
http://www.iju-join.jp/feature/file/019/


都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 旭川市 旭川市移住生活体験住宅
１週間～１年程度の短期滞在型住宅１棟，１年～最長３年の長期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度（一泊一
名4,900円～）。

総合政策部政策
推進課

0166-25-5316

北海道 名寄市 お試し移住住宅 生活体験のための「お試し移住住宅」を１週間～１カ月間利用可能。 経済部営業戦略 01654-3-2111

北海道 富良野市 お試し暮らし住宅事業
１ヶ月～３ヶ月の間、市内の教員住宅などにテレビや冷蔵庫などの家電、イスやテーブルなどの家具を準備して
いる住宅に生活体験できる事業です。

企画振興課
移住相談ワンス
トップ窓口

0167-39-2304

北海道 伊達市 移住体験事業
移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた
物件を1物件3部屋用意（物件利用は有料）

企画財政部企画
課

0142-23-3331

北海道 北広島市 おためし移住事業
体験住宅で、北広島市の生活を体感してもらい、不安や疑問を解消することで、移住を支援します。（施設利用
は有料）

政策推進室企画
課

011-372-3311

北海道 当別町 おためし移住事業 短期生活体験事業を通して、当別町を知り、体験してもらい、移住につなげる 企画課企画課

北海道 長沼町 お試し暮らし体験住宅
長沼町への移住を検討している方に、町での生活を体験できるよう施設を提供。利用期間は1週間以上2ヶ月以
内、住宅借上料10,570円/月、光熱水費850円/日。

総務政策課
政策・行革係

0123-88-2111

北海道 津別町 お試し暮らし住宅体験事業
移住希望者が一定期間（一週間以上3ヶ月までの期間)生活体験ができる。町の定住、移住、交流人口の増加を
図ることを目的。住宅借用料は、一ヶ月３万円。

産業振興課　商工
観光G

0152-76-2151
（内線258）

北海道 滝上町 おいでよ滝上ちょっと暮らし事業
滝上町に移住を考えている方に対し、1週間から1か月以内のお試し暮らしを体験する住宅の貸出を行う。（1日
1,000円）

まちづくり推進課 0158-29-2111

北海道 洞爺湖町 洞爺湖町移住体験事業
移住希望者が一定期間、洞爺湖町での生活を体験できる機会を提供するため、洞爺湖町移住体験住宅２件を
整備。（施設利用は有料）

産業振興課地域
振興グループ

0142-74-3005

北海道 広尾町 広尾町移住体験住宅 短期滞在型住宅２棟の一戸建て賃貸制度で、６月～１１月に開設。 企画課企画係 01558-2-0184

北海道 幕別町 おためし暮らし 町の自然、気候、生活スタイルを体験し、移住への足がかりとしてもらうため、町内の宿泊ロッジを長期間貸出。
忠類総合支所地
域振興課

01558-8-2111

北海道 標茶町 お試し暮らし住宅事業
移住を検討されている方に実際の生活を体験していただくことを目的に、家具や家電、生活用品一式を備えた
物件を3物件用意（物件利用は有料）

企画財政課 015-485-2111

秋田県 鹿角市 かづの「田舎のねじろ」暮らし体験事業
かづの「田舎のねじろ」宅地建物データバンクに登録されている体験物件に２泊以上７泊以内で１泊１人あたり
２，０００円で宿泊できます。

政策企画課
鹿角ライフ促進班

0186-30-0208

秋田県 鹿角市 鹿角市移住お試しツアー 移住希望者を対象としたお試しツアーを実施します。
政策企画課
鹿角ライフ促進班

0186-30-0208

秋田県 羽後町 定住体験住宅 羽後町への移住を検討している方に３泊以上２週間以内で利用できる体験住宅を整備しています。 企画商工課 0183-62-2111

山形県 遊佐町 田舎暮らし体験ツアー
【NPO法人いなか暮らし遊佐応援団委託事業】遊佐町での田舎暮らしを体験してみたい方へ。移住先輩者のお
宅訪問や空き家見学、プチ農業体験、観光地巡りを盛り込んだお得なツアーを開催します。（2～3回／年）

企画課 0234-28-8257

山形県 遊佐町 家さがしマイプラン
【NPO法人いなか暮らし遊佐応援団委託事業】 遊佐町空き家バンク登録者が、遊佐町を訪れて空き家を探す際
に、宿泊費用を一部助成します。

企画課 0234-28-8257

山形県 遊佐町 お試し住宅
移住を目的に遊佐町の生活を体験するための「お試し住宅」を、1軒1泊1,000円で利用できます。（灯油代は自
己負担）

企画課 0234-28-8257

福島県 会津若松市 交流体験事業（移住体験住宅の提供）
「ほたるの森移住体験住宅」を移住希望者に貸し出し本市での実際の生活体験の機会を提供する。（1ケ月～3
ケ月、入居協力金：月額20,000円）

市定住・二地域居
住推進協議会
（市地域づくり課
内）

0242-39-1202

福島県 喜多方市 喜多方ワーキングホリデー
農業や田舎暮らしを体験するために農家に滞在した場合、受入農家が農作業の労働代価として宿と食事を提
供。

企画政策部企画
調整課

0241-24-5209

栃木県 鹿沼市 田舎暮らし体験の家「古民家久我の庄」
農山村地域の昔ながらの生活を体験し、地元住民との交流や農業体験を通して、定住の促進と地域の活性化
を図る。

市民部市民活動
支援課

0289-62-3569

栃木県 矢板市 就農・定住者促進事業
田舎暮らしをしてみたい。そんな方のために、築１００年を超える古民家での「お試し」田舎暮らしを１ヶ月間から
最長３年間体験することができます。

（公財）矢板市農
業公社

0287-43-2650

群馬県 桐生市 お試し暮らし住宅 桐生市での暮らしを体験したい方を対象に1人1泊1,500円～利用できるお試し暮らしを実施（布団の用意なし）
空き家対策室　定
住促進係

0277-46-1111
(内線367)

群馬県 沼田市 田舎体験ツアー
沼田市外居住者を対象に3種（田んぼ編・スローフード編・親子で農業編）の田舎体験プログラムを実施。募集人
数・参加費は、プログラム毎に異なる。

観光交流課 0278-23-2111

群馬県 みどり市 貸し農園の設置
体験農園（1区画40㎡×110区画）を、1区画あたり年額8,000円で提供しています。その他、コテージ（1棟12,000
円～）、そば打ち体験（1名1,050円）、貸出用農機（耕うん機）等あります。

農林課　基盤整備
係

0277-76-1937

新潟県 新潟市 都市型グリーンツーリズムの情報発信
市街地が広大な田園と日本海に近接している本市の特性を生かし、市民や市外からの来訪者にも農業・農村と
漁業の魅力を体験していただけるよう、関係施設やイベントについてガイドブック等で情報発信しています。

農林水産部食育・
花育センター

025-282-4181

新潟県 小千谷市 おぢやクラインガルテンふれあいの里
簡易宿泊施設付きの農園を年度契約で賃貸借し、田舎暮らしを体験できる。1区画396,000円（光熱水費は別途
利用者負担）、農園200㎡。

地域振興課 0258-83-3556

新潟県 津南町 お試し体験住宅 移住体験をしてみたいという方のために、1週間から3ヶ月程度の短期間用の住宅を用意。 地域振興課 025-765-3115

新潟県 関川村 田舎暮らし体験施設「光兎寮（こうさぎりょう）」 移住検討者等に、村の暮らしを体験してもらうための施設(使用料65,000円/月)
総務課
企画財政班

0254-64-1476

富山県 氷見市 田舎暮らし体験ゲストハウス管理運営事業
「氷見市」へ移住又は定住を希望される方々のために、氷見市の生活体験をしていただくことを目的とした施設。
1人1泊1,000円で、最長６泊まで利用可能。

地方創生と自治へ
の
未来対話推進課

0766-74-8075

富山県 黒部市 黒部市交流滞在施設「住・定・夢の館」
短・中期滞在型の貸家「住・定・夢の館（ジュテームのやかた）」の宿泊を1泊1人1000円で提供（中学生以下は無
料）。

企画政策課
0765-54-2111
（内線143）

富山県 南砺市 南砺市体験ハウス
「南砺市」へ移住又は定住を希望される方々のために、「なんと」の生活を経験していただくことを目的とした、南
砺市「なんとに住んでみられ」住宅。1人1泊1,000円で、最長30泊31日まで利用可能。

市長政策室
南砺で暮らしませ
ん課

0763-23-2037

石川県 珠洲市 空き家短期滞在（ちょい住み）制度
本市への移住・定住を希望する方に対し、市内での生活を体験できる空き家を最長3ヶ月貸出（11日間まで：
15,000円、12～21日間：30,000円、22～31日間：45,000円、長期割引あり）

自然共生室 0768-82-7720

石川県 穴水町 穴水町短期移住体験住宅
移住希望者がお試し期間として１週間、町内での暮らしを実際に体感できる「短期移住体験」物件を用意してい
ます。家賃：10,000円/１週間以内。

政策調整課 0768-52-3627

福井県 勝山市 勝山市お試し移住体験事業
移住を検討されている方に、家具や家電、生活用品一式を備えた施設（一軒家タイプ【使用料有り】、ワンルーム
マンションタイプ【使用料有り】、素泊まりタイプ【使用料無し】）で実際の生活を体験していただく。

未来創造課 0779-88-1115

福井県 勝山市 田舎暮らし体験事業 農作業のお手伝いや豪雪体験などを通して田舎の生活や文化を体験していただく事業を実施。 農業政策課 0779-88-8106

山梨県 山梨県 やまなし暮らし支援センター
山梨県への移住や二地域居住を考えている方に、住宅情報、生活情報、就職情報などをワンストップで提供す
る総合窓口。

知事政策局
人口問題対策室

055-223-1841

山梨県 南アルプス市 クラインガルテン（二地域居住）
地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通じて、地域の活性化を図るため、南アルプ
スクラインガルテンを設置する。

農業振興課 055-282-6207

長野県 茅野市 移住体験住宅 最長2ヶ月までご利用いただけるお試し移住施設。家具家電等の生活用品はそろっています。 移住推進室 0266-72-2101

長野県 飯島町 飯島町田舎暮らしリサーチ住宅制度
田舎暮らしに興味がある方等を対象としたお試し暮らしの制度。１か月単位で最長６ヶ月、各種体験やご近所さ
んとの交流、四季の体感や物件探しなどを目的に町所有の施設を格安（家賃＠6,400円／月～）で貸出し

定住促進室 0265-86-3111

岐阜県 大垣市 かみいしづ魅力体験事業
地方への移住をお考えの方や田舎暮らしを希望される方へ、田舎暮らしの体験プログラムを開催します。自然
豊かな上石津地域において、地域イベントへの参加など、地域との交流を予定しています。（年3回程度）

上石津地域事務
所地域政策課

0584-45-3113

岐阜県 飛騨市 移住支援サイト「飛騨に暮らす」
移住検討者に少しでも飛騨市を知っていただこうと、飛騨市移住支援サイト「飛騨に暮らす」 を開設しました。
「10分で知る飛騨市の魅力」をはじめ、「生活カレンダー」「暮らした体験」「移住者の声」や各種行政支援情報を
掲載しております。

企画課 0577-73-6558

愛知県 豊田市 田舎暮らし体験施設「板取の家」
田舎暮らし体験や農業体験ができる古民家
●日帰り：3,000円/日（１団体）　　●宿泊：3,000円/日（１団体）＋1,000円/1泊（中学生以上）or500円/１泊（小学
生）＋シーツ代300円/１組　※11～3月は暖房費1,000円が加算

社会部旭支所 0565-68-2211

愛知県 豊田市 豊田市里山くらし体験館「すげの里」
里山暮らしの知恵と技を学び、交流や研修の場として利用できる施設
●主な設備：薪ストーブ、ひのき風呂、太陽光発電パネル　●宿泊料：1,800円

すげの里 0565-69-1622

兵庫県 豊岡市 豊岡市定住促進（お試し居住）事業
定住支援用の住宅（市営住宅）に居住し、田舎暮らしを体験しながら、定住の準備を行う。入居期間最長２年
間。
○３ＬＤＫ　家賃28,000円/月、敷金（家賃の2カ月分）、共益費2,454円/月

大交流課 0796-21-9096

兵庫県 豊岡市 豊岡市田舎暮らし体験施設
どんな気候で、どんな習慣があって、どんな人々が住んでいるのか。地域の人々と交流しながら肌で豊岡の暮ら
しを感じられる体験住宅を用意。体験期間2日～１ヶ月以内。
利用料1日2,000円/組。木造瓦葺1階建3ＤＫ。

大交流課 0796-21-9096

兵庫県 養父市 ちょこっと暮らし（体験住宅）事業
定住支援用のお試し住宅に居住し、田舎暮らしを体験しながら、本格的な住まい探しなどの定住準備を行う。入
居期間最長１年間。２棟あり。賃借料１万円（光熱水費等は別途）

和歌山県 和歌山県 移住希望者滞在費補助金
県外から県内への移住を検討する活動を目的とし、１泊以上県内の移住推進市町村（地域）にある宿泊施設、
移住希望者向け短期滞在住宅等に宿泊する者に対して、滞在費の一部を補助する（宿泊費1/2、１泊上限2500
円、1人あたり2泊まで、1世帯2人まで）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 和歌山県 わかやま田舎暮らし現地体験会
県外からの移住を推進するため、平成2７年度は２６回程度県内各地で現地体験会を実施（開催情報等はリンク
先参照）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 高野町 体験交流施設「おおたき山の学校」
廃校になった小学校跡を改修した施設を、短期貸出（最大2ヶ月）している。
実際に暮らしを体験し、地域住民の人柄や風土にふれることができる。

産業観光課 0736-56-3000

和歌山県 高野町 お試し住宅
高野町での生活を始める前の準備期間としてお貸しします。
※入居期間　最短7日以上6ヵ月までの間（1ヶ月…30,000円　1日…1,500円）

産業観光課 0736-56-3000

鳥取県 鳥取市 お試し定住体験事業 移住を検討されている方に、体験施設（一戸建住宅）で鳥取暮らしを試していただく。
企画推進部
地域振興監
地域振興課

0857-20-3184

鳥取県 米子市 おためし住宅 県外から移住を検討している方向けに３件お試し住宅を設置。期間３日～９０日
企画部企画課
移住定住相談窓

0859-23-5359

鳥取県 若桜町 おためし住宅 利用期間は３日～３月。対象者は鳥取県外在住者。利用料は６，０００円／３日、２５，０００円／月。 町土整備課 0858-82-2236

島根県 島根県 ＵＩターンしまね産業体験事業
県外在住の方が、島根県内の受入先で一定期間（３か月～１年間）農林漁業、伝統工芸、介護などの産業体験
を行う場合に、滞在に要する経費の一部を助成（条件等により１か月あたり6万円～12万円。親子連れ加算3万
円／1世帯あり）。

ふるさと島根定住
財団

0852-28-0690

島根県 島根県 ＵＩターンしまね地域づくり活動体験事業
地域のＮＰＯや地域づくり団体が受け皿となり、県外在住の体験希望者とのマッチングを経て、一定期間（３か月
～２年間）地域体験を行う場合に、6～12万円／月の助成を行う。親子連れ加算あり。

ふるさと島根定住
財団

0852-28-0690

島根県 島根県 しまね暮らしお試し体験施設
まずは島根県の市街地で生活体験したい方のために、松江市・出雲市・大田市にお試し体験施設を用意し、県
外在住のＵＩターン希望者に貸し出す。（貸出期間１週間～３か月。施設利用料はＨＰを参照）。

ふるさと島根定住
財団

0852-28-0690

お問合わせ先

移住体験

　01.移住体験
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島根県 浜田市 U・Iターン希望者滞在費補助
浜田市への定住を検討中の方に宿泊費の補助制度を行っています。
対象者：浜田市へのU・Iターンを検討している方とその家族（小学生以下は除く）
○補助金額：１人あたり1泊2,000円（上限1万円）

政策企画課 0855-25-9200

島根県 益田市 益田市立田舎暮らし体験施設
田舎暮らし体験や農林業体験を希望する人が、1月以上3年以内の期限で益田市匹見町に所在する期限付きの
お試し施設をご利用いただけます。使用料は単身用8,100円、世帯用16,000円です。

匹見総合支所地
域づくり推進課

0856-56-0305

島根県 大田市 田舎体験施設利用促進事業
ＵＩターン希望者が市内１１の「ツーリズムの宿」を利用しお試し体験をする場合、安価に施設を利用することがで
きます（事前に施設の利用申請が必要）。

地域振興課
定住推進室

0854-83-8029

島根県 川本町 定住おためし住宅の提供 町内への定住を検討される方へ、おためし住宅（集合団地タイプ）を最長１年間貸与します。 まちづくり推進課 0855-72-0634

島根県 美郷町 移住体験住宅
美郷町に移住を考えている人のための体験住宅（家賃7,500円/週～30,000円/月程度）で、最長2年間利用する
ことができる。

定住推進課
産業雇用定住支
援係

0855-75-1212

岡山県 笠岡市 移住希望者用お試し住宅
笠岡市での暮らしを体験できるお試し住宅は1泊2,000円で最長13泊14日まで利用できます。※アンケートなど
のご協力をお願いしています。

定住促進
センター

0865-69-2377

愛媛県 愛媛県 戦略的移住人材発掘事業 集落が求める人材条件と移住希望者をマッチングして実施する、地域づくり体験を含む移住体験事業。
企画振興部地域
振興局
地域政策課

089-912-2261

高知県 高知県 お試し滞在施設
高知県への移住を検討される方のために、短期から中期の滞在ができるお試し滞在施設を用意（県内各市町村
が設置）

産業振興推進部
移住促進課

088-823-9755

高知県 高知市 地域体験型滞在施設の整備
中山間地域の既存施設を改修し，宿泊スペースと地域住民との交流ができる作業スペースや交流スペースを設
け，地域体験型滞在施設として活用する。平成27年８月開所予定

移住・定住促進課 088-823-8813

高知県 土佐清水市 お試し滞在制度
本市への移住を検討されている方は、お試し移住施設『じんべえ館』をご利用いただけます。利用料金：1日～6
日以内　1日1,000円 /一人　7日以上：基本料2,700円　使用料350円/日　光熱水費200円/日

企画財政課地域
つくり支援係

0880-82-1181

福岡県 柳川市 柳川暮らし体験事業
地方への移住検討者に対して、市が所有する空き家に10日～1か月で住んでもらい、地方での生活を実体験い
ただく事業。賃料・光熱費は無料（その他の生活費は入居者負担）。入居者へは取材への対応やアンケート調
査等について協力をお願いする。

柳川市定住サ
ポートセンター
（企画課内）

0944-77-8179

福岡県 八女市 体験農園
自然の息づかいを感じながら農産物を育てる楽しさ、収穫する喜びを肌で実感。土と遊び、土とふれあう」体験
型農園です。

農業振興課 0943-23-1118

福岡県 筑後市 ちくご暮らし体験事業 移住希望者にちくご暮らし体験施設「筑恋邸」へ一定期間居住してもらう体験事業を実施します。 企画財政課 0942-53-4245

福岡県 筑後市 ふるさと体験農園事業 1人に1区画（30平方メートル）を1年間1区画3000円で貸出します。 農政課 0942-65-7025

福岡県 上毛町 お試し居住事業「上毛町ワーキングステイ」
上毛町に仕事を持ち込み暮らしの体験をする「お試し居住」のプログラムです。
町が準備する古民家などに、約1ヵ月間、500円で入居することができます。
また、滞在中は、町から依頼する仕事も行っていただきます。地域に深く関わることができることが特徴です。

企画情報課 0979-72-3111

長崎県 五島市 ＵＩターン促進事業（短期滞在住宅への入居）
五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための仮の住まいのこと。（家賃無料、
光熱水費等は自己負担。最長３か月利用可能）

市長公室 0959-72-6127

長崎県 西海市 田舎暮らし体験施設 市外居住者が当市への移住を検討、希望する場合に１ヶ月間無料で入居することが可能な施設。（２戸） まちづくり推進課 0959-37-0064

熊本県 玉名市 おためし暮らし事業
市が所有する“おためし暮らし住宅”に一定期間滞在し、実際の生活を体験する事業。光熱水費込みで家賃月
15,000円。１週間以上６か月以内で利用可能。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 宇城市 暮らし体験バスツアー 地域の暮らし、歴史、文化等を知ることのできる体験バスツアーを実施しています。
企画部
地域振興課

0964-32-1906

大分県 日田市 中津江村宿泊交流体験館
豊かな自然環境の中で、「定住」「交流」「創作活動」を目的とする方のために、原則２年を限度としてお試し居住
ができます。　１ＤＫ　月額：20,000円～・創作活動室　月額：5,140円～

中津江振興局 0973-54-3111

大分県 豊後高田市 ｢半住半旅｣田舎暮らし体験事業 ２週間以内でコテージに滞在しながら空き家探しなど､移住の準備を行っていただく事業です｡ 地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 グリーンツーリズム
日本のグリーンツーリズムの先駆けの安心院町。簡易宿泊施設の許可を取得して、安心・安全の農村民泊に取
り組んでいます。小川のせせらぎ、おいしい空気、とれたての魚や野菜、農山漁村の生業を体感してみません

安心院支所産業
建設課

0978-32-1111

宮崎県 日南市 お試し滞在施設（移住促進住宅）
市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設。寝具や家電等を備
え付けており、１日500円で3日間～10日間使用可能。

地域振興課 0987-31-1128

宮崎県 小林市 お試し滞在施設
市内への移住を希望されている方が、生活体験や移住準備のために使用いただける施設。３ＬＤＫ、寝具や電
化製品などを備え付け。１日１，０００円（施設運営協力金）で最長１４日間使用可能。

市民協働課 0984-23-1148

宮崎県 えびの市 お試し滞在助成金
えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行うため、えびの市国際交流センターに宿泊した
場合に、滞在費及びレンタカー借上料の一部を助成します。

企画課 0984-35-1111

宮崎県 西米良村 お試し滞在助成制度
移住検討者で村内でお試し滞在を行う者に宿泊費として一人につき最大２泊で6,000円を助成。長期滞在の方に
はワーキングホリデーを提案している。

むら創生課 0983-36-1111

鹿児島県 薩摩川内市 移住体験住宅 薩摩川内市に実際に住んでいただく中で本市の良さや情報提供をより密に移住の支援をいたします。
企画政策課
企画総務係

0996-22-5115
（4821）

鹿児島県 曽於市 移住・田舎暮らし体験プログラム
移住希望者に対して，市の豊かな自然や観光地を紹介しつつ，農業を体験できるメニューを紹介します。体験費
用については，全額市が負担するため，無料で農業体験・田舎暮らしメニューを体験できます。（２泊３日コース，
１週間コース，１ヶ月コース）

企画課 0986-76-8802

鹿児島県 霧島市 霧島市移住体験研修事業
霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、本市のすばらしい自然や温泉といった魅力に触れながら、
農業体験、移住者宅訪問、分譲地・空き家見学など多くのメニューを盛り込んだ2泊3日の体験研修です。

共生協働推進課
0995-45-5111
(内線1543)

鹿児島県 南種子町 多目的交流施設 南種子町への移住を検討されている方に対し、1泊3,240円で宿泊を提供。 観光課 0997-26-1111

鹿児島県 和泊町 和泊町定住促進住宅
和泊町定住促進住宅は，町外からの移住希望者が，和泊町において定住地探しをするため，1年未満滞在でき
る住宅です。

企画課 0997-84-3512
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要
北海道 深川市 移住記念品の贈呈 市外から転入し自ら住むための住宅を、建設または購入した方に「深川商工会議所商品券15,000円分」を贈 地域振興課 0164-26-2276

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「移住歓迎米」

Ｕターン者等で、定住する世帯の人員が２人以上の方へ１世帯当たり精米６０㎏
総務課企画防災
対策室
まちづくり推進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 地産地消・販売促進事業
1歳を迎える子どもの世帯、婚姻届を提出した世帯、転入世帯（単身者は除く）に対し、ニセコ町産米５キログラ
ムの引き換え券を進呈

農政課農政係 0136-44-2121

北海道 和寒町 にれの町ようこそ祝金 転入した場合、転入者1人につき1万円、1年経過後に1万円、2年経過後に1万円、合計3万円を贈呈。
住民課お客さま窓
口係

0165-32-2500

北海道 利尻町 転入奨励金
利尻町に生活の本拠を移し、引き続き定住し就業が認められ、法定手続を完了した世帯（単身世帯を除く）に
100万円を支給します。

まちづくり振興課 0163-84-2345

北海道 置戸町 地遊人制度
１００日程度の農業体験や町内の各種行事等に参加した２０～４０歳の独身者で滞在期間１年間。
1ヶ月１０万円の生活費、中古住宅の無償提供、引越し旅費の一部、社会保険料一部、暖房費５万円を補助。

社会教育課
社会教育係

0157-52-3075

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

総務課企画G 0152-74-2111

青森県 青森市
「青森市に住みたい・暮らしたい」雇用機会拡大
事業

青森市への移住及び就職・就業に関するホームページの開設や、都内での移住相談会を開催するとともに、
移住希望者を新規雇用する企業への人材育成費の支給や、移住就業者・企業に対する職場定着に関する研
修等を実施します。

経済政策課 017-734-2402

青森県 八戸市 八戸ウェルカムチケット事業 八戸市へ転入した方に、八戸市博物館等の市内公共施設12施設を１回無料で利用できるチケットを配付しま 政策推進課 0178-43-9233

青森県 七戸町 七戸ウェルカムチケット事業 転入者を対象に、町内の公共施設等6施設を１回無料で利用できるチケットを配付。 企画調整課 0176-68-2940

青森県 三戸町 定住就職奨励金交付事業
町に定住の意志を持つ者の町内就職時、奨励金を交付。　・県内外新規学卒者、県内市町村からの転入者：
10万円　・県外市町村からの転入者：11万円　　※扶養親族がある場合1万円増額

まちづくり推進課 0179-20-1117

青森県 三戸町 Uターン就職奨励金交付事業
町出身者で町外に住んでいた者の町内就職時、奨励金を交付。　・県内市町村からの転入：10万円　・県外市
町村からの転入：11万円　※扶養親族がある場合1万円増額

まちづくり推進課 0179-20-1117

青森県 田子町 田舎暮らし体験事業

・町が借り上げる「移住体験住宅」の貸出
・利用料　2週間以内　2万円（定額、光熱水費含む）
・利用料　1ヶ月以上6ヶ月未満　4.5万円（月額、光熱水費別途）
※利用前に預かり保証金1ヶ月あたり1万円必要

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

岩手県 北上市 北上市定住化促進事業費補助金 地域づくり組織が実施する定住化事業への助成。1件の上限が350万円。
まちづくり部地域
づくり課

0197-72-8299

岩手県 葛巻町 若者定住奨励事業
・定職を有しているＵ・Ｉターン者で、世帯構成員の１人以上が満１８歳以上満４５歳未満である場合に奨励金を
交付。単身者にあっては５万円、世帯にあっては１５万円で、中学生以下の子ども１人につき５万円を加算。

総務企画課 0195-66-2111

秋田県 鹿角市 移住コンシェルジュ 鹿角市への移住に関する相談窓口にて移住コンシェルジュが相談に応じます。
政策企画課
鹿角ライフ促進班

0186-30-0208

秋田県 由利本荘市 移住相談 由利本荘市の移住促進に関する相談窓口
由利本荘まるごと
営業本部
仕事づくり課

0184-24-6378

秋田県 大潟村 定住化促進事業（商品券交付）
①勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住宅の入居世帯主に商品券を交付（６ヶ月３万円）
②分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限１０万円）を商品券で補助。

総務企画課 0185-45-2111

秋田県 大潟村 情報発信者入村事業
芸術、スポーツ、研究等の活動を行う入村者を奨励。・宅地無償貸付（700㎡）、住宅建築・居住から７年経過後
に無償譲渡。・活動支援として年間１０万円を上限に補助。

総務企画課 0185-45-2111

秋田県 羽後町 定住奨励事業

平成１８年４月以降に転入して来られた方へ奨励金があります。
【定住奨励金】単身２０万円、家族３０万円（子ども１人につき５万円加算）を支給。！条件あり！
【宅地取得奨励金】３年間当該固定資産税相当額を助成。
【住宅建築等奨励金】３年間当該固定資産税相当額を助成。

企画商工課 0183-62-2111

茨城県 古河市 若者・子育て世帯定住促進奨励事業
若者・子育て世帯の定住促進を図るため、転入者で若者(39歳以下)または子育て世帯（15歳以下の子供を育
てる世帯）である方に対し、最大100万円の奨励金を交付する。

産業部
商工政策課

0280-92-311

群馬県 桐生市 上越市ふるさと暮らし支援センター
「上越市はどんなところか」「雪はどのくらい多いのか」「移住する前に上越市の暮らしを体験してみたい」など、
上越市への移住に関するご相談を電話やメールで受け付けています。

自治・市民環境部
自治・地域振興課

025-526-5111

千葉県 鴨川市 鴨川市ふるさと回帰支援センター事業
同センターを都市と農漁村の交流拠点として、移住者や移住希望者などを対象に、空き地・空き家などの情報
提供及び新規就農者への農業指導や研修会など田舎暮らしを求める皆様を支援します。

農水商工課 04-7093-7834

新潟県 三条市 （仮称）転入引越し費用補助金
市外からUIJターンで転入し、空き家バンク利用登録者が登録された物件に居住する場合又は三世代同居す
る場合の引越し費用の一部を助成。上限10万円。

地域経営課 0256-34-5511

新潟県 十日町市
十日町に来たい人・住みたい人のナビサイト「さ
とナビ」

十日町に来たい、住みたい人に、当市での田舎暮らしを紹介するナビサイト「さとナビ」。さまざまな「体験交流
イベント」「住まい」「インターン」「仕事」等当市を知り、一度足を運び、田舎暮らし体験をきっかけに移住・定住
してもらいたいという思いが込められたサイト。

企画政策課
（管理：NPO十日町市地域
おこし実行委員会）

025-755-5137
（025-761-
7009）

新潟県 十日町市 ふるさと同窓会支援事業
Uターンを促進するため、20代の若者10人以上で、市内で同窓会・同級会を開催する場合、市内在住の参加者
1名につき1,000円、市外に居住する参加者１名につき3,000円、1回の開催につき最大10万円まで市が補助。

企画政策課 025-755-5137

新潟県 十日町市 定住促進助成事業
当市を選んで、U・I・Jターンした世帯を対象に、「移り住む」を支援する「定住支援（最大40万円）」と「住み続け
る」を支援する「住宅支援（最大160万円）」とを合わせて、最大200万円を補助。

企画政策課 025-757-5137

新潟県 糸魚川市 移住アドバイザー事業 移住前や移住後概ね１年間の生活に関するサポート（助言等）を行います。
定住促進課
人口減対策係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 糸魚川暮らし相談ワンストップ窓口 移住に必要な仕事、住まい、子育て等の相談に幅広く応じます。（定住促進課）
定住促進課
人口減対策係

025-552-1511

富山県 南砺市 ふるさと回帰転入助成
就職を機に転入する際の引越し運送費用や荷造りサービス費用を助成します。対象経費の1/2で補助限度額
10万円。

市長政策室
南砺で暮らしませ
ん課

0763-23-2037

石川県 輪島市 輪島市定住促進奨励金

※Iターン、Uターンについて要件有
○移住・定住奨励金
　30万円（家族の場合、2人目20万円、3人目から1人あたり10万円を加算）
○住宅賃貸支援
　家賃の1/2（上限1か月2万円　12か月支援）

交流政策部企画
課

0768-23-1113

福井県 若狭町 若狭町移住サポート事業
若狭町への移住希望者が、現地見学などでお越しいただく際の交通費等の一部を助成。関東方面の方は
13,000円、関西・中京方面の方は8,000円を助成。同行者も一部助成あり。

政策推進課 0770-45-9112

山梨県 都留市 都留市快適遠距離通勤補助金交付事業
平成24年4月以降に転入、新規採用、転職や転勤を開始した市民で、大月駅から東京方面に75キロ以上の定
期による電車通勤をしている方を対象に最大3年間、補助金を交付します。

企画課
企画担当

0554-43-1111
(内線241)

長野県 長野市 菜園付き長期滞在施設
農山村へ家族で移住して農業に従事しようとする方向けの住宅。入居者資格、申込み方法等についてはリン
ク先ＵＲＬを参照。

大岡支所
産業振興担当

026-266-2121

長野県 大町市 定住促進奨励事業
満５０歳未満のＩターン者又はＵターン者が、定住を目的として、市内に住民登録をした場合に、市内店舗で利
用できる３万円分の商品券を贈ります。

企画財政課
定住促進係

0261-22-0420

長野県 天龍村 U・Iターン助成金 村外からの転入者に対し助成。①夫婦１０万円②単身５万円③子供１８歳以下１人につき２万円 総務課 0260-32-2001

岐阜県 大垣市 子育て世代近居支援事業
市内に親世帯が1年以上居住している、中学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる子育て世帯が、市外から
転入する場合、引越費用の一部を助成します。（補助率3/5、限度額6万円）

都市計画部
都市プロモーショ
ン室

0584-47-7681

岐阜県 大垣市 三世代同居促進事業
高齢者（65歳以上）のみの世帯に、二世代以上の子と孫（64歳以下）が市外から転入し、三世代以上で同居す
る場合、引越費用の一部を助成します。（補助率4/5、限度額8万円）

福祉部高齢介護
課

0584-47-7424

岐阜県 恵那市 移住定住支援「恵那暮らしサポートセンター」
移住定住に関するご相談の総合窓口です。空き家バンクの運営管理、定住セミナなどを開催し、移住定住の
お世話をさせて頂きます。

ふるさと活力推進
室

0573-26-2111
（内328）

岐阜県 飛騨市 移住者への米贈呈事業（米10俵プロジェクト）
地域に根付く互助の精神及び気質を市外に発信し、市外からの転入と定着の促進を図ります。（一世帯に、一
年度あたり60キロの米を、10年間贈呈）

企画課 0577-73-6558

岐阜県 飛騨市 定住支援サイト「マイホームタウンひだ」
飛騨市で安心して暮らし続けていただけたらと、飛騨市定住支援サイト「マイホームタウンひだ」を開設しまし
た。四コマ漫画を使って飛騨市の良さをPR、様々な生活支援制度をわかりやすく表現できるように心掛けまし

情報戦略室 0577-73-7462

岐阜県 本巣市 うすずみの里定住促進事業
本巣市根尾地域及び外山小学校区域内に定住の意思を持って新たに居住された５０才未満の方に10万円
（年額1万円を10万円）

総務産業課 0581-38-2511

静岡県 静岡県
“ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談セン
ター

東京交通会館５階（NPO法人ふるさと回帰支援センター内）に、“ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談セ
ンターを開設。相談員が常時相談に応じ、地域情報や支援情報の御案内、市町や地域団体等への紹介を行
う。

“ふじのくにに住み
かえる”
静岡県移住相談
センター

03‐6206‐3858

三重県 三重県 ええとこやんか三重移住相談センターの開設
東京に三重県への相談窓口を開設。相談員が常駐し、暮らしや仕事など、三重県への移住に関するご相談を
ワンストップでお受けします。

地域連携部地域
支援課

059-224-2420

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェク
ト』転入世帯定住促進補助金

洲本市に転入された世帯で、世帯主の年齢が満50歳未満の２人以上の世帯に、最長３年間補助金（月額１万
円）を交付します。また、Ｕターン世帯には、１年間、月額１万円を加算して交付します。

企画情報部
企業立地対策課
定住促進係

0799-24-7641

兵庫県 養父市 移住定住相談窓口
移住定住相談窓口である「田舎暮らし倶楽部」が空き家の現地案内や移住定住に係る各種相談、地域との連
絡調整などを行い、安心して移住できるように支援。

和歌山県 和歌山県 若年移住者暮らし奨励金
県外から移住推進市町村（地域）へ移住する若年者（20歳以上40歳未満）に対して、生活に必要な経費（最大
250万円）を支給。（受付期間6/1～２月末日、金額は世帯要件により減額、その他諸条件あり）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 和歌山県 わかやま田舎暮らしセミナー・フェア
県外からの移住を推進するため、平成２７年度は東京、大阪で２０回程度セミナーもしくはフェアを開催（開催
情報等はリンク先参照）

過疎対策課 073-441-2930

和歌山県 高野町 移住定住ワンストップ窓口 移住・定住に必要なあらゆる情報の提供、相談を受け付ける窓口 産業観光課 0736-56-3000

鳥取県 鳥取県
鳥取県内国内便エアサポート支援事業
（移住定住促進エアサポート）

鳥取県内への移住を検討し、お試し住宅利用、移住体験、婚活イベント等具体的な移住手続きのために飛行
機で来県する方、及び面接等就職活動のために来県する方の航空運賃を半額支援。年２回まで利用可能。

交通政策課 0857-26-7099

鳥取県 米子市 引越し費用支援金助成事業
前年度に大学等を卒業した方が市内に転入して就労した場合に、家財等の引越し費用に相当する額を助成し
ます。

商工課 0859-23-5216

島根県 島根県 ふるさと島根定住・雇用情報コーナー
東京・大阪・広島にＵＩターンの相談窓口を開設。職業紹介事業の求職登録やＵＩターンに関する相談が可能。
島根県内市町村情報の提供。

地域振興部
しまね暮らし推進
課

0852-22-5687

島根県 出雲市 出雲大好きＩターン女性支援事業
県外からＩターンにより、出雲市に初めて移住（居住）し出雲市内事業所に就職された20歳以上の独身女性に
対し、引越助成金（上限5万円）、家賃助成金（上限2万円）及び就業助成金（上限3万円）を交付します。

縁結び定住課 0853-21-6629

島根県 川本町 町内居住者通勤費助成
平成２７年４月１日以降に町内に新築または転入で居住され、他市町村へ通勤される方へ通勤費を助成。（5
千円/月：片道20km以上　1万円/月)

まちづくり推進課 0855-72-0634

お問合わせ先

移住体験

　02.移住・転入
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島根県 美郷町 定住ポイント制度
40歳以下を対象に、5年間以上の定住を条件として、定住ポイントを付与する。付与されたポイントは、1ポイン
ト10,000円として地域商品券等に交換できる。（UIターン5ポイント、就職20ポイントほか）

定住推進課
定住推進係

0855-75-1212

広島県 庄原市 定住相談
定住を希望・検討されて来市された方の最初の相談窓口として，お話を伺う。住民自治組織と連携して，地域
情報の提供や地域への溶け込みをサポートする。

自治定住課 0824-73-1257

広島県 北広島町 北広島町Ｕターン奨励金
◆16歳以上39歳以下の者が5年以上町外で生活した後、再び本町の住民基本台帳に登録して生活の基盤を
本町に置く場合、奨励金（50,000円～）を地域通貨により交付する。
【奨励金額】　単身：5万円　　世帯：10万円（子供1人あたり5万円の加算）

企画課
地域振興係

050-5812-1856

広島県 北広島町 北広島町に帰りたい人の会の設立
◆町外に転出しているものを対象に会への登録を促進し、Ｕターンにつながる制度・就職情報・町の様子など
の情報発信を行う。

企画課
地域振興係

050-5812-1856

広島県 神石高原町 田舎暮らしアドバイザー
町への定住を希望する方に対し町で生活する上で必要となる情報の提供等の支援をおこなうためアドバイ
ザーを設置しています。

神石高原町
まちづくり推進課

0847-89-3332

山口県 萩市 移住支援員の配置
移住経験者２名を移住支援員として配置し、移住希望者からの相談対応や空き家案内を行い、円滑な移住と
定着を支援します。

企画政策課 0838-25-3819

山口県 萩市 地域移住サポーターの配置 移住者と地域のパイプ役として活動する「地域移住サポーター」を各地域に配置し、地域への定着を支援しま
す

企画政策課 0838-25-3819

徳島県 阿波市 阿波市移住ナビ 移住希望者及び市への転入者に対し、市の概要及び支援事業内容等をまとめたガイドブックを配布。
企画総務部
企画総務課

0883-36-8700

香川県 三豊市 移住・定住ポータルサイト「みとよ暮らし手帳」 移住を考える方向けの情報を掲載 田園都市推進課 0875-73-3011

香川県 三豊市 定住促進・短期滞在者支援制度
三豊市への移住を希望する市外の方が、仕事や家探し等の準備のため市内の指定宿泊施設に２泊以上宿泊
する場合、１泊１人当たり三豊市商品券2,000円分を交付する。

田園都市推進課 0875-73-3011

愛媛県 愛媛県 e移住ネット
住居、就労、生活関連情報や移住経験者の体験談など、移住交流希望者が移住先選定にあたって必要とす
る各種情報を一元的に提供するポータルサイト。

愛媛ふるさと暮らし
応援センター
（（公財）えひめ地域政
策研究センター内）

089-922-4110

高知県 高知県
移住・交流総合案内事業（移住・交流コンシェル
ジュ）

高知県への移住に関する相談窓口として、地域や仕事、住まいなど全般のご相談に対応します。
■相談窓口：高知（移住促進課内）、東京（ふるさと回帰支援センター内）、大阪（大阪ふるさと暮らし情報セン
ター　※毎第４金、土のみ）

産業振興推進部
移住促進課

088-823-9755

高知県 高知市 移住体験ツアー
首都圏・関西圏を中心とする移住希望者を主な対象とし，本市の移住に関する取組の紹介や，自然・歴史・文
化・食など優れた資源を案内する。

移住・定住促進課 088-823-8813

高知県 高知市 よさこい移住プロジェクト ・よさこい移住相談会の実施　・よさこい移住応援隊の組織化 移住・定住促進課 088-823-8813

高知県 高知市 移住・定住相談 高知市の移住・定住促進に関する相談窓口 移住・定住促進課 088-823-8813

高知県 日高村 移住・定住促進事業
相談員による、移住・定住に関する相談窓口。「宮ノ谷お試し滞在住宅」　日高村がどんなところか知っていた
だく為に、実際に住んで、気軽に「村民気分」を体験していただけるお試し住宅です。1日から最長28日まで。使
用料は5,000～20,000円まで。

産業環境課 0889-24-4647

福岡県 筑後市 転入者新幹線定期券購入補助事業
筑後市に転入された人で、九州新幹線筑後船小屋駅からの新幹線定期券を購入し、通勤や通学をする場合、
その定期券の購入費の一部に対し1カ月あたり1万円の補助金を支給します。

企画財政課 0942-65-7024

福岡県 筑後市 定住促進PR事業
ホームページや市外住民への定住促進ガイドブックの配布、駅貼りポスターなど様々な媒体を活用しながら、
筑後市の魅力や空き家バンクの情報などの定住促進メニューを発信します。

企画財政課 0942-53-4245

福岡県 筑後市 Uターン・Iターン推進 郷土との関係を持ち続けてもらうため、都市圏に住む地元出身者などに筑後市の情報を提供します。 企画財政課 0942-53-4245

福岡県 岡垣町 ウエルカムキャンペーン事業
中学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯が町外から転入した場合に、町の特産
物を１年に限りプレゼントするもの。※特産物は合計２万円以内とし、年複数回に分けて贈る。

住民環境課
093-282-1211
内線111

熊本県 玉名市 定住希望者登録制度
登録者に、不動産情報、日常生活、イベント等の情報の提供を行うことで、市への関心を維持しながら移住へ
の具体的な動きを支援します。

企画経営課 0968-75-1421

熊本県 山都町 短期滞在施設
町外から本町への移住を希望、検討する方（移住希望者等）が、本町への移住に向けて必要な調査や準備を
行ったり、滞在することができる施設として、最大1年間を限定として貸し出します。

山の都創造課 0967-72-1158

熊本県 山江村 ふるさと定住奨励記念品贈呈
村内に自ら居住するための住宅を建設又は購入により取得し、村内に住所を有することになった方に山江温
泉ほたる入浴券(360枚)又はほたる米(20㎏×12枚)又は、入浴券とほたる米の組合わせ(数量は前述の半分
ずつ)を記念品として贈呈。

企画調整課 0966-23-3111

大分県 豊後高田市
定住応援サイト「ぶんごたかだに住んでくだサイ
ト」

定住情報を紹介する『幸せのかぎ』とライフステージに合わせた情報を紹介する『幸せのとびら』の２つに分け
て､皆さんに知って頂きたい定住情報をご紹介します。http://www2.city.bungotakada.oita.jp/sundene/

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後大野市 移住奨励金
空き家バンク制度や持家取得助成金制度を利用して転入する際の奨励金
定額１０万円（１世帯あたり）

まちづくり推進課 0974-22-1001

大分県 杵築市 定住促進「人生まるごと応援プラン」 「住む」、「働く」、「暮らす」を重点項目に各分野の支援制度をわかりやすく作成。 政策推進課 0978-62-1804

大分県 宇佐市 移住コンシェルジュ

移住の不安を解消。
【集落定住支援員】地域と連携して空き家バンク登録物件の掘り起しや空家案内、移住相談を行っています。
【地域おこし協力隊】市外から宇佐市に移住して働き、移住者目線でのサポートや地域との橋渡しを行ってい
ます。

観光まちづくり課 0978-32-1111

大分県 姫島村 Uターン奨励金
Uターンして村内に定住する者で、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業した後、６ヶ月を経過している
者・転入時の年齢が５０歳未満の者・独身者３万円、夫婦６万円、子供を扶養している者９万円支給する

企画振興課 0978-87-2111

大分県 姫島村 姫島丸定期乗船券購入補助金 村内に定住し、村外の公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、通勤する者に５千円助成する 企画振興課 0978-87-2111

大分県 日出町 移住者居住支援事業補助金
県外から移住しようとする方等に対して、住宅を確保するための必要な経費について移住者居住支援補助金
を交付

政策推進課 0977-73-3116

宮崎県 木城町 転入奨励金
木城町に定住する意志を持った方が転入し、就職又は自営業に従事している場合に転入奨励金を交付しま
す。奨励金額・・・３０万円（転入して１年経過後から申請可能で、年１０万円を３年間交付します。）

まちづくり推進課 0983-32-4727

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県移住・交流相談員の配置
鹿児島県への移住に興味のある方や移住を検討している方などに対し，専門の相談員が鹿児島の生活環境
や住まい，移住支援策など幅広く相談を受けています。

地域政策課 099-286-2424

鹿児島県 鹿児島県 かごしま暮らしネット 移住・交流の促進のため、地域交流や移住に関する情報を発信し、鹿児島での暮らしの魅力を紹介していま
す

地域政策課 099-286-2424

鹿児島県 和泊町 和泊町定住促進住宅用地
定住促進や地域活性化のため，また，町有地の有効活用という視点で，遊休町有地を住宅用地として定住希
望者に一定期間貸し付け，その貸付期間の経過後，借受者に土地を無償譲渡等するものです。

企画課 0997-84-3512
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 小樽市 ふれあいパス事業
７０歳以上の市民にバス乗車証を交付し、市内均一区間であれば、通常２２０円のところ、１２０円で乗車でき
る。

福祉部
地域福祉課

(0134)32-4111
内線301

北海道 名寄市 もっともち米プロジェクト
日本一の作付面積を誇るもち米を市民の誇りとし、子どもたちが自慢できるふるさとづくりを進めるための事
業。専用ＨＰの開設、もち米レシピの紹介・広報、もち米サポーター養成講座の開講などを行っている。

経済部農務課 01654-3-2111

北海道 千歳市 交通ネットワークの充実
本市の優位性を生かした交通ネットワークを充実させるため、「千歳市交通戦略プラン」を策定し、全市的な路
線の再編をはじめ、運賃やダイヤ、待合環境の整備、情報発信機能の強化、交通手段の分担化等、各種交通
施策を展開し、市民の利便性の向上を図る。

企画部主幹（交通
政策担当）

01233-24-0897

北海道 島牧村 エキノコックス症検査 村診療所で実施したものに限り、エキノコックス症検査が小学校３年生以上から無料 福祉課保健指導 0136-75-6001

北海道 島牧村 エキノコックス症検査 村診療所で実施したものに限り、エキノコックス症検査が小学校３年生以上から無料 福祉課保健指導 0136-75-6001

北海道 岩内町 生ごみ減量化推進事業補助金 電動生ごみ処理機購入費の１／２を補助（上限：50,000円）
住民課
住民生活担当

0135-67-7094

北海道 仁木町 仁木町ぬくもり灯油助成事業
低所得者世帯等に冬期間の生活を支援するため灯油購入費及び採暖用の電気料金の一部について、1世帯
あたり1万円を助成する。

住民課 0135-32-2513

北海道 秩父別町 ふるさと回帰同窓会開催補助金交付事業 町内の飲食店で開催される同窓会に対し、参加者一人につき１，０００円を補助（上限３万円)
企画課企画グ
ループ

0164-33-2111

北海道 沼田町 沼田町子育て世帯町外通勤者支援事業
町内に居住する中学生までを扶養する世帯主が町外の職場へ通勤する為に要する経費の一部として、助成
額相当の町内商品券を交付。最大　年間72,000円の町内商品券。

農業商工課 0164-35-2114

北海道 占冠村 トマムスポーツ施設村民優待制度
小中高生に、ミナミナビーチ、雲海ゴンドラ、スキー場が利用できるシーズン券を発行。大人については優待券
を発行。

企画商工課 0167-56-2124

北海道 美幌町 美幌町マナビティーセンター利用サークル
マナビティーセンター登録サークルとして、手工芸、絵画、ダンス、音楽、民謡、学習など、約５０のサークル活
動が活発に行われています。文化祭での作品展示、芸能発表等、活動の成果を披露する場もたくさんありま
す。この機会に、サークル活動を初めてみてはいかがでしょうか。

社会教育グルー
プ
社会教育担当

0152-72-2300

北海道 美幌町 シルバー人材センター
高齢者の豊かな経験と能力を活かし、就労を通じて高齢者の生きがいの充実や社会参加を図り、高齢者の福
祉の向上を図ることを目的としています。

美幌町みどり就労
センター

0152-72-3366

北海道 美幌町 美幌町マナビティーセンター
マナビティーセンターは、町民の地域活動や趣味・教養・文化向上の学習実践活動及びレクリエーションの場と
して、ご利用いただく社会教育施設です。サークル活動も多岐にわたっており、大変活発です。

社会教育グルー
プ社会教育担当

0152-72-2300

北海道 美幌町 しゃきっとプラザ
保健センター・福祉センター・健康増進センターを統合した複合施設で、町民の健康と生きがいづくりの活動拠
点とする機能、そして在宅福祉サービスの総合的、かつ効果的な提供拠点として機能を果たしています。運動
指導室（トレーニングルーム）、健康遊浴室（プール）が1月あたり1,000円で利用できます。

保健福祉グルー
プ健康推進担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 びほーる
「びほーる」を含めた美幌町民会館は、美幌町の芸術文化振興の拠点施設として、芸術文化鑑賞事業の実施
や、町民の皆さんの文化活動の発表機会を支援しています。平成24年に建設された、とても近代的な施設で

社会教育グルー
プ文化振興担当

0152-72-2300

北海道 美幌町 みどりの村
三角屋根の可愛らしい建物「 グリーンビレッジ美幌」が目を惹く”みどりの村”では、手軽にバーベキューが可
能なキャンプ場がある他、親子で参加できる多彩なイベントが通年に渡って行われています。ハンドメイドやお
菓子教室なども開催されています。

農政グループみど
りの村

 0152-72-1994

北海道 美幌町 美幌博物館
近未来を感じさせる曲線の美しい建物の”博物館”は、他に例を見ない豊富な知識を持つスタッフによる手づく
りの資料と解説が見所。また、講義や実際に外に出ての実習や見学会なども数多く、美幌の自然の素晴らし
さ、歴史について体感できます。

教育委員会博物
館グループ

0152-72-2160

北海道 美幌町 美幌図書館
可愛らしい三角形の建物が図書館です。蔵書量が多く、近隣市町村からも来館者があります。子ども向けのイ
ベントが数多く用意されている他、上映会や古典文学講座など多彩な取り組みがされています。

教育委員会図書
館グループ

0152-73-3016

北海道 上士幌町 子育て支援有料ゴミ袋給付事業 ２歳未満児対象として有料ごみ袋を１人24ヶ月分給付事業　（例：45ℓ袋の場合120枚） 町民課
01564-2-2111
(内135)

北海道 幕別町 重度心身障害者医療費助成制度 心身に重度の障害を持つ方に対して、医療費（保険診療の範囲内）の一部を助成。 民生部町民課 0155-54-6602

北海道 幕別町 自動車改造費助成制度 重度の身体障害者が就労等のために自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助
成

民生部福祉課 0155-54-3811

北海道 幕別町 自動車運転免許取得費助成制度 重度の身体障害者が普通自動車免許を取得する場合、その自動車免許の取得に要する経費の一部を助成。 民生部福祉課 0155-54-3811

北海道 池田町 重度身体障害者交通費助成制度
重度の身体障害（１級又は下肢、体幹、移動機能障害２～３級）の方が利用するタクシー運賃又は障がい者若
しくは保護者の方が運転する自動車の燃料費として年額1万2千円を助成。

保健福祉課福祉
係

015-572-2100

北海道 池田町
指定難病患者及び特定疾患患者通院費等助成
制度

指定難病又は特定疾患の医療受給者証をお持ちの方で、道町民税が非課税の方を対象に、通院に係る交通
費の一部を助成。

保健福祉課福祉
係

015-572-2100

北海道 池田町 軽中度難聴児補聴器助成事業
身体障害者手帳の交付に至らない程度の両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満の方を対象
に、補聴器購入及び修理費の一部を助成。基準額は障害者総合支援法に基づく補装具給付制度に準ずる。

保健福祉課福祉
係

015-572-2100

北海道 標茶町 標茶町ごみ減量化資源化促進対策事業
家庭用生ごみ処理機を町内の取扱店で購入した場合に費用の４分の３を助成します
○上限額電気式は上限45,000円、堆肥式は2個1組上限5,700円

住民課 015-485-2111

北海道 標津町 ふるさとの未来を担うリーダーづくり しべつ未来塾でのリーダー育成及び若者との意見交換等を実施 生涯学習センター 0153-82-2900

北海道 標津町 若者の健診・保健指導の推進
１６～３９歳を対象に生活習慣病予防を目的とした健診を実施
自己負担額1,500円（８割程度軽減）

保健福祉センター 0153-82-1515

青森県 青森市 高齢者福祉乗車証（いき・粋乗車証）の交付
青森市内に居住する満70歳以上のかたを対象に、市営バス・ＪＲバスを乗車1回につき100円で利用できる乗
車証を交付します（ＪＲバスは雲谷地区在住のかたのみ対象となります）。

高齢者支援課 017-734-5326

青森県 八戸市 ドクターカー運行事業
定住自立圏の形成に関する協定書の規定に基づき、医師を乗せて救急現場に直行する「ドクターカー」を八戸
市立市民病院に配備し、圏域内の救命救急医療の充実を図っています。

健康増進課 0178-43-9396

青森県 八戸市 ドクターヘリ事業
救急専門の医師・看護師が医療機器を搭載したヘリコプターで救急現場に出動し、早期の治療後、適切な医
療機関に患者を搬送します。また緊急に高度な治療が必要となった患者の病院間搬送を行います。(県のドク
ターヘリ運航業務を受託)

八戸市立市民病
院管理課

0178-72-5034

青森県 八戸市 アーティスト・イン・レジデンス事業
八戸ポータルミュージアムの自主事業において、館内のレジデンス施設に一定期間滞在し、地域の人々と交
流しながら創作活動を行います。

八戸ポータル
ミュージアム

0178-22-8200

青森県 平川市 町会加入促進事業 新たに町会へ加入した世帯に対し、生活支援グッズ（ごみ袋等）を配布。
総務課
行政係

0172-44-1111
(内線1342・
1350)

青森県 藤崎町 予防接種事業
藤崎町にお住まいの方の予防接種の費用を全額助成します。
（・四種混合　・二種混合　・MR混合　・日本脳炎　・BCG　・ヒブ　・小児用肺炎球菌　・子宮頸がん　・水痘　・風
しん）※それぞれに対象者の要件有

福祉課
健康係

0172-75-3111
(内線2112・
2503)

青森県 板柳町 排雪活動事業補助費
・自主的かつ積極的に排雪活動を行う団体に対し、補助金を交付する。
（対象となる団体は、町内会とする）
※10万円を限度とし、町内会が手配する排雪に係る運搬車両の借り上げ費用の1/2とする。

建設課
0172-73-2111
（343）

青森県 野辺地町 通院時タクシー利用料金助成事業
非課税世帯であって、満70歳以上の高齢者及び障害者等が医療機関を受診する際に使うタクシーの初乗り料
金を助成（1月あたり2枚）。

介護・福祉課
0175-64-2111
（245）

青森県 七戸町 コミュニティバス・電気シャトルバス運行事業
生活環境・利便性の向上を目指し、住民の足としてコミュニティバス・電気シャトルバスを運行。
・1乗車100円(高校生以下無料)　・電気シャトルバスは無料

企画調整課 0176-68-2940

青森県 三戸町 住民票交付手数料無料事業 住民票の交付手数料300円について、町内に住民登録している方は無料。 住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 家族介護支援金給付事業 在宅要件を満たす介護者（要介護4・5の方を在宅で介護している介護者）に月額5,000円の支援金を給付。 健康推進課 0179-20-1153

青森県 三戸町 家族介護用品給付事業
在宅要件を満たす介護者（要介護4・5または要介護3で尿失禁のある方を在宅で介護している介護者）に月額
6,500円分の家族介護用品を給付。

健康推進課 0179-20-1153

青森県 三戸町 １００歳高齢者顕彰事業 100歳の高齢者に対して長寿をお祝いするため、顕彰状と祝い金を贈呈。 健康推進課 0179-20-1153

秋田県 秋田県 冬の生活応援助成金
県内に移住された方を対象に、冬の暖房機器や除雪機械・器具等の購入に要する経費を最大３０万円助成し
ます。

企画振興部人口
問題対策課

018-860-1234

秋田県 男鹿市 医師等修学資金貸付事業
医師、看護師等として男鹿みなと市民病院に勤務しようとする者へ返還が免除される「医師等修学資金」の貸
付

男鹿みなと市民病
院事務局

0185-23-2221

秋田県 鹿角市 障害者住宅整備資金貸付制度
身体障害者手帳４級以上または療育手帳Ａをお持ちの方と同居する方で、障害者向けに住宅等を増改築また
は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な方に対し資金を貸付（一戸あたり上限１５０万
円）します。

福祉課
地域福祉班

0186-30-0238

秋田県 鹿角市 ひとり親世帯住宅整備資金
住宅整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な方に対し、増築または改築のための資金を貸付（上限１
５０万円）します。

福祉課
子育て支援班

0186-30-0235

秋田県 北秋田市 福祉の雪事業
６５歳以上の高齢者のみの世帯、高齢者と雪よせが困難な障がい者もしくは児童との世帯等を対象に、冬の
生活を支援するため住宅の出入り口の雪寄せ、屋根の雪下ろし排雪にかかる費用の一部を助成。

高齢福祉課 0186-62-6639

山形県 鶴岡市 鶴岡マイプロに出会う旅
都会で身につけたスキルを地元で活かしたい、仕事以外のナリワイを見つけたい、鶴岡へのUIターンを検討し
ている方を対象に、東京と鶴岡市を行き来しながら、自分のプロジェクト「マイプロ」を、仲間たちと共につくって
いくプログラム。

企画部地域振興
課

0235-25-2111

山形県 川西町 デマンド型乗合交通
前日までの電話予約により、乗り合いタクシーが複数の方を乗降場所の戸口から、町内のそれぞれの目的地
の戸口まで送迎するもの。利用には事前に会員登録が必要（登録料無料）。利用料金、一回につき５００円。毎
日運行。一日あたり９便運行。なお、詳細はHPに記載。

まちづくり課 0238-42-6613

福島県 喜多方市 新40歳の無料健診 40歳の住民を対象として市が実施する主な健（検）診を無料で受診できる無料券を交付。 保健福祉部保健
課

0241-24-5223

福島県 川俣町
ニューライフ・ステージ登録制度（ＵＩターン希望
者登録制度）

町に登録したＵＩターン希望者に対して、住居・仕事等の生活情報の提供や、地域の方々の紹介を行い支援す
る。

産業課
商工交流係

024-566-2111

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
遠距離通勤生活支援

金山町、只見町、昭和村、三島町、柳津町以外の町外に勤務して金山町に住所を有し、町に永住の意思があ
り、40歳未満又は子育て世帯（0歳～18歳までが1人以上おり、小中学生は町立学校、高校生は川口高校の通
学に限る）。勤務日数月15日以上。滞納者は対象外、半年に1度、月額5,000円を町内の商品券で支給。

復興政策課
復興政策係

0241-54-5203

茨城県 日立市 高齢者肺炎球菌予防接種事業
国の定期対象者（65歳以上5歳刻みの年齢の方）以外でも、65歳以上の方で過去に肺炎球菌予防接種を接種
したことがない方であれば3,000円を助成します。

0294-21-3300

茨城県 日立市 職業探検少年団
ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など１１の職業を体験できる少年団があり、地域の専門家やボラン
ティアなどの指導のもと、たくさんの経験をしながらどんな「仕事」があるのか学べます。

0294-23-9150

茨城県 日立市 インフォメーションゆう
小・中学生を対象に、市内の小中学生向けのイベントなどの情報を集めたちらしを作成し提供しています。ま
た、ちらしの一部に土曜日及び長期休業中の日曜日に公共施設が無料になるチケットを付け、子どもの体験
活動を支援しています。

0294-23-9150

茨城県 笠間市 高齢者運転免許自主返納支援事業
市内在住の65歳以上の方で、自主的に運転免許の全部を返納した方に交通チケット12,000円分（①デマンドタ
クシーかさま利用チケット、②期限付き市内タクシー利用回数券、③バス利用回数乗車券）の引換券のいずれ
か1つを支給。

市民生活部
市民活動課

0296-77-1101

茨城県 取手市 市民提案型補助金制度
様々な市民活動団体の自主的な町づくり活動経費の一部を助成する「市民提案型」の補助金制度です。新し
い発想による町おこしや、環境活動などの事業を支援します。

総務部市民協働
課

0297-74-2141

茨城県 茨城町 いきいき健康づくり推進事業費
生活習慣予防及び医療費抑制を目的とし、保健師、管理栄養士、職員が地区の公民館等に出向き、健康教育
及び健康相談を行う。

健康増進課 029-240-7134

茨城県 茨城町 がん検診推進事業費 疾病の早期発見と健康意識の向上を図るため、無料の検診を実施する（特定の年齢・性別による）。 健康増進課 029-240-7134

お問合わせ先

その他

　01.その他
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http://www.city.otaru.lg.jp/simin/korei/hureaipass/
http://nayoro-mochigome.com/
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/
http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
http://www.teiju.com/category/3550597-1.html
http://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kikaku/nmudtq000002nnmk.html
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2012073100134/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2014061700012/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2010102700027/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2013051700032/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2013070300015/
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/museum/katudou/image/h27gyouji.pdf
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/library/index.htm
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/iryo/iryouhijosei/juudosinnsinnsyougaisyairyoujosei.html
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/fukushi/syougaisyahukusi/syogai-sonotajyosei.html
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/fukushi/syougaisyahukusi/syogai-sonotajyosei.html
http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kenko/shogaishashien/335.html
http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kenko/shogaishashien/334.html
http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kenko/shogaishashien/334.html
http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/sougou/gomi_kankyou_eisei/kankyou/namagomishoriki-kounyuujosei.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/koreisha-shien/fukushi-kenkou/fukushi/kourei-fukushi/iki-jyousyasyou.html
http://hacchi.jp/
http://www.city.hirakawa.lg.jp/docs/2010101200016/
http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,72,15,101,html
http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/syoukai/access/community-bus.html
http://www.a-iju.jp/
http://www.ogaminato.jp/shugaku/index.html
http://www.city.kazuno.akita.jp/enjyo/289.html
http://www.city.kazuno.akita.jp/hitorioya/268.html
http://new.mirailab.info/mypro/tsuruoka.html
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/demandkotu.html
http://www.town.kawamata.lg.jp/soshiki/5/ui-newlife-touroku.html
http://www.town.kawamata.lg.jp/soshiki/5/ui-newlife-touroku.html
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
http://www.city.hitachi.lg.jp/
http://www.city.hitachi.lg.jp/
http://www.city.hitachi.lg.jp/
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page000358.html
http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/8,5924,36,325,html


栃木県 さくら市 公共墓地の優先購入
さくら市リバーサイドきぬの里の保留地を購入された方は、公共墓地（きぬの里霊園）の永代利用権を優先に３
万円で購入可能。

都市整備課 028-681-1120

栃木県 益子町
総合型地域スポーツクラブ
「ましこチャレンジくらぶ」

各種スポーツ教室を開催、年間プログラム22種目、短期プログラム4種目を開催している。年会費　一般3,000
円、中学生以下、65歳以上ー2,000円　種目によっては参加料別途有り

教育委員会
生涯学習課

0285-70-2727

群馬県 桐生市 ファミリーサポートセンター事業 育児や介護の援助を受けたい方からの依頼に応じてサービス提供会員を紹介（会員制）
子育て支援課
子育て支援係

0277-46-1111
(内線308)

群馬県 桐生市 わたらせ渓谷鐵道高校生等通学費補助金 黒保根町に居住し、わたらせ渓谷鐵道を利用して高等学校等へ通学する生徒の通学費を補助
教育委員会管理
部
生涯学習課　黒保

0277-96-2501

群馬県 沼田市 市民農園 市内に住所を有する農業者以外の対象者に、農地の貸し付けを行う。(1区画あたり30㎡　5,250円/年) 農林課 0278-23-2111

新潟県 新潟県 にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト事業
県外の若者等に1か月程度滞在型のインターンシップ（「地域資源の活用」、「農業」などのメニュー）に参加して
もらい、就業や地域での暮らしを個別支援するもの。

県民生活・環境部
新潟暮らし推進課

025-280-5635

新潟県 新潟県 にいがた暮らし相談窓口
「表参道・新潟館ネスパス」において、市町村や県の定住支援施策の紹介やにいがた暮らしや体験に関する
相談、空き家情報、医療や教育に関する情報も紹介しています。

にいがた暮らし相
談窓口

03-3479-1415

新潟県 新潟市 いくとぴあ食花
新潟市の食と花に親しむことのできる施設です。新潟市産の花を中心に植えた13種類の庭があるガーデン、
新潟市産の野菜や花、加工品を購入できるマーケット、地元で採れた食材を豊富に用いたメニューを楽しめる
ビュッフェ形式のレストランがあります。随時イベントも開催しています。

農林水産部農業
特区・
農村都市交流課

025-384-8732

新潟県 長岡市 「ＵＩ－Ｌｉｆｅながおか」運営事業
仕事や住まい、子育てなど、長岡市のＵＩターンに関する情報や、体験者のインタビューなど、長岡で暮らしたい
方をサポートするポータルサイトです。

商業振興課 0258-39-2228

新潟県 三条市 スポーツ大会出場激励金
スポーツ大会について、北信越大会、全国大会及び国際大会への出場が決定した市内在住者に対し、一人に
つき最大５万円を支給する。

健康づくり課
スポーツ振興室

0256-34-5511

新潟県 三条市 車イスの貸出 外出や旅行などで車いすが必要な場合に貸出を行う。 福祉課 0256-34-5511

新潟県 三条市 中心市街地活性空き家改修事業等補助金 中心市街地の空き家等に、入居または新規出店するために改修する際の改修費の2/3（上限130万円）を補
助

地域経営課 0256-34-5511

新潟県 三条市 コミュニティ支援交付金
コミュニティの維持・醸成と、地域への帰属意識や愛着感の醸成、人がつながり交流する機会の創出のため
に、市民が主体となって行う公益的なコミュニティ活動に対する補助。上限30万円。

地域経営課 0256-34-5511

新潟県 三条市 ご用聞き笑店街事業
商店有志の団体『さんじょう ご用聞き笑店街』と協力して、買い物御用聞きサービス（商品宅配サービス）を
行っている。中心市街地及びその周辺の高齢者や子育て世帯の方々等の利便性向上を図っている。

地域経営課 0256-34-5511

新潟県 小千谷市 生ごみ処理機器購入費補助
市内に住所を有し、かつ居住している方を対象に、居住場所設置用に市内販売店から生ごみ処理機器を購入
する場合、購入金額の2分の1（上限額：堆肥化容器3,000円、電動処理機30,000円）を補助する。

市民生活課 0258-83-3509

新潟県 小千谷市 小千谷市地域包括支援センター
相談無料で、保健師や主任介護支援専門員（ケアマネージャー）、社会福祉士等が高齢者の介護予防に関す
るマネジメントをはじめ、介護、福祉、健康、医療等の相談対応や必要な保険・福祉サービスの調整等の支援

保健福祉課 0258-83-4060

新潟県 十日町市 東京⇔十日町間無料直行バスの運行
東京⇔十日町間をつなぐ無料直行バス「緑の直行便（グリーンライナー）」を運行。利用条件として、市内有料
宿泊施設の利用と市内での農業体験や大地の芸術祭・地域おこし協力隊等が実施するボランティア活動の２
つの条件を満たす必要あり。

一般社団法人
十日町市観光協
会

025-757-3345

新潟県 燕市
予約制乗合ワゴン車運行事業
（おでかけきららん号）

電話で簡単に予約をし、自宅や出先から、決められた範囲内の希望する目的地まで行くことができます。
大人（中学生以上）300円、　小学生100円、　未就学児は無料（必ず保護者同乗）

生活環境課 0256-77-8162

新潟県 胎内市 家計相談支援事業
失業や債務問題などを抱え、家計に問題のある生活に困窮している人が家計を再建するための支援を実施。
利用料は無料。

福祉介護課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 自立相談支援事業
訪問による支援を含め、生活に困窮している人を早期に把握して、さまざまな問題を複合的に抱えた生活に困
窮している人を対象に、必要な支援を包括的・継続的に提供できるよう対応。利用料は無料。

福祉介護課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 無料消費者行政相談会 月１回、司法書士の消費者行政相談会を実施。利用料は無料。 商工観光課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 後期高齢者人間ドック健診費用の助成 75歳以上の方で市の健診を受けていない方を対象に、人間ドックの費用を年度に1回1万円を助成。 健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 胎内市 30歳からの特定健康診査
生活習慣病の予防・改善に役立てるため、30歳以上の方を対象に特定健診を実施。ただし、40～74歳の社保
被保険者の方は除く。料金：69歳以下1,200円、70歳以上無料

健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 胎内市 30歳からの胃・大腸がん検診
30歳以上の方を対象に胃バリウム検診・大腸がん検診が実施。
料金：胃バリウム検診（69歳以下1,200円、70歳以上400円）、大腸がん検診（69歳以下800円、70歳以上300

健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 胎内市 骨粗しょう症検診
30，35，40，45，50，55，60，65，70歳の女性を対象に骨粗しょう症検診を実施。
料金：69歳以下700円、70歳以上無料

健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 胎内市 妊産婦歯科健診及び成人歯科健診
妊産婦及び40，45，50，55，60，65，70歳の方に対して、市内の歯科医院において年1回無料で歯科健診と歯
科保健指導を実施。

健康づくり課 0254-44-8680

富山県 砺波市
高齢者ちょっとねぎらい事業
【砺波市三世代同居推進事業】

三世代同居世帯の７５歳以上の高齢者が年齢の節目を迎えた場合、市内宿泊施設等が利用できる利用券を
贈呈する（節目は７５歳以上、５歳刻み）。

福祉市民部社会
福祉課

0763-33-1111
（内線125,126）

富山県 砺波市
介護者もちょっと一息事業
【砺波市三世代同居推進事業】

三世代同居世帯の６５歳以上の要介護者（認定４以上）のショートステイ利用に対して補助する。
福祉市民部高齢
介護課

0763-33-1111
（内線151）

富山県 砺波市
孫とお出かけ支援事業
【砺波市三世代同居推進事業】

祖父母と孫が一緒に砺波市・富山市の対象施設を訪れた場合、入館料等が無料になる（対象施設：砺波市６
施設、富山市１５施設）。

・砺波市花と緑と文化
の財団
・となみ散居村ミュージ
アム
・出町子供歌舞伎曳山
会館

0763-33-5515
0763-34-7180

富山県 砺波市
ふるさとの思い出体験事業
【砺波市三世代同居推進事業】

昔ながらの道具や遊びを通して三世代交流を推進する経費（１事業当たり上限２万円）を支援する。
教育委員会
生涯学習・スポー
ツ課

0763-82-1904

富山県 砺波市
三世代交流運動遊び事業
【砺波市三世代同居推進事業】

自治会等が実施する三世代交流のスポーツ・レクリエーション経費（１事業当たり上限１万円）を支援する。
教育委員会
生涯学習・スポー
ツ課

0763-82-1904

石川県 加賀市
北陸先端科学技術大学院大学Ｕターン入学支
援事業

高校卒業時に、能美市、小松市又は加賀市に居住した者が、JAIST進学のため、県外から3市のいずれかにU
ターンをして居住することとなる場合に、Uターン奨励金として、月額5万円を支給する。

総務部企画課 0761-72-7830

福井県 福井市 地域の誇り推進事業
地域の課題解決や活性化につなげる力、「住民自治力」の向上を図り、個性豊かな地域をつくるため、地域の
特色を活かした住民主体のまちづくりを支援

市民生活部
まちづくり・国際課

0776-20-5300

福井県 あわら市 メール配信サービス
観光、イベント、子育て、就職活動、あわら市インターネット放送局「ねっとdeあわら」など、あわら市のお得な情
報をお届けするメールマガジンを配信。

政策課 0776-73-8005

山梨県 大月市 シルバーお出かけパス＆障害者お出かけパス
高齢者（65歳以上）および障害者の方々を対象に、市内のあちらこちらに路線バスで出かけていただけるよう
に、1年間5千円の負担で「お出かけ年間パス」を交付します。

福祉課 福祉総務
担当
障害者支援担当

0554-23-8030
0554-23-8031

山梨県 大月市 すこやか大月市民健診（人間ドック）
国民健康保険に加入している方で、生活習慣病の発生率の高い年齢層の市民を対象に、計画的に人間ドック
検診を行います。健診費用：1万3千円（自己負担分）

市民課
国保年金担当

0554-23-8037

山梨県 大月市 成人歯科健診
市内在住の20歳以上の方を対象に、大月市内の健診医療機関において、無料で歯及び口腔の健診を受けら
れます。

保健介護課
健康増進担当

0554-23-8038

山梨県 大月市 生ごみ処理容器等購入助成事業
生ごみの土壌(堆肥)化による資源の再利用、ごみ減量のため、生ごみ処理容器および処理機の購入を助成し
ます。補助金額：購入費の2分の1以内で、千円未満切り捨て。ただし、購入費が2千円未満の場合には、百円
未満を切り捨て。限度額：生ごみ処理容器等3千円　生ごみ処理機2万円

市民課
生活環境担当

0554-23-8023

山梨県 大月市 ふれあい農園

梁川町塩瀬（やながわ農園）と猿橋町伊良原（さるはし農園）の2箇所に市民農園を開園しています。 自分で手
作り野菜を作ったり、畑を耕作することができます。１区画あたりの貸付農地面積：40平方メートル使用料：（や
ながわ農園）市内在住者　年額8千円　市外在住者年額1万円　　（さるはし農園）市内在住者　年額7千円　市
外在住者　年額8千8百円

産業観光課
農林業担当

0554-20-1833

山梨県 大月市 特別聴講生制度（大月短期大学）
大月市民を対象に、さまざまな学習意欲に応え、専門的かつ継続的な学習機会を提供するため、大月短大の
授業を特別聴講生として受講することができます。

大月短期大学 0554-22-5611

山梨県 市川三郷町 生ごみ処理機購入費補助金制度 ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理機購入費の一部を上限25,000円で購入費の1/2補助します。 生活環境課 055-272-6092

山梨県 市川三郷町 犬・猫の避妊・去勢手術費補助金
犬と猫の避妊・去勢手術費の一部を、次の金額を上限に手術費用の1/2補助します。
(1)避妊手術 : 犬１頭につき　12,000円　　　猫１匹につき　10,000円
(2)去勢手術 : 犬１頭につき　　8,000円　　　猫１匹につき　　6,000円

生活環境課 055-272-6092

長野県 諏訪市 がん検診推進事業
乳房健診、子宮がん検診、大腸がん検診を実施。肺がん検診は高精度な「らせんCT検診（自己負担あり）」を
実施。

健康推進課 0266-52-4141

長野県 小海町 タクシー利用助成制度
１枚600円でタクシー利用助成券を購入、1回の利用で1枚使用し、１枚につき1,500円分まで利用可能(対象者：
70歳以上の方、障害者手帳等を所持している方）

町民課高齢者支
援係

0267-92-2525

長野県 原村
医療費特別給付金（障害者、ひとり親家庭、寡
婦、65歳以上、高額療養費対象の世帯主）

障害者や18歳未満（高校卒業まで）の児童を扶養するひとり親家庭、50歳から65歳までの寡婦、65歳以上の
高齢者、高額療養費の対象となる世帯主が支払った医療費の自己負担分を申請することで全額給付する。

保健福祉課 0266-79-7092

長野県 原村 生ごみ減量化等推進事業補助金
生ごみの減量化や環境の保全を推進するため、生ごみ処理機を購入した場合に購入費の50％以内を補助す
る。（上限20,000円）

建設水道課 0266-79-7933

長野県 宮田村 企業誘致報奨金
村内に新たに事業所の設置を考えている村内に事業所を有さない企業の情報を提供した者に対して、提供さ
れた情報にもとづき企業誘致に成功した場合、「企業誘致報奨金」を交付。
報奨金額：村民の正規雇用人数に応じ、最大300万円

みらい創造課 0265-85-3181

岐阜県 多治見市
生ごみ減量化及び堆肥促進に関する補助金交
付制度

燃やすごみの約３～４割を占める生ごみの減量と堆肥化による有効利用を促進するために、生ごみ処理機と
生ごみ処理容器の購入費について補助。
生ごみ処理機・・・上限10,000円、生ごみ処理容器・・・上限2,500円　種類ごとに1回に限る

環境文化部
環境課

0572-22-1580

岐阜県 多治見市 コミュニティバス乗継券制度
多治見駅で路線バスからコミュニティバスに乗り継ぐ場合、100円相当の乗継券を発行します。多治見駅でき
きょうバス中心市街地線に乗車すると、料金100円分の支払いに使えます。

都市計画部
都市政策課

0572-22-1321

岐阜県 多治見市
多治見市地域内交通運行支援補助金交付制
度

市の区域内において、自治会、町内会、ＮＰＯ等の地域住民が主体のバス運営組織が運行する地域内交通の
運行を支援するための補助金。運行経費の赤字分を最大200万円補助します。

都市計画部
都市政策課

0572-22-1321

岐阜県 瑞浪市 子宮がん医療機関検診 対象は満20歳、25歳、30歳、35歳で対象年齢の年に市より無料のクーポン券が郵送されます。 健康づくり課 0572-68-9785

岐阜県 瑞浪市 30歳代健診 血液検査、血圧、尿検査、身体測定、歯科健診が自己負担500円で受けることができます。 健康づくり課 0572-68-9785

岐阜県 羽島市 歯達の健診 ２０歳を対象とした歯科検診を実施する（自己負担額なし）。 健康管理課 058-392-1111

岐阜県 羽島市
羽島市国民健康保険・後期高齢者医療保険短
期人間ドック助成

生活習慣病の予防等のため、３０歳以上の国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者に対して、
羽島市民病院での短期人間ドックの費用の一部を助成するもの。

保険年金課 058-392-1111

岐阜県 土岐市 インフルエンザ予防接種費助成事業
満1歳から中学3年生までの子どもと、65歳以上の方を対象に、インフルエンザ予防接種の接費用が一部補助
されます。

市民部健康増進
課

0572-54-1112

岐阜県 各務原市 胃がん検診
４０歳以上を対象に胃部エックス線検査（バリウムによる）または胃内視鏡検査を市内医療機関で実施。 【費
用】  胃部エックス線検査 ： 1,500円、  胃内視鏡検査 ： 2,500円

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 前立腺がん検診
５０歳以上の男性を対象に、診察・ＰＳＡ検査を市内医療機関で実施。　　　　費用：１,０００円  （但し、国保特定
健診、国保人間ドッグ、すこやか健診または肝炎ウイルス検診と同時受診の場合は５００円）

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市
紙おむつ購入助成券の支給 在宅で介護している家族に、紙おむつの購入費の一部を助成します。月額3,000円分の助成券にて支給（1カ

月1枚ずつ利用）　前期（4月～9月）、後期（10月～3月）に分けて支給します。
介護保険課

058-383-1111

岐阜県 各務原市
理美容サービス利用助成券の支給 理容院または美容院に出向くことが困難な在宅の寝たきり高齢者の方などに、自宅で理美容サービスを利用

したとき利用できる助成券を支給します
高齢福祉課

058-383-1111

岐阜県 可児市 福祉医療費助成事業
経済的負担を軽減し福祉の増進を図るため、重度心身障がい者、義務教育終了までのこども、１８歳までのこ
どもを扶養しているひとり親家庭の親とそのこどもに対しての医療費助成制度。

福祉課 0574-62-1111

岐阜県 飛騨市 がん検診推進事業
子宮頸がん・乳がん・胃がん・大腸がん検診について、該当年齢対象者へ受診クーポン券を送付、自己負担
分無料。

健康生きがい課 0577-73-2948
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静岡県 富士市 シティプロモーション事業・観光ツーリズム
・富士山を活かしたニューツーリズムの推進を図り、富士市の魅力の発信を行い、誘客を図る。
・コンベンション開催助成制度を設ける。

観光課 0545-55-2823

三重県 津市 津市文化振興基金活用事業
寄附金と市からの拠出金を原資に、市民や市民文化団体の活動を支援するため、本市の文化の向上に寄与
すると認められる事業に対して事業費総額の1/3（上限20万円）を補助。

スポーツ文化振興
部
文化振興課

059‐229‐3250

三重県 大紀町 コミュニティバス運行
高齢者が公共施設・医療機関へ行く交通手段を確保するなど、地域住民の交通の利便性向上を目的に実施。
各地域から中核病院等へ運行。乗車料金は無料。

0598-86-2216

滋賀県 甲賀市 コミュニティバス無料乗車券交付制度 80歳以上の高齢者又は障害者の方に、コミュニティバス無料乗車券を交付 公共交通推進室 0748-65-0672

滋賀県 甲賀市 地域特産品開発事業補助 地域特性を活かした特産品の開発や販売促進などに必要な経費に対して、経費の一部を補助します。 商工政策課 0748-65-0709

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェク
ト』
島外通勤者交通費助成金

洲本市に居住し、本州又は四国へ高速バス・船舶を利用して通勤されている方に交通費の一部を助成しま
す。
・助成対象区間の交通費相当額(通勤手当除く)×50％〈上限1万円/月〉

企画情報部
企業立地対策課
定住促進係

0799-24-7641

兵庫県 赤穂市 生ごみ堆肥化容器等購入助成
市内に住所を有しかつ居住する方で、生ごみ堆肥化容器または生ごみ処理機を購入する世帯に対して、助成
金を交付。いずれも購入金額の2分の1までで上限額および世帯での購入個数に制限あり。

美化センター 0791-42-3841

兵庫県 宍粟市 通勤・通学助成事業
宍粟市内に住所を有し、生活の拠点を宍粟市に置き、公共交通を利用して通勤・通学（中播磨、西播磨以外）
される方へ１か月あたりの定期券料金の１／３を助成（上限２万円）ただし、通勤手当等が支給される場合は、
その額を控除。

市民協働課 0790-63-3123

奈良県 吉野町 長寿健診事業 75歳以上の生活習慣病の発見・治療につなげるための健康診査は無料 町民課

奈良県 吉野町 特定健診・特定保健指導事業 40歳～74歳の国民健康保険被保険者に対し、特定健康診査・特定保健指導が無料
町民課
長寿福祉課（保健
センター）

奈良県 吉野町 人間ドック費用助成事業 30歳～74歳の国民健康保険被保険者に対し、人間ドックの費用助成（町立吉野病院の人間ドックに限る） 町民課

奈良県 吉野町 若年者健診事業 30歳～39歳の国民健康保険被保険者に対し、生活習慣病早期発見・疾病予防の目的の健康診査が無料 町民課

奈良県 吉野町 がん検診費用助成事業 30歳～74歳の国民健康保険被保険者に対し、集団健診時における胃がん・肺がん・大腸がん検診が無料 町民課

奈良県 吉野町 健診情報提供事業
40歳～74歳の国民健康保険被保険者で、勤務先の健診や人間ドックを受診されている等、規定の項目をすべ
て情報提供いただくと、1,000円分の吉野町商業協同組合の商品券を進呈

町民課

和歌山県 かつらぎ町 防災情報ネットワークシステム
災害などの緊急時に、住民の皆さんへ情報を素早く確実に伝達するため、複数のメディアや媒体へ情報伝達
するシステムを整備しています。

総務課 0736-22-0300

鳥取県 米子市 任意予防接種の費用を助成します
厚生労働省によって薬事法上の許可がなされている、インフルエンザワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子
宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成をします。

健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 米子市 家庭ごみ袋の一部補助（負担軽減措置）
福祉サービスや子育て支援として、米子市の福祉サービスを受けておられる世帯や、2歳未満の乳幼児がいる
世帯は、最大で年間平均使用量の3分の1程度の可燃ごみ専用指定ごみ袋を無料で支給しています。

環境政策課 0859-23-5259

鳥取県 米子市 家庭用生ごみ処理機等購入費補助 生ごみ処理機等の購入費の一部を補助します。 環境政策課 0859-23-5259

鳥取県 米子市 重度障がい児・者タクシー料金助成
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは、乗車時に手帳を提示すると、タクシー料金の1割引が受
けられます。重度の障がいのあるかたには、社会参加を支援するため、福祉タクシー利用券を交付し、タク
シーの初乗り料金相当額を助成しています。

障がい者支援課 0859-23-5549

鳥取県 米子市 自動車運転免許取得費助成 障がいのあるかたが第１種普通自動車免許を取得する場合に、教習を受ける費用の一部を助成します。 障がい者支援課 0859-23-5153

鳥取県 米子市 身体障害者自動車改造費助成
身体に障がいのあるかたが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造費の一部を、予算の範囲内で助成
します。

障がい者支援課 0859-23-5153

鳥取県 米子市 人工透析患者通院費助成 人工透析のための通院に要する交通費を助成します。 保健年金課 0859-23-5153

鳥取県 岩美町 高齢者等移送サービス事業
路線バスの利用が困難な地域に暮らす65歳以上の高齢者や要介護3～5の認定を受けられた方などに、自宅
から町内医療機関、公共施設への移送費を助成。【利用者の負担】1回500円/年間100回（片道）

福祉課 0857-73-1333

島根県 出雲市 出雲大好きＩターン女性支援事業
県外からＩターンにより、出雲市に初めて移住（居住）し出雲市内事業所に就職された20歳以上の独身女性に
対し、引越助成金（上限5万円）、家賃助成金（上限2万円）女性を雇用した市内事業所には就業助成金（3万
円）を交付します。

縁結び定住課 0853-21-6629

島根県 大田市 大田市産業体験者定着支援事業

公益財団法人ふるさと島根定住財団が実施するＵＩターンしまね産業体験事業を満了した者を対象に、引き続
き大田市において同業種の産業体験を行なう場合、月額１２万円（実家にＵターンし産業体験を行った場合は
月額６万円）を助成。補助対象期間は財団助成金の助成対象期間が満了する月の翌月から、３カ月以上２年
以内とする。その他、別途要件がありますのでお問い合わせください。

地域振興課
定住推進室

0854-83-8029

島根県 奥出雲町 奥出雲町生活交通サポート事業
交通手段をもたない70歳以上の高齢者で、一定の要件を満たす方に対し１年につき１万円のバス・タクシー利
用券を配布しています。また、この内、バス利用が困難な方を対象に、バス停から一定距離以上ある方に対し
てタクシー利用助成があります。

福祉事務所 0854-54-2541

広島県 庄原市 高速バス活用による定住対策補助金
高速バスで広島市へ通勤・通学する場合，定期乗車券購入費用から通勤手当等を差し引いた額が15,000円
以上の場合15,000円を，または，通勤手当等を差し引いた額が15,000円未満の場合，その額を助成。

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 「帰ろうや倶楽部」
会員(登録無料)に「定住情報」や「ふるさと情報」を定期的に発信。企業や市民団体と協力し、移住に役立つ情
報を提供する。

自治定住課 0824-73-1257

広島県 庄原市 生ごみ処理容器等補助金 生ごみ処理機を購入する場合，費用の2分の1を補助(上限1万6千円)。 環境政策課 0824-72-1398

香川県 丸亀市 離島住民通勤等航路費補助金
補助対象は通勤等のために島しょ部と本土を往来する、島しょ部住人。補助金額は通勤等のために購入した
定期乗船券の20/100の額を補助。

生活環境部
市民活動推進課

0877-24-8809

愛媛県 東温市 救急医療情報セットの配布 かかりつけ医や持病などの救急情報を入れた容器を自宅冷蔵庫等に保管し、もしもの時の救急活動に活か
す

社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 砥部町 はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業
70歳以上の高齢者、1～3級の身体障害者手帳所持者及び知的障害者でA判定の療育手帳所持者が受ける、
はり、きゅう、マッサージの施術費用の一部を年間12,000円を上限として補助。

介護福祉課 089-962-7255

愛媛県 砥部町 障害者タクシー利用助成事業
1～3級の身体障害者手帳所持者、知的障害者でA又はB判定の療育手帳所持者及び1、2級の精神障碍者手
帳所持者が、タクシーを利用したとき、料金の一部を年間13,200円を上限として補助。

介護福祉課 089-962-7255

愛媛県 砥部町 生ごみ処理機等購入費助成事業
生ごみの減量化のために購入する生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機の購入費の半額（容器3,500円、
電気式20,000円を上限とする）を補助。

生活環境課 089-962-7446

愛媛県 砥部町 犬及び猫の不妊去勢手術助成事業 犬及び猫の不妊・去勢手術に要する経費について、1頭につき3,000円を補助。 生活環境課 089-962-7446

高知県 高知市 「防災人づくり塾」の開催
大規模災害に備えて地域の防災リーダーとなる人材を育成するため，防災に関する様々な知識の習得を図る
連続講座を開催。

防災政策課 088-823-9055

福岡県 飯塚市 生ごみ処理機購入費助成
生ごみ処理容器や電動式・手動式生ごみ処理機、ダンボールコンポストの購入者に対して補助金を交付して
います。

市民環境部環境
整備課

0948-22-5500

福岡県 八女市
八女市予約型乗合タクシー
「ふる里タクシー」

予約があったときに予約があった区間だけを運行し、複数の利用者が乗合で利用するタクシー。利用者の玄
関から目的地の玄関まで送迎します。

地域づくり・文化
振興課

0943‐24‐8162

福岡県 八女市 旅する茶のくに週間
毎年秋の終わりに催される体験型プログラム「旅する茶のくに週間」。
職人の匠がいきづくまち「八女」ならではの「八女の魅力」を再発見していただくための体験型プログラムがあ
なたを待っています。

商工観光課 0943-23-1192

福岡県 筑後市 ふるさと案内人事業
「地域おこし協力隊」をふるさと案内人として委嘱し、市外住民に対して筑後市の魅力や住みやすさをPRする
活動を行います。

企画財政課 0942-53-4245

福岡県 糸島市 九大生向け生活応援補助 市内に住む九大生の生活を応援するため、自転車購入補助や引越費用補助などを行っています。 地域振興課 092-332-2062

福岡県 久留米市
久留米暮らし・ウェルカムキャンペーン(通勤定
期利用支援)事業

新幹線やJR在来線、西鉄電車で福岡市等に通勤定期券を利用して通勤される方（ウェルカムプレゼントの対
象世帯の中より1名）に定期券代を一部支援します。JR在来線・西鉄電車利用で月5千円(最大18万円)、新幹
線利用で月1万円(最大36万円)

総合政策部
くるめの魅力向上
推進室

0942-30-9228

佐賀県 佐賀市 佐賀市定住促進通勤定期券購入費補助金
新規に市外で就労する方、市内に転入して市外に通勤する方を対象に、特急列車等の利用に係る通勤定期
券の購入費の一部を補助します。

企画政策課 0952-40-7038

佐賀県 多久市 論語教育の推進
孔子の教えである「恕の心（思いやりの心）」の育成のため、学校ではその教えをまとめた「論語カルタ」を日々
の教育の中に取り入れ、論語カルタ大会、論語検定試験（試験料は市費で支出。）などを行っています。

学校教育課 0952-75-2227

長崎県 五島市 生ごみ処理機購入費補助金 生ごみ処理機を設置し、継続して使用する方へ購入金額の2分の1助成（上限５万円） 生活環境課 0959-72-6116

長崎県 五島市 介護用品の支給（紙おむつ給付） 在宅で介護している要介護4または5の方に対して、紙おむつの給付。（限度額：月額5,000円） 長寿介護課 0959-72-6194

長崎県 五島市 家族介護慰労事業 高齢者を在宅で介護している家族の介護負担の軽減を図るための慰労金の支給。（支給期間あたり35,000 長寿介護課 0959-72-6194

長崎県 五島市 スポーツ合宿誘致事業 五島市で合宿をすると1団体あたり最高１０万円を助成。 スポーツ推進課 0959-74-0039

長崎県 五島市 島民航空カード
航空券購入の際にカードを提示すると、福岡-五島福江間と長崎-五島福江間の航空運賃が割引になる。（季
節により運賃は変更）

市民課 0959-72-6112

長崎県 五島市 島民乗船カード 一部の二次離島航路において、運賃が割引になる。 市民課 0959-72-6112

熊本県 八代市 新幹線定期券購入補助金
九州新幹線「新八代駅」を利用する通勤・通学者に対して新幹線定期購入費の一部を補助。
通勤：上限１万円/１ヶ月。通学：上限5千円/１ヶ月。

企画政策課 0965-33-4104

熊本県 八代市 「夜間急患センター」のご利用
月～土に、内科・小児科・外科・整形外科の診療に関し、新規患者で診療時間終了後に発症または症状が悪
化した方を対象に診療。小児科は日・祝祭日も診療可。

健康福祉政策課 0965-33-4003

熊本県 八代市 休日在宅医制度 日・祝祭日に、急な病気でも診療が受けられるよう市内医療機関が当番制で対応するもの。 健康福祉政策課 0965-33-4003

熊本県 八代市 休日救急歯科診療
日・祝祭日に、急な歯や歯肉の痛み、事故等における外傷の処置、その他緊急時の歯科治療を八代歯科医
師会口腔保健センターで行うもの。

健康福祉政策課 0965-33-4003

熊本県 水俣市 みなまた環境大学
環境にこだわったまちづくりを行う水俣の取組みを肌で感じ、持続可能な地域づくりを実践できる人材の育成を
目的に、現地水俣で実施するセミナー。入門編１コースとじっくり編２～３コースを実施。

環境課 0966-61-1612

熊本県 美里町 インフルエンザ予防接種補助金
インフルエンザの予防接種費用について、６５歳以上の方で町内医療機関の利用であれば１，５００円、町外
医療機関の利用であれば１，０００円を補助します。

健康窓口課 0964-47-1111

熊本県 小国町 田舎暮らし実戦スクール
年に４回の実践型講座を開き「人・農・暮らし・景観」をテーマに開催される。移住者を招いての本音トークや
ワークショップも行われる。

(財)学びやの里 0967-46-5560

大分県 別府市 日本語楽々トーク 週１回日本語を学びながら外国人同士の交流を図っている。 文化国際課 0977-21-1131

大分県 別府市 外国人相談窓口 毎週、水・金曜日に外国人の様々な行政手続きを通訳しサポートしている。 文化国際課 0977-21-1131

大分県 別府市 わくわく健康づくり教室 毎月1回、保健師・管理栄養士・健康運動指導士等による健康指導の教室や相談を行っている。 健康づくり推進課 0977-21-1117

大分県 別府市 国際交流教室
市内に約８０の国や地域、約3,000人の留学生が在学している特徴を活かし、留学生が母国の紹介や意見交
換する教室を開催。

文化国際課 0977-21-1131

大分県 中津市 中津市産材利用住宅促進事業
木材の需要拡大と地域経済対策として「中津市産材」を利用して、木造住宅を新築および増築する場合に、中
津市産材の購入経費の一部を補助します。平成27年度からは乾燥木材を利用した場合の補助上限額を引き
上げ、より良質な住宅の供給を目指します。

林政課 0979-22-1111

大分県 日田市 クラインガルテンあまがせ
自然豊かな農山村で土に親しみ、心身ともに安らぎと潤いのある、のんびりとした時間を体験できます。宿泊で
きるログハウスや、休憩棟・農機具倉庫もあります。

天瀬振興局 0973-57-8201

大分県 日田市 遠隔地図書貸出事業 地元公民館を拠点として、遠隔地域の市民に対し図書の貸出業務を行う。 教育庁淡窓図書
館

0973-22-2497

大分県 日田市
日田市国民健康保険はり、きゅう並びにあん
摩、マッサージ及び指圧施術助成事業

日田市に住所を有する、被保険者を対象とする。１日1回９００円、１ヶ月５回を限度とし、助成を行う。 健康保険課 0973-22-8271

大分県 日田市
日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん
摩、マッサージ及び指圧施術助成事業

日田市に住所を有する、被保険者を対象とする。１日1回９００円、１ヶ月５回を限度とし、助成を行う。 健康保険課 0973-22-8271

大分県 日田市 重度障害者移動支援事業 重度心身障がい者の移動支援として、タクシー等の初乗り料金を補助しています。 社会福祉課 0973-22-8290

大分県 豊後高田市 胃がん予防のためのピロリ菌検査
がん検診を同時に受ける20歳以上の市民を対象に、胃がん予防のためのピロリ菌の検査を巡回健診、施設
健診（検診センター）にて無料で行います。

ウェルネス推進課 0978-22-3100
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大分県 豊後高田市 ＴＭＫ健康運動教室 大学と連携し、科学的根拠に基づく運動&栄養プログラムを提供し､運動継続を支援する健康運動教室です。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 若返りコンテスト
５月～１月の間、毎月体力テストを実施しています。期間内に体力テストを２回以上受講された参加者の中か
ら体重、体脂肪率、体力年齢などの部門に分かれて、どのくらい良くなったかを競うものです。

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 健康マイレージ事業
市が実施する健康づくりイベントの参加や健康診断を受診するとマイレージポイントがもらえます。マイレージ
ポイントを5,000ポイント以上獲得した参加者の中から上位200名に５千円相当のプレゼントを差し上げる事業

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 歩数計の助成 歩くことから始める健康づくりをサポートするために、40歳以上の市民を対象に歩数計の助成を行うものです。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 特別支援教育就学奨励 特別支援学級児童生徒の保護者の方へ経済的支援を行っています｡ 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 特別支援教育支援員等の配置 様々な障がいのある児童･生徒が、円滑に学校生活が送れるよう支援を行います｡ 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 適応指導教室（ビリーブ）
相談活動や、様々な学習活動、体験活動をしながら、心の安定を図り、自立心や社会性を育て、学校や社会
で生き生きと生活できるように援助します。

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 要保護・準要保護家庭への援助
経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し､義務教育の円滑な実施のため､必要な援助
を行っています｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 スポーツの力でまちを元気に!!推進事業 講演会や実績ある指導者によるスポーツ教室、指導者研修を行い、競技力向上を支援します。 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 市民乗合タクシー
地域公共交通として運行しています（14路線：うち3路線が事前予約制）｡誰でも１回200円で乗車できます（未就
学児は無料）

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 70（ななまる）パス事業
市内70歳以上の方を対象に、路線バス割引券を発行。高田～香々地間が１回200円（10回乗車分を1セットとし
て販売）。乗合タクシーを乗り継いでも200円でご利用できます。

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ”光”のネットワーク網
市内全域でFTTH（光）方式によるケーブルネットワーク網を整備しています。
市内どこに住んでも高速インターネットの加入ができます。

企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 買い物支援
社会福祉法人の運営する移動販売車が会員宅（会費無料）を週２回巡回し、高齢者等の買い物支援や簡単な
御用聞きをしています。

福祉事務所 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 お知らせ通知アプリ
イベント情報や防災情報などの「市からのお知らせ」や「ごみ収集日」をタイムリーにお知らせするスマートフォ
ン用アプリです。

企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 電気自動車用急速充電器 スパランド真玉と長崎鼻リゾートキャンプ場に、急速充電器を設置しています。 企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ケーブルテレビ網
平成27年３月末で92.4％の世帯の皆さまが加入しています。
市民チャンネルでは、市内の旬な出来事やニュースなど、より早くお伝えしています。また、障害対応などバッ
クアップ体制も万全です。

企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 緊急情報等の提供 緊急情報や防災情報、自治会連絡など告知端末の通信を使った情報伝達により、とても安心です。 総務課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 市内無料電話
ケーブルテレビ加入者間は､市内通話は無料です｡また､ＮＴＴ西日本が提供するひかり電話は、通話料がとっ
てもお得です。

企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 市立図書館
電子書籍にも対応する最新の情報システムの導入や､市内各所での貸出しや資料の配送サービスも行ってい
ます｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 大分県立美術館観覧助成事業
市内にお住いの方が、大分県立美術館（大分市）を観覧した際の観覧料を助成します。（上限1,000円：1人に
つき年度内1回）

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 さわやかあいさつ運動
さわやかなあいさつを市民総ぐるみで交わす取組みです｡あいさつによるコミュニケーションさわやかあいさつ
運動 の充実により､より良い地域づくりを目指します｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 生涯学習支援講座 各公民館で、教養､趣味講座及び健康増進の講座など様々な学習ができるよう､定期的に講座を開催していま
す

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 緊急通報システム
高齢者等が、自宅にて体調不良や事故にあわれた場合には、告知端末の「緊急ボタン」を押すことで、地域の
協力員や消防署から速やかな救援が受けられます。

福祉事務所 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 安否確認システム
ひとり暮らしの高齢者の自宅に、人感センサーを設置し、一定時間内に反応が見られない場合には、地域の
協力員や社会福祉協議会の職員が安否確認を行います。

福祉事務所 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 上水道
一般家庭の水道料金は、大分県内において２番目に安い料金水準です（Ｈ26年度末現在。口径13㎜で月20ｍ
3使用した場合2,480円）

上下水道課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 公共下水道 市内中心部：公共下水道整備率74.6％　住み良い生活環境の整備を推進しています｡ 上下水道課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 消費生活センター 消費生活や多重債務問題等のトラブルなどの相談窓口を開設しています｡ 市民課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 証明書自動交付機
高田庁舎玄関に設置している自動交付機に専用のカードを使用して、休日や時間外でも住民票の写し等の各
種証明書の交付を受けることができます。

市民課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため､合併処理浄化槽を市内の補助対象地域内に設置さ
れる方へ､補助金を交付します｡

環境課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 温泉割引 高齢者（70歳以上）、障がい者（中学生以上70歳未満）の方は100円割引の200円で入浴可能です。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 脱ペーパードライバー応援事業
転入して自動車を運転することが必要になったペーパードライバーの方に、豊の里自動車学校のペーパー教
習料を助成します。（上限：教習2回分10,800円）

市民課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 レンタカー費用奨励事業
空き家バンク利用登録者が、空き家バンク登録物件を見学するためレンタカーを利用した場合レンタカー費用
を助成します。（上限 1日2,500円×最大４日間）

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 豊後高田市ＩＪＵ（いじゅう）支援サイト
空き家バンクの物件情報や先輩移住者の体験談などＵＪＩターンを希望される方や豊後高田市に住んでみたい
とお考えの皆様に向けた情報をご紹介します。http://www2.city.bungotakada.oita.jp/teijuu/

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 豊後高田市公式フェイスブック 旬な市の情報を移住希望者の皆さんにご紹介します。https://www.facebook.com/bungotakadacity 企画情報課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 救急医療情報キット
60歳以上の方や障がいのある方などが、病気や災害といった万が一の有事に備えて、かかりつけ医や緊急連
絡先などの必要情報を入れておくキットをお配りしています。

福祉事務所 0978-22-3100

大分県 杵築市 ふるさと杵築同窓会開催助成金交付制度
市内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助し、ふるさと回帰のきっかけをつくり、定住促進や地域経
済の活性化を応援します。1人1,000円で上限50,000円。

政策推進課 0978-62-1804

大分県 宇佐市 地域コミュニティ組織
地域住民が行政と協力しあい、地域の活性化や諸問題に取り組むために、地域資源の有効活用、安心して暮
らしていける仕組みづくり、交流の場の創出など、地域のニーズを取り入れた活動を小学校区単位で行ってい

観光まちづくり課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐市コミュニティバス運行事業
交通空白地域・不便地域でコミュニティバスを運行し、公共交通手段の確保に努めています。利用料：原則一
律100円（一部例外有り200円）

企画財政課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐市消費生活センター
悪質商法・買物トラブル・多重債務など、消費生活に関する問題を専門の知識を持った相談員がアドバイスし、
相談・解決に努めます。

商工振興課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 勤労者総合福祉センター（さんさん館） 文化・教養・研修など、市民の生きがい・ふれあいの拠点として幅広く活動していただける場を提供していま
す

商工振興課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 市民環境歴史教室
文化財に関する年間テーマに沿った講演会を年５回開催するとともに、現地学習会を１回開催します。平成27
年度のテーマは「宇佐神宮と勅祭（仮）」です。

社会教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 各種相談 法律、年金、生活、健康、栄養、糖尿病、こころの悩み等、様々な無料相談会を開催しています。 各課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐市防災マップ 台風、大雨、津波など災害によって被害が想定される箇所や避難所の位置などを地図に示しています。 危機管理課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 災害時応援協定
県内の全市町村、県外4つの交流都市、市内外の民間団体・企業58団体とインフラ・物資・人的支援等に関す
る災害時応援協定を締結しています。

危機管理課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 図書館
宇佐市民図書館本館と安心院分館・院内分館があり、2台の自動車図書館が市内を巡回しています。詳しく
は、図書館のホームページをご覧ください。

図書館 0978-32-1111

大分県 宇佐市 光インターネットサービス 市内全域で光インターネットが利用可能です。 情報統計課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐市インターネット放送局
宇佐市の魅力をより多くの人に見ていただこうと、それらの動画を配信するインターネット放送局「ＵＳＡチャン
ネル」を開局しました。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも特別なソフトを使うことなく動画を見る
ことができます。

秘書広報課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 がん検診
結核・肺がん、大腸がん、胃がん、乳がん、子宮頸がん、肝炎ウィルスの検査を対象年齢の間、無料、または
一部負担でうけられます。

健康課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 さわやか運動教室
健康運動指導士の指導により、運動習慣を身につけるための運動教室を（宇佐・安心院・院内　各毎月１回）を
無料で開催しています。

健康課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 ５・８・１１健康チャレンジ
自分に合った健康づくりの目標を掲げ、5月・8月・11月（取り組みやすい月を5月～11月までの期間で選択可
能）をポイント期間として健康づくりに取り組みポイントを競います。市民どなたでも参加できます。

健康課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 介護予防教室
介護予防体操教室150か所、ふれあいサロン89か所、認知症予防教室15か所あり、お住まいの地域の教室に
ご参加いただけます。

介護保険課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐市高齢者安心サポートシステム事業 一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の方に、緊急通報装置を貸与し、緊急時や相談等のサポートをします。 介護保険課 0978-32-1111

大分県 日出町 定住促進雑誌 町内外の人に日出町の「良いところ」を紹介する雑誌を作成 政策推進課 0977-73-3116

鹿児島県 南さつま市 生ごみ処理機設置補助金
市に住所を有する方で、電動生ごみ処理機 (家庭で発生した生ごみ等を処理し、堆肥等を生成する機器)を購
入した方に、１世帯当たり１台に限り、購入経費の 1/2で、上限額20,000円を交付します。

市民生活課
生活環境係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 長寿祝金支給 その年の1月1日から12月31日までの間に98歳になる者及び最高齢の男女に対し、祝い金を支給します。
福祉課
社会係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 はり・きゅう等施術料助成金交付 市に住所を有する高齢者(７０歳以上)の方のはり・きゅう等の利用に対し助成を行います。
福祉課
社会係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 伸ばせ健康寿命よか湯だな事業
市に住所を有する高齢者(65歳以上)の方に、市内及び近隣市で市が指定した公衆浴場営業許可を有する温
泉等施設の利用に際し、１回につき２００円の助成をします。　(３６枚綴りの温泉等入浴券を交付）

福祉課
社会係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 危険廃屋解体補助金交付事業 危険廃屋の取り壊しや撤去に要した費用に対し、補助要件等により補助金を交付します。
総務課
自治防災係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 なでしこ健診
市の実施する集団健診において、４１歳、４６歳、５１歳、５６歳、６１歳の女性に、特定健診と女性検診を含む
各種がん検診を一日で実施できる健診を行います。

保健課
健康増進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 華の５０歳・還暦無料健診
市の実施する集団健診において、南さつま市に住民登録がある、５０歳、６０歳の方を対象に、特定健診と各
種がん検診を無料で実施します。

保健課
健康増進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 人間ドック等補助金
市国民健康保険の加入期間が1年以上ある30歳から74歳までの方で、人間ドック・脳ドック・がんドックを受診
された方に対し、かかった費用の一部を補助します。

保健課
国保年金係

0993-53-2111

鹿児島県 さつま町 地域おこし協力隊
さつま町柊野地区で地域資源（桑）を活かした商品開発，及び地域活性化への支援を行う。（月額賃金16万円
を支給，活動用車や住居，ＰＣは貸与）

制作推進係 0996-53-1111

鹿児島県 屋久島町 敬老祝い金
４月１日現在において町内に住所を１年以上有する高齢者に対し、長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し
年齢に応じて１～２０万円の祝い金を支給します。

福祉事務所 0997-43-5900

鹿児島県 屋久島町 国民健康保険人間ドック利用補助金
屋久島町国民健康保険税の完納者かつ被保険者期間が引き続き１年以上あり、年齢が満30歳以上75歳未満
の者で、前年度内に対象ドックの利用がなかった者を対象に、２万円の人間ドック利用補助金を支給します。

健康増進課 0997-43-5900

鹿児島県 徳之島町 敬老バス無料乗車券 町内在住で満75歳以上の方を対象に、路線バスの無料利用券を発行しています。 介護福祉課 0997-82-1111
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