザイジュウシャ アラ チョウナイ キギョウ ソウギョウ メザ カタ タイ カイギョウ ヒヨウ イチブ ジョセイ ジョセイ ジョウゲンガク マンエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0153-82-2131										企業支援補助の拡充		企業支援補助の拡充

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		市内で新たに中小企業者として事業を開始する方等に対して、青森県融資制度「未来を変える挑戦資金」利用者のうち、一定の条件で融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を行います。 トウ タイ イッテイ ジョウケン		商工業政策課		017-734-2379										中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)		中小企業者創業資金支援事業(県融資制度協調支援)

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		起業・事業・就職		起業･創業等相談ルーム		起業･創業等相談ルーム		青森市内で起業・創業をしようとする方に対して、起業・創業後において継続的かつ安定的に事業を展開できるよう、企業経営者としての経営ノウハウなどについて、専門家が助言・指導を行います。 カタ タイ		商工業政策課		017-734-2379										起業･創業等相談ルーム		起業･創業等相談ルーム

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン		空き店舗活用支援補助金 ア テンポ カツヨウ シエン ホジョキン		中心市街地の空き店舗に新たに出店する（小売・サービス業）方に対し、店舗の改装に要する経費を補助。 チュウシン シガイチ ア テンポ アラ シュッテン コウリ ギョウ カタ タイ テンポ カイソウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										空き店舗活用支援補助金		空き店舗活用支援補助金

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ		店舗シェアリング支援事業 テンポ シエン ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用し新規出店を目指す方に対し起業に向けてチャレンジしやすい環境を整えるため、店舗スペースを細分化し、低家賃で貸し出すチャレンジショップの設置と運営者の支援を行う。 チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ シンキ シュッテン メザ カタ タイ キギョウ ム カンキョウ トトノ テンポ サイブンカ テイヤチン カ ダ セッチ ウンエイ シャ シエン オコナ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										店舗シェアリング支援事業		店舗シェアリング支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ		中心市街地雇用促進支援事業 チュウシン シガイチ コヨウ ソクシン シエン ジギョウ		中心市街地区域において新たな事業所等の設置者が新規で5名以上を常勤雇用し、うち、市内在住者を3名以上雇用する場合に人件費の一部を補助。 チュウシン シガイチ クイキ アラ ジギョウショ トウ セッチ シャ シンキ メイ イジョウ ジョウキン コヨウ シナイ ザイジュウシャ メイイジョウ コヨウ バアイ ジンケンヒ イチブ ホジョ		商工政策課 ショウコウ セイサク カ		0172-35-1135										中心市街地雇用促進支援事業		中心市街地雇用促進支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		起業・事業・就職		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		ひろさきUJIターン起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		UJIターンにより市内で起業する方に対し、借上げする事務所等の賃料・共益費の一部を補助。補助率は2分の1とし、上限は月額25,000円。 シナイ キギョウ カタ タイ カリア ジム ショ トウ チンリョウ キョウエキヒ イチブ ホジョ ホジョ リツ ブン ジョウゲン ゲツガク エン		産業育成課 サンギョウ イクセイ カ		0172-32-8106										ひろさきUJIターン起業支援事業		ひろさきUJIターン起業支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		アントレプレナー情報ステーション事業		アントレプレナー情報ステーション事業		創業希望者を対象に、創業に向けた情報発信、マーケティング強化等スムーズな創業に取り組む拠点として設置。		商工政策課		0178-43-9242										アントレプレナー情報ステーション事業		アントレプレナー情報ステーション事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		離職者対策・若年者定着セミナー		離職者対策・若年者定着セミナー		若年求職者及び新入社員を対象に、就職活動や自己改革に役立つセミナーを開催（受講料無料）		雇用支援対策課		0178-43-9038										離職者対策・若年者定着セミナー		離職者対策・若年者定着セミナー

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン就職希望者登録		Ｕターン就職希望者登録		現在、県外で働いている方で、将来八戸市で就職を希望されている方を対象に、Ｕターン求人情報（市・八戸公共職業安定所作成）を送付する（登録料無料） タイショウ シ ハチノヘ コウキョウ ショクギョウアンテイジョ サクセイ		雇用支援対策課		0178-43-9038										Ｕターン就職希望者登録		Ｕターン就職希望者登録

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		無料職業紹介事業		雇用支援対策課内に八戸市無料職業紹介所を開設、職業紹介事業を実施。公共職業安定所と連携をとりながら市の商工・産業振興策に附帯する事業として効率的かつ集中的な求人・求職のマッチングを行う。		雇用支援対策課		0178-43-9038										無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		雇用奨励金交付事業		雇用奨励金交付事業		障がい者、高年齢者、未就職新規高卒者、中年齢離職者等を常用雇用した事業主に対し雇用奨励金を交付し、雇用の促進と市民生活の安定を図る。		雇用支援対策課		0178-43-9038										雇用奨励金交付事業		雇用奨励金交付事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		フロンティア八戸職業訓練助成金制度		フロンティア八戸職業訓練助成金制度		未就職新規高等学校卒業者及び若年未就職者の主体的な職業能力開発を支援し、早期就職を促進するために、厚生労働大臣指定教育訓練講座等を受講、修了した場合に、受講料の一部を助成する。 トウ		雇用支援対策課		0178-43-9038										フロンティア八戸職業訓練助成金制度		フロンティア八戸職業訓練助成金制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		県空き店舗活用チャレンジ融資		県空き店舗活用チャレンジ融資		県制度を活用して融資を受ける中小企業者に対し、貸付当初から5年間信用保証料を全額補助。さらに、中心商店街の空き店舗で開業する方で、要件を満たした方に対し、1/2の利子を5年間補給する。 セイド タイ カタ		商工政策課		0178-43-9242										県空き店舗活用チャレンジ融資		県空き店舗活用チャレンジ融資

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ産業集積促進事業		ＩＴ産業集積促進事業		中心市街地への質の高いオフィスの整備促進や、八戸ハイテクパークなど、自然環境に恵まれた区域への環境配慮型オフィスの整備促進により、ＩＴ関連企業の集積を図る。		産業振興課		0178-43-9048										ＩＴ産業集積促進事業		ＩＴ産業集積促進事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街の空き店舗・空き床の有効活用を促進するため、店舗等の改装工事等に要する経費の一部について、補助金を交付する。		まちづくり文化推進室		0178-43-9426										中心商店街空き店舗・空き床解消事業		中心商店街空き店舗・空き床解消事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		女性チャレンジ講座の開催		女性チャレンジ講座の開催		20～40代の働く女性に対し、ビジネススキルの習得に資する学習機会を提供し、職場等における活躍と積極的登用を促進するとともに、参加者同士のネットワーク構築により新たな女性人材の育成及び発掘を図る。		市民連携推進課		0178-43-9217										女性チャレンジ講座の開催		女性チャレンジ講座の開催

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		起業・事業・就職		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金） コヨウショウレイキン		市内に立地・操業する一定要件を満たす企業で、正社員を5人以上雇用し、企業が正社員に対して市外からの転居費用を補助した企業に対し、転居した正社員1人につき10万円を交付。 イッテイヨウケン ミ キギョウ		産業振興課		0178-43-9048										八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）		八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金（雇用奨励金）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証を行う。（一企業1,000万円以内、貸付利率3.30%以内、保証期間7年以内、保証料は市が全額負担） シ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111
(内線2552･2554)										五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）		五所川原市小口資金特別保証制度(タイプⅠ）

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		起業・事業・就職		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業対象：市内中小企業者の事業資金の保証（一企業2,000万円以内、貸付利率3.60%以内、保証期間10年以内、保証料は中小企業が全額負担） チュウショウ キギョウ		商工労政課 ショウコウ ロウセイ カ		0173-35-2111
(内線2552･2554)										五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）		五所川原市事業活性化資金特別保証制度(タイプⅡ）

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		青森県・つがる市連携融資制度		青森県・つがる市連携融資制度		青森県特別保証融資制度により融資を受けた方の信用保証料を補助。補助割合2分の1（限度額20万円）		商工観光課		0173-42-2111										青森県・つがる市連携融資制度		青森県・つがる市連携融資制度

		022098		青森県		つがる市		仕事		起業・事業・就職		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		企業、団体等が、雇用拡大を目指して若年者等を有期雇用契約にて雇い入れ、人材育成計画に基づいて1年間の研修等を実施し、市がそれに対して人経費、研修費等の経費を助成するもの		地域振興対策室		0173-42-2111										地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）		地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		起業・事業・就職		新規就農施設等整備事業		新規就農施設等整備事業		国の経営体育成支援事業を活用して導入した機械や施設整備経費の5割までを嵩上げ助成（上限2,000千円）。条件は①市内に住所を有する市内継続就農者②県の就農認定を受けた45歳以下の者③就農2年以内の者 ワリ カサア ジョウケン シュウノウ シャ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農施設等整備事業		新規就農施設等整備事業

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ		空き店舗利活用推進事業費補助 ア テンポ リ スイシン ジギョウヒ ホジョ		空き店舗を利用して店舗の経営するための改装・備品購入・宣伝広告に要する経費に対して助成※要件有り
○交付額:100万円上限（1/2以内の額） カイソウ ビヒン コウニュウ センデン コウコク ヨウ ケイヒ タイ ジョセイ		経済課 
		0172-73-2111(代表)										空き店舗利活用推進事業費補助		空き店舗利活用推進事業費補助

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ		空き店舗入居者支援事業 ア テンポ ニュウキョ シャ シエン ジギョウ		商店街の入居者に対し、開店に要する店舗内外装工事費の1/2以内（限度100万円）を補助します。商工会議所が窓口となり、開業に関連する相談から受付け、会議所を通じて補助します。 ショウテンガイ ニュウキョシャ タイ カイテン ヨウ テンポ ナイ ガイ ソウ コウジヒ イナイ ゲンド マンエン ホジョ ショウコウ カイギショ マドグチ カイギョウ カンレン ソウダン ウケツケ カイギショ ツウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8412										空き店舗入居者支援事業		空き店舗入居者支援事業		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン カシツケ セイド		市内の中小企業への融資を行います。また、制度利用の際に利子、及び保証料補給の補助があります。 シナイ チュウショウ キギョウ ユウシ オコナ セイド リヨウ サイ リシ オヨ ホショウリョウ ホキュウ ホジョ		商工労働部商業観光課 ショウコウ ロウドウ ブ ショウギョウ カンコウカ		0191-21-8413										中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		中小企業振興資金貸付制度
中小企業振興資金貸付制度利子補給制度
中小企業振興資金貸付制度保証料補給制度		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン		企業立地促進奨励事業費補助金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイ ジギョウ ヒ ホジョキン		市の指定地域に用地を取得し工場等を新設する場合、要する経費(固定資産投資額)の10～15%を補助金として交付します。また、指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースした場合)は、要する経費の１割を補助します。 シ シテイ チイキ ヨウチ シュトク コウジョウトウ シンセツ バアイ ヨウ ケイヒ コテイ コウフ ワリ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進奨励事業費補助金		企業立地促進奨励事業費補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン		生産設備等投資促進補助金 セイサン セツビ トウ トウシ ソクシン ホジョキン		立地企業が市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助します。 リッチ キギョウ シナイ コウジョウ ジギョウショ トウ セツビ シン ゾウセツ バアイ タイショウ シサン カカ コテイ シサン ゼイ カゼイ ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										生産設備等投資促進補助金		生産設備等投資促進補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ		企業立地促進資金貸付 キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ		市内において工場等を新設又は増設をする場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく低金利融資を受けることができます。 シナイ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト テイキンリ ユウシ ウ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進資金貸付		企業立地促進資金貸付		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン		企業立地促進資金利子補給補助金 キギョウ リッチ ソクシン シキン リシ ホキュウ ホジョキン		市内において「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく融資を受け工場等の新設又は増設をする場合、融資実行日から3年を限度として支払利息相当額を補助します。 シナイ イワテケン キギョウ リッチ ソクシン シキン カシツケ ヨウコウ モト ユウシ ウ コウジョウトウ シンセツ マタ ゾウセツ バアイ ユウシ ジッコウ ビ ネン ゲンド シハライ リソク ソウトウ ガク ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										企業立地促進資金利子補給補助金		企業立地促進資金利子補給補助金		0

		032093		岩手県 イワテケン		一関市		仕事		起業・事業・就職		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ		立地企業操業支援事業 リッチ キギョウ ソウギョウ シエン ジギョウ		立地企業が操業する際に行う社員の人材育成事業に要する経費について、補助します。 リッチ キギョウ ソウギョウ サイ オコナ シャイン ジンザイ イクセイ ジギョウ ヨウ ケイヒ ホジョ		商工労働部工業課 ショウコウ ロウドウ ブ コウギョウ カ		0191-21-8451										立地企業操業支援事業		立地企業操業支援事業		0

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		起業・事業・就職		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		町内在住の新卒者の雇用拡大と地元への定着を促進するため、町内在住の新卒者を雇用した事業主に対して補助金を交付する。		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111										一戸町新卒者ふるさと就職支援事業		一戸町新卒者ふるさと就職支援事業

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン		企業立地促進奨励金 キギョウ リッチ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資額と、市内在住者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合、投下固定資産に対して課される固定資産税相当額を奨励金として交付(3か年）。 ネン		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										企業立地促進奨励金		企業立地促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン		企業立地投資奨励金 キギョウ リッチ トウシ ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）したことに伴う、設備投資（投下固定資産）額と、市内在住（住民登録）者の新規雇用人数等の、一定の要件を満たした場合に、規模に応じて奨励金を交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										企業立地投資奨励金		企業立地投資奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン		雇用促進奨励金 コヨウ ソクシン ショウレイキン		市内で設備投資（事業所の新設、移設、増設）をしたことで、市内在住者の新規雇用人数等一定の要件を満たした場合、その人数に応じて奨励金を交付。設備投資を伴わない場合でも一定要件を満たせば交付。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										雇用促進奨励金		雇用促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン		誘致企業社員定住促進奨励金 ユウチ キギョウ シャイン テイジュウ ソクシン ショウレイキン		市内に事業所を立地（新設、移設、増設）した企業等が、常時雇用している従業員の住居を市外から市内へ移すために要した費用に対し、設備投資額・新規転入人数等について一定の要件を満たした場合、奨励金を交付		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										誘致企業社員定住促進奨励金		誘致企業社員定住促進奨励金

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		起業・事業・就職		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大） コヨウ カクダイ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ コヨウ カクダイ		新規学卒者等を雇用した企業等に対し、その人数に応じた奨励金を交付します。		産業戦略課 サンギョウ センリャク カ		0228-22-1220										雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）		雇用拡大奨励金（新規学卒者の雇用拡大）

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ		中心市街地商業集積促進事業 チュウシン シガチ ショウギョウ シュウセキ ソクシン ジギョウ		中心市街地の空き店舗や大型商業施設の空きテナントへの出店、新店舗の建築や設備投資などに対し支援する。
対象経費：賃借料および共益費の１２ヶ月分
補助率：１／２限度額：２５０万円 チュウシン シガイチ ア テンポ オオガタ ショウギョウ シセツ ア シュッテン シンテンポ ケンチク セツビ トウシ タイ シエン タイショウ ケイヒ チンシャクリョウ キョウエキヒ ゲツ ブン ホジョリツ ゲンドガク マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										中心市街地商業集積促進事業		中心市街地商業集積促進事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街空き店舗対策事業 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街区域の空き店舗出店における改装費補助。①改装費補助：事業費2/5以内、限度額100万円)、②賃借料補助：１年目）賃借料2/5以内、限度額月額8万円、２年目)賃借料1/5以内、限度額月額4万円 クイキ ア テンポ タイ トウ ホジョ マンエン マンエン		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										商店街空き店舗対策事業		商店街空き店舗対策事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援 ニュウキョシャ シエン		秋田市インキュベーション施設「チャレンジオフィスあきた」が、新規創業者等へオフィスを安価に提供。専門家が常駐し起業創業支援の相談等に応じる。
月額使用料（１０，２８５円～５１，４２９円、光熱水費別途） アキタシ シセツ シンキ ソウギョウ シャ トウ アンカ テイキョウ センモンカ ジョウチュウ ソウダン トウ オウ ゲツガク シヨウリョウ エン エン コウネツスイヒ ベット		商工労働課
商工振興担当 ショウコウ ロウドウカ ショウコウ シンコウ タントウ		018-866-2429										チャレンジオフィスあきたによる入居者支援		チャレンジオフィスあきたによる入居者支援

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		秋田市資格取得助成事業補助金		秋田市資格取得助成事業補助金		若年求職者の雇用促進や若年の非正規雇用者の正規雇用への転換を支援するため、就職や仕事に役立つ資格の取得費用の一部を補助。補助額は、補助対象経費の1/2以内の額で10万円上限。（1人年度1回を限度） ホジョガク		商工労働課
雇用労働担当 ショウコウ ロウドウカ コヨウ ロウドウ タントウ		018-866-2114										秋田市資格取得助成事業補助金		秋田市資格取得助成事業補助金

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ		未来農業のフロンティア育成研修 ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ		新規就農に必要な基礎知識や生産・経営技術等を習得するため、県内試験場等で県が実施する未来農業のフロンティア育成研修を受講する市内就農予定者に対して支援。研修生に、月額7万5千円の研修奨励金を交付。 シンキ シュウノウ ヒツヨウ キソ チシキ セイサン ケイエイ ギジュツ トウ シュウトク ケンナイ シケンジョウ トウ ケン ジッシ ミライ ノウギョウ イクセイ ケンシュウ ジュコウ シナイ シュウノウ ヨテイシャ タイ シエン ケンシュウセイ ゲツガク マン セン エン ケンシュウ ショウレイ キン コウフ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116										未来農業のフロンティア育成研修		未来農業のフロンティア育成研修

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		起業・事業・就職		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ		園芸振興センターの専任指導員の設置 エンゲイ シンコウ センニン シドウイン セッチ		園芸部門の就農希望者に対し、専任指導員による現地指導や営農相談を行う。 エンゲイ ブモン シュウノウ キボウシャ タイ センニン シドウイン ゲンチ シドウ エイノウ ソウダン オコナ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)										園芸振興センターの専任指導員の設置		園芸振興センターの専任指導員の設置

		062031		山形県		鶴岡市		移住・体験		起業・事業・就職		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業） イタク ジギョウ		「仕事をつくる」体験を通じて、ＵＩターンを実現できない要因である「つながり不足」「情報不足」を解消し、人生の選択肢として検討する機会を創出。		企画部地域振興課 キカク ブ チイキ シンコウカ		0235-25-2111										つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）		つるおかＵＩターンサポートプログラム（※委託事業）

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		中小企業振興事業		中小企業振興事業		雇用を伴う設備投資等を行う中小企業に対し、最高で１億円の補助金を交付。これにより就労の場を確保し、労働力の流失防止と若者の定住促進を図る。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523										中小企業振興事業		中小企業振興事業

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		起業・事業・就職		雇用調整助成事業		雇用調整助成事業		国の雇用調整助成金制度による助成を受けた方に、３００,０００円を上限として助成金額の１０％を補助。		商工観光課産業連携室		0238-87-0523										雇用調整助成事業		雇用調整助成事業

		073083		福島県		川俣町		仕事		起業・事業・就職		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン		新規学卒者奨励金 シンキ ガクソツシャ ショウレイキン		町内の企業に就職した（正規雇用された）場合に、５万円の一時金 チョウナイ キギョウ シュウショク セイキ コヨウ バアイ マンエン イチジキン		産業課　　　　　商工交流係 サンギョウカ ショウコウ コウリュウ カカリ		024-566-2111										新規学卒者奨励金		新規学卒者奨励金

		074055		福島県		西会津町		仕事 シゴト		起業・事業・就職		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ		若者まちづくりプロジェクト会議 ワカモノ カイギ		次世代を担う人材の育成や、若者のコミュニティ形成を支援。
①起業へ向けた実践コース②町を盛り上げる入門コース ジセダイ ニナ ジンザイ イクセイ ワカモノ ケイセイ シエン キギョウ ム ジッセン マチ モ ア ニュウモン		商工観光課 ショウコウ カンコウ カ		0241-45-2213										若者まちづくりプロジェクト会議		若者まちづくりプロジェクト会議

		082163		茨城県		笠間市		仕事		起業・事業・就職		笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼の後継者育成、創業支援及び定住化支援として、新たに市内で創業するための窯、ろくろ等の設備購入費補助や、賃貸物件の家賃の一部や住居購入費の一部を補助する。		産業経済部
商工観光課		0296-77-1101				中 チュウ		笠間焼のろくろ補助 カサマ ヤキ ホジョ				笠間焼陶芸家支援事業		笠間焼陶芸家支援事業

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金） キギョウ ユウチ スイシン ジギョウ コウギョウ ダンチ リッチ ショウレイキン		茨城工業団地及び茨城中央工業団地立地企業に対し，企業奨励金（固定資産税相当額）及び雇用奨励金（新規雇用者1人当たり10万円）を交付する（3年間）。 イバラキ コウギョウ ダンチ オヨ イバラキ チュウオウ コウギョウ ダンチ リッチ キギョウ タイ キギョウ ショウレイキン コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク オヨ コヨウ ショウレイキン シンキ コヨウシャ ニン ア マンエン コウフ ネンカン		地域産業課 チイキ サンギョウ カ		029-240-7124										企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）		企業誘致推進事業（工業団地立地奨励金）

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ		ふるさと元気づくり推進事業 ゲンキ スイシン ジギョウ		地域活性化事業やボランティア活動等を自主的及び主体的に行う行政区に対し，補助金を交付する（（補助期間）3年間，（補助金額）初年度20万円，以降2年間10万円が限度）。 チイキ カッセイカ ジギョウ カツドウ ナド ジシュテキ オヨ シュタイテキ オコナ ギョウセイク タイ ホジョキン コウフ ホジョ キカン ネンカン ホジョ キンガク ショネンド マンエン イコウ ネンカン マンエン ゲンド		まちづくり推進課 スイシン カ		029-240-7126										ふるさと元気づくり推進事業		ふるさと元気づくり推進事業		0		リンク切り替え キ カ

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		栃木市空き店舗活用促進事業補助金		栃木市空き店舗活用促進事業補助金		対象地域の空き店舗を利用して新規開店される方に、改装費用・家賃（最長１２か月分）・専門家相談費用（５回まで）の一部を補助。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2508										栃木市空き店舗活用促進事業補助金		栃木市空き店舗活用促進事業補助金

		092037		栃木県		栃木市		仕事		起業・事業・就職		中小企業創業資金		中小企業創業資金		市内で新たに事業を起こす方にご利用いただける栃木市制度融資。運転資金又は設備資金として利用可能で、年利１．７％、融資限度額５００万円、返済期間５年以内。		産業振興部
商工観光課		0282-21-2372										中小企業創業資金		中小企業創業資金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン		雇用創出補助金 コヨウ ソウシュツ ホジョキン		操業開始した年度から起算して、１年以上雇用された年度の１回限り、新規常用雇用者１人当たり１０万円を補助する。 ソウギョウ カイシ ネンド キサン ネンイジョウ コヨウ ネンド カイ カギ シンキ ジョウヨウ コヨウ シャ ニン ア マンエン ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2266										雇用創出補助金		雇用創出補助金

		092053		栃木県		鹿沼市		仕事		起業・事業・就職		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金 カヌマシ ア テンポ トウ カツヨウ シンキ デ ミセ シエン ジギョウ ホジョキン		鹿沼市内における空き店舗等を活用した新規出店事業を支援。空き店舗（空き家・空き店舗含）等への出店者に対し、店舗家賃、経営指導等に要する費用等の一部を補助。 タイ トウ イチブ ホジョ		経済部
産業振興課 ケイザイ ブ サンギョウ シンコウカ		0289-63-2182										鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金		鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金

		093432		栃木県		茂木町 モテギチョウ		仕事		起業・事業・就職		茂木町中小企業融資制度		茂木町中小企業融資制度		町内に事業所を有し、引続き１年以上の事業を営む中小企業の融資制度		商工課 ショウコウカ		0285-63-5625										茂木町中小企業融資制度		茂木町中小企業融資制度

		122289		千葉県		四街道市 ヨツカイドウシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ		空き店舗等活用事業 ア テンポ トウ カツヨウ ジギョウ		①空き店舗等の全部又は一部の改装に要する経費について助成。
補助率１/３上限１００万円（重点地域は１５０万円）
②店舗賃借料補助率１/２上限月額７万円 ジョセイ ホジョ リツ ジョウゲン マンエン ジュウテン チイキ マンエン テンポ チンシャクリョウ ホジョリツ ジョウゲン ゲツガク マンエン		環境経済部産業振興課 カンキョウ ケイザイ ブ サンギョウ シンコウ カ		043-421-6134
										空き店舗等活用事業		空き店舗等活用事業

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ		HP作成費補助 サクセイ ヒ ホジョ		町内の中小企業が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の２分の１(限度額5万円)を町が補助します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2513										HP作成費補助		HP作成費補助

		124435		千葉県		御宿町 オンジュクマチ		仕事		起業・事業・就職		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ		企業誘致・雇用促進制 キギョウ ユウチ コヨウ ソクシン セイ		町内で新たに立地する企業や事業を拡張する企業に対し、固定資産税相当額の奨励金、従業員の新規雇用の奨励金を交付します。		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0470-68-2514										企業誘致・雇用促進制		企業誘致・雇用促進制

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ		地元就職・Ｕターン支援事業 ジモト シュウショク シエン ジギョウ		Ｕターンに関する相談窓口（ながおか就職・Ｕターンサポートデスク）の設置や、ポータルサイト（でーｊｏｂら、ネット）による情報発信、合同企業説明会、都内での個別相談会を実施。 カン ソウダン マドグチ シュウショク セッチ ジョウホウ ハッシン ゴウドウ キギョウ セツメイカイ トナイ コベツ ソウダンカイ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228										地元就職・Ｕターン支援事業		地元就職・Ｕターン支援事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ		Ｕターン総合窓口事業 ソウゴウ マドグチ ジギョウ		市役所内に就職、暮らしなどＵターンに関する様々な相談を受け付ける総合窓口を開設。相談内容によって市担当窓口への案内や必要な情報提供を実施。 シヤクショ ナイ シュウショク ク カン サマザマ ソウダン ウ ツ ソウゴウ マドグチ カイセツ ソウダン ナイヨウ シ タントウ マドグチ アンナイ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ ジッシ		商業振興課 ショウギョウ シンコウカ		0258-39-2228										Ｕターン総合窓口事業		Ｕターン総合窓口事業

		152056		新潟県		柏崎市 カシワザキシ		仕事		起業・事業・就職		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン		柏崎市看護師就職助成金 カシワザキシ カンゴシ シュウショク ジョセイキン		市内の病院や訪問看護ステーションで働く看護職員を応援するための就職助成金を交付。 シナイ ビョウイン ホウモン カンゴ ハタラ カンゴ ショクイン オウエン シュウショク ジョセイキン コウフ		国保医療課 コクホ イリョウカ		0257-21-2210										柏崎市看護師就職助成金		柏崎市看護師就職助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職資金貸付制度		ふるさと就職資金貸付制度		糸魚川市で就職する方（市内における転職は除く。）に通勤用自動車の購入など就職に伴い必要となる資金を低利でお貸しします。（年利１．５％※利息分は補助、貸付限度額100万円～300万円）		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										ふるさと就職資金貸付制度		ふるさと就職資金貸付制度		0

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン登録制度		Ｕ・Ｉターン登録制度		糸魚川市内で就職を希望される方（学生、Ｕ・Ｉターンして定住・就職をお考えの方、ならびに会社を退職し新たな就職先をお探しの方）に様々な情報・サービスを提供する制度です。		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										Ｕ・Ｉターン登録制度		Ｕ・Ｉターン登録制度

		152161		新潟県		糸魚川市		仕事		起業・事業・就職		ビジネスチャレンジ支援事業		ビジネスチャレンジ支援事業		糸魚川市内で新たに店舗を構えて事業を営む若しくは営もうとする方に、創業するために必要となる初期費用の一部を助成します。（補助率1／2以内、補助限度額50万円～100万円） イトイガワ シ ジョセイ リツ ホジョ ゲンド ガク		商工農林水産課　企業支援室		025-552-1511										ビジネスチャレンジ支援事業		ビジネスチャレンジ支援事業

		152269		新潟県		南魚沼市		仕事		起業・事業・就職		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ		自主的出店者支援事業補助 ジシュテキ シュッテン シャ シエン ジギョウ ホジョ		商店街の振興及び活性化を図るため、市内の商業地域等の空き店舗に新規出店し、3年間引き続き店舗経営を行う者に1年間の家賃補助を行う。補助額：月額家賃の2分の1の額（上限3万円） オヨ ネンカン ヒ ツヅ テンポ ケイエイ オコナ モノ オコナ ガク ジョウゲン マンエン		商工観光課 商工振興班 ショウコウ カンコウカ ショウコウ シンコウ ハン		025-773-6665										自主的出店者支援事業補助		自主的出店者支援事業補助

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		働くことに悩みをお持ちの方(おおむね15～39歳)のほか、お子様の就職や進路についてお悩みの保護者やご家族の方に相談いただけます。		産業振興部商業雇用課 サンギョウ シンコウ ブ ショウギョウ コヨウ カ		0766-20-1297										たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）		たかサポ（高岡地域若者サポートステーション）

		162027		富山県		高岡市		仕事		起業・事業・就職		母子家庭等自立支援給付金		母子家庭等自立支援給付金		母子・父子家庭の経済的自立のための就労支援として、児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準の方に給付金を支給。自立支援教育訓練給付金は受講料の２割（4千円～十万円）、高等職業訓練促進給付金は月額十万円 マタ カタ キン シキュウ ワリ セン １０ １０		福祉保健部児童育成課		0766-20-1381										母子家庭等自立支援給付金		母子家庭等自立支援給付金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		起業家育成支援事業補助金		起業家育成支援事業補助金		事業継続の展開見込みのある起業家に対し経費1/2以内を補助。事業所等開設事業／1事業所200万円、事業所等借上事業／1事業所月額25,000円（最長3年間）、販売促進事業／1回40万円、年度内1回限り ケイゾク イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018										起業家育成支援事業補助金		起業家育成支援事業補助金

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策支援事業補助金		空き店舗対策支援事業補助金		商店街・団体・個人等が、空き店舗・空き家等を購入又は賃貸、改装する際の費用を補助。空き店舗等改装事業補助率1/2以内2百万円限度。空き店舗等借上事業補助率1/2以内2.5万円限度、3年以内 ショウテンガイ マタ サイ ヒヨウ ア テンポ トウ カイソウ ジギョウ ホジョリツ イナイ ヒャク ゲンド ア テンポ トウ カ ア ジギョウ ホジョリツ イナイ マンエン ゲンド ネン イナイ		産業経済部
商工課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2018										空き店舗対策支援事業補助金		空き店舗対策支援事業補助金

		170003		石川県		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ		ＵＩターン促進事業 ソクシン ジギョウ		ＵＩターン就職に関する相談・情報提供を一元的に実施。
（県産業政策課内） シュウショク カン ソウダン ジョウホウ テイキョウ イチゲン テキ ジッシ アガタ サンギョウ セイサク カ ウチ		産業政策課 サンギョウ セイサク カ		076-225-1508										ＵＩターン促進事業		ＵＩターン促進事業

		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		起業・事業・就職		シャッターオープン事業 ジギョウ		シャッターオープン事業 ジギョウ		市内商店街の空き店舗、空き家などを活用し、開業する事業者を対象に、対象事業の全額を助成。（最高150万円（ただし、飲食関係は200万円）） シナイ ショウテンガイ ア テンポ ア ヤ カツヨウ カイギョウ ジギョウ シャ タイショウ タイショウ ジギョウ ゼンガク ジョセイ サイコウ マンエン インショク カンケイ マンエン		産業部
産業振興課 サンギョウ ブ サンギョウ シンコウカ		0767-53-8565										シャッターオープン事業		シャッターオープン事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		起業・事業・就職		仕事場創業・拡大支援助成金		仕事場創業・拡大支援助成金		①本市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業に対し、経費の2/3以内、上限100万円を助成。
②雇用拡大を伴う増設に対し、経費の1/2、上限100万円を助成。		産業振興課		0768-82-7775										仕事場創業・拡大支援助成金		仕事場創業・拡大支援助成金

		172111		石川県		能美市		仕事		起業・事業・就職		ワーク・イン・レジデンス制度		ワーク・イン・レジデンス制度		市内で店舗・工房等を開設し、起業と共に移住する人、伝統工芸品後継者等に対し支援基本５０万円。加算要件により最大１５０万円		地域振興課 チイキ シンコウ カ		0761-58-2212										ワーク・イン・レジデンス制度		ワーク・イン・レジデンス制度

		173614		石川県		津幡町 ツバタ チョウ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用促進奨励金		新規雇用促進奨励金		町内に事業所を新設・増設したことに伴い、町民を新規雇用した事業者に対し、雇用者1人につき20万円（限度400万円）の奨励金を交付。		交流経済課 コウリュウ ケイザイ カ		(076)288-2129										新規雇用促進奨励金		新規雇用促進奨励金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金 ノトチョウ ダイ ジ サンギョウ シエン ジョセイキン		町が指定する人材育成事業等を受講したＵIターン者が、当町の基幹産業である第1次産業に従事し定住する場合、月額3万円を上限に家賃の2分の1以内を助成。（5年間）初年度は生活準備金として5万円を支給。 マチ シテイ ジンザイ イクセイ ジギョウ トウ ジュコウ トウチョウ キカン サンギョウ ダイ ジ サンギョウ ジュウジ テイジュウ バアイ ゲツガク マンエン ジョウゲン ヤチン ブン イナイ ジョセイ ネン カン ショネンド セイカツ ジュンビキン マンエン シキュウ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0768-76-8302										能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金		能登町第1次産業Ｉ・Ｕターン支援助成金

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		雇用促進緊急助成金		雇用促進緊急助成金		町内に住所を有する新規学卒者や住所を有してから１年以内のＵ・Ｉターン者を雇用する町内に事業所を持つ企業・団体に１人につき、月額基本給の１／３（限度額50,000円×６カ月分）を助成するもの ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										雇用促進緊急助成金		雇用促進緊急助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		174637		石川県		能登町 ノトチョウ		仕事		起業・事業・就職		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン		定住促進助成金 テイジュウ ソクシン ジョセイ キン		雇用促進緊急助成金の対象となった企業等に雇用され１年を経過する人で、対象になってから２年以上町内に定住する意志のある人に10万円を助成（申請年度末50,000円、翌年度末50,000円） トウ マン ジョセイ		ふるさと振興課 シンコウカ		0768-62-8532										定住促進助成金		定住促進助成金		0		問い合わせ先（所属名）修正 ト ア サキ ショゾクメイ シュウセイ

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		地域職業相談室		地域職業相談室		市役所庁舎内にハローワークの分室を設置。「求人検索用パソコン」もあり、広く皆さんからの職業相談を受付。 ウケツケ		地域職業相談室		0553-20-1358										地域職業相談室		地域職業相談室

		192058		山梨県		山梨市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗バンク制度 セイド		空き店舗バンク制度 セイド		空き店舗の利用希望者に物件情報を紹介（利用登録が必要）。家賃補助あり（最大２万円（月額）、補助率２分の１で２年間）・改修費補助（最大２５万円、補助率２分の１）。 ア テンポ リヨウ キボウシャ ブッケン ジョウホウ ショウカイ ホジョ サイダイ マンエン ゲツガク ホジョリツ ブン ネンカン サイダイ マンエン ホジョリツ ブン		農林商工課
商工労政担当		0553-22-1111										空き店舗バンク制度		空き店舗バンク制度

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン		若者定住就職奨励金 ワカモノ テイジュウ シュウショク ショウレイキン		市外に１年以上居住し、かつ就職経験がある45歳未満の方で、再就職または起業のため、韮崎市に移住された方に対して、就職奨励金を支給する。就職後１年を経過した日に、10万円を支給する。 シガイ ネン イジョウ キョジュウ シュウショク ケイケン サイ ミマン カタ サイシュウショク キギョウ ニラサキシ イジュウ カタ タイ シュウショク ショウレイキン シキュウ シュウショクゴ ネン ケイカ ヒ マンエン シキュウ		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)										若者定住就職奨励金		若者定住就職奨励金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン		商店街空き店舗対策事業費補助金 ショウテンガイ ア テンポ タイサク ジギョウ ヒ ホジョキン		中心市街地にある空き店舗を利用した「空き店舗対策事業」に着手する個人、法人、その他の団体に助成（空き店舗への新規出店に係る店舗改修及び看板等の設置経費は上限50万円、店舗賃借料は月上限5万円で1年間） チュウシン シガイチ ア テンポ リヨウ ア テンポ タイサク ジギョウ チャクシュ コジン ホウジン タ ダンタイ ジョセイ ア テンポ シンキ シュッテン カカ テンポ カイシュウ オヨ カンバン トウ セッチ ケイヒ ジョウゲン マンエン テンポ チンシャクリョウ マンエン ネンカン		商工観光課
商工労政担当 ショウコウ カンコウカ ショウコウ ロウセイ タントウ		0551-22-1111
(内線215,216)										商店街空き店舗対策事業費補助金		商店街空き店舗対策事業費補助金

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		商店街の活性化と活力あるまちづくりのため、中心市街地の商店街にある空き店舗を利用し、飲食業及び小売店、若しくは商店街のイメージアップにつながる事業を行う方に対し、1年間、店舗改修費と店舗賃借料を助成。 ショウテンガイ カッセイカ カツリョク チュウシン シガイチ ショウテンガイ ア テンポ リヨウ インショクギョウ オヨ コウリ テン モ ショウテンガイ ジギョウ オコナ カタ タイ ネン カン テンポ カイシュウ ヒ テンポ チンシャクリョウ ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0551-22-1111										空き店舗対策事業		空き店舗対策事業

		193658		山梨県		身延町		仕事		起業・事業・就職		就職奨励金		就職奨励金		身延町に住所を有する新規学卒者及び町外から転入した方が、新たに就職し定住する場合に3万円を支給。		政策室		0556-42-4801										就職奨励金		就職奨励金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン		上田市中小企業融資制度資金 ウエダシ チュウショウ キギョウ ユウシ セイド シキン		開業前または開業後1年未満で市内に居住している方を対象とする貸付制度 カイギョウ マエ カイギョウゴ ネン ミマン シナイ キョジュウ カタ タイショウ カシツケ セイド		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395										上田市中小企業融資制度資金		上田市中小企業融資制度資金

		202037		長野県 ナガノケン		上田市 ウエダシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン		空き店舗新規出店支援事業補助金 ア テンポ シンキ シュッテン シエン ジギョウ ホジョキン		商店街振興組合が誘致した出店者に対して、空き店舗改修費用の1/3（上限1,500千円）を補助 ショウテンガイ シンコウ クミアイ ユウチ シュッテン シャ タイ ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ジョウゲン ゼン エン ホジョ		商工課 ショウコウ カ		0268-23-5395										空き店舗新規出店支援事業補助金		空き店舗新規出店支援事業補助金

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ		空き店舗活用事業補助事業 ア テンポ カツヨウ ジギョウ ホジョ ジギョウ		中心市街地の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、３か月以上空いている物件、３年以上営業することを条件に、店舗改装費の一部を支援。助成額は改修費等及び店舗購入費の１/３以内（上限１００万円） チュウシン シガイチ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ハジ カタ ゲツ イジョウ ア ブッケン ネンイジョウ エイギョウ ジョウケン ジョセイガク カイシュウヒ トウ オヨ テンポ コウニュウヒ イナイ ジョウゲン マンエン		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0267-22-1700										空き店舗活用事業補助事業		空き店舗活用事業補助事業

		202096		長野県		伊那市 イナシ		仕事		起業・事業・就職		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン ツウキン ジョセイキン		住所を有する対象地域からその地域外の事業所に１年を通じ継続して通勤する者、片道１０ｋｍを超える１ｋｍにつき月額３００円とし、１月に５，０００円を限度とする。※年齢要件及び地域要件有 ジュウショ ユウ タイショウ チイキ チイキ ガイ ジギョウショ ネン ツウ ケイゾク ツウキン シャ カタミチ コ ゲツガク エン ツキ エン ゲンド		伊那市役所
高遠町総合支所 長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／通勤助成金		過疎地域定住促進補助金／通勤助成金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		新規開業支援資金		新規開業支援資金		新規開業予定者で事業の実施のための資金を要する方に、設備資金１５００万円、最大で２５００万円を年利２％で融資します。		商工労政課		0261-22-0420										新規開業支援資金		新規開業支援資金

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（１）		空き店舗活用事業（１）		空き店舗を商店街の集客に役立つ施設として改修する場合に、改修に要する経費の１/２以内で、５００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420				中 チュウ		商店街の空き店舗に500万円補助 ショウテンガイ ア テンポ マン エン ホジョ				空き店舗活用事業（１）		空き店舗活用事業（１）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（２）		空き店舗活用事業（２）		空き店舗を（1）に掲げるもの以外の事業の用に供するために改修する場合に、改修に要する経費の１/３以内で、１００万円を限度に補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（２）		空き店舗活用事業（２）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（３）		空き店舗活用事業（３）		空き店舗を商業及び集客に役立つ施設の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/２以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（３）		空き店舗活用事業（３）

		202126		長野県		大町市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業（４）		空き店舗活用事業（４）		空き店舗を（３）に掲げるもの以外の事業の用に供するために賃借する場合に、家賃の１/３以内で、月額１０万円を限度に、１２ヶ月まで補助します。		商工労政課		0261-22-0420										空き店舗活用事業（４）		空き店舗活用事業（４）

		202134		長野県		飯山市 イイヤマシ		仕事		起業・事業・就職		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ		地域資源活用型起業支援事業 チイキ シゲン カツヨウガタ キギョウ シエン ジギョウ		飯山市の地域資源を活用し、起業する法人または個人に対して、製造及び営業のため新たに投資する資金のうち、最大で1/2、200万円を補助 イイヤマ シ チイキ シゲン カツヨウ キギョウ ホウジン コジン タイ セイゾウ オヨ エイギョウ アラ トウシ シキン サイダイ マンエン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0269-62-3111										地域資源活用型起業支援事業		地域資源活用型起業支援事業

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ起業支援事業補助金		チャレンジ起業支援事業補助金		町内に居住する個人及び法人が、初めて商業活動を行う場合又は社会公益団体等が新たに事業を行う場合に、店舗改装に係る経費に対し、１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)										チャレンジ起業支援事業補助金		チャレンジ起業支援事業補助金

		203611		長野県		下諏訪町		仕事		起業・事業・就職		空店舗活性化事業補助金		空店舗活性化事業補助金		既存商店街における空店舗等を商業施設又は社会公益団体として活用する事業に対して、賃借料を１回に限り補助します。		産業振興課商工観光係		0266-27-1111(内線273)										空店舗活性化事業補助金		空店舗活性化事業補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		飯島町若者就職応援補助金		飯島町若者就職応援補助金		町外在住の若者が定住し、飯島町はもとより通勤圏内で定職に就いた方に対し、就職祝金や引越費用の一部、社会人スタート・再スタートの意を込めて一律10万円を補助。 イチリツ マンエン		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111										飯島町若者就職応援補助金		飯島町若者就職応援補助金

		203840		長野県		飯島町		仕事		起業・事業・就職		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン		中小企業者起業支援 チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン		飯島町商工業振興事業補助金（商工業経営確立支援事業）において、中小企業者の起業支援として、法人設立に要する直接的経費を最大25万円補助。 イイジマ マチ ショウコウギョウ シンコウ ジギョウ ホジョキン チュウショウ キギョウ シャ キギョウ シエン ホウジン セツリツ ヨウ チョクセツテキ ケイヒ サイダイ マンエン ホジョ		産業振興課
商工観光係 サンギョウ シンコウ カ ショウコウ カンコウ カカ		0265-86-3111										中小企業者起業支援		中小企業者起業支援

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		仕事		起業・事業・就職		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン		通勤助成金 ツウキン ジョセイキン		村外へ通勤する者に対し、月額６，０００円を限度に支給 ソンガイ ツウキン モノ タイ ゲツガク エン ゲンド シキュウ		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										通勤助成金		通勤助成金

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		仕事		起業・事業・就職		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		中途就職ポータルサイト上に本市の情報ページを作成・掲載します。また、市内企業が中途就職ポータルサイトへ求人情報を掲載する場合、掲載料の一部を支援します。〔予定〕 バアイ ケイサイ ヨテイ		経済部
商工観光課		0584-47-8596										Ｕターン・Ｉターン就職支援事業		Ｕターン・Ｉターン就職支援事業

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙製造技術等の保存伝承、後継者の育成・確保を図るため、手すき和紙製造技術等の習得をする者に奨励金の交付を行う。月額5万円（2年間）		美濃和紙の里会館 ミノ ワシ サト カイカン		0575-34-8111										美濃手すき和紙後継者育成奨励金		美濃手すき和紙後継者育成奨励金

		212075		岐阜県		美濃市 ミノシ		仕事		起業・事業・就職		美濃市起業家支援制度		美濃市起業家支援制度		新しい事業等を始めようとする方を支援するため、美濃市民間活力創生基金（通称:うだつ基金）を活用した起業家支援制度。例：市街地活性化等融資制度創業資金の一部を無利子、無担保、無保証で300万円まで融資 レイ		産業振興部
産業課 サンギョウ シンコウ ブ サンギョウカ		0575-33-1122				中 チュウ		無利子・無担保で300万円の起業支援 ムリシ ムタンポ マンエン キギョウ シエン				美濃市起業家支援制度		美濃市起業家支援制度

		212083		岐阜県		瑞浪市		仕事		起業・事業・就職		新たな事業チャレンジ支援補助事業		新たな事業チャレンジ支援補助事業		市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、新規事業を支援するため、融資に係る支払利子相当額又は必要な経費の一部を補助します。（5事業所）		商工課 ショウコウカ		0572-68-9805										新たな事業チャレンジ支援補助事業		新たな事業チャレンジ支援補助事業

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン		起業化促進補助金 キギョウ カ ソクシン ホジョキン		飛騨市を拠点として新たな事業を創出する個人、団体等に対し、団体等企業化計画に基づいた事業費用の20％以内を助成します。（限度額100万円） ヒダシ キョテン アラ ジギョウ ソウシュツ コジン ダンタイ トウ タイ ダンタイ トウ キギョウカ ケイカク モト ジギョウ ヒヨウ イナイ ジョセイ ゲンド ガク マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463										起業化促進補助金		起業化促進補助金

		212172		岐阜県		飛騨市		仕事		起業・事業・就職		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン		商店街空き店舗活用事業奨励金 ショウテン ガイ ア テンポ カツヨウ ジギョウ ショウレイキン		市内商店街の空き店舗を活用し、まちづくりと一体となって行う商業活動に対し、その改修費用の一部を支援。
○空き店舗の改修費用の1/3（限度額100万円）○空き店舗賃借料の1/3（限度額年間20万円） シナイ ショウテンガイ ア テンポ カツヨウ イッタイ オコナ ショウギョウ カツドウ タイ カイシュウ ヒヨウ イチブ シエン ア テンポ カイシュウ ヒヨウ ゲンド ガク マンエン ア テンポ チンシャクリョウ ゲンド ガク ネンカン マンエン		商工課 ショウコウカ		0577-73-7463										商店街空き店舗活用事業奨励金		商店街空き店舗活用事業奨励金

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		創業塾		創業塾		商工会が主体となり、創業希望者に対し研修という形で創業のノウハウを伝授。
例：平成25年度実績：平成25年10月15日～12月12日のうち4日間（計12時間）、参加者32名（うち創業支援2名） レイ ネンド ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820										創業塾		創業塾

		212199		岐阜県		郡上市		仕事		起業・事業・就職		次世代起業家育成		次世代起業家育成		高校生に起業に関する学習（基礎知識、仮想企業経営、実演販売等）を通して起業という選択肢も知ってもらう。
例：平成25年度実績：平成25年7月～10月のうち10日間（計25時限）、講師は商工会職員 レイ ジッセキ		商工観光部
商工課 ショウコウ カンコウ ブ ショウコウカ		0575-67-1820										次世代起業家育成		次世代起業家育成

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		起業・事業・就職		雇用促進奨励金事業		雇用促進奨励金事業		Iターン・Uターン等により村内に住所を移した人を、新規に雇用(常時雇用)した事業所へ、奨励金を交付する。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111										雇用促進奨励金事業		雇用促進奨励金事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ		起業者支援事業 キギョウ シャ シエン ジギョウ		起業する個人、団体、法人について、設備投資等に係る費用の１０／１０を補助する（上限３００万円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										起業者支援事業		起業者支援事業

		216046		岐阜県		白川村 シラカワ ムラ		仕事		起業・事業・就職		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ		若者等通勤就職者助成事業 ワカモノ トウ ツウキン シュウショク シャ ジョセイ ジギョウ		村内に住所を置き、村外に通勤する若者（４０歳未満）に対して、通勤費を助成する（月額２０，０００円）		観光振興課 カンコウ シンコウカ		05769-6-1311										若者等通勤就職者助成事業		若者等通勤就職者助成事業

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		起業・事業・就職		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ		就労支援事業 シュウロウ シエン ジギョウ		就労を希望する若者、女性、高齢者等に対して、セミナーや個別相談会を開催する。 シュウロウ キボウ ワカモノ ジョセイ コウレイシャ トウ タイ コベツ ソウダンカイ カイサイ		産業観光部商工課 サンギョウ カンコウ ブ ショウコウカ		0547-36-7166										就労支援事業		就労支援事業

		222241		静岡県		菊川市 キクカワ シ		仕事		起業・事業・就職		新規店舗参入支援補助金		新規店舗参入支援補助金		商店街の活性化、地域の賑わいの形成、市街地で暮らす高齢者等の生活環境における利便性を向上を目的に指定区域内で空き店舗等を活用して小売業等を行う方に対し、その店舗改装費と2年間分の店舗賃借料を補助する。 モクテキ カタ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0537-35-0936										新規店舗参入支援補助金		新規店舗参入支援補助金

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ		起業家グループ事業補助 キギョウ イエ ジギョウ ホジョ		事業を起業する経費の１／２補助（上限１０万円） ジギョウ キギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527										起業家グループ事業補助		起業家グループ事業補助

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		起業・事業・就職		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ		新規就業・就職奨励 シンキ シュウギョウ シュウショク ショウレイ		町内企業に就職した方に５万円の報奨金を支給 チョウナイ キギョウ シュウショク カタ マンエン ホウショウキン シキュウ		企画課 キカク カ		0536-62-0514										新規就業・就職奨励		新規就業・就職奨励

		235628		愛知県 アイチケン		東栄町 ヒガシ サカエ マチ		仕事		起業・事業・就職		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド		若者定住奨励金制度 ワカモノ テイジュウ ショウレイキン セイド		○ふるさと就労奨励金・・・新規学卒者7万円～10万円補助
○若者Ｕターン奨励金・・・5万円補助○若者Ｉターン奨励金・・・5万円補助 シュウロウ ショウレイキン シンキ ガクソツシャ マンエン マン エン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ ワカモノ ショウレイキン マンエン ホジョ		企画課 キカク カ		0536-76-0502										若者定住奨励金制度		若者定住奨励金制度

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		起業・事業・就職		商店街等活性化推進事業補助制度		商店街等活性化推進事業補助制度		空き地・空き店舗の活用経費を補助。①集客施設として整備・活用(改装費の45%内・～450万円、賃借料の45%内・～月10万円）②事業者の誘致(改装費の1/3内・～300万円、賃借料の1/3内・～月7万円） ア チ ア テンポ カツヨウ ケイヒ ホジョ ヨンマン ツキ マンエン		商工観光部商業振興労政課 ショウコウ カンコウ ブ ショウギョウ シンコウ ロウセイ カ		059-229-3169										商店街等活性化推進事業補助制度		商店街等活性化推進事業補助制度		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン		コミュニティビジネス応援補助金 オウエン ホジョキン		コミュニティビジネスを起こそうとする地域団体（自治会、任意団体、NPO法人、個人等）に、立ち上げに必要な経費を、2/3以内で上限２００万円を補助。その他、専門家やコーディネータを派遣（無料）する制度有 オ チイキ ダンタイ ジチカイ ニンイ ダンタイ ホウジン コジン トウ タ ア ヒツヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ ホカ センモンカ ハケン ムリョウ セイド アリ		企画政策課 キカク セイサクカ		0772-69-0120										コミュニティビジネス応援補助金		コミュニティビジネス応援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ		生活困窮者終了準備支援事業 セイカツ コンキュウシャ シュウリョウ ジュンビ シエン ジギョウ		「くらし」と「しごと」の寄り添い支援センターを設置し、関係機関と連携を図りながら就労困難者に「仕事力アップ講座」や「就労体験セミナー」等を開催し、本人のステージに応じた支援を行います。 ヨ ソ シエン セッチ カンケイ キカン レンケイ ハカ シュウロウ コンナン シャ シゴト リョク コウザ シュウロウ タイケン トウ カイサイ ホンニン オウ シエン オコナ		寄り添い支援総合サポートセンター ヨ ソ シエン ソウゴウ		0120-125-294										生活困窮者終了準備支援事業		生活困窮者終了準備支援事業

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン		京丹後市商工業支援補助金 キョウタンゴシ ショウコウギョウ シエン ホジョキン		事業拡大、新商品・新製品開発、起業、事業転換、空き店舗・空き工場等活用、ジオパーク関連商品開発、国内外販路開拓、知的財産権取得などの事業に、1/4～1/2以内で上限20万～１００万を補助。 ジギョウ カクダイ シンショウヒン シンセイヒン カイハツ キギョウ ジギョウ テンカン ア テンポ ア コウジョウ トウ カツヨウ カンレン ショウヒン カイハツ コクナイガイ ハンロ カイタク チテキ ザイサンケン シュトク ジギョウ イナイ ジョウゲン マン マン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市商工業支援補助金		京丹後市商工業支援補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金 キョウタンゴシ サンガク レンケイ ケンキュウ トウ ソクシン ジギョウ ヒ ホジョキン		大学等研究機関が持つ高度な学術資源を活用した「新商品・新サービスの開発」や「新技術の導入」を目的に、大学等研究機関と「共同研究」や「委託研究」に取り組む事業に、1/2以内で上限１００万円を補助。 ダイガク トウ ケンキュウ キカン モ コウド ガクジュツ シゲン カツヨウ シンショウヒン シン カイハツ シンギジュツ ドウニュウ モクテキ ダイガクナド ケンキュウ キカン キョウドウ ケンキュウ イタク ケンキュウ ト ク ジギョウ イナイ ジョウゲン マンエン ホジョ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金		京丹後市産学連携研究等促進事業費補助金

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		起業・事業・就職		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン		京丹後市企業立地助成金 キョウタンゴシ キギョウ リッチ ジョセイ キン		一定規模以上の投資及び市民正規雇用者の増加を伴い京丹後市内に事業所を新設又は増設された事業主に対し、市民の正規雇用増加数に応じて助成。事業所の新設にともない増加した市民の正規雇用者数×１００万円を上限 イッテイ キボ イジョウ トウシ オヨ シミン セイキ コヨウシャ ゾウカ トモナ キョウタンゴシナイ ジギョウショ シンセツ マタ ゾウセツ ジギョウヌシ タイ シミン セイキ コヨウ ゾウカスウ オウ ジョセイ ジギョウショ シンセツ ゾウカ シミン セイキ コヨウシャ スウ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0772-69-0440										京丹後市企業立地助成金		京丹後市企業立地助成金

		282219		兵庫県		篠山市 ササヤマシ		仕事		起業・事業・就職		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度 ニシ ニホン カイスウ トッキュウケン コウニュウ ジョセイ セイド		市内に在住で、通勤・通学にＪＲ西日本発売の回数特急券を利用されている方を対象に一カ月一冊限り最大で１，５００円補助 シナイ ザイジュウ ツウキン ツウガク ニシ ニホン ハツバイ カイスウ トッキュウケン リヨウ カタ タイショウ イッ ゲツ イッサツ カギ サイダイ エン ホジョ		企画課 キカク カ		079-552-5106										ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度		ＪＲ西日本回数特急券購入助成制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		新規起業者支援事業補助金交付制度 シンキ キギョウ シャ シエン ジギョウ ホジョキン コウフ セイド		小売業や飲食業、サービス業などで、新たに起業される方を支援。起業する際の店舗改装費や設備導入費、店舗等賃借料などを支援。 コウリギョウ インショクギョウ ギョウ アラ キギョウ カタ シエン キギョウ サイ テンポ カイソウ ヒ セツビ ドウニュウ ヒ テンポ トウ チンシャクリョウ シエン		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										新規起業者支援事業補助金交付制度		新規起業者支援事業補助金交付制度

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ		起業家支援窓口の設置 キギョウカ シエン マドグチ セッチ		市内で起業しようとする人たちの支援窓口「たんばチャレンジカフェ」を開設。資金面での補助制度の紹介や、経営ノウハウを学ぶセミナーの開催、起業後のフォローに至るまで、起業を支援するワンストップ窓口。 シナイ キギョウ ヒト シエン マドグチ カイセツ シキン メン ホジョ セイド ショウカイ ケイエイ マナ カイサイ キギョウ ゴ イタ キギョウ シエン マドグチ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										起業家支援窓口の設置		起業家支援窓口の設置

		282235		兵庫県		丹波市 タンバシ		仕事		起業・事業・就職		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		地域に密着した行政サービスを提供するためにハローワーク柏原と丹波市が共同で運営し、雇用や就業をサポート。 ギョウセイ テイキョウ カイバラ タンバシ キョウドウ ウンエイ コヨウ シュウギョウ		産業経済部
新産業創造課 サンギョウ ケイザイ ブ シンサンギョウ ソウゾウ カ		0795-74-1464										丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		丹（まごころ）ワークサポートたんば運営事業		0		事業名修正 ジギョウ メイ シュウセイ

		294527		奈良県		川上村 カワカミ ムラ		仕事		起業・事業・就職		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン		川上村産業復興支援補助金 カワカミムラ サンギョウ フッコウ シエン ホジョキン		地域資源を活かした地域性の高い商品の開発や新産業の創出などの事業に対し、補助金を交付する。
補助率：補助対象経費の半額、上限額：300万円 チイキ シゲン イ チイキセイ タカ ショウヒン カイハツ シン サンギョウ ソウシュツ ジギョウ タイ ホジョキン コウフ ホジョリツ ホジョ タイショウ ケイヒ ハンガク ジョウゲンガク マンエン		地域振興課 チイキ シンコウカ		0746-52-0111										川上村産業復興支援補助金		川上村産業復興支援補助金

		300004		和歌山県		-		仕事		起業・事業・就職		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン		移住者起業補助金 イジュウシャ キギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、地域資源を活用した起業をする方（60歳未満）に、初期経費の補助金として最大100万円を支給。（※応募時期／第1次：7月、第2次：11月予定、審査会有）		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										移住者起業補助金		移住者起業補助金

		303411		和歌山県		かつらぎ町		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ		無料職業紹介所 ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジョ		働き手が不足している農業者（求人者）と、農作業のお手伝いを希望される方（求職者）との紹介・斡旋を行います。 ハタラ テ フソク ノウギョウシャ キュウジンシャ ノウサギョウ テツダ キボウ カタ キュウショク シャ ショウカイ アッセン オコナ		産業観光課 サ		0736-22-0300(内線2101)										無料職業紹介所		無料職業紹介所

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		仕事		起業・事業・就職		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド		しゃくなげ融資制度 ユウシ セイド		町内の中小企業を対象にした資金融資制度。利率1.2％以下、貸付期間７年以内で最大1,250万円まで融資。 チョウナイ タイショウ シキン ユウシ セイド リリツ イカ カシツケ キカン ネンイナイ サイダイ マンエン ユウシ		まち未来課 ミライ カ		0736-56-3000										しゃくなげ融資制度		しゃくなげ融資制度

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ホームヘルパー講座など指定された教育訓練講座を受講する場合に受講料の20％に相当する額（上限10万円、下限4千円）を支給します。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金		ひとり親家庭 自立支援教育訓練給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		高等技能訓練促進費：看護師や介護福祉士などの資格取得のため、母子家庭高等技能訓練促進費を支給。入学支援修了一時金：高等技能訓練促進費の支給対象者が対象資格に係る養成訓練を修了した場合に一時金を支給。		福祉保健部 子ども家庭課		0858-22-8100										ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金		ひとり親家庭 高等技能訓練促進費給付金

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジショップあきない塾		チャレンジショップあきない塾		お店を始めたい方に安価な家賃で貸し出しを行い、起業のノウハウを習得します。契約期間は最長1年間。利用者負担は家賃月額5,400円（店舗面積により異なる）、光熱費、上下水道使用料、共益費。		倉吉商工会議所		0858-22-2191										チャレンジショップあきない塾		チャレンジショップあきない塾

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗マッチング事業		空き店舗マッチング事業		空き店舗情報の提供から契約までサポート。貸し手と借り手をつなぎます。倉吉商工会議所HPでの空き店舗情報の公開。相談対応など。		倉吉商工会議所		0858-22-2191										空き店舗マッチング事業		空き店舗マッチング事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		対象エリア内の空き店舗を商業用施設等として活用する開業者に、店舗賃貸料の3分の2（上限1万8千円、期間は１年間）、改装工事費の３分の２（借主：上限200万円）を補助します。		産業環境部 商工課		0858-22-8129										にぎわいのある商店街づくり出店促進事業		にぎわいのある商店街づくり出店促進事業

		312037		鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ		仕事		起業・事業・就職		倉吉市短期融資		倉吉市短期融資		中小企業信用保険法の対象となるもので、市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者の運転資金を融資。融資限度額500万円、融資利率は保証付年1.89％、保証無年2.23％。融資期間：3年以内。		産業環境部 商工課		0858-22-8129										倉吉市短期融資		倉吉市短期融資

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		チャレンジ企業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		起業、異業種参入、新製品の開発又は事業の経営改善をしようとする事業者に対し、調査研究費、販売拡大に係る経費、建物や構築物の建築・修繕費、機械・工具・備品の購入費など、経費の1/2、上限50万円を助成。 タイ ケイヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										チャレンジ企業支援事業		チャレンジ企業支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		起業・事業・就職		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ		企業立地奨励条例 キギョウ リッチ ショウレイ ジョウレイ		工業等の土地の確保に要する経費、購入費の1/2、上限2000万円、または賃貸料の1/2、上限20万円を補助。 コウギョウ トウ トチ カクホ ヨウ ケイヒ コウニュウヒ ジョウゲン マンエン チンタイリョウ ジョウゲン マンエン ホジョ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										企業立地奨励条例		企業立地奨励条例

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介 キボウシャ タイ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		県外在住の方が円滑にＵＩターン就職できるように、ふるさと島根定住財団が仲介役として、無料職業紹介を実施。県内企業等の求人情報の提供や就職マッチングを行う。2014年5月現在、約1,000件の求人有。 ケンガイ ザイジュウ カタ エンカツ シュウショク シマネ テイジュウ ザイダン チュウカイヤク ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジッシ ケン ナイ キギョウ トウ キュウジン ジョウホウ テイキョウ シュウショク オコナ ネン ガツ ゲンザイ ヤク ケン キュウジン アリ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介		ＵＩターン希望者に対する無料職業紹介

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業 チイキ カツドウ タイケン ジギョウ		地域のＮＰＯや地域づくり団体が受け皿となり、県外在住の体験希望者とのマッチングを経て、一定期間（３か月～２年間）地域体験を行う場合に、6～12万円／月の助成を行う。親子連れ加算あり。 チイキ チイキ ダンタイ ウ ザラ ケン ガイ ザイジュウ タイケン キボウシャ ヘ イッテイ キカン ツキ ネンカン チイキ タイケン オコナ バアイ ツキ ジョセイ オコナ オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業		ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」 シンソツシャ ム シュウショク		大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校の卒業予定者を対象とした地元企業情報掲載サイトを運営している。掲載企業193社（平成26年4月末時点） ダイガク ダイガクイン タンキ ダイガク センシュウ ガッコウ コウトウ センモン ガッコウ ソツギョウ ヨテイシャ タイショウ ジモト キギョウ ジョウホウ ケイサイ ウンエイ ケイサイ キギョウ シャ ヘイセイ ネン ガツマツ ジテン		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660										新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」		新卒者向けサイト「まつえ就職ナビ」

		322016		島根県 シマネケン		松江市 マツエシ		仕事		起業・事業・就職		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」 イッパン キュウショク シャ ム		求職者及び求人企業が、互いに情報を登録・検索することができる求職・求人支援サイトを運営している。 キュウショク シャ オヨ キュウジン キギョウ タガ ジョウホウ トウロク ケンサク キュウショク キュウジン シエン ウンエイ		定住企業立地推進課 テイジュウ キギョウ リッチ スイシン カ		0852-55-5660										一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」		一般求職者向けサイト「ワークネットまつえ」

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		無料職業紹介事業		無料職業紹介事業		出雲市内の事業所への無料職業紹介を実施しています。職業相談員が、仕事をお探しの方の希望や状況にあった職業紹介を行います。		出雲総合雇用情報ｾﾝﾀｰ「ｼﾞｮﾌﾞ・ｽﾃｰｼｮﾝ出雲」　		0853-24-7620										無料職業紹介事業		無料職業紹介事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		起業・事業・就職		出雲市地域商業再生支援事業		出雲市地域商業再生支援事業		「空店舗活用事業」、「中山間地域商業機能維持・向上事業」により、市内地域において、地域経済の活性化と中小企業の振興に取り組む事業者に対し、その事業費の一部を補助します。		産業観光部 商工労働課		0853-21-6572										出雲市地域商業再生支援事業		出雲市地域商業再生支援事業

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		起業・事業・就職		益田市産業創出協働事業補助金		益田市産業創出協働事業補助金		地域の雇用の維持拡大に寄与する取り組み（新規創業、事業拡大など）に対し、金融機関などの支援機関と連携して支援。創業、販路開拓に要する経費や事業拡大に要する経費の1/2（上限5,000千円）を補助。		産業経済部産業支援センター サンギョウ ケイザイ ブ		0856-31-0341										益田市産業創出協働事業補助金		益田市産業創出協働事業補助金

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ		大田市無料職業紹介事業 ジギョウ		大田市内で就職を希望されるＵＩターン希望者等と市内事業者等の求職・求人のマッチングを図ります。		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600										大田市無料職業紹介事業		大田市無料職業紹介事業

		322059		島根県		大田市 オオダシ		仕事		起業・事業・就職		ふるさと大田創業支援事業		ふるさと大田創業支援事業		主要観光地、中心市街地等の空き店舗等を利用して起業・創業をされる方に対し、起業・創業経費の一部を助成。（１）改装費の１／２（２）空き店舗賃借料の２／３（原則１年）。（１）（２）合計１５０万円上限 ゴウケイ		産業企画課 サンギョウ キカク カ		0854-82-1600										ふるさと大田創業支援事業		ふるさと大田創業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン		新たな雇用創出企画提案事業補助金 アラ コヨウ ソウシュツ キカク テイアン ジギョウ ホジョキン		美郷町で新たな雇用を創出する事業を行う法人の事業に対して、雇用した人の人件費を補助する。（初年度：100%補助、2年次：70%補助、3年次50%補助）※1年度あたりの限度額は1,000万円以内 ミサトチョウ アラ コヨウ ソウシュツ ジギョウ オコナ ホウジン ジギョウ タイ コヨウ ヒト ジンケンヒ ホジョ ショネンド ホジョ ネンジ ホジョ ネンジ ホジョ ネンド ゲンド ガク マンエン イナイ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										新たな雇用創出企画提案事業補助金		新たな雇用創出企画提案事業補助金

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ		ＵＩターン者起業支援事業 シャ キギョウ シエン ジギョウ		町外から美郷町に移住し起業する人を対象に、早期の自立を目的に補助（補助額：1世帯当たり年額24万円） チョウガイ ミサトチョウ イジュウ キギョウ ヒト タイショウ ソウキ ジリツ モクテキ ホジョ ホジョ ガク セタイ ア ネンガク マンエン		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										ＵＩターン者起業支援事業		ＵＩターン者起業支援事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		仕事		起業・事業・就職		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		みさとカレッジ起業支援事業 キギョウ シエン ジギョウ		将来の美郷町を担う起業者の支援を目的として起業コンテストを行い、審査に合格すれば、必要と認められる設備整備資金・運転資金を補助（1事業につき1,000万円を限度） ショウライ ミサトチョウ ニナ キギョウ シャ シエン モクテキ キギョウ オコナ シンサ ゴウカク ヒツヨウ ミト セツビ セイビ シキン ウンテン シキン ホジョ ジギョウ マン エン ゲンド		企画財政課
町づくり係 キカク ザイセイカ マチ カカリ		0855-75-1924				大 ダイ		起業コンテストで1000万円の資金援助 キギョウ マンエン シキン エンジョ				みさとカレッジ起業支援事業		みさとカレッジ起業支援事業

		330001		岡山県		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		仕事		起業・事業・就職		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		津山圏域無料職業紹介センター ツヤマ ケンイキ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ		津山広域事務組合〔津山市・鏡野町・奈義町・勝央町・美咲町・久米南町〕が設置している無料職業紹介センター。専門の相談員が、希望職種や業務内容、勤務条件等の相談を受けて、仕事の紹介をします。 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ ツヤマシ カガミノチョウ ナギチョウ ショウオウチョウ ミサキ チョウ クメナンチョウ セッチ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ センモン ソウダンイン キボウ ショクシュ ギョウム ナイヨウ キンム ジョウケン トウ ソウダン ウ シゴト ショウカイ		津山広域事務組合 ツヤマ コウイキ ジム クミアイ		0868-24-3633										津山圏域無料職業紹介センター		津山圏域無料職業紹介センター

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業就業奨励金		農林漁業就業奨励金		新たに農林漁業に従事し，年齢が申請年度の４月１日現在で３９歳以下の人に奨励金１０万円を支援します（一度限り）。 ショウレイキン マンエン シエン イチド カギ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		086-426-3425										農林漁業就業奨励金		農林漁業就業奨励金

		332020		岡山県		倉敷市 クラシキシ		仕事		起業・事業・就職		くらしき創業サポートセンター		くらしき創業サポートセンター		創業者・創業希望者に向け，市内の５商工団体と連携し，専門の相談員が対応する窓口を設置し，また年に２回起業塾を開催しています。 ソウギョウシャ ソウギョウ キボウシャ ム		商工課 ショウコウカ		086-426-3405										くらしき創業サポートセンター		くらしき創業サポートセンター

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ		空き店舗・空き工場活用事業 ジギョウ		市内の空き店舗等を賃借し、新たに事業を始める場合、その賃借料の１/２（月額４万円が上限）を１年間補助する。 シナイ ア テンポ トウ チンシャク アラ ジギョウ ハジ バアイ チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ジョウゲン ネンカン ホジョ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0867-72-6137										空き店舗・空き工場活用事業		空き店舗・空き工場活用事業

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		仕事		起業・事業・就職		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金		美作市体験型ものづくり工房開設事業補助金		市が指定する空き店舗等において体験、実演又は直売できる店舗を開設する者に対し、補助金を交付する。改装費補助：上限２００万円、家賃補助：36月分以内の家賃の2/3以内で月額３万円。 テンポ モノ ジョウゲン マンエン イナイ		商工観光課		0868-72-6693

		336637		岡山県		久米南町 クメ ミナミ マチ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		起業家支援事業補助金 キギョウカ シエン ジギョウ ホジョキン		空き家や空き店舗を改修し、起業する方へ改修費用の4割を補助。【上限200万円】 ア ヤ ア テンポ カイシュウ キギョウ カタ カイシュウ ヒヨウ ワリ ホジョ ジョウゲン マンエン		定住促進課 テイジュウ ソクシンカ		086-728-2134										起業家支援事業補助金		起業家支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		三次市空店舗出店支援事業補助金		三次市空店舗出店支援事業補助金		空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため，新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し，店舗改修等に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										三次市空店舗出店支援事業補助金		三次市空店舗出店支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		女性・シニア起業支援事業補助金		女性・シニア起業支援事業補助金		女性の社会進出と生涯現役社会の推進による経済の活性化を図るため，新たに市内で起業する女性または50歳以上の新規起業者等に対し，起業に必要な経費の一部を助成（補助対象経費の2分の1以内，上限150万円）		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										女性・シニア起業支援事業補助金		女性・シニア起業支援事業補助金

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		起業・事業・就職		農家民宿開業支援事業補助金		農家民宿開業支援事業補助金		農林水畜産業者等が農家民宿を開業するために必要な経費の一部を助成。旅館業及び飲食店の営業許可を受けて開業する場合は100万円，旅館業の営業許可のみを受けて開業する場合は50万円（対象経費の1/2以内） オヨ		産業部 商工振興課 産業活性化プロジェクトチーム サンギョウ ブ ショウコウ シンコウカ サンギョウ カッセイカ		0824-62-6171										農家民宿開業支援事業補助金		農家民宿開業支援事業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		庄原市転入定住者起業補助金		庄原市転入定住者起業補助金		移住者が起業する際に補助する制度
審査会を実施し，通過すれば対象経費の3分の1を補助（上限200万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										庄原市転入定住者起業補助金		庄原市転入定住者起業補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン		若者就業奨励金（雇用奨励金） コヨウ ショウレイキン		市内に居住する若者を雇用した、一定の条件を満たす雇用主に対して奨励金を交付する（雇用１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（雇用奨励金）		若者就業奨励金（雇用奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金） ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として家業の後継者となる方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）		若者就業奨励金（あとつぎ奨励金）

		342106		広島県		庄原市		仕事		起業・事業・就職		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン		若者就業奨励金（起業奨励金） キギョウ ショウレイキン		定住する若者で一定の条件を満たし、生業として新たに事業を開始する方を対象に奨励金の交付をする（１人当たり10万円）		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										若者就業奨励金（起業奨励金）		若者就業奨励金（起業奨励金）

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		店舗リフォーム助成事業		店舗リフォーム助成事業		・市内の建設関連業者により，店舗のリフォームを行う工事に対して費用の一部を補助。
・補助額は，リフォームに要する費用の10%に相当する額で，1件当たり20万円が限度。		都市・建築局建築指導課　		0829-30-9191										店舗リフォーム助成事業		店舗リフォーム助成事業

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		起業・事業・就職		起業家支援施設		起業家支援施設		・新たに事業を開始しようとする人や，新分野への事業展開を目指す人を支援する施設。
・入居者には事業拠点となるスペースを提供し，インキュベーション・マネージャー等が総合的な支援を行う。		環境産業部商工労政課		0829-30-9140 										起業家支援施設		起業家支援施設

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		安芸太田町無料職業紹介所事業		安芸太田町無料職業紹介所事業		毎週木曜日10時から16時まで，役場本庁東館で町内求人・求職情報を面談形式で実施。求人の有無の調査等の情報収集を行い，町ＨＰ等で求人情報及び求職者情報を発信。 オヨ		産業振興課		0826-28-1973										安芸太田町無料職業紹介所事業		安芸太田町無料職業紹介所事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業①		起業化促進事業①		【起業化の促進】施設改修，設備導入等に要する経費1/2以内（補助限度額200万円）
技術取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業①		起業化促進事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業②		起業化促進事業②		【新規開業支援事業補助】宣伝広告（ホームページ開設，チラシ印刷，新聞折込，広告掲載等）に要する経費1/2以内（補助限度額20万円）		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業②		起業化促進事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		起業化促進事業③		起業化促進事業③		【空き店舗出店支援事業】店舗の改修に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
家賃の月額の1/2以内（補助額は月5万円まで，年間60万円まで）1年間のみ		商工観光課		0826-28-1961										起業化促進事業③		起業化促進事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業①		新分野進出事業①		【創意工夫ビジネス支援事業】施設改修や設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業①		新分野進出事業①

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業②		新分野進出事業②		【新技術・新製品の開発支援事業】研究開発に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業②		新分野進出事業②

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		新分野進出事業③		新分野進出事業③		【地域産品開発支援事業補助】商品開発，認証取得，意匠登録等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										新分野進出事業③		新分野進出事業③

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		事業継承事業		事業継承事業		【事業継承事業】施設改修，設備導入等に要する経費の1/2以内（補助限度額200万円）
技術の取得，研修，販路開拓等に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）		商工観光課		0826-28-1961										事業継承事業		事業継承事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		起業・事業・就職		ＩＴ活用ビジネス支援事業		ＩＴ活用ビジネス支援事業		【ＩＴ活用ビジネス事業】技術の取得，研修に要する経費の1/2以内（補助限度額50万円）
ＩＴ環境整備に要する経費の1/2以内（補助限度額100万円）		商工観光課		0826-28-1961										ＩＴ活用ビジネス支援事業		ＩＴ活用ビジネス支援事業

		352047		山口県		萩市 ハギシ		仕事		起業・事業・就職		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド		萩市起業化支援助成制度 ハギシ キギョウ カ シエン ジョセイ セイド		起業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等、事業所開設に係る設備投資を行う事業に対して補助します。○補助率2分の1以内で補助限度額は50万円 キギョウ モクテキ ジギョウショ チンタイ セツビ ビヒン コウニュウトウ ジギョウショ カイセツ カカ セツビ トウシ オコナ ジギョウ タイ ホジョ ホジョリツ ブン イナイ ホジョ ゲンド ガク マン エン		商工振興・企業誘致推進課 ショウコウ シンコウ キギョウ ユウチ スイシン カ		0838-25-3811										萩市起業化支援助成制度		萩市起業化支援助成制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド		防府市創業支援補助金制度 ホウフシ ソウギョウ シエン ホジョキン セイド		新たに成長性、独創性のある事業内容で創業してから6ヶ月以内の事業者を対象に事業所開設費や販売促進費の50％相当額を補助（50万円が上限、ただし補助対象経費が販売促進費のみの場合は30万円が上限） アラ セイチョウセイ ドクソウセイ ジギョウ ナイヨウ ソウギョウ ゲツ イナイ ジギョウ シャ タイショウ ジギョウショ カイセツ ヒ ハンバイ ソクシン ヒ ソウトウ ガク ホジョ マンエン ジョウゲン ホジョ タイショウ ケイヒ ハンバイ ソクシン ヒ バアイ マンエン ジョウゲン		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市創業支援補助金制度		防府市創業支援補助金制度

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ		防府市空き店舗活用促進事業 ホウフシ ア テンポ カツヨウ ソクシン ジギョウ		空き店舗を借り上げて出店する際に家賃の2分の1以内を最高2年間補助（1年目は5万円/月、2年目は3万円/月が上限）※開店前1年以内に転入してきた事業者は家賃の3分の2以内とし、上限額を１万円ずつ上乗せ ア テンポ カ ア シュッテン サイ ヤチン ブン イナイ サイコウ ネンカン ホジョ カイテンマエ テンニュウ ジギョウシャ ヤチン ブン イナイ ジョウゲン ガク マンエン ウワノ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市空き店舗活用促進事業		防府市空き店舗活用促進事業

		352063		山口県		防府市 ホウフシ		仕事		起業・事業・就職		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド		防府市事業所誘致促進補助制度 ホウフシ ジギョウショ ユウチ ソクシン ホジョ セイド		中心市街地で新たに事業所を設置する際に賃借料と改装費用の1/2を補助（50平方ｍ以上は賃借料10万円/月・改装費用20万円/1回限り、100平方ｍ以上は賃借料20万円/月・改装費用50万円/一回限り） チュウシン シガイチ アラ ジギョウショ セッチ サイ チンシャクリョウ カイソウ ヒヨウ ホジョ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン カイ カギ ヘイホウ イジョウ チンシャクリョウ マンエン ツキ カイソウ ヒヨウ マンエン イッカイ カギ		商工振興課 ショウコウ シンコウ カ		0835-25-2147										防府市事業所誘致促進補助制度		防府市事業所誘致促進補助制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド		Ｕ・Ｉターン就職登録制度 シュウショク トウロク セイド		「ふるさとに帰って仕事がしたい」「徳島で働きたい」Ｕ・Ｉターン希望者と「即戦力が欲しい」「人材を確保したい」県内求人企業の登録を受付中。登録すれば県外にいながら最新の就職情報を得ることができる。		とくしまジョブステーション		088-625-3190										Ｕ・Ｉターン就職登録制度		Ｕ・Ｉターン就職登録制度

		360007		徳島県 トクシマケン		-		仕事		起業・事業・就職		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度 トクシマケン ジギョウシャ ユウチ ジギョウ ホジョキン セイド		過疎市町村の産業振興と活性化を図るため、県外在住で、クリエイティブ事業等を営む事業者が、県内過疎地域に事業所を新設する際、補助金の交付を３年間行い、県外事業者の誘致を推進。 カソ シチョウソン サンギョウ シンコウ カッセイカ ハカ ケンガイ ザイジュウ ジギョウ トウ イトナ ジギョウシャ ケンナイ カソ チイキ ジギョウショ シンセツ サイ ホジョキン コウフ ネンカン オコナ ケンガイ ジギョウシャ ユウチ スイシン		企業支援課 キギョウ シエンカ		088-621-2155										徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度		徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		起業・事業・就職		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ		移住希望者向け求人情報提供 イジュウ キボウシャ ム キュウジン ジョウホウ テイキョウ		移住希望者に登録をしてもらい、求人情報をメールで提供。 イジュウ キボウシャ トウロク キュウジン ジョウホウ テイキョウ		土佐清水市
地域雇用創造協議会 トサシミズシ チイキ コヨウ ソウゾウ キョウギカイ		0880-83-0232										移住希望者向け求人情報提供		移住希望者向け求人情報提供

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事		起業・事業・就職		新規雇用奨励事業 ジギョウ		新規雇用奨励事業 ジギョウ		工場の新設・増設に伴う新規雇用があった場合に、事業者への奨励金の給付や課税免除を実施します。		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										新規雇用奨励事業		新規雇用奨励事業

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド		商工振興事業補助制度 ショウコウ シンコウ ジギョウ ホジョ セイド		中小企業の施設、設備の設置等に必要な資金の一部を補助（補助対象経費の3分の1以内、最大30万円） チュウショウ キギョウ シセツ セツビ セッチ トウ ヒツヨウ シキン イチブ ホジョ ホジョ タイショウ ケイヒ ブン イナイ サイダイ マンエン		農林商工観光課農商工観光連携係 ノウリン ノウショウコウカンコウ		0943-75-4975										商工振興事業補助制度		商工振興事業補助制度

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		起業・事業・就職		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ		子育て女性のための再就職準備講座 コソダ ジョセイ サイシュウショク ジュンビ コウザ		履歴書の書き方・面接の仕方講座、資格取得講座等、再就職に向けた各種講座（託児あり）
他に子育て女性の無料就業相談、母子家庭・父子家庭向けの自立支援教育訓練給付金制度や高等技能訓練促進給付金制度もある。 リレキショ カ カタ メンセツ シカタ コウザ シカク シュトク コウザ トウ サイシュウショク ム カクシュ コウザ ホカ コソダ ジョセイ ムリョウ シュウギョウ ソウダン ボシ カテイ フシ カテイ ム ジリツ シエン キョウイク クンレン キュウフキン セイド コウトウ ギノウ クンレン ソクシン キュウフキン セイド		生涯学習課男女共同推進係 ショウガイガクシュウカ ダンジョ キョウドウ スイシン カカリ		0943-77-2661										子育て女性のための再就職準備講座		子育て女性のための再就職準備講座

		422088		長崎県		松浦市		仕事		起業・事業・就職		ふるさと就職奨励金		ふるさと就職奨励金		44歳以下の新規転入者が、転入に合わせて転職する場合、市内への長期居住を応援するため、5年間で最大30万円の奨励金を交付		まちづくり推進課 スイシン カ		0956-72-1111(内線315)										ふるさと就職奨励金		ふるさと就職奨励金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン		起業支援補助金 キギョウ シエン ホジョキン		五島市の地域資源を活用した事業、または新しく人を雇用して行う事業で、これから起業するもしくは、起業後３年以内の方が対象）２年間で最大３００万円助成（１年目2/3、２年目1/3） ゴトウシ チイキ シゲン カツヨウ ジギョウ アタラ ヒト コヨウ オコナ ジギョウ キギョウ キギョウ ゴ ネン イナイ カタ タイショウ ネンカン サイダイ マンエン ジョセイ ネンメ ネンメ		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0959-72-7862										起業支援補助金		起業支援補助金

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		起業・事業・就職		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金 ノウリン ギョギョウ タイケン ミンシュク カクダイ ジギョウ ヒ ホジョキン		農林漁業民泊に取り組む方で、民泊の開業に伴う営業許可手数料（1/2助成）及び民泊施設の改修工事に係る費用の一部助成（1/2で上限５万円） ノウリン ギョギョウ ミンパク ト ク カタ ミンパク カイギョウ トモナ エイギョウ キョカ テスウリョウ ジョセイ オヨ ミンパク シセツ カイシュウ コウジ カカ ヒヨウ １ブ ジョセイ ジョウゲン マンエン		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816										農林漁業体験民宿拡大事業費補助金		農林漁業体験民宿拡大事業費補助金

		423211		長崎県		東彼杵町 ヒガシソノギ マチ		仕事		起業・事業・就職		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ		東彼杵町空き店舗等活用促進事業 ア テンポ トウ カツヨウ ソクシン ジギョウ		町内空き店舗等を賃借して、開業する方に、以下の補助を行います。①賃借料：補助率1/2、限度額25千円/月、期間１年間②改修費補助：補助率1/2、限度額500千円③経営開始補助：定額２００千円 チョウナイ ア テンポ トウ チンシャク カイギョウ カタ イカ ホジョ オコナ チンシャクリョウ ホジョリツ ゲンド ガク セン エン ツキ キカン ネンカン カイシュウヒ ホジョ ケイエイ カイシ ホジョ テイガク センエン		まちづくり課企画係 カ キカク カカ		0957-46-1111										東彼杵町空き店舗等活用促進事業		東彼杵町空き店舗等活用促進事業

		430005		熊本県		-		仕事		起業・事業・就職		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ		林業就業支援講習 リンギョウ シュウギョウ シエン コウシュウ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										林業就業支援講習		林業就業支援講習		0

		432024		熊本県		八代市		仕事		起業・事業・就職		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ		八代市商店街再生事業補助金 サイセイ		商店街振興組合等が実施する新規出店者誘致並びに既存店舗の魅力創出推進のための事業※①新規建設費：1/3（限度額200万円）②出店改装費：1/3（限度額200万円）③家賃：1/3（限度額月5万円） ショウテンガイ シンコウ クミアイ ナド シンキ シュッテン シャ ユウチ ナラ キソン テンポ ミリョク ソウシュツ スイシン ジギョウ シンキ ケンセツ ヒ ゲンド ガク マンエン シュッテン カイソウ ヤチン		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0965-33-8513										八代市商店街再生事業補助金		八代市商店街再生事業補助金

		433675		熊本県		南関町		仕事		起業・事業・就職		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン		空き店舗等活用事業助成金 ア テンポトウ カツヨウ ジギョウ ジョセイキン		町内の空き店舗等を活用（賃貸借）し、新たに商業を営む人
賃借料の1/2（月額2万円を限度）助成期間3年間 チョウナイ ア テンポトウ カツヨウ チンタイシャク アラ ショウギョウ イトナ ヒト チンシャクリョウ ゲツガク マンエン ゲンド ジョセイ キカン ネンカン		まちづくり推進課 スイシン カ		0968-57-8501										空き店舗等活用事業助成金		空き店舗等活用事業助成金

		434477		熊本県		山都町		仕事		起業・事業・就職		商店街店舗改修事業補助金		商店街店舗改修事業補助金		商店街にある店舗の改修工事（外装工事を伴う）をしようとする方に改修工事費の一部を補助（借用している店舗１/2補助50万限度、所有している店舗1/3補助３０万限度）します。 ホジョ ゲンド ホジョ ゲンド		商工観光課		0967-72-1158										商店街店舗改修事業補助金		商店街店舗改修事業補助金

		435147		熊本県		あさぎり町 チョウ		仕事		起業・事業・就職		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ		あさぎり町元気支援研修費補助事業 チョウ ゲンキ シエン ケンシュウヒ ホジョ ジギョウ		・就職、転職のために必要な資格の取得等にかかる経費の一部を補助
する制度。・補助金額：経費の１/２とし、２万円以上、１０万円以下。 シュウショク テンショク ヒツヨウ シカク シュトク トウ ケイヒ イチブ ホジョ セイド ホジョ キンガク ケイヒ マンエン イジョウ マンエン イカ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0966-45-7200										あさぎり町元気支援研修費補助事業		あさぎり町元気支援研修費補助事業

		442020		大分県		別府市 ベップシ		仕事		起業・事業・就職		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド		中小企業開業資金融資等 チュウショウ キギョウ カイギョウ シキン ユウシ ナド		市内において開業を目指す創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う。 シナイ カイギョウ メザ ソウギョウシャ タイ カイギョウ シキン ユウシ エンカツカ ハカ チュウショウ キギョウ シンコウ イクセイ ハカ モクテキ ユウシ オコナ		商工課 ショウコウカ		0977‐21‐1132										中小企業開業資金融資等		中小企業開業資金融資等

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		空き店舗活用事業		空き店舗活用事業		まちづくりの趣旨に沿って､商店街で空き店舗を借りて起業される場合に､家賃や内装改修の一部を支援します｡また、外観修景の支援もあります。		商工観光課		0978-22-3100										空き店舗活用事業		空き店舗活用事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		市内企業の求人情報サイト		市内企業の求人情報サイト		メールアドレスを登録されると市内の求人情報をメールで無料配信します。
hotnavi@star7.jpに空メールをお送りください。		商工観光課		0978-22-3100										市内企業の求人情報サイト		市内企業の求人情報サイト

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		企業合同就職説明会 カイ		企業合同就職説明会 カイ		求職者と市内へのＵＪＩターン希望者に対して、市内企業合同の就職説明会を毎年開催しています。		商工観光課		0978-22-3100										企業合同就職説明会		企業合同就職説明会

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		豊後高田市就職応援企業ガイドブック		豊後高田市就職応援企業ガイドブック		若者や女性、移住者等の雇用の相談、応援をしていただける企業のガイドブックを商工観光課等で配布いたします。		商工観光課		0978-22-3100										豊後高田市就職応援企業ガイドブック		豊後高田市就職応援企業ガイドブック

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		開業資金（融資）		開業資金（融資）		開業しやすい環境をづくりのため、自己資金なしの低利融資を利用できます。		商工観光課		0978-22-3100										開業資金（融資）		開業資金（融資）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		起業チャレンジ若者支援事業		起業チャレンジ若者支援事業		45歳以下の若者が、市内で新たに開業する場合、開業に必要な費用の一部を助成します。（上限50万円、補助率1/2）		商工観光課		0978-22-3100

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		ふるさとハローワーク		ふるさとハローワーク		ハローワークと連携して、求人・求職の相談、紹介を行っています。		商工観光課		0978-22-3100										ふるさとハローワーク		ふるさとハローワーク

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター		シルバー人材センター		高年齢者が生きがいをもち、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供しています。		商工観光課		0978-22-3100										シルバー人材センター		シルバー人材センター

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		起業・事業・就職		工業団地		工業団地		市内には４つの工業団地があります。
精密機器、自動車関連等の多様な企業が進出・立地し、地域での大きな雇用の受け皿となっています。		商工観光課		0978-22-3100										工業団地		工業団地

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		起業・事業・就職		USA・UIターン雇用拡大推進事業		USA・UIターン雇用拡大推進事業		UIターン者向けの雇用・企業情報を収集し、希望者に提供します。		商工振興課 ショウコウ シンコウカ		0978-32-1111										USA・UIターン雇用拡大推進事業		USA・UIターン雇用拡大推進事業

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		仕事		起業・事業・就職		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン		就業奨励金 シュウギョウ ショウレイキン		学業終了後新たに、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、村内に定住する者に３万円支給する ガクギョウ シュウリョウゴ アラ コウキョウダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウシャ シュウギョウ ソンナイ テイジュウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										就業奨励金		就業奨励金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ		空き店舗助成事業 ア テンポ ジョセイ ジギョウ		中心商店街の空き店舗の解消を図ることにより、地域のにぎわいづくりへの貢献、住民の方の生活の質の向上に資することを目的として、新たに出店する事業者に対し必要な資金の一部を助成 ジョセイ		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-73-3158										空き店舗助成事業		空き店舗助成事業

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		仕事		起業・事業・就職		シルバー人材センター ジンザイ		シルバー人材センター ジンザイ		高年齢者が、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供		商工観光課 ショウコウ カンコウカ		0977-75-9620										シルバー人材センター		シルバー人材センター

		452068		宮崎県		日向市 ヒュウガシ		仕事 シゴト		起業・事業・就職		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		空き店舗に出店する事業者への助成を行う。（１）店舗改装費・・当該改装費の2分の１又は50万円のいずれか低い額（２）家賃・・出店者が借受けた店舗の家賃の1/2又は5万円いずれか低い額 オコナ シュツ		日向商工会議所 ヒュウガ ショウコウ カイギショ		0982-52-5131										日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金		日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		起業・事業・就職		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド		産業後継者育成奨学金制度 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウガクキン セイド		高校生以上の就学者で学校等を卒業後２年以内の研修を受けたあと，直ちに農業又は漁業に５年以上従事する者※月額４万１千円を上限とする奨学金の支給（貸与期間は在学期間中，毎年度更新する。） コウコウセイ イジョウ シュウガクシャ ガッコウ トウ ソツギョウゴ ネン イナイ ケンシュウ ウ タダ ノウギョウ マタ ギョギョウ ネンイジョウ ジュウジ モノ ゲツガク マン センエン ジョウゲン ショウガクキン シキュウ タイヨ キカン ザイガク キカンチュウ マイネンド コウシン		農政課
水産商工課 ノウセイ カ スイサン ショウコウカ		0993-72-1111										産業後継者育成奨学金制度		産業後継者育成奨学金制度

		472051		沖縄県 オキナワケン		宜野湾市 ギノワンシ		仕事		起業・事業・就職		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		空き店舗対策事業 ア テンポ タイサク ジギョウ		宜野湾市内の空き店舗に入居する者に対し、家賃の半額（上限5万円）、最長6ヶ月間を補助する。		商工農水課 ショウコウ ノウスイ カ		(098)893-4411 										空き店舗対策事業		空き店舗対策事業
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農林水産業

				仕事 シゴト

				02.農林水産業 ノウリンスイサンギョウ

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン		営農開始支援補助金 エイノウ カイシ シエン ホジョキン		営農に直接必要となる機械、施設等の設備投資費用の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限300万円（5年間累計）		農政部
農政課		0166-25-7417										営農開始支援補助金		営農開始支援補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン		農場等リース事業補助金 ノウジョウ トウ ジギョウ ホジョキン		営農に直接必要となる農地、機械、施設等の賃借料の一部を補助：補助率30％以内、5年間、上限20万円/年		農政部
農政課		0166-25-7417										農場等リース事業補助金		農場等リース事業補助金

		012041		北海道		旭川市		仕事		農林水産業		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン		農地等取得資金 ノウチ トウ シュトク シキン		農地を取得する際の資金を低金利で融資：5年間無利息(6年目～1.60％)、償還期限15年間、上限1,800万円		農政部
農政課		0166-25-7417										農地等取得資金		農地等取得資金

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		新規参入就農支援事業		新規参入就農支援事業		北海道就農計画認定制度に基づく認定を受け、２年間の農業研修を終え、北見市内で農地を確保して就農し、年齢が２０歳以上４６歳未満の方を対象に、経営を開始したときから、毎月５万円を２４ヶ月間を限度に補助。		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										新規参入就農支援事業		新規参入就農支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農地借上支援事業		経営開始農地借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農地の借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										経営開始農地借上支援事業		経営開始農地借上支援事業

		012084		北海道		北見市		仕事		農林水産業		経営開始農業施設借上支援事業		経営開始農業施設借上支援事業		経営開始に伴い、既存制度又は単独で借りた農業機械・施設等に対し、借上料の２分の１以内（上限：年２０万円）を５年間補助（対象者は同上）		農林水産部　　農政課		0157-25-1142										経営開始農業施設借上支援事業		経営開始農業施設借上支援事業

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		経営開始から5年以内に借り入れた融資に関する債務保証料及び取得した農地等に係る固定資産税相当額を助成。 ケイエイ カイシ ネン イナイ カ イ ユウシ カン サイム ホショウ リョウ オヨ シュトク ノウチトウ カカ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ジョセイ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)										農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012114		北海道		網走市 アバシリシ		仕事		農林水産業		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農業への就業支援、担い手育成支援 ノウギョウ シュウギョウ シエン ニナ テ イクセイ シエン		農家子弟及び他産業からの新規就農者に対し、1万円相当のギフトセットを贈る（網走市農政推進協議会事業）。 ノウカ シテイ オヨ タ サンギョウ シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ソウトウ オク アバシリシ ノウセイ スイシン キョウギカイ ジギョウ		農政課農業振興係 ノウセイカ ノウギョウ シンコウ ガカリ		0152-44-6111(内線246)										農業への就業支援、担い手育成支援		農業への就業支援、担い手育成支援		0		問い合わせ先修正 ト ア サキ シュウセイ

		012122		北海道		留萌市 ルモイシ		仕事		農林水産業		留萌市新規就農者支援事業		留萌市新規就農者支援事業		経営責任者の年齢が概ね22歳以上55歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する耕作面積２ｈａ以上の経営計画を有する方が市内において新たに農業を営む場合、必要な支援を行います。 カタ オコナ		地域振興部農林水産課 チイキ シンコウ ブ ノウリン スイサンカ		0164-42-1837										留萌市新規就農者支援事業		留萌市新規就農者支援事業

		012165		北海道		芦別市		仕事		農林水産業		新規就農者支援制度		新規就農者支援制度		農業をしたい方が、準備不足などの理由から挫折しないよう、就農相談、農業体験実習、営農実習などを行う。		経済建設部農林課農政係		0124-22-2111										新規就農者支援制度		新規就農者支援制度

		012203		北海道		士別市 シベツシ		仕事		農林水産業		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン		新規就農支援 シンキ シュウノウ シエン		農業の新規就農を目指す方への支援。 ノウギョウ シンキ シュウノウ メザ カタ シエン		経済部農業振興課 ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0165-23-3121										新規就農支援		新規就農支援

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ジュウタク ジョセイ		新規就農に向けた研修期間中の２年間を対象に住宅費を助成（家賃の１/２、上限２万円） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン チュウ ネンカン タイショウ ジュウタクヒ ジョセイ ヤチン ジョウゲン マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（住宅助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成） シンキ シュウノウ ム ケンシュウ キカン セイド ケンシュウ カツドウ ジョセイ		新規就農に向けた自主的な研修活動費を助成（月額４万円、研修期間の２年間を対象） シンキ シュウノウ ム ジシュテキ ケンシュウ カツドウ ヒ ジョセイ ゲツガク マンエン ケンシュウ キカン ネンカン タイショウ		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）		新規就農に向けた研修期間のサポート制度（研修活動助成）

		012254		北海道		滝川市		仕事		農林水産業		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド		就農後の営農支援制度 シュウノウ ゴ エイノウ シエン セイド		就農後に基準を満たす対象者の営農への支援。設備等（農地賃貸借料含む）の取得費１/２を助成（就農後３年以内、限度額３００万円） シュウノウ ゴ キジュン ミ タイショウシャ エイノウ シエン セツビ トウ ノウチ チンタイシャク リョウ フク シュトク ヒ ジョセイ シュウノウ ゴ ネン イナイ ゲンド ガク マンエン		農政部農政課 ノウセイ ブ ノウセイカ		0125-28-8033										就農後の営農支援制度		就農後の営農支援制度

		012262		北海道 ホッカイ ドウ		砂川市 スナガワシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		新規就農者支援事業		農地の賃借や農業機械や資材の購入に対し、助成金を交付する。①農地の年間賃借料（2分の1以内（限度額5万円）、5年分）②農業用機械、施設又は資材の購入経費（100分の30以内（限度額90万円））		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカリ		0125-54-2121										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ		農業後継者等育成事業 ノウギョウ コウケイシャ トウ イクセイ ジギョウ		農業後継者等の育成を目的として、農業技術習得などの研修費等の一部を補助します。 モクテキ イチブ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										農業後継者等育成事業		農業後継者等育成事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ		新規就農経営安定支援事業 シンキ シュウノウ ケイエイ アンテイ シエン ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者に、就農年度から3年度の期間、農地賃借料の1/2（年間上限25万円）を助成します。 シナイ キョジュウ シナイ ノウギョウ ジュウジ ニンテイ シュウノウ シャ シュウノウ ネンド ネンド キカン ノウチ チンシャク リョウ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										新規就農経営安定支援事業		新規就農経営安定支援事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ		新規就農者支援金交付事業 シンキ シュウノウ シャ シエン キン コウフ ジギョウ		市内に居住し市内において農業従事している認定就農者で就農年度の翌年度から起算して3年を経過した方に、2年間対象経費の1/3（年間上限30万円）を助成します。 シュウノウ ネンド ヨクネン ド キサン ネン ケイカ カタ ネンカン タイショウ ケイヒ ネンカン ジョウゲン マンエン ジョセイ		農政課 ノウセイカ		011-372-3311										新規就農者支援金交付事業		新規就農者支援金交付事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		農林業担い手養成事業		農林業担い手養成事業		【農林業への就業支援】 農林業を新規に営む方への支援		農林課		0139-47-3002										農林業担い手養成事業		農林業担い手養成事業

		013323		北海道		福島町		仕事		農林水産業		水産業担い手支援事業		水産業担い手支援事業		【水産業への就業支援】 水産業を新規に営む方への支援		水産商工課		0139-47-3004										水産業担い手支援事業		水産業担い手支援事業

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ		新規就農支援資金貸付事業 シンキ シュウノウ シエン シキン カシツケ ジギョウ		新たに農業経営を開始する農業者に対し、営農開始時に必要な資金を貸付する。１人１回限り、２００万円を上限、無利子、５年均等償還 アラ ノウギョウ ケイエイ カイシ ノウギョウシャ タイ エイノウ カイシ ジ ヒツヨウ シキン カシツケ ヒトリ カイ カギ マンエン ジョウゲン ムリシ ネン キントウ ショウカン		農林課 ノウリンカ		0137-62-2111										新規就農支援資金貸付事業		新規就農支援資金貸付事業

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド シンキ シュウノウ ショウレイキン		本町に定住する新規就農者で、農地法又は農業経営基盤強化法に基づき農地を取得し、又は農地の使用収益権を有している方へ２４万円の商品券を交付 カタ マンエン ショウヒンケン コウフ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」		蘭越町定住促進支援制度
「新規就農奨励金」

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		仕事		農林水産業		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド ノウギョウ ダイガッコウナド シュウガク ジギョウ		本町に定住し、かつ、卒業後において本町で農業に就業するため、北海道農業大学校等に入学した方へ年額２４万円を助成する。ただし、助成する対象年限はその大学校等の修学年限以内とする。 カタ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」		蘭越町定住促進支援制度
「農業大学校等修学事業」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		仕事		農林水産業		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド		新規就農資金貸付金制度 シンキ シュウノウ シキン カ ツ キン セイド		新規就農認定者の就農開始時に必要となる各種資金について、100万円を上限に融資（１回限り） シンキ シュウノウ ニンテイシャ シュウノウ カイシ ジ ヒツヨウ カクシュ シキン マンエン ジョウゲン ユウシ カイ カギ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121										新規就農資金貸付金制度		新規就農資金貸付金制度

		014087		北海道		余市町 ヨイチチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド		新規就農者研修農業研修家賃助成制度 シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ノウギョウ ケンシュウ ヤチン ジョセイ セイド		余市町に就農を希望する者に対し研修期間の家賃を助成（1/2以内、上限1万円/月）。		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0135-21-2123										新規就農者研修農業研修家賃助成制度		新規就農者研修農業研修家賃助成制度

		014338		北海道 ホッカイ ドウ		妹背牛町 モセウシチョウ		仕事		農林水産業		農業後継者関連各種祝金		農業後継者関連各種祝金		本町にて新規に農業を開始する者及び後継者として農業に従事する者（就農祝い金）に5万円、本町にて農業に従事する（している）者が結婚した場合（結婚祝い金）として５万を助成。 マンエン バアイ ジョセイ		農政課農政グループ		0164-32-2411										農業後継者関連各種祝金		農業後継者関連各種祝金

		014621		北海道 ホッカイ ドウ		南富良野町 ミナミフラノチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ		新規就農者等育成事業 シンキ シュウノウ シャ ナド イクセイ ジギョウ		20～46歳未満の新規農業経営者。・家賃50％2万円以内、3年間、・農地取得25％100万円以内、・農地賃貸料50％50万円以内、5年間、・3年間固定資産税補助、・2年間就農奨励金120万円/年 サイ ミマン シンキ ノウギョウ ケイエイ シャ ヤチン マンエン イナイ ネン カン ノウチ シュトク マンエン イナイ ノウチ チンタイリョウ マンエン イナイ ネン カン ネンカン コテイ シサン ゼイ ネンカン シュウノウ ショウレイキン マンエン ネン		産業課農政係 サンギョウ カ ノウセイ カカリ		0167-52-2178										新規就農者等育成事業		新規就農者等育成事業

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ		新規就農対策事業(就農奨励補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シュウノウ ショウレイ ホジョ		就農から1年経過後、奨励金を交付(後継者50万円、新規参入者100万円) シュウノウ ネン ケイカゴ ショウレイキン コウフ コウケイシャ マンエン シンキ サンニュウシャ マンエン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(就農奨励補助)		新規就農対策事業(就農奨励補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ シンキ サンニュウ ノウギョウシャ ソクシン ホジョ		就農後10年以内の農業者が農地を取得する費用の一部を補助。①購入：田15,000円/10ａ、畑5,000円/10ａを補助②賃貸：賃借料の1/2を補助(5年間) シュウノウ ゴ ネンイナイ ノウギョウシャ ノウチ シュトク ヒヨウ イチブ ホジョ コウニュウ タ エン ハタケ エン ホジョ チンタイ チンシャクリョウ ホジョ ネンカン		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)		新規就農対策事業(新規参入農業者促進補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ		新規就農対策事業(受入農家支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ ウケイレ ノウカ シエン ホジョ		新規就農者の研修を受け入れる農家等に月額3万円を補助(2年以内) シンキ シュウノウシャ ケンシュウ ウ イ ノウカ トウ ゲツガク マンエン ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(受入農家支援補助)		新規就農対策事業(受入農家支援補助)

		014648		北海道		和寒町 ワッサムチョウ		仕事		農林水産業		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ		新規就農対策事業(生活支援補助) シンキ シュウノウ タイサク ジギョウ セイカツ シエン ホジョ		研修中の新規就農者に対し、家賃及び上下水道料の基本料金を全額補助(2年以内) ケンシュウチュウ シンキ シュウノウシャ タイ ヤチン オヨ ジョウゲスイドウ キホン リョウキン ゼンガク ホジョ ネンイナイ		産業振興課農業振興係 サンギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウガカリ		0165-32-2423										新規就農対策事業(生活支援補助)		新規就農対策事業(生活支援補助)

		014702		北海道		音威子府村		仕事		農林水産業		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ		音威子府村新規就農者等に関する条例 オトイネップムラ シンキ シュウノウ シャ トウ カン ジョウレイ		概ね20歳から50歳までの同居の親族がいる新規就農者に対し、農地等賃借料の半額を５年間、農地等固定資産税相当額を３年間、借入資金償還利息分を５０万円以内で最大５年間補助。 オオム サイ サイ ドウキョ シンゾク シンキ シュウノウ シャ タイ ノウチ トウ チンシャクリョウ ハンガク ネンカン ノウチ トウ コテイ シサンゼイ ソウトウ ガク ネンカン カリイレ シキン ショウカン リソクブン マンエン イナイ サイダイ ネンカン ホジョ		経済課産業振興室 ケイザイ カ サンギョウ シンコウ シツ		01656-5-3313										音威子府村新規就農者等に関する条例		音威子府村新規就農者等に関する条例

		014818		北海道		増毛町		仕事		農林水産業		増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町の区域内において、新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する方に対し、特別な措置を行います。		経済課農林係		0164-53-1117										増毛町新規就農者招致特別措置事業		増毛町新規就農者招致特別措置事業

		015555		北海道 ホッカイ ドウ		遠軽町		仕事		農林水産業		新規就農者誘致促進事業		新規就農者誘致促進事業		遠軽町で新たに農業を営む方（後継者は対象外）に助成を行います。（就農前２年間研修必要）
新規就農奨励金１８０万円、農地賃借料助成年間賃借料の１／２以内２０万円を限度に１０年間 カタ ジョセイ オコナ		経済部　農政林務課 農政係		0158-42-4819										新規就農者誘致促進事業		新規就農者誘致促進事業

		015750		北海道 ホッカイドウ		壮瞥町 ソウベツチョウ		仕事		農林水産業		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド		就農者支援制度 シュウノウ シャ シエン セイド		新たに農業を営む方及び農業経営を継承する方に対し研修期間中の生活資金の貸し付け、就農時の農地取得、施設・購入に対する助成 アラ ノウギョウ イトナ カタ オヨ ノウギョウ ケイエイ ケイショウ カタ タイ ケンシュウ キカンチュウ セイカツ シキン カ ツ シュウノウジ ノウチ シュトク シセツ コウニュウ タイ ジョセイ		経済環境課 ケイザイ カンキョウカ		0142-66-2121										就農者支援制度		就農者支援制度

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ		新規就農支援制度（住宅補助） シンキ シュウノウ シエン セイド ジュウタク ホジョ		農業支援員として最長３年間農業研修を実施し、その間の住宅料や備品等を一部補助する ノウギョウ シエンイン サイチョウ ネンカン ノウギョウ ケンシュウ ジッシ カン ジュウタク リョウ ビヒン トウ イチブ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（住宅補助）		新規就農支援制度（住宅補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ		新規就農支援制度（教育研修補助） シンキ シュウノウ シエン セイド キョウイク ケンシュウ ホジョ		農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費等の実費補助 ノウギョウ ダイガク コウ トウ ケンシュウ ヒツヨウ ジュコウリョウ キョウザイ ヒ トウ ジッピ ホジョ		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（教育研修補助）		新規就農支援制度（教育研修補助）

		016047		北海道		新冠町 ニイカップチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助） シンキ シュウノウ シエン セイド シュウノウ シセツ トウ セイビヒ ホジョ		就農施設整備費補助農地・施設・機械の取得に要する経費の２分の１を補助（５００万円限度） シュウノウ シセツ セイビヒ ホジョ ノウチ シセツ キカイ シュトク ヨウ ケイヒ ブン ホジョ マンエン ゲンド		産業課産業グループ サンギョウカ サンギョウ		0146-47-2100										新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）		新規就農支援制度（就農施設等整備費補助）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		15歳以上40歳未満の新規就農者に就農研修期間中、月額8万円を補助 サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農研修補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		就農研修終了後、15歳以上～40歳未満の新規就農者に対し100万円を補助 シュウノウ ケンシュウ シュウリョウゴ サイ イジョウ サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）		農業担い手支援対策事業
（就農支度補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金） ノウギョウ ニナ テ シエン タイサク ジギョウ		新規就農者に対し、就農開始年度の翌年から3年間必要な農業経費の1/2を補助（上限100万円） シンキ シュウノウ シャ タイ シュウノウ カイシ ネンド ヨクネン ネンカン ヒツヨウ ノウギョウ ケイヒ ホジョ ジョウゲン マンエン		農林課 ノウリンカ		0146-26-9016										農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）		農業担い手支援対策事業
（経営安定補助金）

		016071		北海道		浦河町 ウラカワチョウ		仕事		農林水産業		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ		漁業担い手等支援事業補助 ギョギョウ ニナ テ トウ シエン ジギョウ ホジョ		漁業後継者、漁業希望者、新規就漁者に対して条件により補助 ギョギョウ コウケイシャ ギョギョウ キボウシャ シンキ ツケル リョウ シャ タイ ジョウケン ホジョ		水産商工観光課 スイサン ショウコウ カンコウカ		0146-26-9014										漁業担い手等支援事業補助		漁業担い手等支援事業補助

		016101		北海道		新ひだか町		仕事		農林水産業		新規就農支援制度		新規就農支援制度		新規就農を目指す者で３ヵ月以内の農業体験実習を行う者に対し、日額3000円（住み込みの場合1500円）の手当、２年以内の就農研修を行う場合、日当6,000円の支給等。 イナイ		農林水産部　　農政課		0146-33-2111										新規就農支援制度		新規就農支援制度

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援		農業体験：18～35歳の女性限定、原則３カ月以上、最低賃金以上、住込みまたは通勤宿泊施設利用可能		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)										農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援		農業従業員：18～35歳、原則３カ月以上、月額160,000円、住込み		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		01564-2-2111(内251)										農林水産業への就業支援		農林水産業への就業支援

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		新規就農希望者と、現在営農しているが「後継者がいない」などの経営移譲希望者の意向を聞き取りし、希望に合致する者同士を地域への周知等をした上で紹介		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)										農業経営承継事業（農業再生協議会事業）		農業経営承継事業（農業再生協議会事業）

		016331		北海道		上士幌町		仕事 シゴト		農林水産業		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		農家子弟の独立等、農家内からの新規就農希望者、農家外・町外からの新規就農希望者の農業の担い手に対し、36カ月以内に限り月額8万円を助成		農林課 ノウリンカ		01564-2-2111(内245)										担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）		担い手育成助成事業（農業再生協議会事業）

		016390		北海道		更別村		仕事		農林水産業		更別村新規就農者受入特別措置		更別村新規就農者受入特別措置		おおむね２０歳以上４０歳以下で配偶者を有し、畑作・酪農ともに本村の平均規模以上の経営基盤が確保できる者に対し、奨励金を交付。		産業課		0155-52-2115										更別村新規就農者受入特別措置		更別村新規就農者受入特別措置

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン		新規就農志向者営農実習奨励金 シンキ シュウノウ シコウ シャ エイノウ ジッシュウ ショウレイキン		実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励金として、月額15万円（2年以内）を交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273										新規就農志向者営農実習奨励金		新規就農志向者営農実習奨励金

		016471		北海道		足寄町 アショロチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン		新規就農者経営開始奨励金 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ショウレイキン		農業経営開始に必要な出資金等、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励金として年額200万円を上限（経営開始から３年間）に交付		経済課農業振興室農政担当 ケイザイ カ ノウギョウ シンコウ シツ ノウセイ タントウ		0156-25-2141内線273										新規就農者経営開始奨励金		新規就農者経営開始奨励金

		016641		北海道		標茶町 シベチャチョウ		仕事		農林水産業		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		新規就農支援制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		○新規就農奨励金の交付(リースの場合：リース料の50%、経営継承事業利用の場合：継承資産額の25%)○農業関連資産に係る固定資産税相当額○農業関係制度資金に係る借入利息の2.5％以内各5年間助成 カカ カク ネンカン ジョセイ		農林課 ノウリン カ		015-485-2111										新規就農支援制度		新規就農支援制度		0		問い合わせ先、リンク先追加 ト ア サキ サキ ツイカ

		016675		北海道 ホッカイ ドウ		鶴居村 ツルイムラ		仕事		農林水産業		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン		新規就農者対策補助金 シンキ シュウノウ シャ タイサク ホジョキン		新規就農者に対し、経営安定支援金として100万円を２年間支給。また、公社営農場リース事業等の賃貸料の1/2を５年間補助。 シンキ シュウノウ シャ タイ ケイエイ アンテイ シエンキン マンエン ネンカン シキュウ コウシャ エイ ノウジョウ ジギョウ トウ チンタイリョウ ネンカン ホジョ		産業振興課
農政係 サンギョウ シンコウ カ ノウセイ カカリ		0154-64-2114										新規就農者対策補助金		新規就農者対策補助金

		022012		青森県		青森市 アオモリ シ		仕事		農林水産業		新規就農者定着化支援事業		新規就農者定着化支援事業		本市に住所を有する認定就農者（農業に新規参入した者に限る）に対して、就農時に3年以上の賃貸借による農地の利用権設定をした場合に、農地の賃借料を3年間支援（最大60千円）します。 タイ		農業政策課		0172-62-1156										新規就農者定着化支援事業		新規就農者定着化支援事業

		022021		青森県		弘前市 ヒロサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン		新規就農者営農開始支援事業費補助金 シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ シエン ジギョウ ヒ ホジョキン		弘前市に在住し、営農開始からおおむね2年以内の認定就農者である方に対し、農地の賃借料を補助。ただし、3年以上の農地の賃貸借契約をする場合に限るものとする。 ヒロサキシ ザイジュウ エイノウ カイシ ネン イナイ ニンテイ シュウノウ シャ カタ タイ ノウチ チンシャクリョウ ホジョ ネンイジョウ ノウチ チンタイシャク ケイヤク バアイ カギ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102										新規就農者営農開始支援事業費補助金		新規就農者営農開始支援事業費補助金

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		八戸市担い手総合支援事業		八戸市担い手総合支援事業		担い手育成総合支援協議会の開催、認定農業者に対する補助事業等の関連情報提供活動の実施、認定農業者制度の周知活動の実施等		農業経営振興センター		0178-27-9163										八戸市担い手総合支援事業		八戸市担い手総合支援事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		仕事		農林水産業		企業等農業参入支援事業		企業等農業参入支援事業		企業等の農業参入を支援するため、各種制度、農作物生産技術等に関する「法人経営総合窓口」を設置		農業経営振興センター		0178-27-9163										企業等農業参入支援事業		企業等農業参入支援事業

		022055		青森県 アオモリケン		五所川原市 ゴショガワラシ		仕事		農林水産業		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ		明日の農業者育成事業 アシタ ノウギョウシャ イクセイ ジギョウ		15歳～35歳までの研修生を受け入れる認定農業者及び農業法人、加工団体等を対象とし、農業体験研修生の受入経費の補助。（補助率80％で研修生1人当たり複数年で30日間まで）		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0173-35-2111
(内線2512･2513)										明日の農業者育成事業		明日の農業者育成事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		農業機械・施設導入等事業		農業機械・施設導入等事業		①国・県の補助事業で対象となっていない機械・施設導入・更新経費確定額の4分の1以内（限度額100万円）②(同）農業に関連資格取得経費（除・更新）・組織活動費の確定額の2分の1以内（限度額20万）を助成 コウシン ドウ カンレン ノゾ		農林水産課		0173-42-2111										農業機械・施設導入等事業		農業機械・施設導入等事業

		022098		青森県		つがる市		仕事		農林水産業		堆肥等利用促進土づくり対策事業		堆肥等利用促進土づくり対策事業		つがる市農業振興地域内の農用地区域内に水稲、畑作物、野菜、花き、果樹等が作付されている農地に地力増進を図るため投入した堆肥・粉炭購入費の確定額の2分の1以内（限度額10万円）を助成		農林水産課		0173-42-2111										堆肥等利用促進土づくり対策事業		堆肥等利用促進土づくり対策事業

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（就農奨励金）		新規就農支援事業（就農奨励金）		就農から1年を経過する毎に10万円を交付（3年間）。条件：①市内に住所を有し、市内で継続して就農する者②県の就農認定を受けた45歳以下の者。 ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農支援事業（就農奨励金）		新規就農支援事業（就農奨励金）

		022101		青森県		平川市 ヒラカワシ		仕事		農林水産業		新規就農支援事業（農地賃借料補助）		新規就農支援事業（農地賃借料補助）		農地賃借料を補助。補助単価は、田：13,000円/10a、畑：5,000円/10a50aまで。条件：①市内に住所を有し市内で継続就農する者②)県の就農認定を受けた45歳以下の者(3)就農2年以内の者 ノウチ ジョウケン シュウノウ		農林課　農業振興係		0172-44-1111(内線2176)										新規就農支援事業（農地賃借料補助）		新規就農支援事業（農地賃借料補助）

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ		新規就農者住宅賃貸借料補助 シンキ シュウノウ シャ ジュウタク チンタイシャク リョウ ホジョ		新規就農者に対する12ヶ月分の家賃補助※要件有り
○交付額:月額4万円上限×1/2		経済課 
		0172-73-2111(代表)										新規就農者住宅賃貸借料補助		新規就農者住宅賃貸借料補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ		新規就農者農業制度資金利子補給補助 シンキ シュウノウ シャ ノウギョウ セイド シキン リシ ホキュウ ホジョ		新規就農者が対象となる有利子農業制度資金の利子補助※要件有り
○補助率:借入金の1.0％相当額		経済課 
		0172-73-2111(代表)										新規就農者農業制度資金利子補給補助		新規就農者農業制度資金利子補給補助

		023817		青森県		板柳町 イタヤナギ チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		新規就農した方に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間150万円給付※要件有り
○支援期間:最長5年間○支援額:年間最大150万円、夫婦ともに就農する場合は、1.5人分（225万円）給付		経済課 
		0172-73-2111(代表)										青年就農給付金		青年就農給付金

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		仕事		農林水産業		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン		農業先進技術チャレンジ支援事業 シエン		（条件）町内に住所を有し居住する農業者（農業に新規参入される方も含む）
（内容）先進技術や新規品目の栽培技術の習得に係る研修費等として、1件あたり15万円を上限に助成。 ジョウケン ナイヨウ シュウトク ジョセイ		産業振興課		0179-20-7115										農業先進技術チャレンジ支援事業		農業先進技術チャレンジ支援事業		OK		事業名、事業概要修正 ジギョウ メイ ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		024457		青森県		南部町 ナンブチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		専ら農業で生計維持を目的に町内にUJIターン等をした者へ助成金を最大3年間交付①後継者対策型：15歳以上～48歳(町内出身者は60歳)未満→3万円／月②定住促進型は15歳以上65歳未満の者→2万円／月 ジョセイキン ガタ イジョウ		農林課 ノウリンカ		0178-76-2308										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ		新規就農希望者研修事業 シンキ シュウノウ キボウシャ ケンシュウ ジギョウ		新規就農者及び農業後継者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 シンキ シュウノウ シャ オヨ ノウギョウ コウケイシャ タイショウ ゲツガク ０００エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン ０００エン ジュウタク ヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就農希望者研修事業		新規就農希望者研修事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		農業で生計を維持することを目的に就農する新規就農者を対象に、機械整備等に要する経費の2/3以内で上限100万円を助成。 ノウギョウ セイケイ イジ モクテキ シュウノウ シンキ シュウノウ シャ タイショウ キカイ セイビ トウ ヨウ ケイヒ イナイ ジョウゲン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就業希望者研修支援事業 シンキ シュウギョウ キボウシャ ケンシュウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者を対象に月額50,000円の研修費を助成。また、住宅費家賃月額の1/2以内で上限20,000円の住宅費を助成。助成期間は2年以内。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ タイショウ ゲツガク エン ケンシュウ ヒ ジョセイ ジュウタクヒ ヤチン ゲツガク イナイ ジョウゲン エン ジュウタクヒ ジョセイ ジョセイ キカン ネン イナイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										新規就業希望者研修支援事業		新規就業希望者研修支援事業

		032026		岩手県 イワテケン		宮古市		仕事		農林水産業		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ		林業技術研修受講支援事業 リンギョウ ギジュツ ケンシュウ ジュコウ シエン ジギョウ		林業新規就業希望者で、国、県等の研修機関で生産技術及び経営管理等の研修を行う方を対象に、研修受講料及び交通費上限年間50万円助成。 リンギョウ シンキ シュウギョウ キボウシャ クニ ケン トウ ケンシュウ キカン セイサン ギジュツ オヨ ケイエイ カンリ トウ ケンシュウ オコナ カタ タイショウ ケンシュウ ジュコウリョウ オヨ コウツウヒ ジョウゲン ネンカン マンエン ジョセイ		産業振興部農林課 サンギョウ シンコウ ブ ノウリンカ		0193-62-2111										林業技術研修受講支援事業		林業技術研修受講支援事業

		035246		岩手県 イワテケン		一戸町 イチノヘマチ		仕事		農林水産業		(株)一戸夢ファーム		(株)一戸夢ファーム		新規就農希望者や農業後継者のための研修機関。・43歳以下で、一戸町内に就農する方・指定した研修内容に従っていただける方・青年就農給付金（準備型）年150万円や一戸町の支援を受けることができる		産業課 サンギョウカ		0195-33-2111										(株)一戸夢ファーム		(株)一戸夢ファーム

		042137		宮城県		栗原市 クリハラシ		仕事		農林水産業		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ		くりはらの担い手育成事業 ニナ テ イクセイ ジギョウ		新規に農業経営及び技術を習得するために、認定農業者、農業法人等の経営体や、農業試験研究機関等が実施する研修を受ける方で、研修終了後に栗原市内で就農する方に、研修に係る費用を助成。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0228-22-1135										くりはらの担い手育成事業		くりはらの担い手育成事業

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン		就農定着支援チーム シュウノウ テイチャク シエン		就農希望者に対し、営農プランの作成や、営農技術の指導、農地・機械施設等の営農基盤の整備、更には住居等の生活面までを総合的に支援する。 シュウノウ キボウシャ タイ		農林部農業農村振興課 ノウリンブ ノウギョウ ノウソン シンコウカ		018-866-2116										就農定着支援チーム		就農定着支援チーム

		052019		秋田県		秋田市 アキタシ		仕事		農林水産業		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ		新規就農研修（平成２７年４月から） シンキ シュウノウ ケンシュウ ヘイセイ ネン ガツ		対象を野菜・花きに特定し、生産から販売までの実践的な研修を２年間実施。就農予定時の年齢が原則４５歳未満で園芸（野菜、花き）の経営を志し、研修終了後１年以内に本市での独立・自営就農、雇用就農が確実な者。 タイショウ ヤサイ カ トクテイ セイサン ハンバイ ジッセンテキ ケンシュウ ネンカン ジッシ シュウノウ ヨテイ ジ ネンレイ ゲンソク サイ ミマン エンゲイ ヤサイ カ ケイエイ ココロザ ケンシュウ シュウリョウゴ ネン イナイ ホンシ ドクリツ ジエイ シュウノウ コヨウ シュウノウ カクジツ		園芸振興センター エンゲイ ノウエン シンコウ		018-866-2518
(6月以降018-838-0278)										新規就農研修（平成２７年４月から）		新規就農研修（平成２７年４月から）

		053279		秋田県		上小阿仁村		仕事		農林水産業		農業後継者育成技術習得研修事業		農業後継者育成技術習得研修事業		新規就農者及び既就農者が畑作営農に必要な知識や生産技術を習得する為、村野外生産試作センターで研修を行う。（上小阿仁村に居住する５０歳未満の者）・月額１２０，０００円を支給・研修期間は３年以内。 タメ		産業課		0186-77-2223										農業後継者育成技術習得研修事業		農業後継者育成技術習得研修事業		0		概要修正 ガイヨウ シュウセイ

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		仕事		農林水産業		新規就農定着促進事業		新規就農定着促進事業		月家賃１／２又は２万円のいずれか低い額を上限に助成（３年）。施設取得費の１％内で助成（３年）。年間１０ａあたりの契約賃借料と町参考賃借料の差額の１／２又は１万円のいずれか低い額で当該借入面積の額を助成 ツキ マタ マン ジョセイ ジョセイ マン ジョセイ		農林振興課農地管理室		0238-87-0524										新規就農定着促進事業		新規就農定着促進事業

		064289		山形県		庄内町		仕事		農林水産業		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン		園芸農業実践研修支援事業補助金 エンゲイ ノウギョウ ジッセン ケンシュウ シエン ジギョウ ホジョキン		研修後も町で施設園芸農業に取り組む方を対象に、町の施設園芸農家で1年間週20～40時間の作業を手伝いながら、知識や技術を習得。研修期間中は、月額5万円の補助の他、扶養加算や家賃加算の措置あり。 ケンシュウ ゴ マチ シセツ エンゲイ ノウギョウ ト ク カタ タイショウ マチ シセツ エンゲイ ノウカ ネン カン シュウ ジカン サギョウ テツダ チシキ ギジュツ シュウトク ケンシュウ キカン チュウ ゲツガク マンエン ホジョ ホカ フヨウ カサン ヤチン カサン ソチ		 農林課
 農産係 ノウリンカ ノウサン カカリ		0234-42-0169										園芸農業実践研修支援事業補助金		園芸農業実践研修支援事業補助金

		064611		山形県		遊佐町		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ		経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に、経営開始型の給付金を給付。一人当たり年間150万円（最長5年間） ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウ シャ ケイエイ カイシ ガタ キュウフキン キュウフ ヒトリ ア ネンカン マンエン サイチョウ ネン カン		産業課 サンギョウカ		0234-72-5882										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		仕事		農林水産業		就農希望者の研修受入		就農希望者の研修受入		今後、市内での就農を検討している方が、農業研修を希望する際に、その受入先として市認定農業者や先進的取り組みを行っている農業者を紹介する。 コンゴ シナイ シュウノウ ケントウ ホウ ノウギョウ ケンシュウ キボウ サイ ウケイレ サキ シ ニンテイ ノウギョウシャ センシンテキ ト ク オコナ ノウギョウシャ ショウカイ		市農政課		0242-39-1253										就農希望者の研修受入		就農希望者の研修受入

		083020		茨城県		茨城町 イバラキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン		新規就農者対策事業（新規就農者給付金） シンキ シュウノウ シャ タイサク ジギョウ シンキ シュウノウ シャ キュウフキン		独立して農業を開始する方に対して，経営が安定するまでの間，生活費相当額の青年就農給付金（経営開始型）を給付する。給付額：150万円/年（最長5年間） ドクリツ ノウギョウ カイシ カタ タイ ケイエイ アンテイ アイダ セイカツヒ ソウトウ ガク セイネン シュウノウ キュウフキン ケイエイ カイシ ガタ キュウフ キュウフガク マンエン ネン サイチョウ ネンカン		農業政策課 ノウギョウ セイサクカ		029-240-7118										新規就農者対策事業（新規就農者給付金）		新規就農者対策事業（新規就農者給付金）

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園） カ ノウエン セッチ ニイサト マチ ノウエン		市内に居住し、農業に従事していない方を対象に年額５，０００円、最長３年間農地を貸し出す。ただし、区画に空きがない場合には募集なし シナイ キョジュウ ノウギョウ ジュウジ カタ タイショウ ネンガク エン サイチョウ ネンカン ノウチ カ ダ クカク ア バアイ ボシュウ		新里支所地域振興整備課 　産業振興係 ニイサト シショ チイキ シンコウ セイビカ サンギョウ シンコウ カカリ		0277-74-2217										貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）		0		概要修正 ガイヨウシュウセイ

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		ワーキングホリデー		ワーキングホリデー		農家生活を体験したい方を対象にぶどう、そば、シクラメンなどの農作業および栽培体験ができる ノウカ セイカツ タイケン カタ タイショウ ノウサギョウ サイバイ タイケン		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										ワーキングホリデー		ワーキングホリデー

		102032		群馬県		桐生市		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		独立・自営就農時の年齢が45歳未満の農業経営に強い意志を持っている新規就農者に最長5年間、年間150万円の給付金が支給される制度の相談受付など ドクリツ ジエイ シュウノウ ジ ネンレイ サイミマン ノウギョウ ケイエイ ツヨ イシ モ シンキ シュウノウ シャ サイチョウ ネンカン ネンカン マンエン キュウフキン シキュウ セイド ソウダン ウケツケ		農業振興課　　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0277-46-1111(内線567)										新規就農者支援		新規就農者支援

		124419		千葉県		大多喜町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウキュウフキン		４５歳未満の新規就農者を対象に、１人あたり年間１５０万円を最長５年間給付。夫婦で共同経営の場合は２２５万円給付 サイ ミマン シンキ シュウノウ シャ タイショウ ニン ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ フウフ キョウドウ ケイエイ バアイ マンエン キュウフ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0470-82-2176										青年就農給付金		青年就農給付金

		152226		新潟県		上越市		仕事		農林水産業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		全国農業会議所が実施する「農の雇用事業」により農業法人等で実践的な研修を受ける新規就業者を対象に、月額上限3万円×最長12カ月の助成金を交付します。		農林水産部 農業振興課 ノウリン スイサン ブ ノウギョウ シンコウカ		025-526-5111										上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業		上越市農業法人新規就業者農業実践研修支援事業

		162027		富山県		高岡市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業		青年就農給付金事業		新規就農者の経営が安定するまでの最長5年間、年間150万円の給付を受けることができます。		産業振興部農業水産課		0766-20-1308										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		仕事		農林水産業		就農研修支援		就農研修支援		研修資金を借り受けて長期研修を実施し、研修終了後南砺市で就農する人を対象に、借り受けた研修資金の償還助成をおこなう。		産業経済部
農政課 サンギョウ ケイザイブ		0763-23-2016										就農研修支援		就農研修支援

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業研修者支援事業		就業研修者支援事業		市内に住所を有し、富山県農林水産公社または富山県西部森林組合が行う農業、林業、漁業の体験研修の参加費用について助成。 シナイ ジュウショ ユウ トヤマケン ノウリン スイサン コウシャ トヤマケン セイブ シンリン クミアイ オコナ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイケン ケンシュウ サンカ ヒヨウ ジョセイ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959										就業研修者支援事業		就業研修者支援事業

		162116		富山県		射水市		仕事 シゴト		農林水産業		就業者居住支援事業
		就業者居住支援事業
		就業研修者支援を受けた方で、農林漁業で生計を維持することを目的に新たに市内の事業等に就職した方を対象に、一月一万円（最大12ケ月）支給。 ウ カタ ノウリン ギョギョウ セイケイ イジ モクテキ アラ シナイ ジギョウ トウ シュウショク カタ タイショウ ヒトツキ イチマンエン サイダイ ゲツ シキュウ		産業経済部
農林水産課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウリン スイサン カ		0766-82-1959										就業者居住支援事業
		就業者居住支援事業


		172022		石川県		七尾市 ナナオ シ		仕事		農林水産業		新規就農者確保対策事業		新規就農者確保対策事業		新規就農者で市内の定住促進住宅への入居者に対し、最高月1万5千円を助成。 タイ サイコウ ジョセイ		産業部
農林課 サンギョウ ブ ノウリン カ		0767-53-8422										新規就農者確保対策事業		新規就農者確保対策事業

		172057		石川県		珠洲市		仕事		農林水産業		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		市民又は市内の法人に以下の事業費を助成（上限50万円／年で最長2年間）
(1)世界農業遺産の利活用（経費の2/3以内）
(2)里山里海環境等の保全継承のための活動（経費の10/10以内）		自然共生室 シゼンキョウセイシツ		0768-82-7720										珠洲市里山里海応援基金事業費補助金		珠洲市里山里海応援基金事業費補助金

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		新規就農相談		新規就農相談		農業委員会が窓口となり農地などの相談に対応。 タイオウ		農林商工課
農地担当 ノウチ		0553-22-1111										新規就農相談		新規就農相談

		192058		山梨県		山梨市		仕事		農林水産業		農業担い手支援資金		農業担い手支援資金		農機具などの整備に必要な資金の貸付や利子補給（新たに農業経営を始める年齢２０歳から６５歳までの者で、農業をもって生計を営む者の場合、償還利子のうち年利率０．２１％）。 モノ バアイ		農林商工課
農地担当 ノウチ		0553-22-1111										農業担い手支援資金		農業担い手支援資金

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ		新規就農者住居助成事業 シンキ シュウノウ シャ ジュウキョ ジョセイ ジギョウ		新たに農業をはじめる方に対して、住居助成として最大２年間、１世帯あたり月額30,000円以内の助成金を交付する。 アラタ ノウギョウ カタ タイ ジュウキョ ジョセイ サイダイ ネンカン セタイ ゲツガク エン イナイ ジョセイキン コウフ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)										新規就農者住居助成事業		新規就農者住居助成事業

		192074		山梨県		韮崎市 ニラサキシ		仕事		農林水産業		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド		遊休農地等利用促進補助金制度 ユウキュウ ノウチ トウ リヨウ ソクシン ホジョキン セイド		遊休農地等を有効活用するため、荒廃した農地を再利用し、農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援
※賃借権を新規に設定した遊休農地10ａ当たり2万円、賃借権を新規に設定した荒廃農地10ａ当たり5万円等 ユウキュウ ノウチ トウ ユウコウ カツヨウ コウハイ ノウチ サイリヨウ ノウギョウ ケイエイ キボ カクダイ メザ ノウギョウシャ シエン チンシャクケン シンキ セッテイ ユウキュウ ノウチ ア マン エン チンシャクケン シンキ セッテイ コウハイ ノウチ ア マン エン トウ		農林課
農林振興担当 ノウリンカ ノウリン シンコウ タントウ		0551-22-1111
(内線223,224)										遊休農地等利用促進補助金制度		遊休農地等利用促進補助金制度

		192074		山梨県		韮崎市		仕事		農林水産業		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン		新規就農者に対する助成金 シンキ シュウノウ シャ タイ ジョセイキン		市内で新規就農する山梨県認定就農者に対して、2年間を限度とし助成金を支給します。生活支援…月額5万円、住居助成…月額3万円。 シナイ シンキ シュウノウ ヤマナシケン ニンテイ シュウノウ シャ タイ ネンカン ゲンド ジョセイキン シキュウ セイカツ シエン ゲツガク マンエン ジュウキョ ジョセイ ゲツガク マンエン		農林課 ノウリンカ		0551-22-1111										新規就農者に対する助成金		新規就農者に対する助成金

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		仕事		農林水産業		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ		甲州市就農定着支援制度推進事業 コウシュウシ シュウノウ テイチャク シエン セイド スイシン ジギョウ		就農を希望する方への農業技術の習得等を支援するため、優れた技術を持つ農業者の指導の下で実践的な技術習得を支援 シュウノウ キボウ カタ ノウギョウ ギジュツ シュウトク トウ シエン スグ ギジュツ モ ノウギョウシャ シドウ モト ジッセン テキ ギジュツ シュウトク シエン		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092										甲州市就農定着支援制度推進事業		甲州市就農定着支援制度推進事業

		202029		長野県 ナガノケン		松本市 マツモトシ		仕事		農林水産業		新規就農者育成対策事業		新規就農者育成対策事業		新規就農者に対して３年間の実践研修と就農支援を実施。JA等による営農指導、研修用農地の提供、農業機械の無償貸与、研修期間中毎月7万円支給。研修先は有限会社アグリランド松本（JA松本ハイランド子会社） シャ ジッシ		農政課		0263-34-3222										新規就農者育成対策事業		新規就農者育成対策事業

		202088		長野県 ナガノケン		小諸市		仕事		農林水産業		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ		新規就農者就農準備支援事業 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジュンビ シエン ジギョウ		新規就農者が必要な経費の一部について支援。農業大学校や長野県農業里親制度などで２年以上の研修の修了者で、専ら市内で農業を営んで生計を維持することを目的とした概ね４５歳までの方。一世帯あたり百万円以内 シンキ シュウノウ シャ ヒツヨウ ケイヒ イチブ シエン ノウギョウ ダイガッコウ ナガノケン ノウギョウ サトオヤ セイド ネンイジョウ ケンシュウ シュウリョウ シャ モッパ イトナ セイケイ イジ モクテキ オオム サイ カタ イッセタイ ヒャク マンエン イナイ		農林課 ノウリン カ		0267-22-1700										新規就農者就農準備支援事業		新規就農者就農準備支援事業

		203629		長野県		富士見町 フジミマチ		仕事		農林水産業		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		新規就農支援パッケージ制度 シンキ シュウノウ シエン セイド		農業技術を教える「指導者」、生活の拠点「住居」、生産の拠点「農地・機械」を１つのパッケージにして新規就農者へ提供		産業課営農推進係 サンギョウカ エイノウ スイシン カカリ		0266-62-9234										新規就農支援パッケージ制度		新規就農支援パッケージ制度

		205419		長野県 ナガノケン		小布施町 オブセ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者の支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		若く意欲のある新規就農者を育成。金銭面だけでなく、農業体験から自営独立までのすべてのプロセスにおいて長期的視点に立った支援を実施 ジッシ		産業振興グループ サンギョウ シンコウ		026-214-9104										新規就農者の支援		新規就農者の支援

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		就農・就業相談会		就農・就業相談会		岐阜県内で就農を考えている人を対象として、県内各地の農業情報を提供したり、技術・知識レベルに応じた就農研修メニューの紹介を実施。年数回開催。 カズ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										就農・就業相談会		就農・就業相談会

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業やる気発掘夜間ゼミ		農業やる気発掘夜間ゼミ		働きながら、夜間に農業の基礎を学ぶ講座。座学９回。
（※オプションメニューとして、①就農研修施設見学（バスツアー）、②農作業体験（３回程度）を実施） ザガク シュウノウ ケンシュウ シセツ ケンガク ノウサギョウ タイケン カイ テイド ジッシ		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										農業やる気発掘夜間ゼミ		農業やる気発掘夜間ゼミ

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ		短期農業体験研修 タンキ ノウギョウ タイケン ケンシュウ		県内農家で２～４週間程度、農業を体験。
対象は、本格的に就農を考えている方。 ケンナイ ノウカ シュウカン テイド ノウギョウ タイケン タイショウ ホンカクテキ シュウノウ カンガ カタ		（一社）岐阜県農畜産公社 イチ シャ ギフケン ノウ チクサン コウシャ		058-276-4601										短期農業体験研修		短期農業体験研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		農業で夢再発見研修		農業で夢再発見研修		約４か月間、講義と実習で、就農に必要な知識・技術を県農業大学校で学ぶ研修。		岐阜県農業大学校 ギフケン ノウギョウ ダイガッコウ		0574-62-1226										農業で夢再発見研修		農業で夢再発見研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		あすなろ農業塾		あすなろ農業塾		約１年間、農業者のもとで指導を受けながら、就農に必要な技術を習得する研修。		農業経営課
担い手対策室 ニナ テ タイサク シツ		058-272-8421										あすなろ農業塾		あすなろ農業塾

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ		冬春トマト新規就農者研修 フユ ハル シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ		「トマト独立ポット耕栽培システム（開発：岐阜県）」を活用した栽培技術等を習得し、冬春トマト農家として自立するための研修。研修場所：岐阜県就農支援センター（海津市） ドクリツ コウ サイバイ カイハツ ギフケン カツヨウ サイバイ ギジュツ トウ シュウトク フユ ハル ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ギフケン シュウノウ シエン カイヅシ		岐阜県就農支援センター ギフケン シュウノウ シエン		0584-53-0175										冬春トマト新規就農者研修		冬春トマト新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		いちご新規就農者研修		いちご新規就農者研修		「高設ベンチ栽培（岐阜県方式）」による栽培技術を習得し、いちご農家として自立するための研修。
研修場所：ＪＡ全農岐阜いちご新規就農者研修所（岐阜市） コウ セツ サイバイ ギフケン ホウシキ サイバイ ギジュツ シュウトク ノウカ ジリツ ケンシュウ ケンシュウ バショ ゼンノウ ギフ シンキ シュウノウ シャ ケンシュウ ショ ギフ シ		全農岐阜県本部営農対策課		058-276-5301										いちご新規就農者研修		いちご新規就農者研修

		210005		岐阜県		-		仕事		農林水産業		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ		林業への就業を目指す方の研修 リンギョウ		新たに林業への就業を希望する方を対象に、林業に関する基礎的な学習と作業体験を行う研修。年３回 アラ リンギョウ シュウギョウ キボウ カタ タイショウ リンギョウ カン キソテキ ガクシュウ サギョウ タイケン オコナ ケンシュウ ネン カイ		（公社）岐阜県森林公社　担い手対策課（岐阜県林業労働力確保支援センター） コウシャ ギフケン シンリン コウシャ ニナ テ タイサク カ ギフケン リンギョウ ロウドウリョク カクホ シエン		0575-33-4011										林業への就業を目指す方の研修		林業への就業を目指す方の研修

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		仕事		農林水産業		農地担い手対策事業		農地担い手対策事業		持続可能な農業の実現に向けた農業の担い手を確保するために、新規就農者に対して給付金交付（就農後５年間）、家賃補助などを行います。就農セミナーも実施。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0573-66-1111										農地担い手対策事業		農地担い手対策事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン		農業研修生住宅費助成金 ノウギョウ ケンシュウセイ ジュウタクヒ ジョセイキン		下呂市に初めて住所を移し、下呂市での就農を前提として研修する者の居住にかかる経費（ただし、対象は40歳未満とし、3年間を限度とする。）家賃の月額（上限35,000円） ゲロシ ハジ ジュウショ ウツ ゲロシ シュウノウ ゼンテイ ケンシュウ モノ キョジュウ ケイヒ タイショウ サイ ミマン ネンカン ゲンド ヤチン ゲツガク ジョウゲン エン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										農業研修生住宅費助成金		農業研修生住宅費助成金

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		農業を始めるために必要な買ったり借りたりする農地、農業施設などの情報について、市役所農務課で相談を受付。Uターン、脱サラ、これまで農業をやったことがない人でも農地を取得して農業を始めることが可能 ヒツヨウ カノウ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」		下呂地域担い手育成総合支援協議会
「ワンストップ支援窓口」

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ		就農支援協力金事業 シュウノウ シエン キョウリョクキン ジギョウ		野菜、果樹、花き等園芸品目において、就農希望者が円滑に農地を確保できるようにするため、農地確保に協力する方に協力金を交付（就農支援協力金事業50,000円／反、機械等譲渡加算金事業20,000円／反） ヤサイ カジュ カ トウ エンゲイ ヒンモク シュウノウ キボウシャ エンカツ ノウチ カクホ ノウチ カクホ キョウリョク カタ キョウリョク キン コウフ シュウノウ シエン キョウリョク キン ジギョウ エン タン キカイ トウ ジョウト カサン キン ジギョウ エン タン		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										就農支援協力金事業		就農支援協力金事業

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ		青年就農給付金事業（準備型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ジュンビガタ		就農前の研修段階において、指定する機関において研修をする青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（研修開始年度～最長２年度目までとし、年間150万円を給付） シュウノウ マエ ケンシュウ ダンカイ シテイ キカン ケンシュウ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケンシュウ カイシ ネンド サイチョウ ネンド メ ネンカン マンエン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										青年就農給付金事業（準備型）		青年就農給付金事業（準備型）

		212202		岐阜県		下呂市 ゲロ シ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ		青年就農給付金事業（経営開始型） セイネン シュウノウ キュウフキン ジギョウ ケイエイ カイシ ガタ		農業経営の不安定な就農初期段階の青年就農者（原則45歳未満）に対して、青年就農給付金を給付します。（経営開始年度～最長５年度目までとし、年間150万年を給付） ノウギョウ ケイエイ フアンテイ シュウノウ ショキ ダンカイ セイネン シュウノウシャ ゲンソク サイ ミマン タイ セイネン シュウノウ キュウフキン キュウフ ケイエイ カイシ ネンド サイチョウ ネン ド メ ネンカン マンネン キュウフ		農林部
農務課 ノウリン ブ ノウム カ		0576-52-1965										青年就農給付金事業（経営開始型）		青年就農給付金事業（経営開始型）

		215074		岐阜県		東白川村		仕事		農林水産業		新規就農者定住促進事業		新規就農者定住促進事業		新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。		産業建設課 サンギョウ ケンセツカ		0574-78-3111										新規就農者定住促進事業		新規就農者定住促進事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、農業経営を開始した直後の青年就農者に対して給付金を給付する。 セイネン シュウノウ イヨク カンキ オヨ シュウノウ ゴ テイチャク ハカ ノウギョウ ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ タイ キュウフキン キュウフ		産業観光部農林課 サンギョウ カンコウ ブ ノウリンカ		0547-36-7168										青年就農給付金		青年就農給付金

		223051		静岡県		松崎町 マツサキ チョウ		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		新規就農者支援事業 シンキ シュウノウ シャ シエン ジギョウ		①町内在住者で、新規就農及び農業後継によって５年以上農業経営を行う満50満以上の方に、最大84万の奨励金を交付
②新規就農者の農作業用機械器具購入に対して、経費の１／２、30万円を限度に助成金を交付 チョウナイ ザイジュウシャ シンキ シュウノウ オヨ ノウギョウ コウケイ ネン イジョウ ノウギョウ ケイエイ オコナ マン マン イジョウ カタ サイダイ マン ショウレイキン コウフ シンキ シュウノウ シャ ノウサギョウ ヨウ キカイ キグ コウニュウ タイ ケイヒ マン エン ゲンド ジョセイキン コウフ		企画観光課 キカク カンコウカ		0558-42-3964										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		224618		静岡県		森町 モリ マチ		仕事		農林水産業		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業） ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ イタク ジギョウ チイキ コヨウ ソウゾウ ジギョウ		農業者人材育成事業の業務委託 ノウギョウシャ ジンザイ イクセイ ジギョウ ギョウム イタク		産業課 サンギョウカ		0538-85-6319										農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）		農業者人材育成委託事業（地域雇用創造事業）

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ		就農支援資金助成 シュウノウ シエン シキン ジョセイ		新規就農者に対して県農業振興基金からの貸し付けを受けた償還金の２／３を県・町で助成 シンキ シュウノウ シャ タイ ケン ノウギョウ シンコウ キキン カ ツ ウ ショウカンキン ケン マチ ジョセイ		産業課 サンギョウカ		0536-62-0527										就農支援資金助成		就農支援資金助成

		235610		愛知県 アイチケン		設楽町 シタラチョウ		仕事		農林水産業		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ		設備整備資金貸付 セツビ セイビ シキン カシツケ		農業・林業・営業のための設備投資経費の無利子貸付（上限３００万円・一人１回限り）。対象は４０歳未満の設備整備を行う方 ノウギョウ リンギョウ エイギョウ セツビ トウシ ケイヒ ムリシ カシツケ ジョウゲン マンエン ヒトリ カイ カギ タイショウ サイミマン セツビ セイビ オコナ カタ		企画課		0536-62-0514										設備整備資金貸付		設備整備資金貸付

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		市民農業塾		市民農業塾		市内で新たに農業を始めたい人や農業法人などへの就職を希望する人を対象にした農業研修を開催する。（主催：津市農林水産物利用促進協議会） カイサイ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172										市民農業塾		市民農業塾

		242012		三重県		津市 ツシ		仕事		農林水産業		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		農林業就業促進対策事業 ノウリンギョウ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		農林業の就業希望者に対して指導研修等を行う団体に研修費、準備費等の補助を行う。 ノウリンギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ シドウ ケンシュウ トウ オコナ ダンタイ ケンシュウヒ ジュンビ ヒ トウ ホジョ オコナ		農林水産部農林水産政策課 ノウリン スイサン ブ ノウリン スイサン セイサク カ		059-229-3172										農林業就業促進対策事業		農林業就業促進対策事業

		245615		三重県		御浜町		仕事		農林水産業		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		【新規就農者支援】三重県紀南地域(熊野市・御浜町・紀宝町)で新規就農を希望する方を、行政(県・市町)、JA三重南紀、生産者が一体となってサポートを行っています。 ミエケン キ ナン チイキ クマノシ ミハマチョウ キホウチョウ シンキ シュウノウ キボウ カタ ギョウセイ ケン シ マチ ミエ ナンキ セイサンシャ イッタイ オコナ		三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会		05979-3-1707										新規就農者支援		新規就農者支援

		262129		京都府		京丹後市 キョウタンゴシ		仕事		農林水産業		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ		丹後農業実践型学舎 タンゴ ノウギョウ ジッセン ガタ ガクシャ		生産・加工・流通・販売までの実践的研修のほか、農業経営の座学など、就農に必要な知識と技術を身に着ける研修制度。研修期間：２年、研修費：無料、対象者：概ね４０歳まで。年間１５０万円の就農給付制度もあり。		農政課 ノウセイカ		0772-69-0410										丹後農業実践型学舎		丹後農業実践型学舎		OK		文字数オーバー モジスウ

		300004		和歌山県		-		仕事		農林水産業		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン		移住者農林水産就業補助金 イジュウシャ ノウリン スイサン シュウギョウ ホジョキン		県外から移住推進市町村へ移住し、農林水産業に独立就業する方（60歳未満）に、最大50万円を支給。（※随時受付、実施規模について要件有、所得制限有） ヨウケン ア		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										移住者農林水産就業補助金		移住者農林水産就業補助金

		310000		鳥取県 トットリケン		-		仕事		農林水産業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業 トットリケン ケンシュウ ジギョウ		給料をもらいながら、約１年間の研修を受けることができます。先進農家の元で経営ノウハウを習得でき、研修後の就農まで総合的にサポートします。 キュウリョウ ヤク ネンカン ケンシュウ ウ センシン ノウカ モト ケイエイ シュウトク ケンシュウ アト シュウノウ ソウゴウテキ		（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 コウザイ トットリケン ノウギョウ ノウソン ニナ テ イクセイ キコウ		0857-26-8349										鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業		鳥取県へＩＪＵ！アグリスタート研修事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド		農林業研修生制度 ノウリンギョウ ケンシュウセイ セイド		1～2年間、農林業技術の習得を目的とした研修で、期間中は月額12万円の研修手当が支給されます。 ネンカン ノウリンギョウ ギジュツ シュウトク モクテキ ケンシュウ キカンチュウ ツキ ガク マンエン ケンシュウ テアテ シキュウ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114										農林業研修生制度		農林業研修生制度

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		就農条件整備事業 シュウノウ ジョウケン セイビ ジギョウ		新規就農者の就農時に必要な機械、施設を新規就農者が整備する場合、事業費の2/3、上限1200万円を助成。 シンキ シュウノウ シャ シュウノウ ジ ヒツヨウ キカイ シセツ シンキ シュウノウ シャ セイビ バアイ ジギョウヒ ジョウゲン マンエン ジョセイ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114				中 チュウ		農業を始めるのに1200万円助成 ノウギョウ ハジ マンエン ジョセイ				就農条件整備事業		就農条件整備事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ		青年就農給付金事業 セイネン シュウノウ キュウフ キン ジギョウ		経営開始直後の青年就農者に年間150万円（最長5年間）を給付。 ケイエイ カイシ チョクゴ セイネン シュウノウ シャ ネンカン マンエン サイチョウ ネンカン キュウフ		農林課 ノウリンカ		0859-82-1114										青年就農給付金事業		青年就農給付金事業

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ		しまね就業相談会 シュウギョウ ソウダンカイ		島根県（しまね農業振興公社）が実施する予約制の個別相談会（農業・林業・漁業が対象） シマネケン ノウギョウ シンコウ コウシャ ジッシ ヨヤクセイ コベツ ソウダンカイ ノウギョウ リンギョウ ギョギョウ タイショウ		しまね農業振興公社 ノウギョウ シンコウ コウシャ		0852-20-2872										しまね就業相談会		しまね就業相談会

		320005		島根県 シマネケン		-		仕事		農林水産業		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ		ＵＩターンしまね産業体験事業 サンギョウ タイケン ジギョウ		県外在住の方が、島根県内の受入先で一定期間（３か月～１年間）農林漁業等の産業体験を行う場合に、滞在に要する経費の一部を助成（条件等により１か月あたり6万円～12万円。親子連れ加算あり）。 ケンガイ ザイジュウ カタ シマネケン ナイ ウケイレ サキ イッテイ キカン ツキ ネンカン ノウリン ギョギョウ トウ サンギョウ タイケン オコナ バアイ タイザイ ヨウ ケイヒ イチブ ジョセイ ジョウケン トウ ツキ マンエン マンエン オヤコ ツ カサン		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										ＵＩターンしまね産業体験事業		ＵＩターンしまね産業体験事業

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		新規就農者への支援 シンキ シュウノウ シャ シエン		アグリビジネススクールの実施及び、国や県、市独自の制度により、意欲のある方を支援。・経営が安定するまでの給付金・無利子融資・農業用施設・機械の整備に対する補助金他 ジッシ オヨ ホカ		産業観光部 農業振興課 農業支援センター		0853-21-6122										新規就農者への支援		新規就農者への支援

		322032		島根県		出雲市 イズモシ		仕事		農林水産業		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン		新規就漁者への支援 シンキ シュウ リョウ シャ シエン		新規漁業就業者の施設整備（船舶、機械・機器の購入）に係る経費の助成や、漁業の担い手確保育成のため、規則で定める「新規自営漁業者」に対し、資金を無利息で貸与します。		産業観光部 水産振興課		0853-21-6795										新規就漁者への支援		新規就漁者への支援

		322041		島根県		益田市 マスダシ		仕事		農林水産業		益田市農林水産業就業支援助成金		益田市農林水産業就業支援助成金		ＵＩターン者が農林水産業の産業体験を行う場合、100,000円／月×12月以内を上限に助成。（ただし、ふるさと島根定住財団の産業体験事業の対象者の場合、助成額：30,000円／月×12月以内） ジョウゲン ジョセイ		産業経済部農業振興課 サンギョウ ケイザイ ブ ノウギョウ シンコウカ		0856-31-0312										益田市農林水産業就業支援助成金		益田市農林水産業就業支援助成金

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド		農林業定住研修制度 ノウリンギョウ テイジュウ ケンシュウ セイド		町内での就農を目指す方に対して2年間の収入保障をします。期間中は町内の受け入れ先農家でOJTによる研修を受けていただき、就農までの経験を積んでいただきます。交付額：15万円/月。 チョウナイ シュウノウ メザ カタ タイ ネンカン シュウニュウ ホショウ キカンチュウ チョウナイ ウ イ サキ ノウカ ケンシュウ ウ シュウノウ ケイケン ツ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214										農林業定住研修制度		農林業定住研修制度

		323861		島根県 シマネケン		飯南町 イイナンチョウ		仕事		農林水産業		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		半農半X事業 ハン ノウ ハン ジギョウ		兼業農家を目指すUIターン希望者を対象に、研修期間と定着支援期間を１年間ずつ実施します。
研修期間中は助成金の交付をします。交付額：12万円/月。 ケンギョウ ノウカ メザ キボウシャ タイショウ ケンシュウ キカン テイチャク シエン キカン ネンカン ジッシ ケンシュウ キカンチュウ ジョセイキン コウフ コウフガク マンエン ツキ		産業振興課 サンギョウ シンコウ カ		0854-76-2214				中 チュウ		「半農半X」に毎月12万円支給 ハンノウ ハン マイツキ マンエン シキュウ				半農半X事業		半農半X事業

		332097		岡山県		高梁市 タカハシシ		仕事		農林水産業		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン		就農奨励金 シュウノウ ショウレイキン		新たに農業に従事し６ヶ月を経過し、将来にわたり専業として農業経営を続けていく認定農業者で、年齢が申請年度において５５歳以下の人に対し、１００万円の就農奨励金を支給 タイ		農林課 ノウリン カ		0866-21-0223										就農奨励金		就農奨励金

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ		地域定着手当支給事業 チイキ テイチャク テアテ シキュウ ジギョウ		ピオーネの生産を目指し農業実務研修（２年）を終えた人に対して、３年目の研修費（月額７万５千円）を支給する。 セイサン メザ ノウギョウ ジツム ケンシュウ ネン オ ヒト タイ ネンメ ケンシュウヒ ゲツガク マン センエン シキュウ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133										地域定着手当支給事業		地域定着手当支給事業

		332101		岡山県		新見市 ニイミシ		仕事		農林水産業		新規就農者住宅確保事業		新規就農者住宅確保事業		新規就農者が、民間業者が低コストで住宅を新築し、１０年間リースした後、自己所有することができる。また、リース料を５年間（合計２４０万円）補助する。なお、一括購入した場合は１５０万円を補助する。 シンキ シュウノウ シャ ミンカン ギョウシャ テイ ジュウタク シンチク ネンカン アト ジコ ショユウ リョウ ネンカン ゴウケイ マンエン ホジョ イッカツ コウニュウ バアイ マンエン ホジョ		農林課 ノウリンカ		0867-72-6133										新規就農者住宅確保事業		新規就農者住宅確保事業

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、空き家(公営住宅は除く)の入居に必要な賃借料の1/3を助成(賃借料の上限年額720千円)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）		新規就農者等サポート事業（空き家借入応援事業）

		332143		岡山県		真庭市 マニワシ		仕事		農林水産業		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業の一環として、農業経営に必要な農地の賃借料の1/2を助成（賃借料の上限20千円/10ａ)。期間は就農・帰農後の３年間。		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0867-42-1031										新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）		新規就農者等サポート事業（農地確保応援事業）

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地で作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等に、再生作業5万円/10a（重機等を用いた場合は率1/2以内）、営農定着2.5万円/10aを交付。 マンエン コウフ		産業建設部		0868-38-3113										耕作放棄地再生利用緊急交付金		耕作放棄地再生利用緊急交付金

		336220		岡山県		勝央町 ショウオウチョウ		仕事		農林水産業		就農促進トータルサポート事業		就農促進トータルサポート事業		先進農家等で一か月程度の農業体験研修後、２年以内の技術の習得や農地・住宅の確保、地域の絆作り等により独立自営就農するための実践的な研修に年間１５０万円を最長２年間支給。 ノウギョウ シキュウ		産業建設部		0868-38-3113										就農促進トータルサポート事業		就農促進トータルサポート事業

		342092		広島県		三次市 ミヨシシ		仕事		農林水産業		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ		新規就農者機械導入支援事業 シンキ シュウノウ シャ キカイ ドウニュウ シエン ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定と初期投資の軽減を図るため，新規就農者の機械導に要する経費の一部を助成。農業用機械導入経費の2分の1以内（上限額100万円） イチブ ジョセイ ブン マンエン		産業部
農政課
農林振興係 サンギョウ ブ ノウセイカ ノウリン シンコウ カカリ		0824-62-6171										新規就農者機械導入支援事業		新規就農者機械導入支援事業

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（準備型）		新規就農者育成事業奨励金（準備型）		市内で新たに農業を始めたいという強い意志と意欲のある人を認定し，市内指定農家等で1年以上研修を受ける際，月70,000円を最長2年間給付。対象者は原則45歳未満。		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農者育成事業奨励金（準備型）		新規就農者育成事業奨励金（準備型）

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）		新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）		就農初期の経営経費の軽減を図るため，就農後，月額7万円を最長3年間給付
対象者は原則45歳未満とし，自営就農若しくは親元就農される認定新規就農者とする		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農施設等整備補助金		新規就農施設等整備補助金		認定新規就農者が農業経営を開始するのに必要となる施設・機械等の購入に必要な経費の一部を補助
対象経費を1,000万円以内とし，補助率は2分の1		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農施設等整備補助金		新規就農施設等整備補助金

		342106		広島県		庄原市		仕事		農林水産業		新規就農定着支援補助金		新規就農定着支援補助金		新規に農業専業経営を開始後5年以内の方の，専門技術の習得や先進農業研修に要する経費を補助
対象者は原則45歳未満の認定農業者とし，対象経費の2分の1を補助（上限は5年間通算で50万円以内）		農業振興課 ノウギョウ シンコウ カ		0824-73-1131										新規就農定着支援補助金		新規就農定着支援補助金

		342131		広島県		廿日市市 ハツカイチシ		仕事		農林水産業		新規農業経営者育成事業		新規農業経営者育成事業		新たに農業経営を希望する者に対し、軟弱野菜の栽培についての研修事業を実施し、研修から経営開始までを総合的に支援（年齢制限あり）。		環境産業部農林水産課		0829-30-9143										新規農業経営者育成事業		新規農業経営者育成事業

		343684		広島県		安芸太田町		仕事		農林水産業		営農用施設機械器具整備事業		営農用施設機械器具整備事業		ビニールハウスの整備に要する経費を補助（事業費上限額300万円，事業費の1/2以内）
※規模100㎡以上の耐雪型ビニールハウスで新規就農者，農業生産法人，認定農業者等が新設する場合		産業振興課		0826-28-1973										営農用施設機械器具整備事業		営農用施設機械器具整備事業

		344311		広島県		大崎上島町		仕事		農林水産業		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ		新規就農者育成交付金事業 シンキ シュウノウ シャ イクセイ コウフ キン ジギョウ		自ら独立して農業を開始する者に対し、生活支援（補助）を行う。【条件】新規就農者は営農を開始して5年以内のもので、3年後に認定農業者に認定申請する営農計画を立てることが可能な者。 ミズカ ドクリツ ノウギョウ カイシ モノ タイ セイカツ シエン ホジョ オコナ ジョウケン シンキ シュウノウ シャ エイノウ カイシ ネン イナイ ネンゴ ニンテイ ノウギョウシャ ニンテイ シンセイ エイノウ ケイカク タ カノウ モノ		産業観光課 サンギョウ カンコウカ		0846-65-3120										新規就農者育成交付金事業		新規就農者育成交付金事業

		344621		広島県		世羅町 セラチョウ		仕事		農林水産業		世羅町農業後継者育成確保事業		世羅町農業後継者育成確保事業		認定農業者及び認定就農者が、農業経営もしくは６次産業事業を開始した場合に、経営定着のための助成金を月額15万円支給する。		産業振興課 シンコウカ		0847‐22‐5304										世羅町農業後継者育成確保事業		世羅町農業後継者育成確保事業

		345458		広島県		神石高原町		仕事		農林水産業		新規就農者支援事業		新規就農者支援事業		新規就農者へ月額10万円までを支援し，さらに農地購入費の一部を補助します。		産業課 サンギョウカ		(0847)89-3337										新規就農者支援事業		新規就農者支援事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ		新規就農者経営安定対策事業 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ アンテイ タイサク ジギョウ		新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械や施設等の初期投資の一部を助成します。 シンキ シュウノウ シャ ケイエイ ソウキ アンテイ ハカ ノウギョウヨウ キカイ シセツトウ ショキ トウシ イチブ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウ カ		0827-29-5113										新規就農者経営安定対策事業		新規就農者経営安定対策事業

		352080		山口県		岩国市 イワクニシ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		新規漁業就業者確保育成推進事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		新規漁業就業希望者に対する研修に必要な経費の一部を、1年間支給します。 シンキ ギョギョウ シュウギョウ キボウシャ タイ ケンシュウ ヒツヨウ ケイヒ イチブ ネンカン シキュウ		水産振興課 スイサン シンコウ カ		0827-29-5118										新規漁業就業者確保育成推進事業		新規漁業就業者確保育成推進事業

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		就農円滑化対策事業(農業）		就農円滑化対策事業(農業）		農業経験がなく、経営基盤の弱い新規就農希望者(認定就農者）が、農業経営を開始する際に必要な栽培技術、知識等の習得のため研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部農林課		0837-23-1237										就農円滑化対策事業(農業）		就農円滑化対策事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		青年就農給付金事業(農業）		青年就農給付金事業(農業）		独立・自営就農する方（就農時の年齢が45歳未満の新規就農者）に対し、就農後5年間の所得を確保するため給付金を給付します。		経済観光部農林課		0837-23-1237										青年就農給付金事業(農業）		青年就農給付金事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウスを設置し、地域にあった品種の栽培を行う場合、設置費用の一部を補助します。補助率：1/3以内(上限額：15万円）		経済観光部農林課		0837-23-1237										小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）		小規模ビニールハウス設置補助事業(農業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		漁業経験がなく、経営基盤の弱い新規漁業就業希望者(18歳以上50歳未満）が、漁業者の下で漁業技術、知識等の習得に係る研修を受ける場合、研修支援費を支給します。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145										ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		新規漁業就業者（50歳未満で着業後3年以内）に対して経営開始に必要な漁船、漁具等をリースします。		経済観光部商工水産課		0837-23-1145										ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）		ニューフィッシャー確保育成事業(漁業）

		352110		山口県		長門市		仕事		農林水産業		移住者支援事業		移住者支援事業		移住後、農地を購入又は借りて、耕作を行なう方又は、農林漁家民宿や地元食材を使用する飲食店など農林水産業を活用し起業する方に補助金を交付します。		企画総務部企画政策課		0837-23-1229										移住者支援事業		移住者支援事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ		新規就農者確保事業 シンキ シュウノウ シャ カクホ ジギョウ		農業の担い手を確保するための新規就農支援として、新規就農者育成補助金を交付 ノウギョウ ニナ テ カクホ シンキ シュウノウ シエン シンキ シュウノウ シャ イクセイ ホジョキン コウフ		産業建設部農林課 サンギョウ ケンセツ ブ ノウリン カ		0820-79-1002										新規就農者確保事業		新規就農者確保事業

		353051		山口県		周防大島町 スオウオオシマチョウ		仕事		農林水産業		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		ニューフィッシャー確保育成推進事業 カクホ イクセイ スイシン ジギョウ		漁業の担い手の育成支援 ギョギョウ ニナ テ イクセイ シエン		産業建設部水産課 サンギョウ ケンセツ ブ スイサン カ		0820-79-1004										ニューフィッシャー確保育成推進事業		ニューフィッシャー確保育成推進事業

		384887		愛媛県 エヒメケン		鬼北町 オニ キタ マチ		仕事		農林水産業		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド		新規就農促進事業（農業研修生制度） シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ ノウギョウ ケンシュウセイ セイド		①青年研修コース（40歳未満・期間2年・月額12～15万円）②中年研修コース（40～50歳未満・期間1年・月額12～15万円）③熟年研修コース（50～55歳未満・期間1年・月額5万円） セイネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン チュウネン ケンシュウ サイミマン キカン ネン ゲツガク マンエン ジュクネン ケンシュウ サイ ミマン キカン ネン ゲツガク マンエン		鬼北地域農業支援センター 		0895-45-2911										新規就農促進事業（農業研修生制度）		新規就農促進事業（農業研修生制度）

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		おおむね１年から２年の農業生産に必要な能力を身につけるための研修を受講。研修期間内は月額１５万円以内の研修費を支給。 イチネン ネン ノウギョウ セイサン ヒツヨウ ノウリョク ミ ケンシュウ ジュコウ ケンシュウ キカンナイ ゲツガク マンエン イナイ ケンシュウヒ シキュウ		春野地域振興課
（春野地域）
土佐山地域振興課
（土佐山地域） ハルノ チイキ シンコウ カ ハルノ チイキ トサ ヤマ チイキ シンコウ カ トサヤマ チイキ		088-894-4387
088-895-2312										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		仕事		農林水産業		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ		新規漁業就業者支援事業 シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ		○短期研修３日以上７日以内の短期研修受講費用を全額負担。○長期研修原則６５歳未満、研修開始後２年以内の自立を目指す方、審査会で認められた方に、研修期間中、月額１５万円を限度に生活支援費支給。 タンキ ケンシュウ ニチ イジョウ ニチ イナイ タンキ ケンシュウ ジュコウ ヒヨウ ゼンガク フタン チョウキ ケンシュウ ゲンソク サイミマン ケンシュウ カイシ ゴ ネン イナイ ジリツ メザ カタ ミト カタ ケンシュウ キカンチュウ ゲツガク マンエン ゲンド セイカツ シエン ヒ シキュウ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		088-823-9458										新規漁業就業者支援事業		新規漁業就業者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市漁業就労者支援事業		室戸市漁業就労者支援事業		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										室戸市漁業就労者支援事業		室戸市漁業就労者支援事業

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		※詳細に関しましてはお問い合わせください		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										青年就農給付金		青年就農給付金

		392022		高知県		室戸市		仕事		農林水産業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業 ムロトシ セイタンギョウ		※詳細に関しましてはお問い合わせください
土佐備長炭生産者の育成 トサ ビンチョウタン セイサン シャ イクセイ		農林水産課		0887-22-1111室戸市(代)										室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業		室戸市特用林産業（製炭業）新規就業者
研修支援事業

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド		漁業就労支援制度 ギョギョウ シュウロウ シエン セイド		①新規漁業就業者支援事業：長期研修2年以内、月額15万円以内を限度に補助②新規漁業就業者漁船リース事業：中古船リースに対する補助を実施③漁業体験研修支援事業(3日以上7日以内の漁業研修) シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ シエン ジギョウ チョウキ ケンシュウ ネン イナイ ゲツガク マンエン イナイ ゲンド ホジョ シンキ ギョギョウ シュウギョウシャ ギョセン ジギョウ チュウコ セン タイ ホジョ ジッシ ギョギョウ タイケン ケンシュウ シエン ジギョウ ニチ イジョウ ニチ イナイ ギョギョウ ケンシュウ		産業振興課		0880-82-1115										漁業就労支援制度		漁業就労支援制度

		392090		高知県		土佐清水市		仕事		農林水産業		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド		農業就労支援制度 ノウギョウ シュウロウ シエン セイド		市内で新たに自営の「農業」を始めたいと希望される方を支援（新規就農研修支援制度）
・受入対象：15～65歳未満・支援期間：６ヶ月～2年以内(月20日以上） シナイ アラ ジエイ ノウギョウ ハジ キボウ カタ シエン シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン セイド ウケイレ タイショウ サイ ミマン シエン キカン ゲツ ネン イナイ ツキ ニチ イジョウ		産業振興課		0880-82-1114										農業就労支援制度		農業就労支援制度

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		県が指定する先進農家、先進農業法人等で研修を受け、基準の要件を全て満たす方に、年額180万円以内を最長2年間給付 ケン シテイ センシン ノウカ センシン ノウギョウ ホウジン トウ ケンシュウ ウ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ ネン ガク マンエン イナイ サイチョウ ネン カン キュウフ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		青年就農給付金 セイネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額150万円を最長5年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										青年就農給付金		青年就農給付金

		394033		高知県		越知町		仕事		農林水産業		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン		壮年就農給付金 ソウネン シュウノウ キュウフキン		農業を始めてから経営が安定するまで、基準の要件を全て満たす方に、年額75万円を最長2年間給付 ノウギョウ ハジ ケイエイ アンテイ キジュン ヨウケン スベ ミ カタ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0889-26-1105										壮年就農給付金		壮年就農給付金

		394289		高知県		黒潮町		仕事		農林水産業		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		新規就農研修支援事業 シンキ シュウノウ ケンシュウ シエン ジギョウ		対象者は町内居住者又は研修期間中に住民登録して町内に自立農家として定住しようとする者（15歳以上55歳未満）で研修期間は1年以上2年以内。対象経費は研修経費及び研修期間中の生活費等（月額上限15万円） キョジュウ シャ マタ		農業振興課　　農業振興係 ノウギョウ シンコウカ ノウギョウ シンコウ カカリ		0880-43-1888										新規就農研修支援事業		新規就農研修支援事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		仕事 シゴト		農林水産業		青年就農給付金		青年就農給付金		新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の所得確保のため、国および市より給付金を給付します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										青年就農給付金		青年就農給付金

		402257		福岡県		うきは市		仕事 シゴト		農林水産業		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		新規就農促進事業 シンキ シュウノウ ソクシン ジギョウ		国の青年就農給付金に上乗せして、作付面積１０aあたり定住型10,000円、通勤型5,000円を助成するほか、営農指導等 サクツケ メンセキ テイジュウ ガタ エン ツウキンガタ エン ジョセイ トウ		農林商工観光課農政係 ノウリンショウコウ		0943-75-4975										新規就農促進事業		新規就農促進事業

		406422		福岡県		吉富町		仕事		農林水産業		農業補助金制度		農業補助金制度		野菜果樹等園芸品目へ栽培の転換を促進と、新規就農者誘致のため、種苗、苗及び資材購入費（例イチゴ１０ａ耕作経費９６万円中６４万円助成）や、パイプハウス設置費（最大１／２）の高補助率で助成している。 トウ		産業建設課 サンギョウ ケンセツ カ		0979-24-4073										農業補助金制度		農業補助金制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		農業研修生支援制度 ノウギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		将来の農業経営に必要なスキルや栽培技術等の実践的な研修を行う。
研修期間は２年間（月額１０万円支給）で、１６歳～概ね４５歳の者。 ショウライ ノウギョウ ケイエイ ヒツヨウ サイバイ ギジュツ トウ ジッセンテキ ケンシュウ オコナ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ サイ オオム サイ モノ		農業振興課 ノウギョウ シンコウカ		0959-72-7816										農業研修生支援制度		農業研修生支援制度

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		仕事		農林水産業		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		漁業研修生支援制度 ギョギョウ ケンシュウセイ シエン セイド		漁業者の直接指導（弟子入り）。研修期間は１年間（月額１２万円支給）で満６０歳未満の者。 ギョギョウシャ チョクセツ シドウ デシイ ケンシュウ キカン ネンカン ゲツガク マンエン シキュウ マン サイ ミマン モノ		水産課 スイサンカ		0959-72-7869				中 チュウ		漁師に弟子入りで毎月12万円支給 リョウシ デシイ マイツキ マンエン シキュウ				漁業研修生支援制度		漁業研修生支援制度

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ		林業体験学習会 リンギョウ タイケン ガクシュウ カイ		林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きすることによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（１泊２日） リンギョウ ジュウジ キボウシャ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										林業体験学習会		林業体験学習会		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		くまもと緑の新規就業促進対策事業 ミドリ シンキ シュウギョウ ソクシン タイサク ジギョウ		林業従事希望者を対象に、森林組合や林業会社等の現場作業員として就業するための知識や技術を修得する研修を実施するものです。（177日間程度）※受講期間中は、月額１２万５千円の就業準備給付金を受給できます。 ジュウジ モノ ニチカン テイド ジュキュウ		公益財団法人熊本県林業従事者育成基金 コウエキ ザイダン ホウジン クマモトケン リンギョウ ジュウジシャ イクセイ キキン		096-340-1151										くまもと緑の新規就業促進対策事業		くまもと緑の新規就業促進対策事業

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		就農無料職業紹介事業　 シュウノウ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		農業関連の求人・求職者への無料職業紹介事業 ノウ カンレン キュウジン キュウショク シャ ムリョウ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ		新規就農支援センター シン		096-385-2679										就農無料職業紹介事業　		就農無料職業紹介事業　		0

		430005		熊本県		-		仕事		農林水産業		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム		新規就農・就業相談業務 シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダン ギョウム		・新規就農相談業務（無料）・・・平日のみ・県内で年２回「新規就農・就業相談会、体験発表会」を開催（入場無料）・県外（東京・大阪等）において就農相談業務（新・農業人フェアに出展）（入場無料） シンキ シュウノウ ソウダン ギョウム ムリョウ ヘイジツ ケンナイ ネン ニカイ シンキ シュウノウ シュウギョウ ソウダンカイ タイケン ハッピョウ カイ カイサイ ニュウジョウ ケンガイ トウキョウ オオサカ トウ シュウノウ ソウダン ギョウム シン シュッテン		新規就農支援センター シン		096-385-2679										新規就農・就業相談業務		新規就農・就業相談業務

		442097		大分県 オオイタケン		豊後高田市		仕事		農林水産業		農地バンク制度		農地バンク制度		新しく農業を始めたい方や、農地を借りたい・買いたい方に農地情報を提供し、農地所有者との橋渡しを行います。		農業委員会		0978-22-3100										農地バンク制度		農地バンク制度

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		アグリチャレンジスクール		アグリチャレンジスクール		小規模（家庭菜園等）での野菜､果樹､花き栽培の基本的な知識や技術を講義と実習で学びます｡受講料は年間２千円です｡年１回の募集です。		農林振興課		0978-22-3100										アグリチャレンジスクール		アグリチャレンジスクール

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農相談		新規就農相談		豊後高田市で新規就農を目指す方に対し、研修・資金・補助金等様々な支援を行っています。		農林振興課		0978-22-3100										新規就農相談		新規就農相談

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修制度（就農実践研修）		農業研修制度（就農実践研修）		市が認定した研修受入農家（新規就農サポーター）のもとで１～２年間研修を行い、実践的な栽培・経営管理技術を習得します。		農林振興課		0978-22-3100										農業研修制度（就農実践研修）		農業研修制度（就農実践研修）

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者促進事業 ジギョウ		新規就農者促進事業 ジギョウ		新規就農サポーターのもとで研修する場合の生活を、就農実践期間中最大１年間支援します。（上限２万５千円/月）		農林振興課		0978-22-3100										新規就農者促進事業		新規就農者促進事業

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		農業研修期間中の家賃助成		農業研修期間中の家賃助成		農業を主業とすることを目的に先進農家で研修する方に､研修期間（半年～2年）中の家賃の1/2（上限2万5千円/月）を助成します｡		農林振興課		0978-22-3100										農業研修期間中の家賃助成		農業研修期間中の家賃助成

		442097		大分県		豊後高田市		仕事		農林水産業		新規就農者自立支援助成 ジョセイ		新規就農者自立支援助成 ジョセイ		独立就農する場合に必要な種苗、肥料、農薬等にかかる費用の一部を助成します。
（上限20万円・１回のみ）		農林振興課		0978-22-3100										新規就農者自立支援助成		新規就農者自立支援助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ		椎茸種駒購入費助成 ジョセイ		宇佐市椎茸栽培推進協議会の会員で、種駒業者から2万駒以上購入し、すべて植菌した場合、2万駒を超えた分に対して、1駒あたり1円補助します。（県事業との併用可） マン コマ コ ブン タイ ケン ジギョウ ヘイヨウ カ		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										椎茸種駒購入費助成		椎茸種駒購入費助成

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ		しいたけ生産新規参入者サポート セイサン シンキ サンニュウ シャ		椎茸栽培に新規参入する65歳未満の方に、機械等の整備費用の1/2を補助します。（県1/3、市1/6負担）		林業水産課 リンギョウ スイサン カ		0978-32-1111										しいたけ生産新規参入者サポート		しいたけ生産新規参入者サポート

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		新規就農者支援（ぶどうの学校）		新規就農者支援（ぶどうの学校）		ぶどう生産の担い手を養成するため、実践的な栽培技術や経営手法を習得するための研修を無料で行っています。研修期間は短期5日間、長期2年間。		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111										新規就農者支援（ぶどうの学校）		新規就農者支援（ぶどうの学校）

		442119		大分県		宇佐市 ウサシ		仕事		農林水産業		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン		地域資源２００％活用支援補助金 チイキ シゲン カツヨウ シエン ホジョキン		宇佐市産の農林水産物を活用した新商品の開発や地場産品の販路開拓などを行っている民間事業者に補助金を交付します。上限50万円		農政課 ノウセイカ		0978-32-1111										地域資源２００％活用支援補助金		地域資源２００％活用支援補助金

		452092		宮崎県		えびの市 シ		仕事		農林水産業		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ		新規就農総合支援事業 シンキ シュウノウ ソウゴウ シエン ジギョウ		農業体験プログラムの推進や、新規就農者に対する初期投資の緩和対策、市内の先進農家等での農業技術や経営手法の研修活動に必要な経費の助成などを行っています。 ノウギョウ タイケン スイシン シンキ シュウノウ シャ タイ ショキ トウシ カンワ タイサク シナイ センシン ノウカトウ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ カツドウ ヒツヨウ ケイヒ ジョセイ オコナ		畜産農政課担い手対策係 チクサン ノウセイ カ ニナ テ タイサク ガカリ		0984-35-1111(内線233)										新規就農総合支援事業		新規就農総合支援事業

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室（東京・大阪・鹿児島）では，鹿児島県内の求人情報の提供や，相談員による無料職業相談を行っています。		雇用労政課		ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-445106 099-286-3026										ふるさと人材相談室		ふるさと人材相談室

		460001		鹿児島県		-		仕事		農林水産業		鹿児島県新規就農相談所		鹿児島県新規就農相談所		就農アドバイザー等による新規就農希望者に対する，県内外での就農相談や各種情報提供に応じています。		（公社）鹿児島県農業・農村振興協会		099-213-7223										鹿児島県新規就農相談所		鹿児島県新規就農相談所

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度） ノウギョウ ジンザイ イクセイ ジギョウ セイド		新たに農業に従事する者に対し，研修，就農に区分し，24月を限度にサラリーを交付する。
○研修：単身者・夫婦150千円/月○就農：単身者150千円/月，夫婦200千円/月 アラ ノウギョウ ジュウジ モノ タイ ケンシュウ シュウノウ クブン ツキ ゲンド コウフ ケンシュウ タンシンシャ フウフ センエン ツキ シュウノウ タンシンシャ フウフ		農政課 ノウセイ カ		0993-72-1111				大 ダイ		新規就農する夫婦に毎月20万円を2年間支給 シンキ シュウノウ フウフ マイツキ マンエン ネンカン シキュウ				農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）		農業人材育成事業
（ファームサラリー制度）

		462047		鹿児島県		枕崎市 マクラザキシ		仕事		農林水産業		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン		産業後継者育成奨励金 サンギョウ コウケイシャ イクセイ ショウレイキン		当市内において漁業及び水産加工業に新たに従事し，１年を通して従事した漁業従業者及び節加工従事者で，就業時年齢35歳未満の者に交付する。○奨励金の額は，５万円とする。 トウシ ナイ ギョギョウ オヨ スイサン カコウギョウ アラ ジュウジ ネン トオ ジュウジ ギョギョウ ジュウギョウシャ オヨ フシ カコウ ジュウジシャ シュウギョウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ コウフ ショウレイキン ガク マンエン		水産商工課 スイサン ショウコウカ		0993-72-1111										産業後継者育成奨励金		産業後継者育成奨励金

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農村農業人材育成確保事業		農村農業人材育成確保事業		新規参入者にはファームサラリーの支給を1年間(研修が必要な場合は2年間)行い、農業後継者には就農一時金を支給する。		農水振興課農政係		0993-53-2111										農村農業人材育成確保事業		農村農業人材育成確保事業

		462209		鹿児島県		南さつま市		仕事		農林水産業		農業担い手育成研修事業		農業担い手育成研修事業		新規参入者(研修2年間)及び新規就農者(研修1年間)に、研修手当を支給する。		公益社団法人南さつま市農業公社		0993-77-3811										農業担い手育成研修事業		農業担い手育成研修事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ		新規就農支援事業 シンキ シュウノウ シエン ジギョウ		将来、農業を担う意欲ある人材の育成及びその確保を図るため、新たに専業的に就農する方に対して、補助金を交付する。 ショウライ ノウギョウ ニナ イヨク ジンザイ イクセイ オヨ カクホ ハカ アラ センギョウ テキ シュウノウ カタ タイ ホジョキン コウフ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111										新規就農支援事業		新規就農支援事業

		462217		鹿児島県		志布志市		仕事		農林水産業		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ		志布志市農業公社研修事業 シブシシ ノウギョウ コウシャ ケンシュウ ジギョウ		将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法についての研修を実施する。 ショウライ ノウカ ジリツ メザ ノウギョウ コウケイシャ シンキ シュウノウ シャ トウ ウ イ ノウギョウ ギジュツ ケイエイ シュホウ ケンシュウ ジッシ		農政課 ノウセイカ		099-474-1111										志布志市農業公社研修事業		志布志市農業公社研修事業

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン ミナミキュウシュウシ エイ ノウギョウ カイハツ ケンシュウ		農業後継者，新規就農者（４０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。長期研は２年間、短期研修は１年間。１０月～翌年９月まで（１年間）・研修生には，奨励金を支給 ケンシュウセイ ショウレイキン シキュウ		総合営農課 ソウゴウ エイノウ カ		0993-83-2511
(代)										農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※南九州市頴娃農業開発研修センター

		462233		鹿児島県		南九州市		仕事		農林水産業		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社 ノウギョウ ハジ カタ シエン シュウノウ シエン コウエキ シャダン ホウジン ミナミキュウシュウシ ノウギョウ コウシャ		農業後継者，新規就農者（５０歳未満）に対し，農業の技術，経営の方法に関する研修を行う。
研修期間は原則２年間（受入時期は原則４月１日）、募集人員は毎年２名程度 ゲンソク ウ イ ジキ ゲンソク ガツ ニチ		農林水産課 ノウリン スイサン カ		0993-83-2511
(代)										農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社		農業を始めたい方への支援（就農支援）
※公益社団法人　南九州市農業公社

		464686		鹿児島県		大崎町		仕事		農林水産業		就農奨励金補助金　 シュウノウ		就農奨励金補助金　 シュウノウ		大崎町に居住し，就農計画に基づき一定規模の農地，又は，施設等の保有者で中核的農業経営専従者になりうる者、支援終了後5年以上就農できる者に対し就農研修資金補助金を助成。 タイ ジョセイ		農林振興課 ノウリン シンコウカ		099-476-1111										就農奨励金補助金　		就農奨励金補助金　

		473502		沖縄県 オキナワケン		南風原町 ミナミカゼ ハラ マチ		仕事		農林水産業		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ		さとうきび振興対策事業 シンコウ タイサク ジギョウ		さとうきびの生産の増量・規模拡大をめざし、さとうきび収穫機械（ハーベスター）を利用した農家に対して、１ｔあたり５００円の補助をします。 セイサン ゾウリョウ キボ カクダイ シュウカク キカイ リヨウ ノウカ タイ エン ホジョ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		098-889-4430										さとうきび振興対策事業		さとうきび振興対策事業

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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				01.移住体験 イジュウタイケン

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		012041		北海道		旭川市		移住・体験		移住体験		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク		旭川市移住生活体験住宅 アサヒカワシ イジュウ セイカツ タイケン ジュウタク		１週間～１年程度の短期滞在型住宅１棟，１年～最長３年の長期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度（一泊一名4,900円～）。 シュウカン ネン テイド タンキ タイザイガタ ジュウタク トウ ネン サイチョウ ネン チョウキ タイザイガタ ジュウタク トウ イッコ ダ チンタイ セイド イッパク イチメイ エン		総合政策部政策推進課 ソウゴウ セイサク ブ セイサク スイシンカ		0166-25-5316										旭川市移住生活体験住宅		旭川市移住生活体験住宅

		012301		北海道		登別市		移住・体験		移住体験		移住体験事業		移住体験事業		北海道移住促進協議会が推進する北海道生活体験「ちょっと暮らし」に対応し、登別温泉町に移住体験用宿泊施設を整備（施設利用は有料）		総務部　企画調整グループ
移住相談ワンストップ窓口		0143-85-1122										移住体験事業		移住体験事業

		012335		北海道 ホッカイ ドウ		伊達市 ダテシ		移住・体験		移住体験		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ		移住体験事業 イジュウ タイケン ジギョウ		移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた物件を2物件3部屋用意（物件利用は有料） ブッケン ヘヤ ヨウイ ブッケン リヨウ ユウリョウ		企画財政部企画課企画調整係 キカク ザイセイ ブ キカク カ キカク チョウセイ カカリ		0142-23-3331										移住体験事業		移住体験事業

		012343		北海道		北広島市 キタヒロシマシ		移住・体験		移住体験		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ		おためし移住事業 イジュウ ジギョウ		体験住宅で、北広島市の生活を体感してもらい、不安や疑問を解消することで、移住を支援します。（施設利用は有料） タイケン ジュウタク キタヒロシマシ セイカツ タイカン フアン ギモン カイショウ イジュウ シエン シセツ リヨウ ユウリョウ		政策調整課 セイサク チョウセイ カ		011-372-3311										おためし移住事業		おためし移住事業		0		リンク先修正 サキ シュウセイ

		013463		北海道		八雲町 ヤクモチョウ		移住・体験		移住体験		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ		短期生活体験事業 タンキ セイカツ タイケン ジギョウ		八雲町への移住に関心のある町外在住者に短期生活を体験できる施設を整備（施設利用は有料） ヤクモチョウ イジュウ カンシン チョウガイ ザイジュウシャ タンキ セイカツ タイケン シセツ セイビ シセツ リヨウ ユウリョウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0137-62-2111										短期生活体験事業		短期生活体験事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住体験		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド		地遊人制度 ジ ユウ ジン セイド		１００日程度の農業体験や町内の各種行事等に参加した２０～４０歳の独身者で滞在期間１年間。
1ヶ月７万円の生活費、中古住宅の無償提供、引越し旅費の一部、社会保険料一部、暖房費５万円を補助。 ニチ テイド ノウギョウ タイケン チョウナイ カクシュ ギョウジトウ サンカ サイ ドクシンシャ タイザイ キカン ネンカン ゲツ マンエン セイカツヒ チュウコ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒッコ リョヒ イチブ シャカイ ホケンリョウ イチブ ダンボウ ヒ マンエン ホジョ		社会教育課 シャカイ キョウイク カ		0157-52-3075										地遊人制度		地遊人制度

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験事業		田舎暮らし体験事業		（条件）田舎暮らしを希望する方。（内容）「移住体験住宅」の貸出。（利用料）2週間以内／2万円（定額、光熱水費含む）1ヶ月以上6ヶ月未満／2.5万円（月額、光熱水費別途） ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										田舎暮らし体験事業		田舎暮らし体験事業

		052094		秋田県		鹿角市		移住・体験		移住体験		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		市で認定している体験物件を利用して、２泊以上７泊以内で、市内での暮らしを体験する場合、体験物件所有者に支払う利用料の一部を市が負担する。		産業部観光振興課 サンギョウ ブ カンコウ シンコウカ		0186-30-0248										かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業		かづの「田舎のねじろ」暮らし体験支援事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		ワーキングホリデー事業		ワーキングホリデー事業		農業や農村に関心を持ち、農作業や農村への滞在を希望されている方が農作業を手伝い、受入農家が作業料金の代わりに食事と宿泊を提供。		市農政課		0242-39-1253										ワーキングホリデー事業		ワーキングホリデー事業

		072028		福島県		会津若松市 アイズ シ		移住・体験		移住体験		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ		交流体験事業（移住体験住宅の提供） コウリュウ タイケン ジギョウ		「ほたるの森移住体験住宅」を移住希望者に貸し出し本市での実際の生活体験の機会を提供する。（1ケ月～3ケ月、入居協力金：月額20,000円） モリ ニュウキョ キョウリョクキン ゲツガク エン		市定住・二地域居住推進協議会（市地域づくり課内） シ チイキ カ ナイ		0242-39-1202										交流体験事業（移住体験住宅の提供）		交流体験事業（移住体験住宅の提供）

		092053		栃木県		鹿沼市		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		農山村地域の昔ながらの生活を体験し、地元住民との交流や農業体験を通して、定住の促進と地域の活性化を図る。		市民部　市民活動支援課 シミン ブ シミン カツドウ シエン カ		0289-62-3569										田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」		田舎暮らし体験の家「古民家 久我の庄」

		092118		栃木県		矢板市		移住・体験		移住体験		就農・定住者促進事業		就農・定住者促進事業		田舎暮らしをしてみたい。そんな方のために、古民家での「お試し」田舎暮らしを提供しています。
田舎暮らしを１ヶ月から最長３年お試し体験することができます。		財）矢板市農業公社		0287-43-2650										就農・定住者促進事業		就農・定住者促進事業

		102032		群馬県		桐生市		移住・体験		移住体験		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ		お試し暮らし事業 タメ グ ジギョウ		桐生市での暮らしを体験したい方を対象にお一人様1,500円/1泊～利用できる。ただし、布団はないので用意してもらう必要あり キリュウシ ク タイケン カタ タイショウ ヒトリ サマ エン ハク リヨウ フトン ヨウイ ヒツヨウ		観光交流課　　　交流促進係 カンコウ コウリュウ カ コウリュウ ソクシン カカリ		0277-46-1111(内線367)										お試し暮らし事業		お試し暮らし事業

		102121		群馬県		みどり市 シ		移住・体験		移住体験		貸し農園の設置		貸し農園の設置		体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000円～）、そば打ち体験（1名1,050円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。 クカク テイキョウ トウ		農林課　基盤整備係		0277-76-1937										貸し農園の設置		貸し農園の設置

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住体験		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		県外の若者等に1か月～6か月程度滞在型のインターンシップ（「匠の業」、「農業」などのメニュー）に参加してもらい、就業や地域での暮らしを個別支援するもの。		県民生活・環境部県民生活課		025-280-5112										にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業		にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業

		152021		新潟県		長岡市 ナガオカシ		移住・体験		移住体験		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ		農業体験教育旅行の受け入れ ノウギョウ タイケン キョウイク リョコウ ウ イ		ありのままの農山漁村の暮らしを体験していただくため、参加者の安全を第一に考えた体制を整えている。主な体験と宿泊は、山間部の山古志、栃尾、小国、川口、海岸部の寺泊で行っている。 ノウ ヤマ ギョソン ク タイケン サンカシャ アンゼン ダイイチ カンガ タイセイ トトノ オモ タイケン シュクハク サンカンブ ヤマコシ トチオ オグニ カワグチ カイガン ブ テラドマリ オコナ		農政課 ノウセイカ		0258-39-2223										農業体験教育旅行の受け入れ		農業体験教育旅行の受け入れ

		162108		富山県		南砺市 ナントシ		移住・体験		移住体験		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		南砺市体験ハウス ナントシ タイケン		「南砺市」へ移住又は定住を希望される方々のために、「なんと」の生活を経験していただくことを目的とした、南砺市「なんとに住んでみられ」住宅。1人1泊1,000円で、最長30泊31日まで利用可能。 ニン パク エン サイチョウ ハク ニチ リヨウカノウ		市長政策室
南砺で暮らしません課 シチョウ セイサクシツ ナント ク カ		0763-23-2037				中 チュウ		豊かな自然に囲まれた体験住宅に1泊1,000円で1か月滞在可能 ユタ シゼン カコ タイケン ジュウタク パク エン ゲツ タイザイ カノウ				南砺市体験ハウス		南砺市体験ハウス

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク		立山の暮らし体験住宅 タテヤマ ク タイケン ジュウタク		使用料：1週間21,000円～（6名まで利用可）、期間：1週間～6ヶ月、4LDK・オール電化・駐車場2台完備 シヨウリョウ シュウカン エン メイ リヨウカ キカン シュウカン ゲツ デンカ チュウシャジョウ ダイ カンビ		建設課 ケンセツ カ		076-462-9975										立山の暮らし体験住宅		立山の暮らし体験住宅

		163236		富山県		立山町 タテヤママチ		移住・体験		移住体験		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ		立山町里山暮らし体験施設 タテヤママチ サトヤマ ク タイケン シセツ		体験料：1人2,980円（体験料1泊1,080円、布団レンタル料400円、陶芸体験料1,500円）、期間：1泊～ キカン ハク		越中陶の里陶農館 エッチュウ スエ サト トウ ノウ カン		076-462-3929										立山町里山暮らし体験施設		立山町里山暮らし体験施設		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住体験		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		本市への移住・定住を希望する方に対し、市内での生活を体験できる空き家を短期間貸出（定員5名程度、駐車場有）
11日間まで：15,000円、12～21日間：30,000円、22～31日間：45,000円		自然共生室		0768-82-7720										空き家短期滞在（ちょい住み）制度		空き家短期滞在（ちょい住み）制度		0

		192139		山梨県		甲州市 コウシュウシ		移住・体験		移住体験		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ		おためし居住・農業体験事業 キョジュウ ノウギョウ タイケン ジギョウ		週末を利用し農業体験・農家民泊を実施 シュウマツ リヨウ ノウギョウ タイケン ノウカ ミン ハク ジッシ		産業振興課 サンギョウ シンコウカ		0553-32-5092										おためし居住・農業体験事業		おためし居住・農業体験事業

		203840		長野県 ナガノケン		飯島町		移住・体験		移住体験		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度 イイジマ マチ イナカ グ ジュウタク セイド		田舎暮らしに興味がある方等を対象としたお試し暮らしの制度。１か月単位で最長６ヶ月、各種体験やご近所さんとの交流、四季の体感や物件探しなどを目的に町所有の施設を格安（家賃＠6,400円／月～）で貸出し イナカ グ キョウミ カタ トウ タイショウ タメ グ セイド ゲツ タンイ サイチョウ ゲツ カクシュ タイケン キンジョ コウリュウ シキ タイカン ブッケン サガ モクテキ マチ ショユウ シセツ カクヤス ヤチン エン ツキ カシダシ		産業振興課
定住促進室 サンギョウ シンコウ カ テイジュウ ソクシン シツ		0265-86-3111				中 チュウ		町の施設を家賃6400円/月で貸出 マチ シセツ ヤチン エン ツキ カシダシ				飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度		飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度

		212024		岐阜県		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」 イナカ グ タイケン		地方への移住をお考えの方や田舎暮らしを希望される方へ、田舎暮らしの体験プログラムを開催します。自然豊かな本市上石津地域において、地域イベントへの参加など、地域との交流を予定しています。（年３回程度） カイサイ チイキ コウリュウ ヨテイ ネン カイ テイド		上石津地域事務所地域政策課 カミイシヅ チイキ ジム ショ チイキ セイサクカ		0584-45-3111(内線)213										田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」		田舎暮らし体験「もんでこの里かみいしづ」

		212067		岐阜県 ギフケン		中津川市		移住・体験		移住体験		里山暮らし体験事業 サトヤマ		里山暮らし体験事業 サトヤマ		里山暮らしの体験を快適に過ごしていただくため、「里山暮らしの館」の貸出。（利用協力金）６日以内／１泊２日2500円（大人１人様）寝具の有料リースあり サトヤマ ク タイケン カイテキ ス サトヤマ ク ヤカタ キョウリョクキン ヒ ハク ヒ エン オトナ ニン サマ シング ユウリョウ		 定住推進課		0573-66-1111														0

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住体験		農家民宿等モデル事業		農家民宿等モデル事業		農林業に対する理解及び関心を高めるとともに、多様な交流の機会の創出による地域の活性化を図る。
川根地域：２箇所		企画部政策推進課		0547-36-7197										農家民宿等モデル事業		農家民宿等モデル事業

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住体験		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ		わかやま田舎暮らし現地体験会 イナカ グ ゲンチ タイケンカイ		県外からの移住を推進するため、平成26年度は８回程度県内各地で現地体験会を実施（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド カイ テイド ケンナイ カクチ ゲンチ タイケンカイ ジッシ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										わかやま田舎暮らし現地体験会		わかやま田舎暮らし現地体験会

		303445		和歌山県		高野町 コウヤチョウ		移住・体験		移住体験		体験交流施設「おおたき山の学校」
		体験交流施設「おおたき山の学校」
		廃校になった小学校跡を改修した施設を、短期貸出（最大2ヶ月）している。
実際に暮らしを体験し、地域住民の人柄や風土にふれることができる。 タンキ サイダイ ゲツ ジッサイ ク タイケン チイキ ジュウミン ヒトガラ フウド		まち未来課		0736-56-3000										体験交流施設「おおたき山の学校」
		体験交流施設「おおたき山の学校」


		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住体験		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ		しまね暮らしお試し体験施設 ク タメ タイケン シセツ		まずは島根県の市街地で生活体験したい方のために、松江市・出雲市・大田市にお試し体験施設を用意し、県外在住のＵＩターン希望者に貸し出す。（貸出期間１週間～３か月。施設利用料はＨＰを参照）。 シマネケン シガイチ セイカツ タイケン カタ マツエシ イズモシ オオダシ タメシ タイケン シセツ ヨウイ ケン ガイ ザイジュウ キボウシャ カ ダ カシダシ キカン シュウカン ツキ シセツ リヨウリョウ サンショウ		ふるさと島根定住財団 シマネ テイジュウ ザイダン		0852-28-0690										しまね暮らしお試し体験施設		しまね暮らしお試し体験施設

		322041		島根県		益田市 マスダシ		移住・体験		移住体験		益田市立田舎暮らし体験施設		益田市立田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験や農林業体験を希望する人が、1月以上3年以内の期限で益田市匹見町に所在する期限付きのお試し施設をご利用いただけます。使用料は単身用8,100円、世帯用16,000円です。 ツキイジョウ ネン イナイ キゲン マスダシ ヒキミ チョウ ショザイ シヨウ リョウ タンシンヨウ １００エン セタイヨウ ０００エン		匹見総合支所地域づくり推進課		0856-56-0305										益田市立田舎暮らし体験施設		益田市立田舎暮らし体験施設

		322059		島根県		大田市 オオダシ		移住・体験		移住体験		田舎体験施設利用促進事業		田舎体験施設利用促進事業		ＵＩターン希望者が市内１２の「ツーリズムの宿」を利用しお試し体験をする場合、安価に施設を利用することができます（事前に施設の利用申請が必要）。 タメ シセツ ヒツヨウ		定住推進室 テイジュウ スイシン シツ		0854-83-8029										田舎体験施設利用促進事業		田舎体験施設利用促進事業

		324485		島根県		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住体験		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク		移住体験住宅 イジュウ タイケン ジュウタク		美郷町に移住を考えている人のための体験住宅（家賃7,500円/週～30,000円/月程度）で、最長2年間利用することができる。 ミサトチョウ イジュウ カンガ ヒト タイケン ジュウタク ヤチン エン シュウ エン ツキ テイド サイチョウ ネンカン リヨウ		定住推進課
産業雇用定住支援係 テイジュウ スイシンカ サンギョウ コヨウ テイジュウ シエン カカリ		0855-75-1212										移住体験住宅		移住体験住宅

		325287		島根県 シマネケン		隠岐の島町 オキ シマチョウ		移住・体験		移住体験		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ		定住促進施設 テイジュウ ソクシン シセツ		隠岐の島町への移住に向けた生活体験及び生活への準備を行うことが出来る施設です。
入居期間は最大６月で、電化製品を完備してあります。利用料は月21,000円～30,000円です。 デキ ニュウキョ キカン サイダイ ツキ デンカ セイヒン カンビ リヨウリョウ ツキ エン エン		定住対策課 テイジュウ タイサク カ		08512-2-8570										定住促進施設		定住促進施設

		332151		岡山県		美作市 ミマサカシ		移住・体験		移住体験		お試し住宅貸付事業		お試し住宅貸付事業		移住希望者が気軽に田舎を体験でき、地域のサポートも受けられる「お試し住宅」を整備している。家賃は2～3万円で、上下水道、光ケーブル、家電製品も完備しており、田舎暮らしのプレ体験が可能。 イジュウ キボウシャ キガル イナカ タイケン チイキ ウ タメ ジュウタク セイビ ヤチン マンエン ジョウゲ スイドウ ヒカリ カデン セイヒン カンビ イナカ グ タイケン カノウ		協働企画課 キョウドウ キカク カ		0868-72-6631										お試し住宅貸付事業		お試し住宅貸付事業		0		追加 ツイカ

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住体験		田舎暮らしお試し体験住宅制度		田舎暮らしお試し体験住宅制度		2棟（１棟あたり農園1区画（50㎡）付き）
移住希望者を対象に，1週間単位として最短１週間から最長1か月まで，町での生活体験できる機会を提供。 キボウシャ		地域づくり課
商工観光課		0826-28-2112
0826-28-1961										田舎暮らしお試し体験住宅制度		田舎暮らしお試し体験住宅制度

		344311		広島県		大崎上島町		移住・体験		移住体験		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ		定住促進用住宅　トライアルハウス大串 テイジュウ ソクシンヨウ ジュウタク オオクシ		移住希望者の方に島の暮らしを体験してもらうために、中長期で滞在できる住宅を準備しました。3日間7,000円～3カ月（90日）93,000円家電製品や簡単な台所用品を整備しています。 イジュウ キボウシャ カタ シマ ク タイケン チュウチョウキ タイザイ ジュウタク ジュンビ カ カン ０００エン ゲツ ニチ ０００エン カデン セイヒン カンタン ダイドコロ ヨウヒン セイビ		企画振興課 キカク シンコウカ		0846-65-3112										定住促進用住宅　トライアルハウス大串		定住促進用住宅　トライアルハウス大串

		402079		福岡県		柳川市		移住・体験		移住体験		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		柳川暮らし体験事業 ヤナガワ グ タイケン ジギョウ		地方への移住検討者に対して、市が所有する空き家に10日～1か月単位で住んでもらい、地方での生活を実体験いただく事業。賃料・光熱費は無料。入居者へは取材やアンケート調査等について協力をお願いする予定。 チホウ イジュウ ケントウ シャ タイ シ ショユウ ア ヤ ニチ ゲツ タンイ ス チホウ セイカツ ジッタイケン ジギョウ チンリョウ コウネツヒ ムリョウ ニュウキョシャ シュザイ チョウサ トウ キョウリョク ネガ ヨテイ		柳川市定住サポートセンター（企画課内）		0944-77-8423				中 チュウ		賃料・光熱費無料で1か月間の田舎生活 ムリョウ ゲツ カン イナカ セイカツ				柳川暮らし体験事業		柳川暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ		ちくご暮らし体験事業 ジギョウ		移住希望者にちくご暮らし体験施設「筑恋邸」へ一定期間居住してもらう体験事業を実施します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										ちくご暮らし体験事業		ちくご暮らし体験事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住体験		ふるさと体験農園事業  		ふるさと体験農園事業  		1人に1区画（30平方メートル）を1年間1区画3000円で貸出します。		農政課
農政係 ノウセイカ ノウセイ ガカリ		0942-65-7025										ふるさと体験農園事業  		ふるさと体験農園事業  

		422118		長崎県		五島市 ゴトウシ		移住・体験		移住体験		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居） ソクシン ジギョウ タンキ タイザイ ジュウタク ニュウキョ		五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための仮の住まいのこと。（家賃無料、光熱水費等は自己負担。最長３か月利用可能） ゴトウシ テイジュウ ソクシン モクテキ シナイ セイカツ タンキテキ タイケン カリ ス ヤチン ムリョウ コウネツスイヒ トウ ジコ フタン サイチョウ ツキ リヨウ カノウ		市長公室 シチョウ コウシツ		0959-72-6782				大 ダイ		家賃無料で最長3か月の田舎暮らし ヤチン ムリョウ サイチョウ ゲツ イナカ グ				ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）		0		リンクの修正 シュウセイ

		422126		長崎県		西海市 サイカイシ		移住・体験		移住体験		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ		田舎暮らし体験施設 イナカ グ タイケン シセツ		市外居住者が当市への移住を検討、希望する場合に１ヶ月間無料で入居することが可能な施設。（２戸） シガイ キョジュウシャ トウシ イジュウ ケントウ キボウ バアイ ゲツカン ムリョウ ニュウキョ カノウ シセツ コ		まちづくり推進課 スイシン カ		0959-37-0064										田舎暮らし体験施設		田舎暮らし体験施設

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住体験		おためし暮らし事業 グ ジギョウ		おためし暮らし事業 グ ジギョウ		市が所有する“おためし暮らし住宅”に一定期間滞在し、実際の生活を体験する事業。光熱水費込みで家賃月15,000円。１週間以上６か月以内で利用可能。 シ ショユウ グ ジュウタク イッテイ キカン タイザイ ジギョウ コウネツ スイ ヒ コ ヤチン ツキ ０００エン シュウカン イジョウ ゲツ イナイ リヨウ カノウ		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										おためし暮らし事業		おためし暮らし事業

		434477		熊本県		山都町		移住・体験		移住体験		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ		短期滞在施設 タンキ タイザイ シセツ		町外から本町への移住を希望、検討する方（移住希望者等）が、本町への移住に向けて必要な調査や準備を行ったり、滞在することができる施設として、最大1年間を限定として貸し出します。		企画振興課 キカク シンコウ カ		0967-73-0410										短期滞在施設		短期滞在施設

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		”お試し”居住制度		”お試し”居住制度		市内の空き家物件で一定期間”お試し”居住し、豊後高田市での田舎暮らしを体験しながら、移住の準備を行っていただく制度です。		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										”お試し”居住制度		”お試し”居住制度

		442097		大分県		豊後高田市		移住・体験		移住体験		「半住半旅」田舎暮らし体験事業		「半住半旅」田舎暮らし体験事業		２週間以内でコテージに滞在しながら空き家探しなど、移住の準備を行っていただく事業です。 イナイ		地域活力創造課 チイキ カツリョク ソウゾウ カ		0978-22-3100										「半住半旅」田舎暮らし体験事業		「半住半旅」田舎暮らし体験事業

		452050		宮崎県		小林市 コバヤシ シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在施設		お試し滞在施設		市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設です。３ＬＤＫで、寝具や電化製品などを備え付けており、１日１，０００円（施設運営協力金）で最長１４日間使用いただけます。		市民協働課		0984-23-1148										お試し滞在施設		お試し滞在施設

		452092		宮崎県		えびの市 シ		移住・体験		移住体験		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		お試し滞在助成金交付事業 タメ タイザイ ジョセイキン コウフ ジギョウ		えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行うため、えびの市国際交流センターに宿泊した場合に、滞在費の一部（使用料の2分の1以内・上限５泊分・同一年度内１回限り）を助成します。 シ イジュウ モクテキ ジュウキョ マタ シゴト サガ カツドウトウ オコナ シ コクサイ コウリュウ シュクハク バアイ タイザイヒ イチブ シヨウ リョウ ブン イナイ ジョウゲン ハク ブン ジョセイ		企画課政策係 キカクカ セイサク ガカリ		0984-35-1111(内線321)										お試し滞在助成金交付事業		お試し滞在助成金交付事業

		462187		鹿児島県		霧島市 キリシマ シ		移住・体験		移住体験		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ		霧島市移住体験研修事業 キリシマシ イジュウ タイケン ケンシュウ ジギョウ		霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、本市のすばらしい自然や温泉といった魅力に触れながら、農業体験、移住者宅訪問、分譲地・空き家見学など多くのメニューを盛り込んだ2泊3日の体験研修です。 キリシマシ イジュウ キョウミ モ カタ タイショウ ホン ノウギョウ タイケン イジュウ シャ タク ホウモン ブンジョウチ ア ヤ ケンガク ハク ニチ		共生協働推進課 キョウセイ キョウドウ スイシンカ		0995-45-5111(内線1542)										霧島市移住体験研修事業		霧島市移住体験研修事業
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移住・転入

				移住・体験 イジュウ タイケン

				02.移住・転入 イジュウ テンニュウ

		自治体コード ジチタイ		都道府県名 トドウフケン メイ		市町村名 シチョウソン メイ		区分 クブン		小区分 ショウ クブン		事業名 ジギョウメイ		事業名 ジギョウ メイ		事業概要 ジギョウ ガイヨウ		お問合わせ先 トイア サキ						特集 トクシュウ		キャッチコピー		修正・追加 シュウセイ ツイカ		ハイパーリンク URL		事業概要（リンク付き） ジギョウ ガイヨウ ツ

		013943		北海道		蘭越町 ランコシチョウ		移住・体験		移住・転入		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」 ランコシチョウ テイジュウ ソクシン シエン セイド イジュウ カンゲイ コメ		Ｕターン者等で、定住する世帯の人員が２人以上の方へ１世帯当たり精米６０㎏ カタ セタイ ア セイマイ		総務課企画防災対策室まちづくり推進係		0136-57-5111										蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」		蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」

		013951		北海道		ニセコ町 チョウ		移住・体験		移住・転入		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ		地産地消・販売促進事業 チサン チ ケ ハンバイ ソクシン ジギョウ		1歳を迎える子どもの世帯、婚姻届を提出した世帯、転入世帯（単身者は除く）に対し、ニセコ町産米５キログラムの引き換え券を進呈 サイ ムカ コ セタイ コンイン トドケ テイシュツ セタイ テンニュウ セタイ タンシンシャ ノゾ タイ チョウ サン コメ		農政課農政係 ノウセイカ ノウセイ カカ		0136-44-2121										地産地消・販売促進事業		地産地消・販売促進事業

		014346		北海道 ホッカイ ドウ		秩父別町 チップベツ マチ		移住・体験		移住・転入		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ		ふるさと回帰同窓会開催事業 カイキ ドウソウカイ カイサイ ジギョウ		町内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助し、ふるさと回帰のきっかけをつくり、定住を促進し、本町人口の増加と地域経済の活性化を応援します。1人1,000円で上限30,000円まで チョウナイ カイサイ ドウソウカイ ヨウ ケイヒ イチブ ホジョ カイキ テイジュウ ソクシン ホンチョウ ジンコウ ゾウカ チイキ ケイザイ カッセイカ オウエン ニン エン ジョウゲン ０００エン		企画課企画グループ キカク カ キカク		0164-33-2111										ふるさと回帰同窓会開催事業		ふるさと回帰同窓会開催事業

		015504		北海道 ホッカイ ドウ		置戸町		移住・体験		移住・転入		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		親子山村留学制度 オヤコ サンソン リュウガク セイド		小学生と保護者対象（留学期間、最長３年間）。１戸建て住宅を無償提供（一部負担あり）、受け入れ時の旅費支給。引越し費用補助（１０万円上限） ショウガク セイ ホゴシャ タイショウ リュウガク キカン サイチョウ ネンカン コ タ ジュウタク ムショウ テイキョウ イチブ フタン ウ イ ジ リョヒ シキュウ ヒッコ ヒヨウ ホジョ マンエン ジョウゲン		学校教育課 ガッコウ キョウイク カ		0157-52-3316				中 チュウ		1戸建て住宅を無償提供
しかも引っ越し費用補助 コ ダ ジュウタク ムショウ テイキョウ ヒ コ ヒヨウ ホジョ				親子山村留学制度		親子山村留学制度

		016047		北海道 ホッカイ ドウ		新冠町 ニイカップチョウ		移住・体験		移住・転入		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン		引越助成金 ヒッコシ ジョセイキン		町内に住宅を取得し居住する場合、引越すために係る費用を助成。町内移動（５万円）、管内移住（１０万円）、道内移住（１５万円）、道外移住（３０万円） チョウナイ ジュウタク シュトク キョジュウ バアイ ヒッコシ カカ ヒヨウ ジョセイ チョウナイ イドウ マンエン カンナイ イジュウ マンエン ドウナイ イジュウ マンエン ドウガイ イジュウ マンエン		企画課まちづくりグループ キカクカ		0146-47-2498										引越助成金		引越助成金

		022021		青森県 アオモリケン		弘前市 ヒロサキシ		移住・体験		移住・転入		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド		ひろさき農家住宅情報バンク制度 ノウカ ジュウタク ジョウホウ セイド		就農目的で移住を希望する方に対し、円滑な就農を支援することを目的に、利用希望者に情報提供と連絡調整を行う。 シュウノウ モクテキ イジュウ キボウ カタ タイ エンカツ シュウノウ シエン モクテキ リヨウ キボウシャ ジョウホウ テイキョウ レンラク チョウセイ オコナ		農業政策課 ノウギョウ セイサク カ		0172-40-7102										ひろさき農家住宅情報バンク制度		ひろさき農家住宅情報バンク制度

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		アーティスト・イン・レジデンス事業		アーティスト・イン・レジデンス事業		八戸ポータルミュージアムの自主事業において、国内・海外から選定及び公募により決定したアーティストが、館内レジデンス施設に一定期間滞在し、地域住民と交流しながら創作活動を行う。 ジュウミン		八戸ポータルミュージアム		0178-22-8200										アーティスト・イン・レジデンス事業		アーティスト・イン・レジデンス事業

		022039		青森県		八戸市 ハチノヘシ		移住・体験		移住・転入		八戸ウェルカムチケット事業		八戸ウェルカムチケット事業		八戸市への転入者を対象に、博物館等の市内公共施設12施設を１回無料で利用できるチケットを配付する。		政策推進課		0178-43-9233										八戸ウェルカムチケット事業		八戸ウェルカムチケット事業

		023078		青森県 アオモリケン		外ヶ浜町 ソトガハマ チョウ		移住・体験		移住・転入		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業 ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ジュウタク セッチ ジギョウ		○対象・条件:町に住所を有しようとする者等○内容:平成26年4月現在全棟入居、外ヶ浜町定住促進団地○家賃：平屋3LDK(1棟)46,700円/月、2階建て3LDK(2棟)48,300円/月 タイショウ ジョウケン マチ ジュウショ ユウ モノ トウ ナイヨウ ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ ゼン トウ ニュウキョ ソトガハママチ テイジュウ ソクシン ダンチ ヤチン ヒラヤ トウ エン ツキ カイダ トウ エン ツキ		建設課 ケンセツ カ		0174-31-1226										外ヶ浜町定住促進住宅設置事業		外ヶ浜町定住促進住宅設置事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住化雇用促進事業		定住化雇用促進事業		（条件）町内に事業所を有する事業者で、新規卒業者等を一年以上正規雇用すること
（内容）年額20万円を3年間支給。 ジョウケン ナイヨウ シキュウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										定住化雇用促進事業		定住化雇用促進事業

		024431		青森県		田子町 タッコ チョウ		移住・体験		移住・転入		定住移住促進事業（通勤助成金）		定住移住促進事業（通勤助成金）		（条件）町内在住の新規学卒者又は50歳未満の転入者で、町外に1年以上勤務している方。※26歳～50歳未満の方は、町内の学校に通う子どもを扶養する場合に限る。（内容）通勤費用の一部助成 ジョウケン ナイヨウ		住民課 ジュウミンカ		0179-20-7113										定住移住促進事業（通勤助成金）		定住移住促進事業（通勤助成金）

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ		定住化促進事業（商品券交付） テイジュウカ ソクシン ジギョウ ショウヒンケン コウフ		①勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住宅の入居世帯主に商品券を交付（６ヶ月３万円）
②分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限１０万円）を商品券で補助。 キンロウシャ テイジュウカ ソクシン ミンカン チンタイ ジュウタク ニュウキョ セタイヌシ ショウヒンケン コウフ ゲツ マンエン ブンジョウチ ジュウタク ケンチク イジ ホシュウ トウ バアイ ヒヨウ ハンブン ジョウゲン マン エン ショウヒンケン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										定住化促進事業（商品券交付）		定住化促進事業（商品券交付）		0

		053686		秋田県		大潟村 オオガタ ムラ		移住・体験		移住・転入		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ		情報発信者入村事業 ジョウホウ ハッシンシャ ニュウソン ジギョウ		芸術、スポーツ、研究等の活動を行う入村者を奨励。・宅地無償貸付（700㎡）、住宅建築・居住から７年経過後に無償譲渡。・活動支援として年間１０万円を上限に補助。 ゲイジュツ ケンキュウ トウ カツドウ オコナ ニュウソンシャ ショウレイ タクチ ムショウ カシツケ ジュウタク ケンチク キョジュウ ネン ケイカ ゴ ムショウ ジョウト カツドウ シエン ネンカン マン エン ジョウゲン ホジョ		総務企画課 ソウム キカクカ		0185-45-2111										情報発信者入村事業		情報発信者入村事業		0

		064033		山形県		飯豊町 イイデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ		定住促進・子育て促進事業 テイジュウ ソクシン コソダ ソクシン ジギョウ		飯豊町では、住みよい環境づくりと、にぎわいのあるまちづくりを推進するために、定住対策や子育て支援をはじめとする各種施策に積極的に取り組んでいます。 イイデマチ ス カンキョウ スイシン テイジュウ タイサク コソダ シエン カクシュ シサク セッキョクテキ ト ク		総務企画課総合政策室 ソウム キカク カ ソウゴウ セイサク シツ		0238-87-0521										定住促進・子育て促進事業		定住促進・子育て促進事業

		150002		新潟県		-		移住・体験		移住・転入		にいがた暮らし相談窓口		にいがた暮らし相談窓口		「表参道・新潟館ネスパス」において、市町村や県の定住支援施策の紹介やにいがた暮らしや体験に関する相談、空き家情報、医療や教育に関する情報も紹介しています。		にいがた暮らし相談窓口		03-3479-1415										にいがた暮らし相談窓口		にいがた暮らし相談窓口

		152226		新潟県		上越市		移住・体験		移住・転入		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン		上越市ふるさと暮らし支援センター ジョウエツシ ク シエン		「上越市はどんなところか」「雪はどのくらい多いのか」「移住する前に上越市の暮らしを体験してみたい」など、上越市への移住に関するご相談を電話やメールで受け付けています。 デンワ		自治・市民環境部 自治・地域振興課 ジチ シミン カンキョウブ ジチ チイキ シンコウカ		025-526-5111										上越市ふるさと暮らし支援センター		上越市ふるさと暮らし支援センター

		153851		新潟県		阿賀町		移住・体験		移住・転入		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド		阿賀町定住奨励制度 アガマチ テイジュウ ショウレイ セイド		●定住奨励【単身転入】２万円、【家族（複数）転入】５万円、【義務教育以下の子（１人あたり）】３万円加算●結婚祝3万円●就職祝3万円●遠距離通勤支援 テイジュウ ショウレイ タンシン テンニュウ マンエン カゾク フクスウ テンニュウ マンエン ギム キョウイク イカ コ ヒトリ マンエン カサン ケッコン イワ マンエン シュウショク イワ マンエン エンキョリ ツウキン シエン		総務課 ソウム カ		0254-92-3113										阿賀町定住奨励制度		阿賀町定住奨励制度

		172057		石川県		珠洲市		移住・体験		移住・転入		若者定住促進支援事業		若者定住促進支援事業		新規学卒者及び満40歳以下のＵ・Ｉターン者を対象に市内共通商品券（3万円相当）を交付。また、対象者の意見をまちづくり施策に反映するため市長を囲んで意見交換を実施。		産業振興課		0768-82-7775										若者定住促進支援事業		若者定住促進支援事業

		192082		山梨県		南アルプス市		移住・体験		移住・転入		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ		クラインガルテン（二地域居住） ニ チイキ キョジュウ		地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図るため、南アルプスクラインガルテンを設置する。 チイキ シゲン カツヨウ ツチ シタ バ テイキョウ オヨ トシ ジュウミン コウリュウ ツウ チイキ カッセイカ ハカ ミナミ セッチ		農林振興課交流定住化担当 ノウリン シンコウ カ コウリュウ テイジュウ カ タントウ		055-282-6207										クラインガルテン（二地域居住）		クラインガルテン（二地域居住）

		202096		長野県		伊那市 イナシ		移住・体験		移住・転入		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン		過疎地域定住促進補助金／定住助成金 カソ チイキ テイジュウ ソクシン ホジョキン テイジュウ ジョセイキン		Ｉ・Ｕターン後、１年が経過し、定住意思や自治会に加入し地域活動への参加意思が認められる者に、世帯につき十五万円（Ｕターンは十万円）、単身世帯等は七万円（Ｕターンは五万円）、※年齢要件及び地域要件有 アト ネン ケイカ テイジュウ イシ ジチカイ カニュウ チイキ カツドウ サンカ イシ ミト シャ セタイ １５ マンエン ジュウ マンエン タンシン セタイ トウ ７ マンエン ５ マンエン		伊那市役所
高遠町総合支所
長谷総合支所 イナシヤクショ タカトオマチ ソウゴウ シショ ハセ ソウゴウ シショ		0265-94-2551
0265-98-2211										過疎地域定住促進補助金／定住助成金		過疎地域定住促進補助金／定住助成金

		202126		長野県		大町市		移住・体験		移住・転入		定住促進奨励事業		定住促進奨励事業		満５０歳未満のＩターン者又はＵターン者が、定住を目的として、市内に住民登録をした場合に、市内店舗で利用できる３万円分の商品券を贈ります。		企画財政課
定住促進係		0261-22-0420										定住促進奨励事業		定住促進奨励事業

		203611		長野県		下諏訪町		住まい		移住・転入		移住コンシェルジュ イジュウ		移住コンシェルジュ イジュウ		移住コンシェルジュが空き家情報バンク登録物件とともに地域の紹介を行い、下諏訪町へ移住を希望する方の様々な不安を解消します。 オコナ カイショウ		総務課企画係		0266-27-1111(内線258)										移住コンシェルジュ		移住コンシェルジュ

		204137		長野県		天龍村 テンリュウ ムラ		移住・体験		移住・転入		U・Iターン助成金 ジョセイキン		U・Iターン助成金 ジョセイキン		村外からの転入者に対し助成。①夫婦１０万円②単身５万円③子供１８歳以下１人につき２万円 ソンガイ テンニュウシャ タイ ジョセイ フウフ マンエン タンシン マンエン コドモ サイ イカ ニン マンエン		総務課 ソウムカ		0260-32-2001										U・Iターン助成金		U・Iターン助成金

		212024		岐阜県 ギフケン		大垣市 オオガキシ		移住・体験		移住・転入		三世代同居促進事業		三世代同居促進事業		６５歳以上の高齢者のみの世帯に、６４歳以下の二世代以上の子や孫などが市外から転入し、三世代以上で同居する場合、転居費用（引越し代）を補助します。（補助率４／５、限度額８万円）		福祉部
高齢介護課		0584-47-7409										三世代同居促進事業		三世代同居促進事業

		212083		岐阜県		瑞浪市		移住・体験		移住・転入		新規定住者健康管理事業		新規定住者健康管理事業		20歳以上の新規定住者に対し、転入から１年以内に受けた人間ドックなどの健康診断費用の助成を１万円を上限に行います。（対象人数：90人） テンニュウ ネン イナイ ウ ニンゲン マンエン ジョウゲン		健康づくり課 ケンコウ カ		0572-67-2700										新規定住者健康管理事業		新規定住者健康管理事業

		212105		岐阜県		恵那市		移住・体験		移住・転入		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」 イジュウ テイジュウ シエン エナ グ		移住定住に関するご相談の総合窓口です。空き家バンクの運営管理、定住セミナなどを開催し、移住定住のお世話をさせて頂きます。 イジュウ テイジュウ カン ソウダン ソウゴウ マドグチ ア ヤ ウンエイ カンリ テイジュウ カイサイ イジュウ テイジュウ セワ イタダ		総合政策課ふるさと活力推進室 ソウゴウ セイサク カ カツリョク スイシンシツ		0573-26-2111(内382)										移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」		移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」

		212172		岐阜県		飛騨市		移住・体験		移住・転入		米10俵プロジェクト		米10俵プロジェクト		個人世帯、家族世帯を問わず、飛騨市外から飛騨市に転入し、3年以内に生活の本拠とする住宅を新築または購入した方にお米を１０年間（1年あたり米1俵）支援します。		企画課 キカク カ		0577-73-6558				中 チュウ		住宅購入者に米1俵を10年間支給 ジュウタク コウニュウシャ コメ タワラ ネンカン シキュウ				米10俵プロジェクト		米10俵プロジェクト

		222097		静岡県		島田市 シマダシ		移住・体験		移住・転入		移住相談会への出展		移住相談会への出展		首都圏の移住希望者を対象に、神奈川県横浜市で開催されるイベントに参加する(11月予定)。①市の定住施策の紹介②相談会		企画部政策推進課		0547-36-7197										移住相談会への出展		移住相談会への出展

		282057		兵庫県		洲本市 スモトシ		移住・体験		移住・転入		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯に、最長３年間補助金（月額１万円）を交付します。また、Ｕターン世帯には、１年間、月額１万円を加算して交付します。		企画情報部
企業立地対策課定住促進係 キカク ジョウホウ ブ キギョウ リッチ タイサク カ テイジュウ ソクシン カカリ		0799-24-7641										洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 		洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』転入世帯定住促進補助金 

		300004		和歌山県		-		移住・体験		移住・転入		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア イナカ グ		県外からの移住を推進するため、平成２６年度は東京、大阪、名古屋で計１５回程度セミナーもしくはフェアを開催（開催情報等はリンク先参照） ケンガイ イジュウ スイシン ヘイセイ ネンド トウキョウ オオサカ ナゴヤ ケイ カイ テイド カイサイ カイサイ ジョウホウ トウ サキ サンショウ		過疎対策課 カソ タイサク カ		073-441-2930										わかやま田舎暮らしセミナー・フェア		わかやま田舎暮らしセミナー・フェア

		310000		鳥取県 トットリケン		-		移住・体験		移住・転入		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県での移住（就職を含む）を検討中の県外在住の方が事前申請を行い、鳥取空港、米子鬼太郎空港を利用して鳥取県に訪れた場合、運賃の半額を助成します。（ただし予算に達し次第、募集を終了します。）		交通政策課		0857-26-7099										鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業		鳥取県内国内発着国内便エアサポート支援事業

		314013		鳥取県 トットリケン		日南町 ニチナン チョウ		移住・体験		移住・転入		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ		定住奨励金（いきいき定住促進条例） テイジュウ ショウレイキン テイジュウソクシンジョウレイ		定住の意志のある町内に居住する新規学卒者、又は本町に転入した５０歳未満の者が、町内又は通勤可能な町外の事業所等に就職して３年を経過したとき、10万円を交付。 マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0859-82-1115										定住奨励金（いきいき定住促進条例）		定住奨励金（いきいき定住促進条例）

		320005		島根県 シマネケン		-		移住・体験		移住・転入		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー シマネ テイジュウ コヨウ ジョウホウ		東京・大阪・広島にＵＩターンの相談窓口を開設。職業紹介事業の求職登録やＵＩターンに関する相談が可能。島根県内市町村情報の提供。 トウキョウ オオサカ ヒロシマ ソウダン マドグチ カイセツ ショクギョウ ショウカイ ジギョウ キュウショク トウロク カン ソウダン カノウ シマネケン ナイ シチョウソン ジョウホウ テイキョウ		地域振興部しまね暮らし推進課 チイキ シンコウ ブ ク スイシンカ		0852-22-5687										ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		ふるさと島根定住・雇用情報コーナー		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		324485		島根県 シマネケン		美郷町 ミサト チョウ		移住・体験		移住・転入		定住ポイント制度 テイジュウ セイド		定住ポイント制度 テイジュウ セイド		40歳以下を対象に、5年間以上の定住を条件として、定住ポイントを付与する。付与されたポイントは、1ポイント10,000円として地域商品券等に交換できる。（UIターン5ポイント、就職20ポイントほか） サイ イカ タイショウ ネンカン イジョウ テイジュウ ジョウケン テイジュウ フヨ フヨ エン チイキ ショウヒンケン トウ コウカン シュウショク		定住推進課
定住推進係 テイジュウ スイシンカ テイジュウ スイシン カカリ		0855-75-1212										定住ポイント制度		定住ポイント制度

		325279		島根県 シマネケン		知夫村 チブムラ		移住・体験		移住・転入		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		引越費用助成金 ヒッコ ヒヨウ ジョセイ キン		定住する際の引越費用として、１〜２人世帯には２０万円、３人以上世帯には２５万円を支給します。（ただし、５年以上定住することを確約した新規定住者）		観光振興課 カンコウ シンコウ カ		08514-8-2211				大 ダイ		引っ越し費用を最大25万円支給 ヒ コ ヒヨウ サイダイ マンエン シキュウ				引越費用助成金		引越費用助成金

		335860		岡山県		新庄村 シンジョウ ムラ		移住・体験		移住・転入		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン		転入奨励金 テンニュウ ショウレイキン		家族並びに若者の転入を促進するため、義務教育以下の子供を含む家族又は50歳未満の家族及び35歳未満の若者が定住の意志をもつて転入した場合、1世帯につき10万円の転入奨励金を贈る。		総務企画課 ソウムキカクカ		0867-56-2627										転入奨励金		転入奨励金

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		定住相談		定住相談		定住を希望・検討されて来市された方の最初の相談窓口として，お話を伺う
住民自治組織と連携して，地域情報の提供や地域への溶け込みをサポート		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										定住相談		定住相談

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		「帰ろうや倶楽部」		「帰ろうや倶楽部」		会員(登録無料)に「定住情報」や「ふるさと情報」を定期的に発信
企業や市民団体と協力し、移住に役立つ情報を提供する		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										「帰ろうや倶楽部」		「帰ろうや倶楽部」

		342106		広島県		庄原市		移住・体験		移住・転入		高速バス活用による定住対策補助金		高速バス活用による定住対策補助金		高速バスで広島市へ通勤・通学する場合，定期乗車券購入費用から通勤手当等を差し引いた額が15,000円以上の場合15,000円を，または，通勤手当等を差し引いた額が15,000円未満の場合，その額を助成		自治定住課 ジチ テイジュウ カ		0824-73-1257										高速バス活用による定住対策補助金		高速バス活用による定住対策補助金

		343684		広島県		安芸太田町		移住・体験		移住・転入		高速道路通勤費補助金制度		高速道路通勤費補助金制度		◆65歳以下新規転入者で，引き続き5年以上町内に居住される方が片道100km以内の高速道路ETC通勤をされる場合，ETC料金の1/2を助成		地域づくり課		0826-28-2112										高速道路通勤費補助金制度		高速道路通勤費補助金制度

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		神石高原町に関する広報活動		神石高原町に関する広報活動		定住促進PRパンフレット作成事業，広告掲載事業，観光大使設置事業		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										神石高原町に関する広報活動		神石高原町に関する広報活動

		345458		広島県		神石高原町		移住・体験		移住・転入		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク		田舎暮らしアドバイザー イナカ ク		定住又は二地域居住を希望する者に対し，町で生活する上で必要となる情報の提供等の支援を行っている。 オコナ		まちづくり推進課 スイシン カ		(0847)89-3332										田舎暮らしアドバイザー		田舎暮らしアドバイザー

		352047		山口県		萩市 ハギシ		移住・体験		移住・転入		移住支援員 イジュウ シエン イン		移住支援員 イジュウ シエン イン		萩市への移住経験者2名を移住支援員として配置し、移住希望者からの相談対応や空き家案内を行い、萩市への円滑な移住と定着を支援します。 ハギシ イジュウ ケイケンシャ メイ イジュウ シエン イン ハイチ イジュウ キボウシャ ソウダン タイオウ ア ヤ アンナイ オコナ ハギシ エンカツ イジュウ テイチャク シエン		企画政策課 キカク セイサクカ		0838-25-3819										移住支援員		移住支援員

		362069		徳島県		阿波市		移住・体験		移住・転入		阿波市移住ナビ		阿波市移住ナビ		移住希望者及び市への転入者に対し、市の概要及び支援事業内容等をまとめたガイドブックを配布。		企画総務部
企画総務課 キカク ソウム		0883-35-4111										阿波市移住ナビ		阿波市移住ナビ

		380008		愛媛県 エヒメケン		-		移住・体験		移住・転入		e移住ネット イジュウ		e移住ネット イジュウ		住居、就労、生活関連情報や移住経験者の体験談など、移住交流希望者が移住先選定にあたって必要とする各種情報を一元的に提供するポータルサイト。 ジュウキョ シュウロウ セイカツ カンレン ジョウホウ イジュウ ケイケンシャ タイケンダン イジュウ コウリュウ キボウ シャ イジュウ サキ センテイ ヒツヨウ カクシュ ジョウホウ イチゲン カイイチ テイキョウ		愛媛ふるさと暮らし応援センター（（公財）えひめ地域政策研究センター内） エヒメ グ オウエン コウ ザイ チイキ セイサク ケンキュウ ナイ		089-922-4110 										e移住ネット		e移住ネット

		392014		高知県		高知市 コウチ シ		移住・体験		移住・転入		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン		移住・定住相談 イジュウ テイジュウ ソウダン		高知市の移住・定住促進に関する相談窓口 コウチシ イジュウ テイジュウ ソクシン カン ソウダン マドグチ		移住・定住促進室 イジュウ テイジュウ ソクシン シツ		088-823-8813										移住・定住相談		移住・定住相談

		392090		高知県		土佐清水市		移住・体験		移住・転入		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム		移住総合案内業務 イジュウ ソウゴウ アンナイ ギョウム		移住相談員を配置し、移住希望者の方へ空き家の紹介などを行っております。物件の紹介等、移住を総合的にサポートしています。 イジュウ ソウダンイン ハイチ イジュウ キボウシャ カタ ア ヤ ショウカイ オコナ ブッケン ショウカイ トウ イジュウ ソウゴウ テキ		企画財政課 キカク ザイセイカ		0880-82-1217										移住総合案内業務		移住総合案内業務

		402117		福岡県 フクオカケン		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		転入者新幹線定期券購入補助事業		転入者新幹線定期券購入補助事業		筑後市に転入された人で、九州新幹線筑後船小屋駅からの新幹線定期券を購入し、通勤や通学をする場合、その定期券の購入費の一部に対し1カ月あたり1万円の補助金を支給します。 タイ		商工観光課
商工観光係 ショウコウ カンコウカ ショウコウ カンコウ ガカリ		0942-65-7024										転入者新幹線定期券購入補助事業		転入者新幹線定期券購入補助事業		0		事業概要修正 ジギョウ ガイヨウ シュウセイ

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		定住促進PR事業 ジギョウ		定住促進PR事業 ジギョウ		ホームページや市外住民への定住促進ガイドブックの配布、駅貼りポスターなど様々な媒体を活用しながら、筑後市の魅力や空き家バンクの情報などの定住促進メニューを発信します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										定住促進PR事業		定住促進PR事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		ふるさと案内人事業 ジギョウ		ふるさと案内人事業 ジギョウ		「地域おこし協力隊」をふるさと案内人として委嘱し、市外住民に対して筑後市の魅力や住みやすさをPRする活動を行います。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										ふるさと案内人事業		ふるさと案内人事業

		402117		福岡県		筑後市 チクゴシ		移住・体験		移住・転入		Uターン・Iターン推進 		Uターン・Iターン推進 		郷土との関係を持ち続けてもらうため、都市圏に住む地元出身者などに筑後市の情報を提供します。		企画財政課
定住促進係 キカク ザイセイ カ テイジュウ ソクシン ガカリ		0942-53-4245										Uターン・Iターン推進 		Uターン・Iターン推進 

		403831		福岡県 フクオカケン		岡垣町 オカガキ マチ		移住・体験		移住・転入		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ		ウエルカムキャンペーン事業 ジギョウ		中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が町外から転入した場合に、町の特産物を１年に限りプレゼントするもの。※特産物は合計２万円以内とし、年複数回に分けて贈る。 チョウガイ テンニュウ バアイ マチ トクサンブツ ネン カギ トクサンブツ ゴウケイ マンエン イナイ ネン フクスウカイ ワ オク		住民環境課 ジュウミン カンキョウ カ		093-282-1211
内線111										ウエルカムキャンペーン事業		ウエルカムキャンペーン事業

		406023		福岡県		添田町		移住・体験		移住・転入		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ		添田町定住促進支援事業 ソエダマチ テイジュウ ソクシン シエン ジギョウ		町外に住む方々が添田町への定住を希望し、活力ある元気なまちづくりを推進するために支援金を交付する事業 チョウガイ ス カタガタ ソエダマチ テイジュウ キボウ カツリョク ゲンキ スイシン シエンキン コウフ ジギョウ		まちづくり課 カ		0947-82-5965										添田町定住促進支援事業		添田町定住促進支援事業

		412082		佐賀県 サガケン		小城市		移住・体験		移住・転入		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン		三世代同居奨励金 サン セダイ ドウキョ ショウレイキン		３年以上一世代又は二世代で市内に居住されている方と、小城市内で新たに三世代同居を始められた場合に１０万円を交付。 ネンイジョウ イッセ ダイ マタ ニ セダイ シナイ キョジュウ カタ オギ シ ナイ アラ サン セダイ ドウキョ ハジ バアイ マンエン コウフ		企画課 キカクカ		0952-37-6115										三世代同居奨励金		三世代同居奨励金

		432067		熊本県		玉名市		移住・体験		移住・転入		定住希望者登録制度		定住希望者登録制度		登録者に、不動産情報、日常生活、イベント等の情報の提供を行うことで、市への関心を維持しながら移住への具体的な動きを支援します。		企画経営課 キカク ケイエイ カ		0968-75-1421										定住希望者登録制度		定住希望者登録制度

		432156		熊本県		天草市		移住・体験		移住・転入		天草市定住促進奨励金		天草市定住促進奨励金		交付対象となる世帯に奨励金（２人以上の世帯２０万円、１人世帯１０万円）を交付。過去に天草市へ居住したことがない方、３年以上天草市へ居住する意志のある方、世帯の構成員の１人以上が６５歳未満であること。 コウフ		地域政策課 チイキ セイサク カ		0969-23-1111
内線1374 ナイセン																		99

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		Uターン奨励金 ショウレイキン		Uターン奨励金 ショウレイキン		・Uターンして村内に定住する者で、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業した後、６ヶ月を経過している者・転入時の年齢が５０歳未満の者・独身者３万円、夫婦６万円、子供を扶養している者９万円支給する ソンナイ テイジュウ モノ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ノチ ゲツ ケイカ モノ テンニュウ ジ ネンレイ サイ ミマン モノ ドクシンシャ マンエン フウフ マンエン コドモ フヨウ モノ マンエン シキュウ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										Uターン奨励金		Uターン奨励金

		443221		大分県		姫島村 ヒメシマムラ		移住・体験		移住・転入		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン		姫島丸定期乗船券購入補助金 ヒメシマ マル テイキ ジョウセンケン コウニュウ ホジョキン		村内に定住し、村外の公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、通勤する者に５千円助成する ソンナイ テイジュウ ソンガイ コウキョウ ダンタイ ノゾ ジギョウショ マタ ジエイギョウ シャ シュウギョウ ツウキン モノ センエン ジョセイ		企画振興課 キカク シンコウカ		0978-87-2111										姫島丸定期乗船券購入補助金		姫島丸定期乗船券購入補助金

		443417		大分県		日出町 ヒノデマチ		移住・体験		移住・転入		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ		定住促進雑誌 テイジュウ ソクシン ザッシ		町内外の人に日出町の「良いところ」を紹介する雑誌を作成		政策推進課 セイサク スイシンカ		0977-73-3116										定住促進雑誌		定住促進雑誌

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド		西都市お試し滞在助成金制度 サイトシ タメ タイザイ ジョセイキン セイド		市外に住所がある方で、西都市への移住・定住を目的として、住居探しや仕事探し等をされる方を対象に、1泊1人当たり6,500円の宿泊代に対し、5,000円を2泊分まで助成。		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市お試し滞在助成金制度		西都市お試し滞在助成金制度

		452084		宮崎県		西都市 サイトシ		移住・体験		移住・転入		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ		西都市移住相談会 サイトシ イジュウ ソウダンカイ		都市部から本市への移住・定住を推進するため「西都市移住相談会」を開催。相談会では空き家情報や就職情報、お試し滞在助成事業等の紹介を行う。 トウ オコナ		総合政策課 ソウゴウ セイサク カ		0983-32-1011										西都市移住相談会		西都市移住相談会

		454044		宮崎県		木城町		移住・体験		移住・転入		転入奨励金		転入奨励金		・奨励金額３０万円・転入して１年後に申請・３回に分け年１０万円交付・１回目の申請期間は転入して１年経過した日から１年以内（２回目以降は文書により通知）		企画課		0983-32-4727				中 チュウ		転入奨励金を最大30万円支給 テンニュウ ショウレイキン サイダイ マンエン シキュウ				転入奨励金		転入奨励金

		462217		鹿児島県		志布志市		移住・体験		移住・転入		移住定住促進事業補助金 イジュウ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		移住定住促進事業補助金 イジュウ テイジュウ ソクシン ジギョウ ホジョキン		中山間地域の活性化と均衡ある発展、さらに小学校の複式学級解消を目的に転入定住者及び再転入者の世帯責任者に対して補助金を交付する。さらに、小学生以下の子どもがいる世帯に対し、補助金を追加で交付する。		企画政策課 キカク セイサク カ		099-474-1111										移住定住促進事業補助金		移住定住促進事業補助金

		▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る　　　
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