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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

朝倉市 住まい
家を購入する・
改修する

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業 市内業者に発注して行う住宅リフォームに対して、経費の一部を補助する。
都市建設部
都市計画課

0946-22-1111
（内線271・239）

朝倉市 結婚・子育て 医療 朝倉市子ども医療費助成制度
就学前児童医療費の無料化と小・中学生入院費の一部助成を行う。小・中学生の入院費は、一月に
500円／日（一医療機関につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。

市民環境部
保険年金課

0946-22-1111
(内線138･139)

朝倉市 結婚・子育て 医療 インフルエンザ予防接種費用助成
１歳から中学３年生に相当する年齢までの人について、予防接種１回につき、予防接種料金から自己
負担額1,000円を差し引いた額を助成する。回数制限あり。

保健福祉部
健康課

0946-22-8571
（直通）

飯塚市 住まい 設備 住宅用太陽光発電システム設置補助 住宅用太陽光発電システムの普及のため、設置費用の一部を補助します。 市民環境部環境整備 0948-22-5500

飯塚市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム補助
飯塚市民が、市内の施工業者によって住宅の改修工事を行なう場合に、経費の一部を補助金として交
付します。

都市建設部建築課 0948-22-5500

飯塚市 住まい
家を購入する・
改修する

マイホーム取得奨励金 飯塚市に転入し住宅の新築又は購入をする方に対して奨励金を交付します。 都市建設部住宅課 0948-22-5500

飯塚市 結婚・子育て 子育て・教育 赤ちゃんすくすく元気訪問
生後４か月を迎えるまでの赤ちゃんがいるご家庭に訪問スタッフがお伺いをして、子育ての悩みや心配
事の軽減ができるようなお手伝いを行います。

こども・健康部こども育
成課

0948-22-5500

飯塚市 結婚・子育て 出産 妊婦検診費助成 妊婦健康診査を受診される妊婦さんに助成券を配付しています。
こども・健康部健康・ス
ポーツ課

0948-24-4002

飯塚市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
飯塚市内にお住まいの中学校第3学年修了前までの子どもに対し、健康保険が適用される医療費の自
己負担額を助成する制度です。

こども・健康部医療保
険課

0948-22-5500

飯塚市 仕事
起業・事業・就
職

新規参入者新事業費補助
飯塚市で就農を希望する新規参入者に対して、農業用機械・施設・農地賃借料等の経費の一部を助成
します。

経済部農林振興課 0948-22-5500

飯塚市 仕事 農林水産業 新規就農者短期研修事業費補助 飯塚市内で就農を希望する方に対して、短期間の就農前農業体験研修事業費を助成します。 経済部農林振興課 0948-22-5500
飯塚市 仕事 農林水産業 新規就農者長期研修事業費補助 飯塚市内で就農を希望する方に対して、長期間の就農前農業体験研修事業費を助成します。 経済部農林振興課 0948-22-5500

飯塚市 その他 その他 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

糸島市 住まい
家を購入する・
改修する

糸島市マイホーム取得奨励金
平成27年１月２日から平成31年３月31日までの間に糸島市内で住宅を新築または売買で取得した人
に、３年間、建物の固定資産税相当額を「奨励金」として商品券で交付するものです。市外から転入す
る人だけでなく、市内在住の人も対象となります。

地域振興課 092-332-2062

糸島市 結婚・子育て 子育て・教育 こんにちは赤ちゃん訪問
生後２か月の赤ちゃんがいる全ての家庭を、子育て支援センターの職員が訪問して、育児の悩みや相
談に応じ、子育ての応援をしています。

子ども課 092-332-2074

糸島市 結婚・子育て 子育て・教育 私立幼稚園子育て支援補助金
私立幼稚園に同時に３人以上のお子さんが就園している世帯に対して、３人目以降の園児の入園料、
保育料などを補助します。

教育総務課 092-332-2091

糸島市 結婚・子育て 子育て・教育 ブックスタート事業
親子が絵本に親しむきっかけづくりと赤ちゃんの健やかな成長のため、乳児（生後10か月）に絵本を配
布しています。

文化課 092-332-2093

糸島市 結婚・子育て 子育て・教育 保育料の減免
入所児童の年齢が３歳未満であり、更に第３子以降（18歳未満の兄弟姉妹）であれば、申請により保育
料を免除（無料）します。

子ども課 092-332-2074

糸島市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育
生後3か月から小学校３年生までのお子さんが、病気の回復期などで集団生活などが困難な場合に、
一時預かりを実施します。

子ども課 092-332-2074

糸島市 結婚・子育て 出産 妊婦歯科健診
重い歯周病を持つお母さんは、そうざんや低体重児出産などのリスクが高まると言われているため、妊
婦さんの歯科検診を無料で行っています。

健康づくり課 092-332-2069

糸島市 結婚・子育て 医療 子ども医療費の助成
小学校就学前のお子さんの保険診療自己負担額を、全額助成します。また、小学校３年生までのお子
さんの入院費を全額助成します。

子ども課 092-332-2074

糸島市 結婚・子育て 医療 乳幼児健診・ファミリー健診 乳幼児健診、離乳食教室、ファミリー健診（お母さんの健康状態をチェック）を行っています。 健康づくり課 092-332-2069
糸島市 その他 その他 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

上毛町 移住・体験 移住体験 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

企画情報課 0979-72-3111

岡垣町 住まい 家を借りる
内浦・戸切校区民間賃貸住宅家賃補助金
交付事業

小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間
アパートに転入または校区外から転居した場合、３年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額２万

都市建設課
093-282-1211
内線136

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

都市建設課
093-282-1211
内線136

岡垣町 住まい
家を購入する・
改修する

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

都市建設課
093-282-1211
内線136

岡垣町 住まい
家を購入する・
改修する

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

都市建設課
093-282-1211
内線136

岡垣町 住まい
家を購入する・
改修する

新築住宅建築に係る解体工事補助金交付
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歳未満の世帯が中古住宅を購入し、そのまま
解体し、同一敷地に住宅を新築した場合、解体費の３分の２を補助するもの。※限度額70万円

都市建設課
093-282-1211
内線136

岡垣町 移住・体験 移住・転入 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

久留米市 住まい 設備 一般住宅向け浄化槽の設置に関する補助
制度（５０人槽以下）

浄化槽を設置する時と、設置後の維持管理に対する補助があります。　※最大54万8千円まで。
上下水道部
給排水設備課

0942-30-8522

久留米市 住まい 設備 水洗便所改造の融資あっせん制度
処理区域になったら一日も早く下水道へ接続していただくために『水洗便所改造資金』の融資のあっせ
んを行なっています。

上下水道部
給排水設備課

0942-30-8522

久留米市 住まい 設備 利子補給制度
融資あっ旋制度を利用した下水道接続工事について、元金と利息を完済後、利子の補給をいたしま
す。
（元金52万円の利子額が上限となります。）

上下水道部
給排水設備課

0942-30-8522

久留米市 住まい 設備 生け垣設置奨励金
住宅や事業所の境界付近に設置した生け垣に対して、奨励金を交付しています。 長さ5メートルで
10,000円が基準です。6メートル11,000円、7メートル12,000円のように、長さが1メートル伸びるごとに
1,000円ずつ加算されます。20メートルで25,000円が交付額の上限です。

都市建設部
公園緑化推進課

0942-30-9085

久留米市 住まい
家を購入する・
改修する 木造住宅耐震改修事業費補助金交付事業

1戸当たり 50万円 を上限とし、 1.耐震改修工事額の 23% 2.改修延べ面積（平方メートル）×32,600円
の 23%を助成します。補助対象は①久留米市内に存するもの　②昭和56年5月31日以前に建築確認を
得て建築または着工したもの 　③久留米市内事業者に耐震改修工事を発注したものなど要件有。

都市建設部
建設指導課

0942-30-9089

久留米市 住まい
家を購入する・
改修する

久留米暮らし・ウェルカムキャンペーン(ウェ
ルカムプレゼント)事業

自己が居住するための住宅を購入（中古住宅を含む）又は新築（建替を含む）し、市外から転入された
方を対象に総額10万円相当の久留米の特産物等をプレゼントします。

総合政策部
くるめの魅力向上推進

0942-30-9228

久留米市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成事業
「住宅の質の向上」を図ることを主な目的として、既存住宅における住宅リフォーム工事について、経費
の一部を補助します。補助金の額は補助対象工事費の10％に相当する額 （上限額は10万円） です。

都市建設部
住宅政策課

0942-30-9086

久留米市 住まい
家を購入する・
改修する

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修
費補助

要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、住み慣れた我が家で安全に自立した暮らしを続け
るための住宅の改修をする際に、20万円を上限に費用を支給します。
ただし、かかった費用の１割は自己負担となります。

健康福祉部
介護保険課

0942-30-9036

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援事業

久留米市では、地域の子育て支援の拠点として、地域全体で子育てを支援するための基盤づくりを目
的に次の5つの事業を行っています。 子育て相談、子育てサークルの育成支援、子育て情報紙の発
行、子育て支援講座、エンゼル応援隊（産前産後ヘルパー派遣事業）

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポート事業
ファミリー・サポート・センターは地域の中で、「子育てのお手伝いをしたい人」と「子育ての手助けをほし
い人」が会員になって、一時的な子育てを助け合う有償ボランティアを行っています。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 赤ちゃん訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪
問）

二人目以降の生後4か月頃までの赤ちゃんのいる家庭に保育士等が訪問します。
対象者へは、事前に電話連絡して訪問します。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9063

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育
赤ちゃん訪問事業（第一子新生児・産婦訪
問

生後３か月までのはじめての赤ちゃんがいる家庭に、保健師・助産師等が訪問し、赤ちゃんの身体測定
やお母さんの体調確認、子育てへのアドバイスや相談に応じます。

保健所
地域保健課

0942-30-9033

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 学童保育事業
保護者（父母・祖父母等）が仕事や病気などのため、学校が終わったあとや長期休業中などに家庭で
の養育ができない児童を対象として、学童保育を開設しています。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 休日保育事業
日祝祭日において保護者の就労等で家庭での保育ができないお子さんを指定の保育所で預かりま
す。認可保育所、認定こども園に入所中のお子さんが対象です。実施施設以外の保育所に在籍してい
るお子さんも利用できます。

子ども未来部
子ども施設事業課

0942-30-9754

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 少人数できめ細かな教育
市内の公立小学校の3・4年生と中学校の1年生で、1学級35人を超えるクラスがある学校に、教師を追
加して配置し、少人数でのきめ細かな授業を行います（小学1・2年生は少人数学級）。

教育部
学校教育課

0942-30-9217

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 託児サービス事業
保育所では、保護者がパート就労、緊急時、リフレッシュ等の場合に一時的にお子さんをお預かりする
一時保育を実施しています。（通常の保育所入所とは異なります。）
対象年齢や利用料金等は保育所によって異なりますので、別途、お問い合わせが必要です。

子ども未来部
子ども施設事業課

0942-30-9754

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学金・貸付金制度 経済的理由などで、高校等での修学が困難な生徒に対し、奨学金・貸付制度があります。
教育部
学校教育課

0942-30-9217

久留米市 結婚・子育て 子育て・教育 病児一時預かり事業（病児保育）
入院などの濃密な医療の必要がない病気の子どもを、保護者が仕事の都合、疾病、出産、冠婚葬祭な
どにより家庭での育児が困難な場合に、お預かりします。事前の登録が必要です。
市内には、3つ(マリアン・キッズ・ハウス、エンゼルキッズ、すくすくランド)の施設があります。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

久留米市 結婚・子育て 出産 妊婦歯科健康診査 母子健康手帳をお渡しする時に、妊婦歯科健康診査補助券をお渡ししています。
保健所
健康推進課

0942-30-9731

久留米市 結婚・子育て 出産 妊婦健康診査助成 妊婦健康診査を助成するため、14回分の補助券（母子健康手帳別冊）をお渡ししています。
保健所
健康推進課

0942-30-9731

久留米市 結婚・子育て 医療 乳幼児等医療費補助
市内に住む中学校3年生まで（15歳到達後最初の3月31日まで）のお子さまに対し、健康保険法が適用
される医療費の自己負担額を支給する制度です。　※ 3歳以上の方については、一部負担金がかかり

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

久留米市 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭等医療費補助
市内に住む母（父）子家庭の母（父）と児童、父母のない児童等に対し、健康保険法が適用される医療
費の自己負担額を支給します。　※ 一部自己負担金がかかります。

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

久留米市 結婚・子育て 医療
小学生及び中学生の入院にかかる医療費
補助

市内に住む小学生から中学生までの児童（6歳就学後から15歳到達後最初の3月31日まで）に対し、健
康保険法が適用される入院にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

久留米市 仕事
起業・事業・就
職 創業のための「ワンストップ相談窓口」

創業に関する様々な疑問・課題を解決するための”始めの第一歩”となるワンストップ相談窓口を設置
しています。この相談窓口では、みなさんの相談内容に応じて、市や市内各支援機関が提供する最適
なサービスへとつなぎ、創業のお手伝いをします。

商工観光労働部
商工政策課

0942-30-9133
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久留米市 仕事
起業・事業・就
職 空き店舗対策補助事業

市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街等に昼
間のにぎわいを取り戻し、シャッター街の解消と中心市街地の活性化を促進します。

商工観光労働部
商工政策課

0942-30-9133

久留米市 その他 その他
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

添田町 住まい 家を借りる 若者定住促進事業
添田町に定住を希望される夫婦（条件あり）に、新築一戸建て住宅を家賃35,000円で提供。27年度に6
戸建設。28年度以降も建設予定。

まちづくり課 0947‐82‐5965

添田町 住まい 空き家 添田町空き家バンク制度
町内人口の増加、地域の活性化に寄与するため、空き家を貸したり、売りたい人、空き家に住みたい、
購入したい人の情報登録を行い、相互に情報を共有する制度。

まちづくり課 0947‐82‐5965

添田町 住まい 設備 添田町浄化槽整備事業 合併浄化槽の設置費用の一部を助成。 保健福祉環境課 0947‐82‐1232

添田町 住まい
家を購入する・
改修する

添田町定住促進支援事業
町外に3年以上お住まいで、添田町に定住を希望される方に対して、用地取得費や住宅取得費等の一
部を支援する制度。

まちづくり課 0947‐82‐5965

添田町 結婚・子育て 出産 添田町出産育児奨励金
出産児1人につき50,000円、3子目（2児養育中）200,000円、4子以上（3児養育中）500,000円の出産奨
励金を支給。3子以上につき（現在2児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。

保健福祉環境課 0947‐82‐1232

添田町 結婚・子育て 医療 乳幼児・子ども医療費無料化 中学生以下の乳幼児・子どもの医療費無料。 住民課 0947‐82‐5966

添田町 仕事 農林水産業 新規就農支援事業
就農を考えている人に対して、専業農家で実践的な研修を行う制度。研修期間は3年間で、研修終了
後は添田町で就農することが条件。

地域産業推進課 0947‐82‐1237

田川市 住まい 空き家 空き家バンク制度
・市内にある空き家の賃貸、売却等を希望する所有者から登録の申込みを受け、登録された空き家の
情報を市のホームページで公開することで、空き家の利用を希望する人に情報提供を行う。

都市整備部
建築住宅課

0947-44-2000

田川市 住まい 空き家 空き家有効活用家賃補助金
・空き家バンク台帳に登録された空き家を賃貸借して入居する場合、住宅手当等を除く、実際に
入居者が負担した家賃の2分の1に相当する金額を補助金として交付する。（上限2万円）

都市整備部
建築住宅課

0947-44-2000

田川市 住まい 設備 環境配慮活動助成事業
・住宅用太陽光発電システム導入を支援するため、設置費用の一部を助成する。（１キロワット当たり2
万円：上限8万円）

市民生活部
環境対策課

0947-44-0171

田川市 住まい
家を購入する・
改修する

空き家改修工事補助金
・空き家バンクに利用者登録をし、10年以上居住することを目的に空き家を売買または賃貸借する人に
対し、空き家改修工事に要した工事費の2分の1に相当する金額を補助金として交付する。

都市整備部
建築住宅課

0947-44-2000

田川市 住まい
家を購入する・
改修する

移住・定住等住まい助成事業
・市内に定住し、住宅を新築することを目的として市有地を購入した場合、土地取得額の10％を交付す
る。

都市整備部建築住宅
課

0947-44-2000

田川市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム工事補助金
・市内の施工業者によって住宅改修工事をする場合、住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当
する金額を補助金として交付する。（上限10万円）

都市整備部
建築住宅課

0947-44-2000

田川市 結婚・子育て 出産 がんばるお母さん応援金
・平成27年3月5日以降に出生したお子様の母又父に対して、応援金を支給する。（第1子 5万円、第2子
10万円、第3子 20万円、第4子 30万円、第5子以降 40万円）

市民生活部
子育て支援課

0947-44-2000

田川市 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成事業
・「福岡県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」による助成の決定を受けた方に対し、治療費を
助成する。（上限1回当たり5万円）

市民生活部
健康福祉課

0947-44-2000

田川市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業 ・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日）まで）の保健医療費自己負担額の全額を助成する。
市民生活部
市民課

0947-44-2000

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

企画財政課 0942-53-4245

筑後市 住まい 空き家 空き家バンク事業 定住のための住居を探している方に空き家及び空き地の情報を提供します。 企画財政課 0942-53-4245
筑後市 住まい 設備 浄化槽設置整備補助事業 浄化槽を設置する場合、設置費の一部を補助します。 かんきょう課 0942-53-4120
筑後市 住まい 設備 太陽光発電設置補助事業 市内の業者によって、設備を設置する場合に設置費の一部を補助します。 かんきょう課 0942-53-4120
筑後市 住まい 設備 排水設備工事補助事業 トイレを水洗に改造し、下水道に接続する場合などに工事費の一部を補助します。 上下水道課 0942-65-7036

筑後市 住まい
家を購入する・
改修する

市営住宅整備事業 市内9つの市営住宅を整備します。 都市対策課 0942-65-7029

筑後市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム補助事業
筑後市の定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、筑後市に転入された人で、市に定住し、一
定の基準を満たした住宅のリフォームを行う場合、その手助けとして最大30万円の補助金を支給しま

企画財政課 0942-53-4245

筑後市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅小規模改修補助事業 市内の施工業者によって住宅を改修される場合、工事費の10％、10万円を限度に補助します。 商工観光課 0942-65-7024

筑後市 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画財政課 0942-53-4245

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 一時保育補助事業 保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付し 子育て支援課 0942-65-7017

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援
助、病気や産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点施設
担当

0942-53-3123

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 学童保育事業
仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代
わって保育を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。

子育て支援課 0942-65-7017

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 休日保育事業 就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施しま 筑後保育所 0942-53-5406

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育
子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事
業

就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサー
クルの支援などを実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点施設
担当

0942-53-3123

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学金事業
高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒
を対象に、奨学金を3年間無償で給付します。

学校教育課 0942-65-7038

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 少人数学級編成事業 小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。 学校教育課 0942-65-7038

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 赤ちゃん訪問事業（希望者）
生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情
報提供などを実施します。

健康づくり課 0942-53-4231

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 赤ちゃん訪問事業（全員）
生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報
提供などを実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点施設
担当

0942-53-3123

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 特別教育支援事業 特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意し 学校教育課 0942-65-7038

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 病児一時預かり事業
生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育で
きない場合に一時預かりを実施します。

子育て支援課 0942-65-7017

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 母親学級
妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を
実施します。

筑後市立病院 0942-53-7511

筑後市 結婚・子育て 子育て・教育 幼稚園就園奨励事業
私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市
民税額に応じて変動）

子育て支援課 0942-65-7017

筑後市 結婚・子育て 出産 出生届の価値創出事業 新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈しま 市民課 0942-53-4112

筑後市 結婚・子育て 出産 多子出産祝い金事業
筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満
たしている場合に、祝い金として10万円を支給します。

企画財政課 0942-53-4245

筑後市 結婚・子育て 出産 妊婦健診費用補助事業 妊婦健康診査補助券14回分を補助します。 健康づくり課 0942-53-4231
筑後市 結婚・子育て 出産 妊婦歯科健康診査 母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。 健康づくり課 0942-53-4231
筑後市 結婚・子育て 結婚 結婚祝い品贈呈事業 結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定） 農政課 0942-65-7025
筑後市 結婚・子育て 結婚 婚姻届の価値創出事業 新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。 市民課 0942-53-4112

筑後市 結婚・子育て 結婚 八女・筑後結婚サポートセンター事業
筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座
や教室のほか、結婚相談などを実施します。

企画財政課 0942-53-4245

筑後市 結婚・子育て 医療 子どもの医療費助成
幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、
医療費の一部を公費で負担する制度です。

市民課 0942-65-7016

筑後市 仕事
起業・事業・就
職

新規雇用奨励事業
工場の新設・増設に伴う新規雇用があった場合に、事業者への奨励金の給付や課税免除を実施しま
す。

商工観光課 0942-65-7024

筑後市 仕事 農林水産業 青年就農給付金
新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の所得確保のため、国お
よび市より給付金を給付します。

農政課 0942-65-7025

筑後市 移住・体験 移住体験 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
筑後市 移住・体験 移住体験 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
筑後市 移住・体験 移住・転入 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

筑後市 移住・体験 移住・転入 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

筑後市 移住・体験 移住・転入 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

筑後市 その他 その他 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

那珂川町 住まい 空き家 不動産事業者等向け転入促進事業補助金
本町の民間賃貸住宅の空家および空室を活用し、転入促進事業に取り組む不動産事業者などに対
し、契約1件あたりの減額等の取り組み総額20万円を限度として補助します。

経営企画課 092-953-2211

那珂川町 住まい
家を購入する・
改修する

住宅取得奨励補助金
平成25年1月2日から平成27年9月30日までに那珂川町内に住宅を取得し定住していただいた方に5年
間で最大総額100万円の固定資産税相当額を補助します。

経営企画課 092-953-2211

那珂川町 住まい
家を購入する・
改修する

那珂川町住宅改修工事補助金
町民の住環境の改善および地域経済の活性化を図るため、町民が町内の施工業者によって、住宅改
修工事（リフォーム工事）を行う場合、その経費の一部を補助します。

都市計画課 092-953-2211

中間市 住まい 空き家 住み替え補助金制度
高齢者世帯の方が、市内の高齢者住宅・福祉施設・空き家バンク登録物件へ住み替える場合に、前住
居の空き家バンク登録、滞納がない、自治会加入、市内業者による引越しなどの要件を満たせば1回

住宅都市交通対策課 093-246-6155

中間市 住まい
家を購入する・
改修する

中古住宅リフォーム補助制度
中古住宅購入補助対象世帯又は空き家バンク登録物件を賃借し、自治会加入、市内業者が実施する
40万円以上のリフォーム工事などの要件を満たせば1件1回限り30万円補助。

住宅都市交通対策課 093-246-6155

中間市 住まい
家を購入する・
改修する

中古住宅購入補助制度
空き家バンク登録物件を購入し、市外からの転入者、自治会加入、中学生以下の子どもと同居又は夫
婦の合計年齢が80歳未満である世帯、滞納がないなどの要件を満たせば1件1回限り25万円補助。

住宅都市交通対策課 093-246-6155

中間市 結婚・子育て 子育て・教育 ブックスタート事業
７ヶ月児対象をブックスタート、３歳児対象をセカンドブック、小学校新１年生対象をサードブックとして絵
本等を配布しております。

生涯学習課 093-246-6224

中間市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学金貸付 市内に一年以上在住する高校生を対象に月額9,000円の奨学金の貸付を行っている。 学校教育課 093-246-6222

中間市 結婚・子育て 医療 乳幼児・児童医療費助成制度
入院時、３歳到達月まで自己負担なし。３歳以上中学校３年生まで500円/日（月最大７日）
外来時、３歳到達月まで自己負担なし。３歳以上小学校３年生まで600円/月が限度額となる。
※入院・外来ともに医療機関(薬局は除く)ごと

健康増進課 093-246-6246

中間市 仕事
起業・事業・就
職

起業支援
本市に相談窓口を設置し、市内で起業を行う方、起業を考えている方を対象に、中間商工会議所、金
融機関等と連携し、創業希望者を全面的に支援する。

産業振興課 093-246-6235

中間市 仕事
起業・事業・就
職

女性の就業支援 福岡県北九州労働者支援事務所による「子育て女性就職支援センター出張相談」を月１回実施 人権男女共同参画課 093-245-3511

みやこ町 住まい 空き家
みやこ町空き家バンク
みやこ町空き家成約奨励金

町内の空き家を賃貸及び売却希望する所有者から提供された物件の情報をホームページで紹介し、
定住を希望する方へ提供。みやこ町空き家バンク制度に登録された空き家が、空き家バンクにより成約
に至った場合、その所有者に対し奨励金を交付。※１物件につき5万円。

総合政策課 0930-32-2511

みやこ町 住まい
家を購入する・
改修する

みやこ町定住促進住宅助成金
転入者で、みやこ町に新しく家を建てた方や中古住宅を買われた方に、固定資産税相当額の助成金を
交付。限度額　年10万円（助成期間は最長3年間）※新規で町内建築業者と請負契約した場合は、助
成金の額に5万円を加算します。

総合政策課 0930-32-2511

みやこ町 結婚・子育て 出産 みやこ町出産祝金
平成24年4月1日以降に出産し、出生届を提出したかた。みやこ町の住民基本台帳に記録されているか
た。その他条件あり。第1子3万円・第2子5万円・第3子10万円・第4子以降20万円

住民課 0930-32-2510
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みやこ町 結婚・子育て 結婚 みやこ町定住促進結婚祝金
平成24年4月1日以降に結婚し、その後1年以上みやこ町に住んでいる夫婦が、交付要件を満たしてい
る場合は結婚祝金10万円を交付。

総合政策課 0930-32-2511

みやま市 住まい 家を借りる 新婚世帯家賃補助 みやま市の賃貸住宅に住む新婚世帯に、月額最大2万円の家賃補助をします。 企画財政課 0944-64-1504

みやま市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て世帯家賃補助
みやま市外に住んでいる子育て世帯やみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家
賃補助をします。

企画財政課 0944-64-1504

みやま市 結婚・子育て 出産 第3子以降出産祝金 第3子以降の出産に、10万円のお祝い金を給付します。 企画財政課 0944-64-1504
みやま市 結婚・子育て 医療 乳幼児医療費助成制度 市内に住んでいる健康保険加入の小学校3年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 健康づくり課 0944-64-1529

八女市 住まい 空き家 八女市空き家バンク制度
市内にある空き家の売買・賃貸を希望する所有者から登録していただいた情報を、ホームページなどを
通して公開し、定住や二地域居住などで空き家の利用を希望する方に情報提供を行ないます。

地域づくり・文化振興
課

0943‐24‐8013

八女市 住まい 空き家 八女市空き家改修費補助金制度
空き家の有効活用を図るため、空き家バンクに登録された空き家を改修される人に予算の範囲内で費
用の2分の1以内を補助します。（上限30万円）

地域づくり・文化振興
課

0943‐24‐8162

八女市 住まい 設備 情報通信基盤の整備
地域特性に応じた情報通信基盤の整備により、市全域で情報通信を活用したサービスを受けられる環
境を構築します。ブロードバンド・ゼロ地域の解消を目指し、八女市で整備した光ファイバー網を利用し
た光インターネットの引込工事を無料で行います。

地域づくり・文化振興
課

0943‐24‐8162

八女市 住まい 設備 住宅用太陽光発電設置費補助
自然エネルギーの有効活用による環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、住宅用太陽光発電
システムを設置する人に、予算の範囲内で補助金を交付します。(1kw当たり2万5千円・上限10万円)

環境課 0943-23-1462

八女市 住まい 設備 浄化槽の設置に関する補助制度
八女市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする人に
対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

環境課 0943-23-1462

八女市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅改修事業補助金制度
市内の施工業者によって現在お住まいの住宅を改修される人に、改修工事に要した費用（消費税別）
の1割に相当する金額を補助します。（上限10万円）

都市計画課 0943-23-2577

八女市 住まい
家を購入する・
改修する

八女材普及促進住宅資材助成事業
申請者が八女市内に居住するための新築および増築の木造住宅であり、八女市内の方は５０万円、八
女市外からの転入者には８０万円を補助いたします。

林業振興課 0943-23-1168

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 教育・保育事業
保護者のさらなる保育料の負担軽減を図るため、八女市では国の基準より階層に応じて約37％（改定
前約17％）の減額を行います。

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 子育て・教育
子育て支援総合施設
「やめっこ未来館」

市立保育所が移転し、併せて新しく地域子育て支援センターを開設した複合施設です。保育の機能と
子育ての総合的な支援を行う機能を備え、それぞれの機能（施設型子育てと在宅型子育て）が連携し、
八女市の未来を担う子どもたちの健やかな育成を目指します。

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 やめＵＩターン子ども応援手当
転入された中学生までのお子さまの小・中学校、保育所、幼稚園等にかかる費用の一部を援助しま
す。（転入された中学生までの子ども一人当たり3万円）

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 やめファミリー・サポート・センター
子どもの預かり等、「子育ての援助を受けたい人（おねがい会員）」と「子育てのお手伝いをしたい人（ま
かせて会員）」が会員として登録し、地域の中で子育ての手助けを行い合う会員組織です。

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 幼稚園就園奨励費
幼稚園設置者が保護者等の所得の状況により保育料を減免したものに対して、市はその幼稚園に補
助を行い、もって保護者の保育料の軽減が図られるようにしています。

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 路線バス通学定期券補助
八女市にお住まいの学生が通学する際に利用する路線バス（高速バス含む）の通学定期券購入費用
を一部補助する制度です。定期券購入金額の2割を補助し、さらに補助金額を差し引いた月額運賃が
14,000円を超える場合は、その分も合わせて補助します。

地域づくり・文化振興
課

0943‐24‐8162

八女市 結婚・子育て 子育て・教育 児童手当の給付
中学生までの児童を対象に、第1子および第2子は１万円、第3子以降1万5000円（ただし、小学生ま
で）、3歳未満は1万5000円です。

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 出産 妊婦健診補助
母子健康手帳の交付とともに、妊婦健診を公費で受けられる補助券(14回分)の発行、保健師による相
談、各種の情報提供を行っています。

健康推進課 0943-23-1352

八女市 結婚・子育て 出産 やめっこ夢祝金
未来を担うお子さまの出生を祝福し、心身ともに健やかな成長を願い、お子さまに祝金を支給します。
第一子祝金　５万円、第二子祝金　８万円、第三子祝金　10万円

子育て支援課 0943-23-1351

八女市 結婚・子育て 結婚 結婚記念品贈呈
結婚した夫婦に結婚記念品を差し上げます。記念品の内容：急須と夫婦湯飲みのセット
※記念品の内容は変わることがあります。

地域づくり・文化振興
課

0943‐24‐8162

八女市 結婚・子育て 結婚 八女・筑後結婚サポートセンター 結婚を希望する方の結婚相談・出会い・お見合い・各種パーティーを通して素敵な出逢いを提供いたし 地域づくり・文化振興 0943‐24‐8162

八女市 結婚・子育て 医療 乳幼児・こども医療制度
乳幼児が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一部を公費で負担する制度です。また小
学生・中学生（15歳に達する年度の3月31日まで）は入院医療費を無料とします。

市民課 0943-23-1117

八女市 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭の父または母及び児童、父母のない児童が病気やケガで医療機関にかかったときの医療
費の一部を公費でまかなう制度です。本人負担:≪通院≫８００円／月（上限）≪入院≫５００円／日（月

市民課 0943-23-1117

八女市 仕事
起業・事業・就
職

八女市新規創業・新事業展開補助制度
市内で創業を目指す創業希望者や新事業または新分野への進出を目指す個人事業者や法人に対し
て、経費の一部を補助金として交付する制度です。新規創業補助金・新事業展開補助金ともに対象経
費の2分の1以内（上限50万円以内）

商工観光課 0943-23-1596

八女市 仕事 農林水産業
新規就農促進支援事業 八女市での新規就農を予定し、生産技術の習得を目標に農業者等の下で研修を行う人へ研修促進の

助成をします。(月額2万5千円以内)
農業振興課 0943-23-1118

八女市 仕事 農林水産業
農産加工品開発モデル事業 八女市内に住所を有する農業者を中心に構成する農業生産部会・団体（３名以上）が、地場産農林水

産物を活用したモデル的な加工品開発研究等に要する経費を補助します。(年額２０万円を上限)
農業振興課 0943-23-1118

八女市 仕事 農林水産業
農村女性活動推進支援事業 八女市に住所を有する女性農業者２人以上で構成する団体が新規品目導入研究、農産加工品開発、

販路拡大販売促進活動に助成します。(年額50万円を上限)
農業振興課 0943-23-1118

八女市 移住・体験 移住体験 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

八女市 その他 その他 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

八女市 その他 その他
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

吉富町 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画財政課 0979-24-4071

吉富町 結婚・子育て 子育て・教育 英会話ふれあい事業
町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支
援センター）等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。

教務課
健康福祉課

0979-22-1944
0979-24-1123

吉富町 結婚・子育て 子育て・教育 第３子以降の保育園保育料完全無料化等
第３子以降の保育料を完全無料化
ひとり親家庭等医療費受給世帯かつ住民税所得割額60,000円未満は1/2。条件等については問い合
わせください。

健康福祉課 0979-24-1123

吉富町 結婚・子育て 出産 独自の不妊治療費助成
特定不妊治療にかかる治療費から県の助成金等を控除した額を助成。1回10万円を上限、年2回まで
（福岡県助成初年度は3回）、助成期間5年度まで（通算10回まで）。※平成26年度以降新たに助成制
度を利用される方で妻の年齢が４０歳未満であるときは、年間助成回数、通算助成期間の制限なく、通

健康福祉課
あいあいセンター

0979-23-9900

吉富町 結婚・子育て 医療 子ども医療費支給制度
健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）の一部を助成する。
自己負担額は、外来：医療機関ごと８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬
局分は全額助成する。

健康福祉課 0979-24-1123

吉富町 結婚・子育て 医療 乳幼児医療費支給制度
健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等
を除く）を全額助成する。

健康福祉課 0979-24-1123

吉富町 仕事 農林水産業 農業補助金制度
野菜果樹等園芸品目へ栽培の転換を促進と、新規就農者誘致のため、種苗、苗及び資材購入費や、
パイプハウス設置費（最大１／２）の高補助率で助成している。

産業建設課 0979-24-4073

鞍手町 住まい
家を購入する・
改修する

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

鞍手町 結婚・子育て 子育て・教育 育児カレンダー進呈 出生届の提出時に、町内在住の育児ママが製作・販売している育児カレンダーを進呈するもの。 保険健康課 0949-42-2111
鞍手町 結婚・子育て 子育て・教育 紙オムツ給付 町の保健師が新生児訪問を実施する際に、紙オムツ（１袋）を給付するもの。 保険健康課 0949-42-2111

鞍手町 結婚・子育て 子育て・教育 病児・病後児保育
病中や病気の回復期にある生後４ヶ月から小学６年生までの子どもについて、集団保育が困難な場合
や家庭での保育ができない場合に、乳児院において一時預かりするもの。料金は１回につき2000円。
時間は7:00～18:00。

福祉人権課 0949-42-2111

鞍手町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
平成２７年１０月から中学生までの子どもの医療費を無償化するもの。ただし、中学生は入院のみが無
償化の対象。
※平成２７年９月までは小学校就学前までの子どもの医療費が無償化の対象。

保険健康課 0949-42-2111

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

柳川市定住サポートセ
ンター
（企画課内）

0944-77-8179

柳川市 住まい 設備 合併処理浄化槽設置整備補助
河川や掘割の水質環境を守るため、合併処理浄化槽の設置を推進しています。そこで、合併処理浄化
槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。補助額は設置しようとする合併処理浄化槽の
人槽（大きさ）によって決まります。

生活環境課浄化槽推
進係

0944-77-8483

柳川市 住まい 設備 住宅用太陽光発電システム設置補助
地球温暖化防止対策の一環として、市民の再生可能エネルギー利用を促進するため、住宅に太陽光
発電設備を設置する個人の方を対象に補助を行っています。太陽光発電システムの発電出力1kwあた
り2万円で上限は8万円です。

生活環境課環境係 0944-77-8485

柳川市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成事業
市民のみなさんの居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工事業者を利用し、住
宅リフォームを行う場合に費用の一部を補助します。補助対象工事費（税込）の10分の1以内の額（千
円未満切捨て）上限10万円／市で行う他の住宅改修制度との併用は上限5万円

商工振興課商工係 0944-77-8763

柳川市 住まい
家を購入する・
改修する

すみよか住宅改造費助成
高齢者の自立助長や介護者の介護負担軽減を目的とした住宅改造費用の一部を助成。①介護保険
の要支援、要介護1～5の認定を受けた方②身体障害者（1級、2級）③知的障害者④重複障害者のい
ずれかに該当し、かつ当該対象者世帯の生計中心者の住民税及び前年分所得税が非課税の方が対

福祉課高齢者福祉係 0944-77-8516

柳川市 結婚・子育て 子育て・教育 学童保育事業
原則として日曜祝日以外の月曜から土曜。月曜から金曜：放課後から午後6時、土曜及び夏休み等：午
前8時から午後6時。月額4000円。全ての小学校区（19箇所）に配置

子育て支援課子育て
支援係

0944-77-8523

柳川市 結婚・子育て 子育て・教育 妊婦さん赤ちゃん訪問事業
妊婦さんへの家庭訪問・・・必要に応じ保健師などが訪問し妊婦ライフの相談に応じる。
赤ちゃんへの家庭訪問・・・全てのご家庭に保健師・助産師などが訪問し相談や各種情報の案内を行

健康づくり課健康係 0944-77-8536

柳川市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポート事業 子育ての手助けをしてほしい人と、子育ての手助けができる人とを結びつける事業です。
子育て支援課子育て
支援係

0944-77-8523

柳川市 結婚・子育て 子育て・教育 ブックスタート事業
4か月児健診時に赤ちゃんと保護者が絵本を介してゆっくり向き合うブックスタートを実施しています。
ブックスタートパックを準備し、赤ちゃんと絵本とのよい出会いが生まれるような場を提供しています。市
内には7箇所図書館があります。

健康づくり課健康係
図書館サービス係

0944-77-8536
0944-74-4111

柳川市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援センター 子育て奮闘中のお父さんお母さん育児相談や交流のための場。市内4箇所
子育て支援課子育て
支援係

0944-77-8523

柳川市 結婚・子育て 出産 特定不妊治療費助成金 特定不妊治療を受けている方へ1回につき上限額5万円を助成（県からの助成金を控除した治療費に 健康づくり課健康係 0944-77-8536

柳川市 結婚・子育て 結婚 結婚サポートセンター事業
独身男女に出会いの場を提供することを目的に設置した会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、
みやま市の3市で共同運営しており、男性は3市に居住又は勤務する方、女性は全国どちらからでも登
録可能。休所日（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。登録

大牟田・柳川・みやま
結婚サポートセンター

0944-76-5050

柳川市 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭等医療費助成制度
柳川市に居住している母子家庭等の母と児童又は、父子家庭等の父と児童が、医療機関で診療を受
けた場合の自己負担額を助成する制度で、心身の健康の向上と福祉の増進を図ります。
対象：児童（満6歳以上－満18歳未満）、親（満18歳未満の児童を扶養している配偶者がいない）無料

健康づくり課医療係 0944-77-8503

柳川市 結婚・子育て 医療 乳幼児等医療費助成制度
中学３年以下が対象。3歳未満無料、3歳以上就学前：外来600円/月・入院500円/日（7日間）、小学1
年から中学3年：入院500円/日（7日間）

健康づくり課医療係 0944-77-8503

柳川市 結婚・子育て 医療 未熟児養育医療 医療を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において必要な医療の給付を行う。 健康づくり課医療係 0944-77-8503

柳川市 仕事
起業・事業・就
職

商店街等空き店舗等対策事業
商店街のにぎわいや一体感の創出を図るため、空き店舗等を利用して新たに事業を開始した方に対し
て店舗の開店時に要した経費の一部を補助します。空き店舗又は店舗以外を改修工事を行って利用
する場合は補助対象経費の1/2 (千円未満切捨て)　上限額150万円など。

商工振興課商工係 0944-77-8763
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柳川市 移住・体験 移住体験 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

▶ 目次へ　　▶ 記事へ戻る　
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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

嬉野市 住まい 空き家 空き家バンク制度
嬉野市への定住促進と地域の活性化を図るため、嬉野市内にある空き家の所有者から情報を提供し
てもらい、住居を探している方へホームページなどで紹介する制度。

企画政策課 0954-66-9117

嬉野市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進奨励金
嬉野市では、定住人口の増加を図るため、市内に在住することを目的として住宅を取得された方に対し
て、定住奨励金を３０万円から支給。

企画政策課 0954-66-9117

嬉野市 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成制度
女性の不妊治療の場合、1回の治療につき助成対象経費から佐賀県不妊治療支援事業助成額を控除
した額（最高10万円）を支給。男性の不妊治療の場合、1回の治療につき助成対象経費の2分の1の額
（最高10万円）を支給。

健康づくり課 0954-66-9120

嬉野市 結婚・子育て 結婚 結婚支援推進事業
独身男女の出逢いとカップル成立を目的とした日帰りバスツアーを開催。また、男性向けコミュニケー
ション能力アップ講座を年７回開催。さらに、男性女性合同婚活セミナー＆交流イベントも開催。

市民協働推進課 0954-66-9115

嬉野市 結婚・子育て 医療 小学生・中学生・高校生医療費助成事業 小学生、中学生、高校生を対象に、一人1ヶ月500円の自己負担を差し引 いて支給。 子育て支援課 0954-66-9121

鹿島市 住まい 家を借りる 定住促進住宅入居に関する補助
市外からの転入者が入居した場合、2年間3千円を家賃から減額する。また、小学校就学前の子どもが
いる場合は、更に2年間2千円減額する（ただし小学校就学前まで）。また、市外からの転入者は敷金が

都市建設課 0954-63-3415

鹿島市 住まい 家を借りる 家賃補助
市外に3年以上居住していた転入者が、空き町家に住民票を移し5年以上定住かつ、肥前浜宿のまち
づくりに協力する場合、家賃の2/3を補助。ただし上限5千円／月。 対象となる期間は2年間。

都市建設課 0954-63-3415

鹿島市 住まい 空き家 空き家バンク
空き家を所有する方と空き家の利用を希望する方(Ｕ・Ｉターン者）に｢鹿島市空き家バンク｣に登録しても
らい、市がその情報を提供。市外に3年以上居住していた転入者が当制度を利用し3年以上定住した場
合は改修費の補助あり。

都市建設課 0954-63-3415

鹿島市 住まい 空き家 空き町屋改装費補助
市外に3年以上居住していた転入者が、重要伝統的建造物群保存地区内の空き町家に5年以上居住
又は営業する場合、建物の住居・店舗部分等の改装費の2/3を補助。ただし上限200万円。

都市建設課 0954-63-3415

鹿島市 結婚・子育て 子育て・教育 子どもの医療費助成
市内に住所を有する子どもが診療を受けた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担金
額の一部を助成。ひと月・1医療機関につき、通院は上限500円を2回まで負担、入院は上限1,000円を

福祉事務所 0954-63-2119

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 一時保育事業
子育て世帯に対し一時的に家庭保育が困難な場合や保育に欠けない３歳以上の児童の教育時間外
の預かりを実施することによりサポートする。

子育て支援課 0955-72-9151

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育事業 子育て世帯に対し保育時間を超えて子どもを預かることにより子育て支援を図る。 子育て支援課 0955-72-9151

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て緊急サポートセンター事業
子育て世帯で保護者が病気等の際、一時預かりや送迎等を行う相互援助活動による子育てと仕事の
両立支援を図る。

子育て支援課 0955-72-9151

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援情報センター運営事業 子育て世帯に対して有益な情報提供と相談窓口を開設し子育て支援を図る。 子育て支援課 0955-72-9151
唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援拠点事業 子育て世帯の交流促進等により子育ての悩み解消をサポートする。 子育て支援課 0955-72-9151
唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 唐津市奨学金 唐津市に住所を有する方を対象に、高校・大学等への進学を支援するための奨学金です。 学校支援課 0955-53-7138

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育事業
児童が病気回復期にあるため集団保育が困難な期間について、一時的な預かり保育を行い子育てと
仕事の両立支援を図る。

子育て支援課 0955-72-9151

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 母子保健事業

母子保健事業全般
・母子手帳交付　・妊産婦健診票交付　・母子訪問事業　・養育支援訪問事業　・母子保健推進員によ
る訪問活動　・乳幼児相談事業　・乳児健診票交付　・１歳６か月、３歳児健診　・各種教室（離乳食、多
胎児）　・育児サークル　・各種相談事業（言語相談、発達相談、５歳児相談）

保健医療課 0955-75-5161

唐津市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ
就労等により昼間保護者が留守となる家庭の小学生に、遊びを中心とした生活指導を行い保護者への
子育て支援を行う。

子育て支援課 0955-72-9151

唐津市 結婚・子育て 出産 不妊治療支援事業費
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けている夫婦に対し助成金を交付す
るもの。日本産婦人科学会の登録医療機関で行われた体外受精、顕微授精等の不妊治療費につい
て、治療を終了した日の属する年度内において10万円を限度とし助成（期間は通算５年度）。

保健医療課 0955-75-5161

唐津市 仕事
起業・事業・就
職

新事業展開支援事業
唐津市において新商品の開発など新たな事業展開を図る中小企業者などに対し支援を行うことによ
り、地域経済の活性化及び雇用確保に繋げる。

商工ブランド課 0955-72-9141

唐津市 仕事
起業・事業・就
職

創業支援事業
唐津市における新規創業時の負担軽減を図ることにより、新規創業数の増加及び創業者の経営安定
化、並びに雇用確保に繋げる。

商工ブランド課 0955-72-9141

唐津市 仕事 農林水産業 青年就農給付金（経営開始型）
青年の就農定着を図るため、リスクを負って経営開始した新規就農者に対し、経営が軌道にのるまで
の間（最長５年間）の所得確保に向けた支援を行うもの。

農政課 0955-72-9128

佐賀市 住まい 空き家 空き家改修助成制度
本市の空き家バンク制度に登録された物件の改修を行う者に対して、経費の１/２相当額を補助を助成
します。（上限５０万円）また、不要物の撤去に要した経費の１/２相当額（上限１０万円）を助成します。

協働推進課 0952-40-7039

佐賀市 住まい 空き家 空き家バンク制度
佐賀市北部山間地域(大和町松梅地区・富士町・三瀬村)への移住・定住を促進し、地域の活性化を図
ることを目的として、空き家をご紹介しています。

協働推進課 0952-40-7039

佐賀市 住まい
家を購入する・
改修する

佐賀市定住促進住宅取得費補助金 市内に転入する世帯を対象に、住宅の新築または購入に係る費用の一部を補助します。 企画政策課 0952-40-7038

佐賀市 その他 その他 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

多久市 住まい 空き家 空き家バンク制度
市内の空き家の有効利用を通じて、都市との交流や定住促進による地域活性化を目的で、空き家・空
き地の売却・賃借を希望する所有者からの情報を収集し、その情報を市内外の購入・借入を希望する

総合政策課 0952-75-2116

多久市 住まい 空き家 空き家リフォーム補助事業
空き家バンクを介して売買契約をし、市内業者を利用して50万円以上のリフォームする場合、リフォー
ム代の10％を補助（上限30万円）。加算として、転入加算20万円がある。

総合政策課 0952-75-2116

多久市 住まい
家を購入する・
改修する

三世代同居増改築等補助事業
三世代同居開始1年以内に、200万円以上の増改築か建て替えまたは新築中古住宅を購入した場合、
増改築等費用の3％を補助。加算として、地元業者加算30万円があるが、補助金の上限は50万円。

総合政策課 0952-75-2116

多久市 住まい
家を購入する・
改修する

多久市宅地造成事業
定住と交流を支える生活基盤づくりとして、優良な宅地供給を行うことによる定住促進図る目的で公園
や運動施設に隣接した住環境に適した場所に28区画の住宅団地造成を行い、分譲を行っています。

総合政策課 0952-75-2116

多久市 結婚・子育て 子育て・教育 お多福エプロン隊による食育活動
市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロ
ン隊）を作り、活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355

多久市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て・若者世帯定住奨励事業
申請者若しくは配偶者が40歳未満の世帯または申請者に中学生以下の子がある世帯が、多久市内に
新たに住宅を取得した場合、20万円を交付。加算として、転入加算20万円と地元業者加算20万円があ

総合政策課 0952-75-2116

多久市 結婚・子育て 子育て・教育 子どもの医療費助成
０歳から小学校就学前まで、全疾患の保険診療の自己負担金の一部を現物支給で助成。また、小学
生から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までのものまでの全疾患の保険診療の自己負担分の
一部を償還払いで助成。

福祉課 0952-75-6118

多久市 結婚・子育て 子育て・教育 小中一貫教育の推進
市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に
４・３・２制を導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行ってい

学校教育課 0952-75-2227

多久市 結婚・子育て 子育て・教育
多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病
予防）

小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や
校長会などで実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355

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

総合政策課 0952-75-2116

多久市 その他 その他 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

学校教育課 0952-75-2227

武雄市 住まい 空き家 家財撤去補助金制度
空き家バンクに登録いただいている物件で入居者が決まった家主の方への補助金制度　◎空き家バン
クに登録している物件に入居者が決定し、売買・賃貸契約が交わされている場合に家主への補助金

つながる部
お住もう課

0954-23-9221

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

つながる部
お住もう課

0954-23-9221

武雄市 住まい
家を購入する・
改修する

定住特区補助金制度

市外から永住目的に住宅を新築、または空き家を購入及び賃借する世帯責任者を対象に補助を行う。
◎定住奨励金　新築２０万円/世帯　空き家購入２０万円/世帯　空き家賃借１０万円/世帯　◎定住奨
励金加算金　中学生以下の子　１０万円/一人　◎新築補助金　延床面積６６㎡以上２０万円　リフォー
ム補助金市内事業者施工の場合　上限２０万円

つながる部
お住もう課

0954-23-9221

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

まちづくり推進課 0952-37-6121

小城市 結婚・子育て 子育て・教育 パパママ教室 歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催） 健康増進課 0952-37-6106
小城市 結婚・子育て 出産 不妊治療費補助事業 保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106
小城市 結婚・子育て 医療 ロタウイルスワクチン接種費用助成事業 任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106

小城市 結婚・子育て 医療 子どもの医療費助成制度
【小・中学生】入院した場合、一部負担金（３割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療
費助成交付申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,000円の自己負担を差し引いて助成す

保育幼稚園課 0952-37-6109

神埼市 住まい 空き家 空き家・空き地バンク制度 市のホームページ等で市内の空き家・空き地バンクを公開して、定住、移住のサポートをしている。 企画室 0952-37-0102

神埼市 住まい 空き家 空き家改修費助成事業補助金
市の空き家・空き地バンクを利用して、空き家の購入又は賃貸契約し、当該空き家を改修した場合、改
修費にかかった費用の1/2（限度額50万円）を補助する制度。また、空き家に不要物があり、撤去した
場合は、1/2（限度額10万円）を補助する。

企画室 0952-37-0102

神埼市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進住宅取得補助金
定住を目的に市内に住宅を取得された方に対して、補助金を交付する制度。定額20万円に加算額があ
る。
脊振町又は千代田町東部地区に住宅を取得された場合30万円、市外から移住された場合10万円、市

企画室 0952-37-0102

神埼市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て応援事業 育児に悩む親に対して、相談・助言を行う専門員を設置し、子育て世代を支援する。 福祉課 0952-37-0110
神埼市 結婚・子育て 子育て・教育 ベビー用品貸与事業 ベビーベッドやベビーカーを貸与し、子育てにかかる経済的負担を軽減する。所得制限がある。 福祉課 0952-37-0110

神埼市 結婚・子育て 子育て・教育 マイルド婚活事業「美活スクール」
おおむね40歳までの男女（男性は、市内に居住又は就職されている方、女性は、誰でも可。）を対象と
した婚活事業。結婚式場にてコース料理をいただきながらのテーブルマナーなどのレッスンを2回行い、
共同作業を通じてマッチングを行う。

企画室 0952-37-0102

神埼市 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成事業
不妊治療に要する費用の一部を助成する。
初年度は、20万円以内、次年度以降は、年度毎に10万円以内を通算して5年を限度として、助成する。

健康増進課 0952-51-1234

神埼市 結婚・子育て 医療 小・中学生医療費助成事業 市内に住む小学生及び中学生を対象として、医療費について、一人一月500円を超える費用に対して 市民課 0952-37-0115
神埼市 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親等の家庭が対象で、子どもの医療費について、各月500円を超える分を助成する。 福祉課 0952-37-0110
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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

雲仙市 住まい 空き家
空き家活用促進奨励補助金（空き家物件
調査補助金）

所有する中古住宅（空き家）を空き家等情報登録制度（空き家バンク制度）に登録して、売買や賃貸等
の活用を図る所有者等に対して、空き家の状態を確認するための調査費用を補助します。（定額７千

政策企画課 0957-38-3111

雲仙市 住まい 空き家
空き家活用促進奨励補助金（家財道具片
付け補助金）

中古住宅の売買契約や空き家等情報登録制度（空き家バンク制度）を活用して賃貸契約が成立した場
合、空き家所有者に対して、家財道具の搬出、片付けに要する費用を補助します。（費用の全額：上限

政策企画課 0957-38-3111

雲仙市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進奨励補助金（新築住宅取得補助
金）

市内に取得した新築住宅を生活の本拠地として居住する５５歳以下の者に対し、①取得した住宅に係
る固定資産税額１/２（上限１０万円）②子ども（高校生以下）１人につき１万円①、②の合算額を５年間

政策企画課 0957-38-3111

雲仙市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進奨励補助金（中古住宅取得補助
金）

市内に購入した中古住宅を生活の本拠地として居住する５５歳以下の者に対し、①定額１０万円②子ど
も（高校生以下）１人につき１万円。①、②の合算額を１回支給します。

政策企画課 0957-38-3111

雲仙市 結婚・子育て 子育て・教育 すこやか子育て支援事業
小学校４年生以下の児童を３名以上扶養している家庭を対象に、第３子以降の保育料を免除する。加
えて、保育園等に複数の子どもを通園させる世帯を対象として、第２子目の保育料を軽減（無料化）しま

子ども支援課 0957-36-2500

雲仙市 結婚・子育て 結婚 婚活講座開催事業
結婚の意志があるにもかかわらず、成婚に至らない未婚の男女に対し、結婚に対する意識改善や、異
性とコミュニケーションをとるうえでのマナーなど婚活に必要なスキルを養成するための講座を開催。

政策企画課 0957-38-3111

雲仙市 結婚・子育て 医療 福祉医療費支給事業
乳幼児、母（父）子家庭の母（父）と子、及び寡婦に対し、医療費の一部負担額の助成に加えて、中学
生までの児童を対象に、医療費の一部（１月毎、１医療機関毎に1日800円、1月上限1,600円を超えた

子ども支援課 0957-36-2500

雲仙市 仕事 空き家 商店街活性化推進事業
空き店舗を活用した創業に対し①家賃補助（補助率：１/2、月額上限８万円）②店舗改修補助（補助率
1/2、上限200万円）を補助します。※①は、条件により、補助期間が変わります。詳しくはお問合せくだ

商工労政課 0957-38-3111

雲仙市 仕事 農林水産業 キラリと光る雲仙産地支援事業
新規就農者を始め、雲仙市の農業・漁業従事者に、経営コスト削減、農地の利活用、経営力向上など
様々な支援を行います。事業ごとに内容が異なるため、詳しくはお問合せください。

農林水産課 0957-38-3111

大村市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム緊急支援事業
市内の中小企業者等の産業振興を図るため、住宅等（店舗含む）の改修工事費の10％（上限10万円）
を助成し、リフォームの促進とその環境整備を行う。

商工振興課
0957-53-4111
（内線249）

大村市 住まい
家を購入する・
改修する

耐震・安心住まいづくり支援事業
大村市内の戸建て木造住宅に対して耐震診断・耐震改修計画・耐震改修工事費用の一部を助成す
る。

建築住宅課
0957-53-4111
(内線483)

大村市 結婚・子育て 子育て・教育 就学前児童子育て支援事業 保育所・幼稚園・認定こども園等に同時に通う、第２子以降の利用者負担額（保育料）の無料化。 こども政策課 0957-54-9100

大村市 結婚・子育て 子育て・教育 大村市給付型奨学金制度
応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金とし
て月額5万円を給付※給付型…返還の義務がないもの

教育総務課
0957-53-4111
(内線362)

大村市 結婚・子育て 出産 第３子以降出産祝い金事業
市内に住所があり、一定の要件を満たした者で第３子以降の新生児を出産した保護者に対し、新生児
１人につき５万円の祝い金を贈る。

こども政策課 0957-54-9100

大村市 結婚・子育て 出産 不妊症・不育症等支援対策事業
１回あたり５万円（治療区分のCとFに限っては２万５千円）を限度とし、特定不妊治療費用の助成を行
う。また、平成２７年度から不育症の助成を行う。

こども家庭課 0957-54-9100

大村市 仕事
起業・事業・就
職

中小企業振興資金融資事業
中小企業者等の経営安定、合理化、販路拡大及び技術開発の事業資金、設備資金としての資金供給
の円滑化を図る。　運転資金・設備資金：2,000万円、　利率：年利1.7％

商工振興課
0957-53-4111
（内線249）

大村市 仕事
起業・事業・就
職

中小企業創業等資金融資事業
金融機関に必要な資金を預託し、低金利融資で創業支援を支援する。対象者は大村市商工会議所の
指導を受け、市内で事業を実施しようとするものとし、融資限度額は1,000万円とする。

商工振興課
0957-53-4111
（内線249）

大村市 仕事 農林水産業 経営規模拡大資金融資事業
農業者の規模拡大に要する条件整備や施設整備等に対する低利の融資（1農業者あたり2,000万円を
限度）を行う。

農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
新規就農チャレンジ事業
（経営開始支援事業補助金）

新規就農者が必要となる初期投資資金、または農業後継者が経営規模拡大、新規作物等の導入に要
する経費の1/2（補助上限額100万円）や就農時に必要となる農地の賃借料の一部（10a当たり2万円を
上限）を3年間助成。

農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
新規就農チャレンジ事業
（農業大学校修学奨励金）

農業大学校修学期間（2年間）に奨励金として年額15万円を給付。
農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
農業経営向上チャレンジ支援事業
（家族協定締結奨励金）

家族経営協定を締結し、経営の近代化と改善を図る農家に１経営体当たり定額3万円の奨励金を給
付。

農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
農業経営向上チャレンジ支援事業
（農業経営改善支援事業補助金）

家族経営協定の締結と経営の近代化を支援し、女性農業者の地位確立と後継者への円滑な経営移譲
を図るため、農業簿記会計ソフトの導入等に係る経費の1/2（補助上限額12万円）を助成。

農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
農業経営向上チャレンジ事業
（高品質化研究支援事業補助金）

農作物の品種改良・向上を図るための調査研究費等の1/2（補助上限額40万円）を助成。
農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

大村市 仕事 農林水産業
農業経営向上チャレンジ事業
（農地利用促進支援事業補助金）

認定農業者が新規に農地の借入れを行う場合の賃借料の1/2（10a当たり補助上限額1万円）を助成。
農林水産部
農業経営室

0957-53-4111
（内線264）

五島市 住まい 空き家 空き家活用促進事業補助金
空き家バンク登録物件の所有者・入居者（市外からのＵＩターン者）を対象に改修費用の１／２（上限100
万円）を補助する制度。

市長公室 0959-72-6127

五島市 住まい 空き家 空き家バンク制度
移住定住促進を図るため、五島市内の空き家情報を登録して市ホームページに公開し、五島市への移
住を希望している利用登録者へ紹介する。

市長公室 0959-72-6127

五島市 住まい
家を購入する・
改修する

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

長寿介護課 0959-72-6194

五島市 住まい
家を購入する・
改修する

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

建設課 0959-72-6188

五島市 住まい
家を購入する・
改修する

浄化槽設置整備事業補助金 浄化槽の設置にかかる費用の助成。 生活環境課 0959-72-6116

五島市 住まい
家を購入する・
改修する

耐震・安心住まいづくり支援事業
五島市内の戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の一部助成　（診断に要する費用46,200
円のうち30,800円助成）

建設課 0959-72-6188

五島市 結婚・子育て 子育て・教育 就学援助費助成
就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等につい
て一部助成。

教育委員会
総務課

0959-72-7905

五島市 結婚・子育て 出産 育児用品の貸し出し ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 社会福祉課 0959-72-6117
五島市 結婚・子育て 出産 出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） 市民課 0959-72-6112

五島市 仕事
起業・事業・就
職

起業支援補助金
五島市の地域資源を活用した事業、または新しく人を雇用して行う事業で、これから起業するもしくは、
起業後３年以内の方が対象）。２年間で最大３００万円助成（１年目2/3、２年目1/3）

商工振興課 0959-72-7862

五島市 仕事 農林水産業 漁業研修生支援制度 漁業者の直接指導（弟子入り）。研修期間は１年間（月額１２万円支給）で満６０歳未満の者。 水産課 0959-72-7869

五島市 仕事 農林水産業 農業研修生支援制度
将来の農業経営に必要なスキルや栽培技術等の実践的な研修を行う。研修期間は２年間（月額１０万
円支給）で、１６歳～概ね４５歳の者。

農業振興課 0959-72-7816

五島市 移住・体験 移住体験
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

五島市 その他 その他 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
五島市 その他 その他 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 長寿介護課 0959-72-6194
五島市 その他 その他 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

五島市 その他 その他 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

五島市 その他 その他 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
五島市 その他 その他 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

西海市 住まい 空き家 西海市空き家情報バンク制度
空き家を貸したい方の空き家情報を市ウェブサイトで紹介し、空き家をお探しの方へ情報提供を行いま
す。空き家を登録してくださった方には、登録奨励金として１万円を支給します。

さいかい力創造部
まちづくり推進課

0959-37-0064

西海市 住まい
家を購入する・
改修する

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

西海市 結婚・子育て 子育て・教育 西海子育てあんしん応援事業
同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人
目以降の保護者負担金を実質的に無料化する

こども課 0959-37-0029

西海市 結婚・子育て 医療 福祉医療費助成事業
障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を
補助する。（最大補助額　医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円（1月上限1,600円）を差し引

福祉課 0959-37-0069

西海市 移住・体験 移住体験 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 まちづくり推進課 0959-37-0064

新上五島町 住まい 空き家 空き家活用事業補助金
空き家情報登録制度に登録している物件を改修する場合、改修工事費に要した経費の2分の1を補助
（限度額　50万円）

総合政策課 0959-53-1113

波佐見町 住まい
家を購入する・
改修する

定住奨励金事業
町内に新しく家を建てたり中古物件を購入して定住された方について、条件により現金（最高70万円）と
商品券（最高7万5円）と町内農産物等（5千円相当）を助成する。

企画財政課企画班 0956-85-8400

南島原市 住まい 空き家 南島原市空き家バンク制度
市内にある空き家の物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その物件情報を登録・公開し、購
入・賃貸希望者に紹介する。

企画振興部
企画振興課

050-3381-
5030

南島原市 住まい
家を購入する・
改修する

南島原市住宅・店舗リフォーム資金補助金
住宅リフォームに要する費用の一部を助成。【対象工事】市内建設業者が行う３０万円以上のリフォー
ム

企画振興部
商工観光課

050-3381-
5032

南島原市 結婚・子育て 子育て・教育 すこやか子育て支援事業（保育料の軽減）
小学校４年生以下の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降の保育料を「無料」、第２子目の保育料
を「半額」としています。

福祉保健部
こども未来課

050-3381-
5050

南島原市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子ども・子育て支援事業
家庭で育児をされている方が急な用事などの際に利用できる「一時預かり」や、地域で気軽に子育ての
相談や親子の交流ができる「子育て支援センター」などがあります。

福祉保健部
こども未来課

050-3381-
5050

南島原市 結婚・子育て 医療 こども福祉医療費支給制度
中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（自己負担金上限、1日800円、2日以上1,600円）
※院外処方の薬代については、自己負担額はありません。（保険診療分でかかった全額を助成しま

福祉保健部
こども未来課

050-3381-
5050

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

まちづくり課企画係 0957-46-1111

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

まちづくり課企画係 0957-46-1111

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

まちづくり課企画係 0957-46-1111

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

まちづくり課企画係 0957-46-1111

東彼杵町 住まい 設備 太陽光発電システム補助 住宅用太陽光発電システムを設置される方に、1kw当り３万円（限度額１０万円）を補助します。 町民生活課環境衛生 0957-46-1111

東彼杵町 住まい
家を購入する・
改修する

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

まちづくり課企画係 0957-46-1111

東彼杵町 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート等購入費補助
チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を
助成します。[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て）

町民福祉課・福祉係 0957-46-1111

東彼杵町 結婚・子育て 出産 新生児祝い金支給事業
【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万
円を支給します。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支

町民生活課健康推進
係

0957-46-1111

東彼杵町 結婚・子育て 出産 特定不妊治療費助成
町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療
につき１０万円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通

町民生活課健康推進
係

0957-46-1111

東彼杵町 結婚・子育て 医療 医療費助成事業
小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額

町民福祉課・福祉係 0957-46-1111

東彼杵町 仕事
起業・事業・就
職

東彼杵町空き店舗等活用促進事業
町内空き店舗等を賃借して、開業する方に、以下の補助を行います。①賃借料：補助率1/2、限度額25
千円/月、期間１年間②改修費補助：補助率1/2、限度額500千円③経営開始補助：定額２００千円

まちづくり課企画係 0957-46-1111
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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

宇城市 住まい 空き家 空き家バンク制度 空き家バンクに登録があった空き家情報を、市HPにて紹介しています。
企画部
地域振興課

0964-32-1906

宇城市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成制度 個人住宅のリフォームを行う際に、経費の一部を商品券で助成します。（上限２０万円）
経済部
商工観光課

0964-32-1604

宇城市 結婚・子育て 子育て・教育 第３子以降保育料無料化制度
18歳未満の児童を３人以上養育している家庭では、第３子以降の児童の保育料・幼稚園料の無料化を
実施しています。

健康福祉部
こども福祉課

0964-32-1404

宇城市 結婚・子育て 医療 こども医療費助成制度
小学校就学前までは無料
小学校１年生～６年生修了までは、保険医療機関ごとに、外来：月額上限1,000円、入院：月額上限

健康福祉部
こども福祉課

0964-32-1405

宇城市 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗等の活用支援事業 空き店舗を活用して起業される場合、改修補助や家賃補助等の制度があります。
経済部
商工観光課

0964-32-1604

宇城市 仕事
起業・事業・就
職

宇城市暮らしとしごと支援センター 宇城市での生活や仕事の情報をワンストップで提供します。
企画部
地域振興課

0964-32-1906

宇城市 移住・体験 移住体験 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

産山村 結婚・子育て 子育て・教育 学校給食費負担軽減 村内の小中学校に通学する児童生徒の給食費の半額を村が負担（小学生月額1,950円、中学生月額 教育委員会 0967-25-2214

産山村 結婚・子育て 子育て・教育 高校生がんばれ助成金
村に住所を有し村内に居住する、高校生等の保護者に対し、高校生等の通学及び下宿代の一部とし
て、月額7,000円を助成

教育委員会 0967-25-2214

産山村 結婚・子育て 出産 出産祝金 第1子目は20万円、第2子目は30万円を支給。第3子以降は出生後5年間にわたり月額1万円を支給 住民課 0967-25-2212
産山村 結婚・子育て 医療 乳幼児・児童・生徒医療費等受給制度 村に住所を有する0～18歳を対象に、医療費自己負担分全額を助成 住民課 0967-25-2212

小国町 住まい 家を借りる 小国町お試し暮らし住宅
町が準備した“お試し暮らし住宅”に一定期間滞在する事が出来ます。家賃は１0,000円で１年以内の入
居が可能。

政策課 0967-46-2118

小国町 結婚・子育て 医療 乳幼児・児童の医療費補助
生まれてから中学校卒業までの子供の医療費を無料にしています。誕生から６歳までは乳幼児医療費
助成。６歳から１５歳までは自動医療費助成として医療を受けた際の自己負担分を助成する。

福祉課 0967-46-2116

小国町 仕事
起業・事業・就
職

創業支援事業
小国町に住民票を移し、生活の拠点とする方が、商工業を創業する場合に補助金を交付します。250万
円以上の創業費用に対し３０万円の補助金を交付する。

情報課 0967-46-2113

小国町 その他 その他 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

嘉島町 結婚・子育て 医療 嘉島町子ども医療費助成事業
出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等につ
いての、医療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金を含む）を差し
引いた額を助成します。

町民課 096-237-1111

玉東町 住まい
家を購入する・
改修する

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

総務課 0968-85-3111

玉東町 住まい
家を購入する・
改修する

町内木造建築物請負業者利用奨励金
オレンジタウンこのは駅前に玉東町建築組合加盟業者の施工にて家を新築すると、1坪当たり1万円が
支給されます（上限50万円）。

総務課 0968-85-3111

玉東町 住まい
家を購入する・
改修する

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

総務課 0968-85-3111

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育事業
保護者の就労等の状況により、保育所へのお迎えが通常開所時間を過ぎる場合に対応するため、18
時から19時の延長保育事業を行っています。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 小中学校給食費補助
給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成して
います。多子世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 相談支援
親と子を支える総合教育相談センター「つなぐステーション」では臨床心理士などのプロが様々な相談
に応じています。

教育委員会 0968-85-3609

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 多子世帯児童保育料の軽減 第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート貸出
チャイルドシート・ジュニアシートを無料で3か月間貸し出しています。次の予約がなければ更新可能と
なっています。

総務課 0968-85-3111

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 入学祝金 町内の小学校2校に入学する際に入学祝いとして図書カード（1万円）を贈呈しています。 教育委員会 0968-85-3609

玉東町 結婚・子育て 子育て・教育 フッ化物洗口
町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。
この取り組みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 出産 風しん・ＭＲ予防接種助成
風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶
者、家族を対象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 医療 インフルエンザ予防接種助成
インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補
助しています。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
高校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が
適用されない費用や入院時の食事代は対象外です）。

保健介護課 0968-85-6557

玉東町 結婚・子育て 医療 水痘（水ぼうそう）予防接種助成 水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 結婚・子育て 子育て・教育 （事業を実施する市町村への支援）
（県では、市町村が実施する子育てに関する様々な事業（地域子ども・子育て支援事業、多子世帯の保
育料軽減、乳幼児医療費助成等）について支援しています。）

健康福祉部子ども未
来課

096-333-2225

熊本県 結婚・子育て 子育て・教育 くまもと子育てトーク
社会全体で子育てを支援する環境づくりや機運醸成を目的に、広く一般（県民等）を対象に子育てに関
する講演会や分科会（語り合い）を行う。

健康福祉部子ども未
来課

096-333-2225

熊本県 結婚・子育て 子育て・教育 子育て応援の店・企業推進事業
子育てを支援（料金割引等）する店舗・企業等を応援団として募集・登録し、ホームページ等を通じて広
く一般に周知することで子育て家庭を支援する。

健康福祉部子ども未
来課

096-333-2225

熊本県 結婚・子育て 子育て・教育 父親向け育児情報冊子（パパ手帳） 父親向け育児冊子を作成、配布し、社会全体で子育てを支えていく意識の啓発を図る。
健康福祉部子ども未
来課

096-333-2225

熊本県 仕事 農林水産業 くまもと緑の新規就業促進対策事業
林業従事希望者を対象に、森林組合や林業会社等の現場作業員として就業するための知識や技術を
修得する研修を実施するものです。（177日間）
※受講期間中は、月額１ ２ 万５ 千円の就業準備給付金を受給できます。

公益財団法人
熊本県林業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 仕事 農林水産業 新規就農・就業相談業務
・就農相談業務（無料）・・・平日のみ
・県内で年２回「新規就農・就業相談会、体験発表会」を開催（入場無料）
・県外（東京・大阪等）において就農相談業務（新・農業人フェアに出展）（入場無料）

新規就農支援センター 096-385-2679

熊本県 仕事 農林水産業 無料職業紹介事業 農業関連の求人・求職者への無料職業紹介事業 新規就農支援センター 096-385-2679

熊本県 仕事 農林水産業 林業就業支援講習
林業従事希望者を対象に、座学・実習・就業相談等を実施し、林業労働についての理解を深め、林業
就業に対する意識の明確化を図ることによって、林業への円滑な就業を支援します。（１９日間）
※受講中の宿泊費の助成（１泊当たり4,320円を上限）があります。

公益財団法人
熊本県林業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 仕事 農林水産業 林業体験学習会
林業従事希望者を対象に、林業の現場作業を実際に体験し、地域における林業の実態を見聞きするこ
とによって、林業に対する理解を深め、新規就業活動が円滑に推進されるよう支援します。（ １ 泊２
日）

公益財団法人
熊本県林業従事者育
成基金

096-340-1151

熊本県 仕事 農林水産業 新しい漁村を担う人づくり事業
・熊本県漁業就業者確保育成センターを運営し、新規就業希望者に対する情報提供や就業相談を実
施している。

農林水産部水産振興
課

096-333-2457

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

企画経営課 0968-75-1421

玉名市 住まい 設備 住宅用太陽光発電システム設置費補助金
住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し設置費用の一部を補助します。1キロワット当り2万
円とし、上限5キロワット10万円を補助します。

環境整備課 0968-75-1118

玉名市 住まい 設備 生ごみ処理機等購入補助事業 家庭用電気生ごみ処理機やコンポストの購入費に対し1/2又は上限3万円を補助します。 環境整備課 0968-75-1118

玉名市 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画経営課 0968-75-1421

玉名市 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画経営課 0968-75-1421

玉名市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成 中学生まで医療費を全額を助成します。 子育て支援課 0968-75-1120

玉名市 移住・体験 移住体験 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

玉名市 移住・体験 移住・転入 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

多良木町 住まい 設備 合併処理浄化槽設置補助金 下水道認可計画区域外の地域で合併処理浄化槽を設置する場合、定額を補助。５人槽502,000円～。 環境整備課 0966-42-1259

多良木町 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム事業
町民が居住している住宅等の増改築工事等を町内の施工業者に発注される場合において、補助対象
工事に要する経費の20％（上限20万円）を助成。

環境整備課 0966-42-1259

多良木町 住まい
家を購入する・
改修する

木材需要拡大促進事業
町産材を使用した木造住宅を新築し、建築後、町内に定住する方を対象に、町産材の合計金額の１／
２以内、１００万円を上限に補助。

農林課 0966-42-1252

多良木町 結婚・子育て 子育て・教育 多良木町ファミリーサポートセンター
親の子育てと仕事の両立ができるように地域ぐるみでサポートする会員組織。保護者（依頼会員）の用
事（仕事、冠婚葬祭、病院等）があるときに協力会員が保育園の送迎や預かりを行います。利用料金が

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート貸出
利用料は、１日50円。20日を超えるとクリーニング代として１台あたり１ヶ月1,000円。但し、３ヶ月まで手
続き後延長可能。

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 結婚・子育て 子育て・教育 病児・病後児保育
保護者の勤務等の都合により家庭で看護を行うことが困難なお子様（生後６ヶ月から小学校３年生ま
で）を医療機関に併設された施設でお預りし保育や看護を行います。利用料１日2,000円、半日1,000

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 結婚・子育て 子育て・教育 放課後学童（児童）クラブ
児童の健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的として、保護者が
就労などにより昼間家庭にいない児童をお預りします。利用料（保育料）が必要です。

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 結婚・子育て 出産 出生祝い金
多良木町に３年以上居住された父親又は母親が、引き続き３年以上多良木町に居住することを確約
し、子どもを出産した方へ、第１子から届出１件につき１０万円（内５万円は多良木町商工会の商品券）

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 結婚・子育て 出産 妊婦健康診査費助成
妊婦健診（１４回分）にかかる費用を助成します。助成券は母子健康手帳と同時に交付。既に他市町村
で母子手帳を交付されている場合は、残りの助成券（他市町村発行）と引換えにお渡しします。

保健センター 0966-42-1100

多良木町 結婚・子育て 出産 不妊治療費等助成事業
不妊治療等に必要な経費の一部を助成。一般不妊治療・人工授精はそれぞれ年に５万円までを上限
に通算５年間、体外受精・顕微授精は、熊本県の特定治療支援事業の対象者で、県の助成額を除き１
回15万円を上限に助成します。

保健センター 0966-42-1100

多良木町 結婚・子育て 医療 乳幼児等医療費助成
０歳から中学３年生までのお子様の保険診療にかかる医療費の自己負担分の全額を助成するもの。
但し、高額療養費や保険者による助成（付加給付等）に該当する場合は、その分を差引いた額が対象

保健センター 0966-42-1100

多良木町 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭等医療費助成
20歳未満の児童を扶養している母または父、母子・父子家庭の児童で18歳に達する日以降の最初の３
月31日までにある児童または父母がいない児童を対象に、医療費の一部を助成。

子ども対策課 0966-42-1262

多良木町 仕事
起業・事業・就
職

多良木町無料職業紹介所
地元の事業所が求める人材や、多良木町に居住の方・定住するための就職を希望する方を対象に、求
人・求職の紹介・あっせんを行います。

企画観光課 0966-42-1257

長洲町 住まい
家を購入する・
改修する

中古住宅購入に伴うリフォーム補助金
中古住宅を購入後半年以内に町内施工業者による20万円(消費税除く)以上のリフォーム工事を行った
場合、工事費(消費税除く)の20％を補助します。(上限20万円)

まちづくり課 0968-78-3219

長洲町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成 中学生までの医療費を全額助成します。 子育て支援課 0968-78-3126

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

まちづくり推進課 0968-86-5721

和水町 住まい
家を購入する・
改修する

新築住宅に対する固定資産税減免制度
平成28年3月31日までに新築された住宅、賃貸住宅に対し、1戸につき120㎡までの部分を最長5年間
減免します。

まちづくり推進課 0968-86-5721
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和水町 結婚・子育て 出産 出生祝金
出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：
20万円、第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。

健康福祉課 0968-86-5724

和水町 結婚・子育て 結婚 新婚さん定住促進奨励金制度
平成28年3月31日までの間に結婚し、かつ、本町に定住の意思がある夫婦で、婚姻届を受理した日に
おいて、いずれか一方が35歳未満又はいずれも40歳未満である夫婦に対し、お祝い金として15万円を

まちづくり推進課 0968-86-5721

和水町 結婚・子育て 医療 子ども医療費無料
高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町
が全額負担します。

健康福祉課 0968-86-5724

南関町 住まい 家を借りる 転入者引越し奨励金 転入し3年以上借家等に居住する人（1世帯1回限り5万円） まちづくり課 0968-57-8501
南関町 住まい 設備 太陽光発電システム設置費補助金 太陽光電池出力1kwにつき35,000円（105,000円上限） 税務住民課 0968‐57‐8579

南関町 住まい
家を購入する・
改修する

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

まちづくり課 0968-57-8501

南関町 住まい
家を購入する・
改修する

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

まちづくり課 0968-57-8501

南関町 結婚・子育て 子育て・教育 小中学校給食費補助金 2,000円/月 教育課 0968‐57‐8507

南関町 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート購入費助成金
チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで

総務課 0968‐57‐8500

南関町 結婚・子育て 子育て・教育 保育料助成金 納付した保育料の半額を助成 福祉課 0968‐57‐8503
南関町 結婚・子育て 出産 関所っ子誕生祝金 第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり まちづくり課 0968-57-8501

南関町 結婚・子育て 結婚 結婚報奨金
婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住
する50歳未満の夫婦5万円

まちづくり課 0968-57-8501

南関町 結婚・子育て 医療 こども医療費助成金
町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分）

保健センター 0968-53-3298

南関町 結婚・子育て 医療 妊婦歯科健康診査費助成金
母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ）

保健センター 0968‐53‐3298

南関町 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗等活用事業助成金
町内の空き店舗等を活用（賃貸借）し、新たに商業を営む人
賃借料の1/2（月額2万円を限度）助成期間3年間

まちづくり課 0968-57-8501

氷川町 住まい 設備 住宅用新エネルギー等導入促進事業
町内業者を利用して太陽光利用発電施設・太陽熱利用施設・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置しよ
うとする人へ補助金を交付します。

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 住まい 設備 生ごみ処理機購入助成
生ゴミの減量化、再資源化及び生活環境の保全を目指して、町内業者から生ごみ処理機を購入する場
合、購入費の１／２以内、２万５千円を上限として助成を行っています。

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 住まい
家を購入する・
改修する

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

商工観光課 0965-62-2315

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 1歳児健診
成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健
師や歯科衛生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けし

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 5歳児健診（5歳児相談）
町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発
達障害の早期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 フッ化物洗口事業
町内の全保育園及び幼稚園において、年中年長児の希望者を対象に、フッ化物洗口を実施。週5回法
で実施し、子ども達のむし歯予防の1つとして取り組んでいます。昨年度から全小中学校にて、フッ化物
の濃度を上げた週1回法で開始しています。

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 ベビーマッサージ教室
生後２～４か月の赤ちゃんとその保護者を対象に赤ちゃんの成長発達支援や産後のカラダの回復、リ
フレッシュなどを目的に年４回実施しています。

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 母子保健推進委員活動
１３人の母子保健推進員が町内各地域を担当し、乳幼児健診のお手伝いや各期健診や教室、子育て
支援センターからのメール便の配布などを行い、地域で子育て支援の体制を作っています。

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 離乳食教室（もぐもぐ教室）
生後５～８か月の赤ちゃんとその保護者を対象に年４回離乳食教室を開催しています。見て・聞いて・
体験して（試食して）五感で学ぶプログラムです。

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 一時保育事業 町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育事業
町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。
（午前７時から午後７時まで対応）

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援センター
未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育
て支援センターを月曜日から金曜日まで開設しています。

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 奨学金貸付制度
町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学
困難な場合、奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）

学校教育課 0965-62-3313

氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 多子世帯子育て支援事業（保育園） １８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 町民環境課 0965-52-5851
氷川町 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童健全育成事業 保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 出産 すこやか赤ちゃん出産祝い金
１年以上引き続き町内に居住する保護者の方に以下の祝い金を支給します。（両親のいずれかがお子
様の出生前１年以上居住していることが必要です。）　第１子～第３子：100,000円　第４子：300,000円
第５子以降：500,000円

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 出産 産前産後ホームヘルプサービス事業
産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育
児の困難さが見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／

健康福祉課 0965-52-5852

氷川町 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭医療費補助
ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医
療費の補助を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医

町民環境課 0965-52-5851

氷川町 結婚・子育て 医療 氷川町児童医療費助成事業
氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特
別な場合を除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。

健康福祉課 0965-52-5852

美里町 住まい 設備 家庭用浄水器設置費補助金

安全な飲用水を保持し町民の健康保持のために、汚染が確認された飲用水に浄水器を購入・設置に
かかる費用の一部を補助しています。
浄水器の購入、設置した費用の40%相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)又は、8万円のうち、いずれ
か低い額を補助します。

水道衛生課 0964-47-1111

美里町 住まい 設備 太陽光発電システム設置補助金交付制度
住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対し、設置費用の一部を補助します。１ｋｗあたり２万円
とし、上限５万円を支給します。

水道衛生課 0964-47-1111

美里町 住まい
家を購入する・
改修する

木造住宅建築支援事業補助金
町内において自ら居住するための住宅を建築し、建築後居住する方で、県産材を使用して住宅を新築
する方に対し補助金を支給します。
66平方メートル以上で、（20坪）3.3平方メートルあたり1万円（限度50万）

林務観光課 0964-47-1111

美里町 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート貸付
町内に居住する6歳未満の幼児の保護者及び帰省中の6歳未満の幼児の保護者で町内に親族が居住
するものに対し、貸付日から３か月間を限度にチャイルドシートを貸し付けます。

総務課 0964-46-2111

美里町 結婚・子育て 子育て・教育 保育料の減免
第3子以降の児童の保育料を年齢・入所児童数に関係なく無料としています。
また、複数の児童が幼稚園や保育所に同時入所している場合、入所児童の第2子の保育料を半額とし

福祉課 0964-47-1111

美里町 結婚・子育て 出産 出生児祝い金

本町に３年以上住所を有し、かつ、当該支給対象児（本町に住所を有する第３子及び第４子以降の児
童）と生計を同じくする保護者に支給します。
○第３子　１００，０００円
○第４子以降　２００，０００円

福祉課 0964-47-1111

美里町 結婚・子育て 医療 乳幼児童医療費助成事業
０歳（出生）から満１５歳の町民の方を対象に、病気の早期治療により健全育成を支援し、また医療費
の一部負担を助成することで子育てを支援します。

健康窓口課 0964-47-1111

美里町 その他 その他 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

水俣市 住まい 設備
自転車市民共同利用システム「チャリぞ～
くん」

市内５か所に自転車の共同利用ステーションを置き、いつでも好きなときに自転車を利用できるシステ
ムで、１８歳以上の市民や市内勤務者、観光で水俣に来られた方も無料で利用できる。

企画課 0966-61-1607

水俣市 住まい 設備 住宅用太陽光発電システム設置補助金
最大出力１ｋＷ（キロワット）当たりに３万円を乗じた額（上限１０万円）。ただし、市内業者が施工する場
合は、１ｋWあたり１０万円（上限３０万円）。

環境課 0966-61-1612

水俣市 住まい 設備 みなくるバス 地域住民の移動手段を確保するためにコミュニティバスを導入。料金は150円/小学生80円。 企画課 0966-61-1607

水俣市 住まい 設備 住宅用太陽熱利用システム設置補助金
設置に要する費用に1/5を乗じて得た額（上限３万円）。ただし、市内業者が施工する場合は、設置に要
する費用に2/5を乗じて得た額（上限７万円）。

環境課 0966-61-1612

水俣市 住まい
家を購入する・
改修する

水俣市エコ住宅建築促進総合支援事業
地元の資源（木材、製品業者職人等）を活用してつくる環境配慮型住宅を建築（新築・増築）又は補助
対象となる建売住宅を購入する場合、建築又は購入費用の一部を補助する。

環境課 0966-61-1612

水俣市 結婚・子育て 子育て・教育 学童クラブ（放課後児童クラブ、学童保育）
放課後や夏休み等長期休暇中に、仕事等で保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童を
預かり、学校施設等を活用した遊びを主とした活動を行いながら、安全に放課後等を過ごして児童や保
護者の手助けをする事業。

福祉課 0966-61-1660

水俣市 結婚・子育て 子育て・教育 こどもセンターの設置
子どもの遊び場、保護者同士の交流の場、育児等の相談及び情報提供の場として、子どもの健やかな
成長を支援。

水俣市こどもセンター 0966-63-8411

水俣市 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシートレンタル事業
チャイルドシートの無料レンタルで貸出期間は１ヶ月。購入するまでの間や、お孫さんの帰省、急に必要
になった場合などに利用できる。

防災生活課 0966-61-1656

水俣市 結婚・子育て 子育て・教育 予防接種無料化
麻しん風しん、四種・三種・二種混合、日脳、ＢＣＧ、ポリオ、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌、水痘などの
子どもの予防接種料金が無料。

健康高齢課（保健セン
ター）

0966-63-3202

水俣市 結婚・子育て 子育て・教育 子ども医療費助成 水俣市に住所がある０歳から中学３年生までの子どもの医療費を全額助成。
健康高齢課（保健セン
ター）

0966-63-3202

水俣市 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗を活用した創業等支援事業
借家料の補助。商店街に不足する業種の事業者等を誘致し、その創業を支援する事業。補助対象経
費の２分の１以内とし、月額３万円を上限とする。ただし、事業者が昼間に営業を行わない場合は、補
助対象経費の３分の１以内とし、月額２万円を上限とする。

経済観光課 0966-61-1629

水俣市 その他 その他 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

御船町 住まい 設備 合併浄化槽設置補助事業
下水道計画区域外での合併浄化槽の設置に対し補助。補助については、「5人槽」・「7人槽」・「10人
槽」・「単独浄化槽撤去」に区分分けをしている。

みず環境課 096-282-1604

御船町 住まい 設備
生ごみ堆肥化容器・電気式生ごみ処理機
購入補助事業

堆肥化容器・電気式生ごみ処理機を購入され、できた堆肥を有効利用される方に対し補助を実施。 みず環境課 096-282-1604

御船町 住まい 設備 家庭用雨水浸透ますの支給事業 町内の個人所有の一般住宅に家庭用雨水浸透ますを設置される方に対し、浸透ますを現物支給。 みず環境課 096-282-1604

御船町 住まい 設備
住宅用太陽光発電システム設置費補助事
業

御船町に住所を有し、自己居住用の家屋に太陽光発電システムを設置される方に対し設置費の一部
を補助。（上限10万円）

みず環境課 096-282-1604

御船町 住まい
家を購入する・
改修する

水洗便所改造工事費等助成事業
助成金は、一世帯の改造工事1回に限り交付。下水道処理開始の公示の日から助成金交付決定まで
の期間に応じ交付。（1年以内　2万円・2年以内　1万5千円・3年以内　１万円）

みず環境課 096-282-1604

御船町 結婚・子育て 子育て・教育 育児用品支給事業 ０～1歳の第3子以降の子どもを養育している方に対して、育児用品を支給する。 福祉課 096-282-1346
御船町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業 0歳時から中学校3年生終了までの医療費（入院、通院、調剤、歯科）を助成。 健康いきいき推進課 096-282-1602

八代市 住まい 設備 畳表張替促進事業
八代産畳表による畳の張替に対して、張替にかかる費用を助成。
畳表１枚につき、1,000円

農業振興課 0965-33-8751

八代市 住まい
家を購入する・
改修する

障がい者・高齢者住宅改造助成事業
在宅の高齢者のうち介護保険認定を受けられている方・重度障がい者（児）に必要な住宅改造の一部
を助成。

長寿支援課
障がい者支援課

0965-33-4145
0965-35-0294

八代市 住まい
家を購入する・
改修する

八代産材利用促進事業
構造材のうち八代産木材を80%以上使用して建築する木造の住宅等に対して助成。
新築の場合、最大20万円。増築、リフォームの場合は最大10万円。

水産林務課 0965-33-4119

八代市 住まい
家を購入する・
改修する

八代市定住支度金事業
公営住宅分譲地を契約後、３年以内に住宅を建設して市に住所を移したら、定住支度金として支給。
１分譲地あたり10万円。

企画政策課 0965-33-4104

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 休日・夜間・延長保育事業 保護者の就労形態の多様化により休日や夜間、朝・夕の時間において保育が必要なこどもを受入れる こども未来課 0965-33-8721
八代市 結婚・子育て 子育て・教育 児童手当制度 ０歳から中学３年生までの児童を養育する保護者に対して手当てを支給。 こども未来課 0965-33-8721
八代市 結婚・子育て 子育て・教育 児童扶養手当制度 子どもを監護及び養育するひとり親家庭の父母等に対して手当てを支給。 こども未来課 0965-33-8721
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八代市 結婚・子育て 子育て・教育 就学援助制度 経済的な理由によって、就学困難な児童及び生徒の保護者に、義務教育における就学に必要な費用 学校教育課 0965-30-1673

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学資金貸付金
高等学校、高等専門学校、短期大学、専門学校又は大学に進学又は在学する生徒又は学生のうち、
経済的な理由により就学が困難な生徒又は学生を対象とするもの。

教育政策課 0965-30-1671

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 第３子以降の保育料無料制度
生計を同一にするこども（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども）が3人以上で、かつ第３
子以降の場合は保育所の保育料を無料とするもの。

こども未来課 0965-33-8721

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 つどいの広場事業 子育て親子の交流の場を提供し、情報交換や子育てに関する相談などを実施する。 こども未来課 0965-33-8721

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 病児・病後児保育事業
０歳から小学３年生までの児童が、病中または病気回復期で家庭での養育が困難な場合に、一時的に
預かる事業。

こども未来課 0965-33-8721

八代市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業 子どもの送迎や預かりなどの会員相互による援助活動を行う事業。 こども未来課 0965-33-8721
八代市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援センター事業 子育て親子の交流の場を提供し、情報交換や子育てに関する相談などを実施する。 こども未来課 0965-33-8721
八代市 結婚・子育て 医療 こども医療費助成事業 出生から小学６年生までの医療費の自己負担額を全額助成。 こども未来課 0965-33-8721

八代市 仕事
起業・事業・就
職

就業資格取得支援助成金事業
雇用者の都合による解雇、雇止めとなった方、自営業の廃業により職を失った方、学卒後、就労経験
のない方で、現在、公共職業安定所を通じた求職活動を行っている方が、就労するうえで必要となる資
格を取得する際、費用の一部を助成。

商工政策課 0965-33-8513

八代市 仕事
起業・事業・就
職

商店街活性化事業補助金（商店街再生事
業）

商店街振興組合等が実施する新規出店者誘致や既存店舗の魅力創出、集客力向上ための事業補助
・新規建設費用の1/3（限度額2百万）。古い店舗の解体から新規建設の場合は解体費の1/3（限度額
百万円）
・出店時改装費の1/3（限度額2百万円）

商工政策課 0965-33-8513

八代市 仕事 農林水産業 「認定新規就農者」の認定支援
農業経営を目指す青年（18歳以上65歳未満）で、経営開始後5年間の申請が可能。「青年等就農計画」
を市に申請いただき、市は基盤強化法に基づく市町村基本構想に照らし、申請いただいた計画を認
定。認定されると無利子の青年等就農資金が利用可能。

農林水産政策課 0965-33-4117

八代市 仕事 農林水産業 営農支援事業
新規就農者をはじめとする担い手農家に対し、農業に関する相談をお受けするとともに、各種補助事業
等の紹介や実施者へのフォローアップなどを行うもの。

農林水産政策課 0965-33-4117

八代市 仕事 農林水産業 青年就農給付金
市が認定した認定新規就農者が、青年就農給付金の給付要件を満たした場合、同給付金を給付。
年間最大150万円（最長で5年間）

農林水産政策課 0965-33-4117

八代市 その他 その他 「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

八代市 その他 その他 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

八代市 その他 その他 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

八代市 その他 その他 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

山江村 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成
村内に住所を有し、その他要件に該当する方が、住宅のリフォームを村内施行業者に依頼する場合、
工事費の２０％を補助（上限20万円）

企画調整課 0966-23-3111

山江村 結婚・子育て 子育て・教育 就学金支給 村内小学校に就学する子と生計を同じくする保護者に子ども1人につき3万円を支給。 教育委員会 0966-23-3111
山江村 結婚・子育て 子育て・教育 小・中学校給食費助成 小・中学校の給食費無料。 教育委員会 0966-23-3111

山江村 結婚・子育て 子育て・教育 村営学習塾
課業期間中の放課後、長期休業中に、国語・数学・英語等の復習を中心に学習塾の講師を招き村営学
習塾の開催。（対象：村内中校1・2・3年生）

教育委員会 0966-23-3111

山江村 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート購入補助
村内に住所を有し、6歳未満の乳幼児の属する世帯主に対しチャイルドシートの購入費用の1/2以内を
補助。(上限1万円)

健康福祉課 0966-23-3111

山江村 結婚・子育て 出産 こんにちは赤ちゃん祝金
3年以上引き続き村内に居住する保護者に対し、お子さんが誕生された際に出産祝い金を支給。(子ど
も1人あたり5万円)

健康福祉課 0966-23-3111

山江村 結婚・子育て 出産 特定不妊治療費助成 お子さんを望むご夫婦で特定不妊治療を受ける場合、年間45万円の助成。 健康福祉課 0966-23-3111
山江村 結婚・子育て 医療 すこやか子ども医療費助成 子どもの医療費無料。中学生までが対象。 健康福祉課 0966-23-3111

山江村 移住・体験 移住・転入 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

山都町 住まい 空き家 空き家改修・活用事業補助金
移住定住を促進し空き家の活用を図るため、空き家の賃貸や売買を行うため家財の撤去や改修にか
かる費用の一部を補助（50万円限度）します。

山の都創造課 0967-72-1158

山都町 結婚・子育て 出産 出産祝い金
本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出産祝い金を給付しています。
第１子30,000円、第2子50,000円、第3子100,000円、第4子以降200,000円

健康福祉課 0967-72-1229

山都町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成金 生まれてから18歳までの医療費の助成を行っています。 健康福祉課 0967-72-1229

山都町 仕事
起業・事業・就
職

商店街店舗改修事業補助金
商店街にある店舗の改修工事（外装工事を伴う）をしようとする方に改修工事費の一部を補助（借用し
ている店舗１/2補助50万限度、所有している店舗1/3補助３０万限度）します。

山の都創造課 0967-72-1158

山都町 移住・体験 移住・転入 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

苓北町 住まい
家を購入する・
改修する

住宅建設補助金 町が分譲する土地を購入し、住宅の新築を行った際に、最高60万円の助成 土木管理課 0969-35-1111

苓北町 結婚・子育て 子育て・教育 児童入学準備資金 新入学児童に対し入学準備資金、児童1人につき2万円を助成 教育委員会 0969-35-1111
苓北町 結婚・子育て 子育て・教育 多子世帯支援事業 第３子以降の入園児に対し、保育料の軽減（無料化）を行っています。 福祉保健課 0969-35-1111
苓北町 結婚・子育て 出産 誕生祝金 出産したときにお祝い金を、第１子１万円、第２子３万円、第３子以降５万円を支給。 福祉保健課 0969-35-1111
苓北町 結婚・子育て 結婚 結婚祝金 町内に住所がある方が結婚したときにお祝い金を、１組１０万円（※１年後に）支給。 福祉保健課 0969-35-1111
苓北町 結婚・子育て 医療 子育て支援医療費 町内に住所を有する中学校３年生までの子どもについて保険診療にかかる医療費一部負担金の全額 福祉保健課 0969-35-1111

和水町 結婚・子育て 出産 出生祝金
出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：
20万円、第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。

健康福祉課 0968-86-5724

和水町 結婚・子育て 医療 子ども医療費無料
高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町
が全額負担します。

健康福祉課 0968-86-5724

▶ 目次へ　　▶ 記事へ戻る　
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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

宇佐市 住まい 家を借りる 市営住宅（一般公営住宅）
所得が基準以下の方を対象とした賃貸住宅で、ほとんどの市営住宅がこれにあたります。毎月「広報う
さ」及びホームページにて募集を行っています

建築住宅課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 家を借りる 市営住宅（特定公共賃貸住宅）
中堅所得者（一般公営住宅の所得基準を超える方）を対象とした賃貸住宅です。家賃は団地ごとに一
律で、空室のある団地は先着順で募集しています。

建築住宅課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 空き家 宇佐市空き家改修補助金
宇佐市への移住（ＵＩターン）を目的として、空き家バンクに登録されている物件を改修する場合に、改修
に要した経費の一部を助成します。（補助率2/3、上限100万円）
※県外の方が、空き家購入補助併用時は併せて100万円まで

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 空き家 空き家バンク制度 市内にある空き家と所有者の情報を、地域活性化や定住促進を図るために、紹介します。 観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 空き家
県外ＵＩターン者移住支援事業補助金（引っ
越し支援、移住奨励金）

県外の方が宇佐市に新築を行うか空家バンク登録物件を利用して移住する場合に、下記の支援を受
けることができます。
（１）引っ越し補助→補助率2/3、上限20万円（単身世帯不可）
（２）移住奨励金→1世帯10万円（単身世帯不可）

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 空き家
県外ＵＩターン者移住支援事業補助金（新
築・購入支援）

県外の方が宇佐市に新築や空家バンク登録物件を購入して移住する場合、下記の補助金を交付しま
す。※移住前に申請する必要があります。
（１）新築・新築購入補助→上限100万円
（２）空き家購入補助→補助率10％、上限100万円

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい 設備 合併処理浄化槽設置整備費補助金

下水道などの区域外で、新築・リフォーム等により、合併処理浄化槽を新たに設置する場合に経費の
一部を補助します。
上限額①５人槽　332,000円　②７人槽　414,000円　③10人槽　548,000円
※既存住宅の改修などで条件を満たす場合は、上記の上限額に20万円が上乗せになります。（平成28

生活排水課 0978-32-1111

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

建築住宅課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

宇佐産材利用促進事業補助金

市内で生産製材した木材を利用し、居住のための一戸建木造住宅を新築・増改築した場合、使用量に
応じて補助金を交付します。
① 新築→10㎥以上使用で1㎥あたり5万円、上限100万円まで
② 増改築→1㎥以上使用で1㎥あたり5万円、上限40万円まで

林業水産課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

家族支え合い住宅建設奨励金

離れて暮らしていた親子等が、支え合って居住するための住宅を新築、増築、改築する場合に奨励金
を交付します。
① 新築・新築購入→上限50万円（60万円）
② 増改築→補助率20％、上限30万円（40万円）
※括弧内は中学生以下の子供がいる場合

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

高齢者世帯リフォーム支援事業
各種条件を満たす65歳以上の高齢者がいる世帯で、高齢者向けの改修（省エネ化工事も含む）を行う
場合に費用の一部を補助します。（30万円以上の工事で補助率20%、上限30万円まで）

介護保険課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

在宅高齢者住宅改造助成金
条件を満たす高齢者がいる世帯で、高齢者向けの改修を行う場合に費用の一部を補助します。（補助
率2/3、上限40万円まで）

介護保険課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

子育て世帯リフォーム支援事業
各種条件を満たす子育て世帯で、子どものための改修（省エネ化工事も含む）を行う場合に費用の一
部を補助します。（30万円以上の工事で補助率20%、上限30万円まで）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

若者定住促進住宅
市外にお住まいの子育て世帯の方が、専用住宅に入居した場合、子どもの年齢や人数に応じて5千円
～3万5千円の減額制度有り。（基本家賃4万5千円）
※安心院町深見地区に2戸、院内町南院内地区に3戸建築済。空きがあります。入居者募集中♪

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

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

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 住まい
家を購入する・
改修する

土地開発公社分譲地
「宇佐市四日市、安心院町緑の庄、院内町下恵良」の3か所に、宇佐市土地開発公社が販売している
分譲地があります。

土地開発公社 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 うさっ子サポートセンター
保護者が急用等の場合に、保育園等への送迎やお子さんの預かり等に対応するための会員制の相互
援助活動です。生後３か月～小学生までが対象。
（事前登録・1時間700円）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 ご当地婚姻届け提出キャンペーン
大分県版のご当地婚姻届けを宇佐市に提出し、宇佐市に定住する場合、市の特産品またはオリジナル
印鑑がもらえます♪

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 婚活イベント開催事業補助金
婚活イベントを実施する団体に補助金を交付しています。
各団体が行う独創的なアイデアが集まる婚活イベントで、出会いを探してみませんか？

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 婚活サポーター制度
市が認定した結婚のお世話をしてくれるサポーターの方がいらっしゃいます。
それぞれが独自の活動をしており、市内の皆様の結婚を応援しています。

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 こんにちは赤ちゃん訪問
生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を対象に助産師・保健師が訪問し、健康状態の確認、育児相
談、子育て支援サービスの紹介等を行います。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 スクールバス運行 通学に支障をきたす地域で、小中学生用のスクールバスを運行しています。 学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 にこにこ保育支援
保育園、認定こども園で保育を利用している子の保育料、一時預かりの利用料を助成します。
① 第２子で３歳未満の保育料が半額。
② 第３子以降で３歳未満の保育料が無料

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 街コン開催 宇佐市を盛り上げる合コンイベントを商店街で年間数回開催しています。 観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 一時預かり
特定教育保育施設に通っていないお子様を、保護者が様々な都合で平日に保育ができない場合に、
特定教育保育施設で預かります。（1800円/日・900円/半日・軽減制度あり）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 宇佐子ども体験教室
様々な体験活動を通して社会教育の知識を学び、他校の児童や地域の方との触れあいを通じて心豊
かな感性を養うため、科学体験や料理体験、農泊体験など年間８回の取り組みを行っています。

社会教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育
延長保育を行う保育所や認定こども園に通っているお子さんを、保護者が仕事等の理由により開所時
間内のお迎えが難しい場合に、通っている保育所や認定こども園でお預かりします。（有料）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 遠距離通学費補助 遠距離から通学する児童生徒がいる世帯に通学費の補助を行います。 学校教育課 0978-32-1111
宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 家庭児童相談室 児童虐待、要保護児童等の相談やお子さんに関する各種相談を行っています 子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 学校支援地域本部事業
地域の方々がボランティア講師となり、学校の教育活動（学習、登下校時見守り、環境整備など）を支
援する取り組みです。市内全小中学校で行われています。

社会教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 学校施設の耐震化 平成２７年度に小中学校の学校施設の耐震化が完了します。 管理課 0978-32-1111
宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 学校復帰支援 不登校児童生徒の学校復帰支援のために指導員、臨床心理士を配置しています。 学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 休日子育てサポート
休日保育の対象にならない生後３ヶ月以上で就学前のお子様を、保護者が病気や仕事等で休日に保
育できない場合にお預かりする制度です。（宇佐市社会福祉協議会・入会費1000円・1800円/日・900円

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 休日保育
保育認定をうけて特定教育保育施設に在園するお子さんを、保護者が休日に仕事等で保育できない場
合にお預かりする制度です。（慈光保育園・1800円/日）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て教室
「乳幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無
料で開催しています。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て相談
お子さんの発育発達の確認や子育て相談、参加者同士の交流ができます。その他にも窓口、電話、家
庭訪問や市が行っている健診等の会場でも相談できます。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て短期支援（ショートステイ）
保護者が病気・出張等や社会的理由により一時的にお子さんを養育することが困難になった場合、一
定期間保護者に代わりお子さんをお預かりします。（「和」やわらぎ・栄光園・聖ヨゼフ寮、2800円～5400

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て短期支援（トワイライトステイ）
保護者が残業や変則勤務等で勤務が夜間・深夜や休日となる場合に、保護者に代わってお子さんをお
預かりします。（「和」やわらぎ・栄光園・聖ヨゼフ寮、750円～1350円/日・軽減制度あり）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 児童館
すべての児童を対象に、心身の健康や健全で情操豊かな児童を育てることを目的に活動を行っていま
す。宇佐地区と安心院地区に開館されています。（無料）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 就学援助費 経済的理由により就学困難なお子さんの保護者に、必要な援助を行います。 学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 総合型地域スポーツクラブ
「いつでも、どこでも、だれとでも、いつまでも」世代を超えて、いろいろなスポーツを気軽におこなうこと
ができる新しいタイプの地域に密着した地域住民が自主的・主体的に運営する非営利組織がありま

文化・スポーツ振興課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援拠点
市内7か所の拠点で、子育て中の親子が気軽に集い、専任スタッフから育児に対する助言を受けたり、
他の親子と交流をして育児不安の解消を行います。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 特別支援教育支援員配置
特別の支援が必要な普通学級に通うお子さんの教育の充実をはかるため、市立幼稚園・小中学校に
支援員を配置しています。

学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 特別支援教育就学奨励費
法令に規定する障がいのあるお子さん又は特別支援学級に就学するお子さんの保護者に、必要な援
助を行います。

学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 特別支援教育総合推進
特別な支援が必要なお子さんに対して、一貫した支援を行うため就学前から就職前までを記載した支
援ファイルを作成して特別支援教育の充実を図っています。

学校教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 発達相談会
お子さんの運動発達、精神発達、行動、心理面でのご心配がある方を対象に、専門医が個別に診察や
相談に応じます。年８回開催。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 病児病後児保育
お子さん（０歳～小学校３年生）が病気で、親が昼間保育できない場合に、お子さんを預かりお世話をし
ます。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後子ども教室
文部科学省の補助事業で市内に6か所開設されており、放課後に地域の方々が講師となり小学生に学
習や体験活動の場を提供します。

社会教育課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ
市内に20か所開設されており、放課後を利用して小学生に適切な遊びや生活の場を与えます。共働き
の世帯も安心です。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 出産 妊婦教室 夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を開催しています。 子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 出産 妊婦健康診査費用の助成
母子健康手帳を交付された方に、妊婦健診受診票を交付し妊婦健診（14回）の費用（受診票に記載さ
れた検査項目）を助成します。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 出産 不妊治療費の助成
宇佐市に１年以上住む夫婦に対し、不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限
10万円/年（県事業との併用可）

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 医療 子ども医療費の助成
保険適用分のお子さんの医療費を助成します。
① ０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無料。
②小中学生の入院医療費が無料

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 医療 乳幼児健康診査
集団健診（10か月・１歳6か月・3歳6か月）を無料で実施します。また、3～6か月・8～11か月の2回、乳
児健診受診票を交付し費用を助成します。

子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 医療 予防接種 乳幼児の定期予防接種を対象年齢の間に無料で受けられます。 子育て支援課 0978-32-1111

宇佐市 結婚・子育て 医療 予防接種
中学3年生までと満65歳以上の方のインフルエンザ、65歳以上の方の肺炎球菌の予防接種費用の一
部を助成します。

健康課 0978-32-1111

宇佐市 仕事
起業・事業・就
職

ＵＳＡ・ＵＩターン雇用拡大推進事業
宇佐市に住んでみたい、帰りたい。田舎で暮らしたいけど仕事があるのかなー。自分の技術や経験を
生かして宇佐市で働きたい。宇佐市の企業情報があればなー。こんなことをお考えではありませんか？
当事業では、ＵＩＪターン者向けの雇用・企業情報を収集し提供しています

商工振興課 0978-32-1111
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宇佐市 仕事
起業・事業・就
職

シルバー人材センター

６０歳以上でもまだまだ働きたい！
高齢者の方が自分の経験や能力を活かした仕事ができる場を提供しています。大工仕事や植木の剪
定、草刈、家事のお手伝い、宛名書き、一般事務など、これまでの経験や資格、特技を活かして生きが
いを持って働けます。初心者でも、様々な技術講習会があり安心です。お気軽にご相談ください。

商工振興課 0978-32-1111

宇佐市 仕事
起業・事業・就
職

空き家活用型起業支援事業補助金
市外者や宇佐市に転入して5年以内の方が、周辺地域にある空き家バンク登録物件や空き店舗を利用
して起業を行う場合、改修費用や設備、備品等の整備にかかる費用を補助します。（補助率50%、上限

観光まちづくり課 0978-32-1111

宇佐市 仕事
起業・事業・就
職

創業・企業支援ワンストップ相談窓口
宇佐市で創業・起業をお考えの方にワンストップ相談窓口（無料）を開設しています。創業支援コーディ
ネーターが各種相談をお受けします。また、他の創業支援機関と連携して創業希望者を支援します。お

商工振興課 0978-32-1111

宇佐市 仕事
起業・事業・就
職

地域資源２００％活用支援補助金
宇佐市産の農林水産物を活用した新商品の開発や地場産品の販路開拓などを行っている民間事業者
に補助金を交付します。上限50万円

農政課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業 しいたけ生産新規参入者サポート 椎茸栽培に新規参入する65歳未満の方に、機械等の整備費用の1/2を補助します。（県1/3、市1/6負 林業水産課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業 宇佐市青年就農準備給付金事業
市内で独立就農を目指し、技術習得に必要な実践研修する新規就農希望者の方に、研修期間中の生
活安定対策として月額5万円を最長2年間交付します。

農政課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業 次世代を担う園芸産地整備事業
認定農家の方が、戦略品目（野菜・果樹等約20品目）に係る施設や機械を整備する場合に、費用の1/2
を補助します。（県1/3、市1/6負担）

農政課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業
新規就農者支援（ぶどうの学校、味一ねぎ
トレーニングファーム）

おおむね40歳以下の方を対象に、ぶどう生産・小ねぎ生産の担い手を養成するため、実践的な栽培技
術や経営手法を習得するための研修を無料で行っています。
研修期間は短期5日間、長期2年間（長期の場合は年間150万円の支援有）

農政課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業 椎茸種駒購入費助成
宇佐市椎茸栽培推進協議会の会員で、種駒を2万駒以上購入し、すべて植菌した場合、2万駒を超えた
分に対して1駒あたり1円補助します。（県事業との併用可）

林業水産課 0978-32-1111

宇佐市 仕事 農林水産業 農地バンク制度
市内農地の有効活用を図るために農地情報を紹介し、農地を買いたい、借りたい方と農地所有者の橋
渡しを行います。（要件を満たす必要があります）

農政課 0978-32-1111

宇佐市 移住・体験 移住体験 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

安心院支所産業建設
課

0978-32-1111

宇佐市 移住・体験 移住・転入 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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 介護保険課 0978-32-1111

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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 危機管理課 0978-32-1111

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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
宇佐市 その他 その他 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 商工振興課 0978-32-1111
宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

宇佐市 その他 その他 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

観光まちづくり課 0978-32-1111

臼杵市 住まい 空き家 空き家改修補助金 空き家バンクの契約が成立した場合、必要な改修について100万円を上限に補助 都市デザイン課
0972-63-1111
（内線1321）

臼杵市 住まい
家を購入する・
改修する

移住者居住支援制度（I・Jターン）
I・Jターン支援として引越費用について20万円を上限に補助。移住奨励金10万円。新築及び購入つい
て100万円を上限に補助。若年夫婦・子育て世帯への家賃の補助（上限15,000円／月：期間あり）

都市デザイン課
0972-63-1111
（内線1321）

臼杵市 住まい
家を購入する・
改修する

移住者居住支援制度（Uターン） Uターン支援として、実家等の改修費を50万円を上限に補助 都市デザイン課
0972-63-1111
（内線1321）

臼杵市 結婚・子育て 医療 子ども医療費の助成
医療費の自己負担分について、小学校就学前までの入院・通院の医療費無料と小中学生の入院医療
費の無料に加え、平成２７年７月１日より小中学生の通院医療費を500円／日（月４回）までの自己負担
とし、助成範囲を拡大。

保険健康課
0972-63-1111
（内線1141）

杵築市 住まい 家を借りる 子育て世帯応援家賃補助金交付制度 民間賃貸住宅を賃借し、転入する就学前の子供がいる世帯に対して家賃の一部（最大、月額1万円）を 政策推進課 0978-62-1804
杵築市 住まい 家を借りる 新婚世帯応援家賃補助金交付制度 民間賃貸住宅を賃借し、転入する新婚世帯に対して家賃の一部（最大、月額1万円）を補助する。 政策推進課 0978-62-1804

杵築市 住まい 空き家 空き家改修費等補助金交付制度
空き家バンクに登録された物件を取得又は賃借する転入者に対して、改修費用、家財処分費用、引越
し費用、仲介手数料等の一部を補助する。最大140万円。

政策推進課 0978-62-1804

杵築市 住まい 空き家 空き家バンク事業 市内にある空き家を杵築市空き家バンクに登録し、移住希望者へ紹介する。 政策推進課 0978-62-1804

杵築市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進補助金交付制度
転入者及び市内居住者で居住用住宅を新築、もしくは中古住宅を購入したものに対して補助金を交付
する。県外からの転入者に60万円。

政策推進課 0978-62-1804

杵築市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進補助金交付制度
県外からの転入者で居住用住宅を購入したものに対して仲介手数料及び引越し費用の補助金を交付
する。最大25万円。

政策推進課 0978-62-1804

杵築市 移住・体験 移住・転入 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

杵築市 その他 その他 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

玖珠町 住まい 空き家 空き家活用準備補助金
空き家バンク登録物件を賃借・購入した移住者の方に対して、一律２０万円を交付します。不動産の仲
介手数料や、引っ越し費用など、移住される方の実情に併せてご自由にご活用できます。

まちづくり推進課 0973-72-9031

玖珠町 住まい 空き家 空き家バンク事業 玖珠町への移住希望者等に、町内の空き家情報を玖珠町のホームページや役場窓口などで公開して まちづくり推進課 0973-72-9031

玖珠町 住まい 空き家 空き家リフォーム補助事業
空き家バンク登録物件を賃借・購入した移住者の方が、当該空き家のリフォームを行う場合に、費用の
１／２を補助します。上限５０万円（１８歳以下の扶養親族がいる場合は上限８０万円）

まちづくり推進課 0973-72-9031

九重町 住まい 家を借りる 民間賃貸住宅家賃助成事業
平成20年4月以降に町内の民間賃貸住宅に入居し家賃を支払っている方に対し、単身世帯10,000円/
月・同居世帯15,000円/月を限度に実質家賃の2分の1を最大36ヵ月間助成。

企画調整課 0973-76-3807

九重町 住まい 空き家 空き家活用定住促進事業移住奨励金
九重町空き家・土地バンクに登録された物件を売買又は賃貸し、大分県外から移住を完了した際に10
万円を給付。

企画調整課 0973-76-3807

九重町 住まい 空き家
空き家活用定住促進事業仲介手数料補助
金

九重町空き家・土地バンクに登録された物件を売買又は賃貸する際に発生する仲介手数料について
50,000円を上限10分の10以内（1,000円未満切捨て）を補助。

企画調整課 0973-76-3807

九重町 住まい 空き家 空き家活用定住促進事業引越補助金
九重町空き家・土地バンクに登録された物件を売買又は賃貸し、大分県外から移住する方の引越し費
用について20万円を上限に3分の2以内（1,000円未満切捨て）を補助。

企画調整課 0973-76-3807

九重町 住まい 空き家
空き家活用定住促進事業利用者改修補助
金

九重町空き家・土地バンクに登録された物件を売買又は賃貸する際に居住に必要な部分の改修費用
について売買200万円賃貸50万円を上限に3分の2以内（1,000円未満切捨て）を補助（工事費が30万円

企画調整課 0973-76-3807

九重町 住まい 空き家 九重町空き家・土地バンク制度 九重町内の空き家・空き住宅用地と住居を求める人を結びつけるために行っている空き家・住宅用地 企画調整課 0973-76-3807

九重町 結婚・子育て 子育て・教育 育児助成金事業
農林業や自営業者など雇用保険法における育児休業給付金や、その他育児休業に対する手当や給付
を受けることのできない、平成27年4月1日以降に出生した児童の父または母である方に対し、出産か
ら1年間の期間10,000円/月を給付。

子育て支援課 0973-76-3828

九重町 結婚・子育て 子育て・教育 子育て関連用品購入助成事業
平成27年4月1日以降に出生し、就学の始期に達するまでの児童を養育する保護者に対し、子育て関
連用品の購入費用をベビーベッド10,000円・ベビーカー20,000円・チャイルドシート25,000円・ベビーバス
2,000円を上限に2分の1（1,000円未満切捨て）を助成。

子育て支援課 0973-76-3828

九重町 結婚・子育て 子育て・教育 子宝助成金事業
第3子以降の児童を養育する保護者に対し、第3子以降の出生の月から18歳に到達した後の最初の3
月までの間、就学前3,000円/月・小学生4,000円/月・中学生5,000円/月・高校生10,000円/月を助成。

子育て支援課 0973-76-3828

九重町 結婚・子育て 出産 出産祝金助成事業
出生届を提出した父又は母に対し、平成27年度については第1子及び第2子30,000円第3子100,000
円、平成28年度以降は一律30,000円を給付。

子育て支援課 0973-76-3828

九重町 結婚・子育て 出産 妊婦歯科検診助成事業 妊娠された方に、母子健康手帳交付時に歯科検診を無料で受診できる受診券（産前産後各1回分）を 保健福祉センター 0973-76-3838

九重町 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成事業
婚姻後1年かつ九重町に1年以上住んでいる夫婦で医療機関から不妊症の診断を受け治療をしている
夫婦の人工授精、体外受精、顕微授精等医療保険適用外の不妊治療費に対して年3回まで助成する

保健福祉センター 0973-76-3838

九重町 結婚・子育て 結婚 お見合いサービス助成事業
おおいた出会い応援センターが行う「お見合いサービス」を活用するために、同センターの入会金・登録
更新料・お見合い実施費用の2分の1を助成。

企画調整課 0973-76-3807

九重町 結婚・子育て 結婚 結婚祝金助成事業 定住する方で婚姻届を提出した50歳未満の夫婦に対して50,000円を給付。 住民課 0973-76-3802
九重町 結婚・子育て 医療 インフルエンザ予防接種費用助成事業 生後6ヶ月から中学3年生までの子どものインフルエンザ予防接種費用を1回あたり1,000円助成。 保健福祉センター 0973-76-3838

九重町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
中学校卒業までの児童の入院・通院に対する医療費を助成。（入院・自己負担額無料）（通院・就学前
は自己負担額無料、小中学生は4回/月までは1回500円までの自己負担額あり）

住民課 0973-76-3802

九重町 仕事 農林水産業 青年就農給付金事業補助金
経営の不安定な就農初期段階の原則45歳未満の独立・自営就農している青年就業者に対して年間最
大150万円を支給（５年間を限度）。

農林課 0973-76-3804

津久見市 住まい 家を借りる 新婚世帯・子育て世帯家賃補助金
市内の賃貸住宅に居住する新婚世帯又は市外から転入された子育て世帯に対し、月額上限1万円（12
か月限度）の家賃補助を行うもの。新婚世帯については、市外からの転入者1人につき5千円の加算あ

政策企画課 0972-82-2655

津久見市 住まい 空き家 空き家情報バンク制度
空き家の情報を市のホームページで広く情報提供することにより、空き家の所有者と空き家を利用した
いと考えている人を結びつける制度

政策企画課 0972-82-2655

津久見市 住まい 空き家 新築奨励・市内消費喚起事業
市内に家を新築又は新築住宅、空き家バンク登録物件を購入した者に対し、その取得に要する経費の
うち、市内で消費された額に0.4を乗じて得た額（上限20万円）相当の商品券を贈るもの。子育て世帯及
び市外からの転入者については、5万円の加算あり。

政策企画課 0972-82-2655

津久見市 住まい
家を購入する・
改修する

移住者居住支援事業
県外からの移住者が市内に住宅を確保するために必要な費用について、補助金を交付するもの。（仲
介手数料補助、家財処分補助、新規建設・住宅購入補助、改修補助、引越補助、移住奨励金）

政策企画課 0972-82-2655

中津市 住まい 空き家 空き家バンク制度
中津市内に所在する空き家の所有者から空き家情報を提供してもらい、中津市周辺に移住を希望する
方へ情報提供することにより、地域活性化をめざします。

まちづくり政策課 0979-22-1111
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中津市 住まい 空き家 空き家バンク制度推進補助金

空き家バンクを利用して、中津市に移住した方を対象に、
①空き家の改修に係る費用の1/2、上限50万円までを補助
②ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとテレビ環境の確保のためのｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸの加入費の1/2、上限3万円)
③仲介手数料全額、上限5万円まで補助
をそれぞれ行います。

まちづくり政策課 0979-22-1111

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 一時預かり 保育所(園)に入所していない方で、親の病気や用事があるときなどに一時的に保育所(園)を利用できま 子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 子育てしつけ教室事業
しつけに困りを感じている保護者に対しコモンセンスペアレンティングという暴力や暴言を使わずに子ど
もを育てる技術を伝え身につけていく教室です。

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て世帯リフォーム支援事業
18歳未満の子どもがいる世帯が、子どものために住宅のリフォームを行う場合に、補助金を交付します
(補助対象工事費の２０％、上限額３０万円)

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援拠点 子育て中の親子が気軽に集い、一緒に遊びながら交流できる場所で、スタッフへの相談もできます。 子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育
中津市民で、保育所または幼稚園に通所している乳幼児が、病気の回復期で集団保育(通園)がいまだ
困難な期間に、一時的にその保育及び看護を行います。

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター
子育ての手助けを受けたい方とお手伝いを行いたい方が会員となり、会員相互の信頼関係をもとに地
域の中で支えあう組織です。アドバイザーがいて、相談から、会員のサポート調整まで支援をします。

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ
「子供が学校から帰っても家に誰もいない」「仕事が遅くてひとりで留守番させるのは心配」そんな不安
や悩みをお持ちの保護者に代わって、放課後お子さんをお預かりするところです。

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 子育て・教育 養育支援訪問事業
こんにちは赤ちゃん訪問の結果、子育てに不安や困りごとがあるなど支援が必要なご家庭に対し、掃
除・洗濯・買い物などの簡単な家事支援や養育相談を行います。利用料は無料です。

子育て支援課 0979-22-1129

中津市 結婚・子育て 結婚 中津市出会いの場づくり事業
中津市が委託して、中津市に居住もしくは勤務する男性に、出会いの場を提供するため、中津市周辺
の女性を対象に婚活パーティーを開催しています。

まちづくり政策課 0979-22-1111

中津市 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭等に対し、保険診療による医療費の自己負担額の一部を助成します。 子育て支援課 0979-22-1129

中津市 その他 その他 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

日出町 住まい 家を借りる 子育て世帯移住奨励補助金 「子育て世帯」が町内の賃貸住宅に移住した際に移住奨励補助金を交付 政策推進課 0977-73-3116

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

政策推進課 0977-73-3116

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

政策推進課 0977-73-3116

日出町 住まい
家を購入する・
改修する

新住宅等定住奨励補助金 転入や転居により住宅を取得し定住する方に対し、定住奨励補助金を交付 政策推進課 0977-73-3116

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 赤ちゃん訪問 地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問し 福祉対策課 0977-73-3121
日出町 結婚・子育て 子育て・教育 一時保育 保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。 福祉対策課 0977-73-3121
日出町 結婚・子育て 子育て・教育 お母さん教室 初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。 福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 子育て電話相談
赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 児童クラブ
昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生
活の場を提供し、児童の健全育成を図ります。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福
祉を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 シルバー人材センター 高年齢者が、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供 商工観光課 0977-75-9620

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 新生児誕生祝金
以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給

住民課 0977-73-3122

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 特別児童扶養手当
知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０
歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 のびのび育児相談
６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 離乳食教室
離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期ま
での離乳食をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 子育て・教育 両親学級
これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深
めるために両親学級を開催しています。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 出産 出産育児一時金
国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。

住民課 0977-73-3122

日出町 結婚・子育て 出産 不妊治療費の助成
不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽
減するための制度です。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 結婚 出会い応援事業 結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催 政策推進課 0977-73-3116

日出町 結婚・子育て 医療 ２歳児歯科教室
２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生
士が行います。

福祉対策課 0977-73-3121

日出町 結婚・子育て 医療 子ども医療費の助成 中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成 福祉対策課 0977-73-3121
日出町 結婚・子育て 医療 乳幼児健康診査 4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 福祉対策課 0977-73-3121
日出町 結婚・子育て 医療 ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 福祉対策課 0977-73-3121
日出町 結婚・子育て 医療 任意予防接種費用の助成 おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成しま 福祉対策課 0977-73-3121

日出町 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗助成事業
中心商店街の空き店舗の解消を図ることにより、地域のにぎわいづくりへの貢献、住民の方の生活の
質の向上に資することを目的として、新たに出店する事業者に対し必要な資金の一部を助成

商工観光課 0977-73-3158

日出町 移住・体験 移住・転入 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

日出町 その他 その他 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

日田市 住まい 家を借りる 上津江地区定住交流促進施設
上津江町への定住促進及び地域住民との交流促進を目的に設置運営されている宿泊施設です。（２年
ごとに更新手続きが必要）　月額：13,100円

上津江振興局 0973-55-2011

日田市 住まい 空き家 移住者ひた暮らし支援事業
条件を満たす移住者が空き家バンク登録物件に入居した場合、入居にかかる費用の一部を補助するも
の。（例：空き屋の購入：最大100万円）

地域振興課 0973-22-8356

日田市 住まい 空き家 日田市空き家情報提供事業
日田市への定住を目的として空き家をお探しの方に、空き家所有者からの申込みによって登録された
日田市内の物件情報を提供するもの。

地域振興課 0973-22-8356

日田市 住まい 設備 浄化槽設置補助事業
一般住宅に合併処理浄化槽を設置する経費に対して補助するもの。また、浄化槽の設置に伴い、単独
処理浄化槽を撤去する場合、その撤去費について補助を行うもの。

環境課 0973-22-8357

日田市 住まい 設備 漏水減免
日田市指定給水装置工事事業者に漏水の修繕をしてもらった場合、地下給水管からの漏水なら、最大
6ヶ月間、減免措置があるもの。（水道蛇口、給湯器、ソーラー器等からの漏水は対象とならない）減免
対象は漏水箇所で違ってきますので、くわしくは水道課までお問い合わせください。

水道課 0973-22-8220

日田市 住まい
家を購入する・
改修する

木づかい促進事業
①日田材を使って住宅等を新築・ﾘﾌｫｰﾑする場合、日田家具への交換（上限38万5千円分）又は日田
材（上限35万円分）を支給。　②市内の店舗等のﾘﾌｫｰﾑ工事に対して、木質化工事費の1/2（上限50

林業振興課 0973-22-8362

日田市 住まい
家を購入する・
改修する

森林木（もりのき）団地分譲
上津江町「森林木（もりのき）団地」の分譲を行っています。少し不便な場所ですが、スローライフの要
素がいっぱいの地域です。　販売価格：一区画1,144,000円（346.24㎡）～

上津江振興局 0973-55-2011

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 一時預かり（一般型）
教育・保育施設に入園していない子どもで、保護者の事情により、家庭での保育ができない場合、一時
的に保育園等で預かりを行うもの。１日1,600円、半日800円。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 一時預かり（幼稚園型） 教育標準時間認定（1号）の在籍園児を対象に、通常の教育時間終了後等に預かりを行うもの。 こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育
保育認定（2号及び3号認定）で延長保育実施園に入園している児童が、保護者の勤務時間により、保
育時間内の迎えが困難な場合に、１時間につき100円で利用できるもの。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 おはなし会
幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループ
を主体に読み聞かせを行う。

教育庁淡窓図書館 0973-22-2497

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 休日保育 保護者の就労等により、休日において保育が必要な児童がいる場合に、利用ができるもの。 こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援センター
相談担当職員を配置し、育児不安や子育てサークル等への相談指導を行い、子育てを支援する。
対象施設　３施設（丸の内子育て支援センター、ひのくま子育て支援センター、まえつえ子育て支援施

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 児童館
健全な遊びを通して、多様な経験を積みながら健康に育つように、児童の集団的及び個別的指導や相
談業務を乳幼児から小学校卒業までの児童を対象とし行う。
対象施設　４施設（中央児童館、天瀬児童館、大山児童館、松原児童館）

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育
小学校通学補助事業
中学校通学補助事業

市立学校のうち学校統合により通学距離が著しく延長された地区から通学する児童生徒及び遠距離か
ら通学する児童生徒に対し、日田市立学校児童生徒通学費補助規程により通学費補助金を交付す

教育総務課 0973-22-8234

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 確かな学力育成支援事業
小学校においては国語、中学校においては英語に対する関心・意欲向上と教科学力の定着を目的に、
小学校４～６年生（漢字検定）、中学校１～２年生（英語検定）の受検に対し、受検料の全額又は半額を

学校教育課 0973-22-8221

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 多子軽減制度
同一世帯から２人以上の就学前児童が教育・保育施設に入園している場合において、最年長の児童か
ら順に２番目は半額、３番目以降は無料となるもの。
ただし、幼稚園の場合は、小学校３年生まで、保育園の場合は、就学前までの児童を１番目とするも

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドプラザ
おおむね３歳までの乳幼児と保護者の交流の場の提供と促進を行う。また、短時間託児サービスも行
い、１人１時間につき200円（１日最長４時間まで）で利用可能である。
対象施設　１施設（日田市チャイルドプラザ）

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 特別支援学級就学奨励事業
市内に住所を有し、市内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者で経済的な理由に
より、子供の就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度

学校教育課 0973-22-8221

日田市 結婚・子育て 子育て・教育
日田市国民健康保険インフルエンザ予防
接種料助成事業

日田市国民健康保険の被保険者かつ６５歳未満の方を対象として、同一年度内に一回を限度とし、一
人につき１,０００円の助成を行う。※申請受付期間のみ。

健康保険課 0973-22-8271

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 ひたっ子にこにこ保育支援制度 「子育て費用の軽減」対策として、戸籍上の３歳未満の児童の第２子は半額、第３子以降は無料となる こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育
市内に在住の認定を受けた児童で、病気の回復期にあるが、集団生活が困難で、また保護者の就労
等の都合により家庭での保育が困難な場合に利用できるもの。１日上限1,300円（世帯の所得状況によ
る）、給食費１日200円。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
保育施設等の開始前・終了後の預かりや送迎など、子育ての手助けを行いたい方（まかせて会員）が
子育て中の親に代わり行うもの。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 ブックスタート事業
7ヶ月健診時に赤ちゃん向けの絵本1冊と、赤ちゃんと本を楽しむ際のアドバイスや情報等をセットした
「ブックスタートパック」を配布し、絵本をツールとした親子のコミュニケーションの手助けを行う。後日、
図書館で読み聞かせ会を開催し、お母さん同士の交流の場としても活用。さらに会場でもう1冊絵本を

教育庁淡窓図書館 0973-22-2497

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ
保護者が就労等により、昼間、家庭にいない小学校に就学している児童及び健全育成上指導を要する
児童に対し、授業終了後に学校の余裕教室等を使用して適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な
育成を図る。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 ホームスタート事業
就学前の児童がいる家庭を対象に、週に１回約２時間程度訪問し、子育ての悩みを聴いたり、一緒に
家事や育児を行うなど、子育てに楽しみをもてるよう支援を行うもの。

こども未来室 0973-22-8317

日田市 結婚・子育て 子育て・教育 要保護準要保護児童生徒就学援助事業
市内に住所を有し、市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で経済的な理由により、子供の
就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度

学校教育課 0973-22-8221

日田市 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦の負担を軽減し、少子化対策の推進を図る。人工授精、体外受精、顕微授
精等の医療保険適応外の不妊治療費の一部を助成する。

健康保険課 0973-24-3000

日田市 結婚・子育て 医療 おたふくかぜワクチン接種事業 任意予防接種のうちおたふくかぜワクチン接種に要する費用を全額助成する。 健康保険課 0973-24-3000
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日田市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
・　未就学児の入院及び通院、小中学生の入院に伴う自己負担（保険適用分）は無料。
・　小中学生の通院に伴う自己負担（保険適用分）の一部助成（最高２，０００円／月の一部自己負担あ

こども未来室 0973-22-8292

日田市 結婚・子育て 医療 風しん（成人）予防接種助成事業
先天性風疹症候群児の出生を防ぐため、20歳以上50歳未満の市民で、事前に風しんの抗体検査を受
けた方に、予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。

健康保険課 0973-24-3000

日田市 仕事
起業・事業・就
職

企業合同就職説明会（ビジネス合コン） 求職者と市内へのＵＪＩターン希望者に対して、市内企業合同の就職説明会を毎年開催しています。 商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

求職者資格取得支援事業
市内に住所を有する求職者が、市が指定する技能講習を修了した場合に受講に要する経費の一部に
ついて2万円を上限に助成。

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

商店街チャレンジショップ事業
中心市街地の商店街の空き店舗を借りて開業しようとする商業者に対して家賃の1/2を100万円を限度
（最長２４ヶ月）として助成します。

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

女性若者起業支援資金利子補給事業
女性及び３５歳未満の方、または、転入１年に満たない方が、市内で創業する際の融資制度（上限500
万円）。また、この融資の利息及び保証料は市が補助。

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

ジョブカフェ大分ひたサテライト若者向け事
業

就職を希望する若者（おおむね40歳未満）に各種就職支援サービスを行い、本人に合った就職を手伝
う事業です。相談者の個々の状況に応じた支援サービスの提供、県内企業への就職促進のための情
報提供、県内企業とのマッチング（対面）機会の提供を行います。

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

日田市人材バンク登録事業
求職中の方、Uターン希望者、アルバイトの方等（誘致企業や市内の地場企業への就職を希望される
方）を対象に、「日田市人材バンク」に登録していただく方に、誘致企業や市内の地場企業の求人情報
等の資料をお送りします。

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

開業資金（融資）
開業しやすい環境づくりのため、低利融資を利用できます。　（自己資金要件あり、保証料は市が全額
補助）

商工労政課 0973-22-8239

日田市 仕事
起業・事業・就
職

産直野菜増産ミニハウス等導入補助金 直売施設等への産直野菜の供給対策として、パイプハウス等導入に対する補助。 農業振興課 0973-22-8211

日田市 仕事 農林水産業 新規就農者支援 新規就農者については、農地の賃借における面積要件を緩和する特例があります。 農業委員会 0973-22-8213

日田市 仕事 農林水産業 青年就農給付金
青年就農者の定着と経営安定化のため、就農時の年齢が45歳未満で、基準の要件を満たす方に、年
間最高150万円を最長5年間給付。

農業振興課 0973-22-8211

日田市 仕事 農林水産業 農業後継者育成事業補助金 農業後継者育成のため、日田市から農業関係の学校等に就学中の方に対し、就学費用を月額5,000円 農業振興課 0973-22-8211

日田市 移住・体験 移住体験 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

日田市 その他 その他 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

日田市 その他 その他 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

日田市 その他 その他 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

日田市 その他 その他
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

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

日田市 その他 その他
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

豊後大野市 住まい 空き家 空き家改修補助金
Ｕターン、Ｉターン者が、空き家バンク登録物件に入居し空き家を改修する際の補助　補助上限額　購入
（小規模集落）１５０万円、購入１２０万円、賃貸（小規模集落）８０万円、賃貸　６０万円、補助率２／３

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 住まい 空き家 空き家家財道具等処分補助
空き家バンク登録物件が、賃貸借契約または、売買契約が成立したときに空き家の家財道具を処分す
る経費の補助　補助上限１０万円　　補助率１／２

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 住まい 空き家 定住促進ローン
大分県信用組合と提携し、市の空き家バンクに登録された物件の購入資金またはリフォーム資金を低
利で貸し出す

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 住まい 空き家 引越費用補助
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引越に係る経費の補助　補助上限
２０万円、補助率２／３

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 住まい 空き家 不動産仲介手数料補助
空き家バンク制度や持家取得助成金制度において不動産に係る契約を行った際の手数料についての
補助　補助上限５万円

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 住まい
家を購入する・
改修する

持家取得助成金
Ｕターン、Ｉターン者が、新築または、住宅購入を行う際の助成金
市内業者新築：１５０万円、市外業者新築：５０万円、中古購入：８０万円
※その他小規模集落加算あり

まちづくり推進課 0974-22-1001

豊後大野市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
出生の日又は転入の日から、中学3年生(15歳になって最初の3月31日)又は転出日まで入院・通院・歯
科・調剤の一部負担金(保険診療分の自己負担分)および入院時食事療養費を助成します。

社会福祉課 0974-22-1001

豊後大野市 移住・体験 移住・転入 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

豊後高田市 住まい 家を借りる ムーブイン就労家賃応援
市内に勤務し、市外に居住している方が転入し、民間アパート等に入居した場合、家賃応援金を交付し
ます。（3万6千円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 家を借りる 新婚さん応援住宅「ハピネスステージ」 新婚さん専用の若いカップルのニーズに合わせた市営住宅です。（3ＤＫ=約68㎡、家賃4万円/月） 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 家を借りる
定住促進子育て応援住宅「住まいるハウ
ス」

子育て世帯向けの菜園付き戸建て市営住宅です。移住希望者が優先して入居することができます。（5
戸、3ＬＤＫ=約96㎡、家賃4万8千円/月）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 空き家 ”お試し”居住制度
市内の空き家物件（天空の空き家）で一定期間"お試し"居住し､豊後高田市での田舎暮らしを体験しな
がら､移住の準備を行っていただく制度です｡

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 空き家 移住者向け住宅「虹いろ住宅」
空き家を市が借り上げ、改装し移住希望者が優先して入居することができる市営住宅です。（壱番館～
四番館　家賃4万円/月）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 空き家 空き家バンク事業 市内の空き家と宅地を有効活用するため台帳に登録し､情報提供を行います｡ 地域活力創造課 0978-22-3100
豊後高田市 住まい 空き家 空き家バンク仲介手数料支援事業 空き家バンクの物件について､トラブル防止のために賃貸借契約等の仲介手数料を補助します｡（上限5 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 空き家 空き家マッチング奨励事業
居住可能な状態の空き家を市に紹介いただき､空き家バンクへの登録に至った場合､その紹介者等に
対し奨励金を交付します｡（2万円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい 空き家 空き家リフォーム事業
空き家バンク登録物件の改修や不要物の撤去に要する費用に対し､補助金を交付します｡（①改修上限
40万円、②撤去上限10万円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

お帰りなさい住宅改修事業 Ｕターン者が､市内にある自宅（空き家）の改修を行う際に補助金を交付します｡（上限30万円） 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

ハッピーマイホーム新築応援奨励金
市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。また、市内の小規模地域や周辺部地域に
住宅を取得した場合、最大30万円の奨励金を交付します。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業
65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し､持ち家等を改修する際に補助
金を交付します｡（最大40万円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

子育て支援住宅「エミール城台」 子育て世帯の方が安心して快適に暮らせる子育て支援住宅を「夢まち城台」に整備中です。木造2階建
てメゾネットタイプ（18戸、2LDK、家賃48,000円／月）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

生活応援住宅リフォーム事業
家賃減額する（3千円以上）民間賃貸住宅の空き物件を改修するオーナーへ助成し、安くてきれいな住
宅を整備します。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

定住者向け分譲団地（夢まち分譲地） 学校や図書館、温泉に近い城台地区に定住者向けの安価（坪単価3万円～）な宅地を販売中です。 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 住まい
家を購入する・
改修する

夢まち分譲地への新築奨励金
夢まち分譲地に住宅を新築した場合は、最大50万円の奨励金を交付します。※さらに太陽光発電シス
テム（10ｋｗ未満）を設置した場合には別途10万円の奨励金があります。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 “安心・安全”な学校給食の提供
「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供していま
す。また、「食育の日」を設け啓発を図っています。

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 Eスタート事業（はじめての英語） ３歳児の英会話レッスン。外国人講師とのマンツーマンのレッスン（４５回分）を無料で受けられます。 子育て・健康推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 ウェルカム未来の高田っ子応援金 県外から移住してきた子育て世帯に対し応援金を交付します。（10万円） 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 がんばる高校生通学応援事業
大交北部バス(株)が販売するバス乗車回数券を利用し、高校に通学する場合に回数券購入費の一部
を助成します。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育
がんばれパパママ子育て応援事業
（保育料の減免）

保育園の保育料が第２子のお子さんは３歳になるまで無料、第３子以降のお子さんについては３歳以
降も無料になります。

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 がん検診受診時の託児
子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児を実施しています｡
（事前に予約が必要です。）

ウェルネス推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 きらきら子育て応援事業 出産祝い金として、第１子、第２子に５万円、第３子以降は１０万円贈呈します。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 ホームスタート
ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のよ
うに寄り添います。

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 ワンコイン保育
月60時間までの就労の方を対象にした保育事業です。市内保育園や拠点施設で、１日４時間５００円～
の預かりをします。

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 一時保育・一時預かり 保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園や拠点施設でお子さんを預り 子育て・健康推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 延長保育 市内４保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 学びの21世紀塾いきいき寺子屋活動
５歳児・小学生・中学生を対象に、土曜日等を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講
料は無料です。

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 学びの21世紀塾のびのび放課後活動
子どもたちの健やかな心身の育成を目指し､保護者､地域の方､教職員の指導のもと､各種スポーツ活
動を盛んに行っています｡

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 学びの21世紀塾わくわく体験活動
各地域の公民館などで､地域の大人たちの協力のもと､普段の生活ではなかなか体験できない貴重な
経験や交流を行っています。

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 学校支援地域本部事業 学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行いま 教育委員会 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 休日保育 日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。（実施保育所：城台保育園） 子育て・健康推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育てママの相談窓口 保育園などの子育て支援情報に加え、ママ向けの就労情報についてもコンシェルジュがご案内します。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援サイト『いいＫＡＭＯ』
豊後高田市の子育てに役立つ情報を集めたサイトです｡
http://www.iikamo-bt.oita.jp/

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援拠点施設「おひさまひろば」
昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安
心です。地域で子育てを支援します！

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援拠点施設「花っこルーム」 誰でも気軽に利用でき､安心して子どもと一緒に遊べる､屋内公園のようなスペースです｡ 子育て・健康推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 市外にお住まいの子育て世帯が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万 地域活力創造課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て用品レンタル 使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設「おひさまひろば」） 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 市立幼稚園の預かり保育制度
市立幼稚園では､通常の降園時間以降の預かり保育（14:00～18:00）制度があり､夏休み等の長期休業
期間も実施しています｡

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 児童館事業 夏休みの工作教室開催など、遊び場の提供や交流の場を通して、児童の心身ともに健やかな育成を 教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学金の贈与・貸与（高・大学等）
在学する生徒及び学生のうち､学業･人物ともに優れ､経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は
貸与します｡

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育
生活応援住宅新婚・子育て世帯家賃応援
事業

上記（リフォーム補助）で改修した物件に新婚・子育て世帯が入居した場合に家賃応援金を交付します｡
（3万6千円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育てサポート事業 仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりします｡ 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 通園バス・通学バスによる送迎支援
市立幼稚園および一部の小学校（都甲､真玉､香々地）では､遠方から通う園児･児童を対象に送迎バス
を運行しています｡居住地区や通園距離の条件があります｡

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 読書活動推進
読書は心の栄養｡読書を通じて人生を豊かにできるような環境づくりと子どもの読書活動推進。健やか
な成長を支援します｡

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育事業「天使のゆりかご」 保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりしま 子育て・健康推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 不育治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため､助成制度を実施しています。（一治療期間、上限 ウェルネス推進課 0978-22-3100
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豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブの充実 市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています｡ 教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 豊後高田市立小中一貫校戴星学園
小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営
を可能にした学校です。

教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 名物番組「テレビ寺子屋講座」 ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、家庭で小・中学校の授業を復習することができます。 教育委員会 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 子育て・教育 面接時の一時保育 就活中の預かり事業です。市内保育園で２時間無料でお預かりします。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 出産 妊婦健康診査
妊婦健康診査のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を最大14回分交付します。妊娠全期間
を通じて使用できます。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 出産 不妊治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため､助成制度を実施しています。（年間、上限15万円） ウェルネス推進課 0978-22-3100
豊後高田市 結婚・子育て 結婚 ご当地婚姻届＆出生届 結婚・出生の記念に豊後高田市オリジナルの婚姻・出生届けを準備中です。 地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 結婚 婚活応援事業
独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するととも
に、出会いの場づくりをしています。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 結婚 新婚さん応援事業
婚姻届提出後､市内に２年以上居住する夫婦の双方又は一方が50歳未満の新婚さんに対し、新婚生
活応援金を交付します。（1組10万円）

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 医療 子ども医療費の無料化 保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 医療 乳幼児健康診査
生後４か月､８か月､１歳６か月､３歳６か月､５歳児に集団健診を実施します｡
また医療機関で無料で受けられる個別健診受診券（生後３～６か月､９～11か月）を交付します｡

ウェルネス推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 医療 未熟児養育医療
からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで､特別な医療を必要とする場合､母子保健法に基づき医
療費の給付を行います。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

豊後高田市 結婚・子育て 医療 予防接種費の助成
定期予防接種に加え､流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、中学生までのインフルエンザ､成人の風しんの
抗体検査・予防接種に対する助成も行っています。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

アグリチャレンジスクール
（家庭菜園・直売所出荷コース）

小規模（家庭菜園等）での野菜､果樹､花き栽培の基本的な知識や技術を講義と実習で学びます｡受講
料は年間２千円です｡年１回の募集です。

農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

シルバー人材センター 高年齢者が生きがいをもち、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供しています。 商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

ふるさとハローワーク ハローワークと連携して、求人・求職の相談、紹介を行っています。 商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

ワークシェアリングの推進
数人のチームで一人分の仕事をシェアすることで、子育て中でも安心して働けるしくみを提案していま
す。

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

ワークスマート
（今どきママの在宅ワーク）

インターネットを活用して、家事や育児の合間にできる子育てママのためのお仕事を推進しています。 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

開業資金（融資） 開業しやすい環境づくりのため、自己資金なしの低利融資をご利用できます。 商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

企業合同就職説明会 求職者と市内へのＵＪＩターン希望者に対して、市内企業合同の就職説明会を毎年開催しています。 商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

起業チャレンジ若者支援事業
45歳以下の若者が、市内で新たに開業する場合、開業に必要な費用の一部を助成します。（上限50万
円、補助率1/2）

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗活用事業
まちづくりの主旨に沿って､昭和の町で空き店舗を借りて起業される場合に､家賃や内装改修の一部を
支援します｡また、外観修景の支援もあります。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

工業団地
市内には４つの工業団地があります。精密機器、自動車関連等の多様な企業が進出し、地域での大き
な雇用の受け皿となっています。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

市内企業の求人情報サイト
メールアドレスを登録されると市内の求人情報をメールで無料配信します。
hotnavi@star7.jpに空メールをお送りください。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

実践型地域雇用創造事業
地域の雇用拡大のため、人材育成、就職説明会、豊後高田の特産品を生かした商品開発を通して、地
域求職者の雇用対策を支援します。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

新規就農相談 豊後高田市で新規就農を目指す方に対し、研修・資金・補助金等様々な支援を行っています。 農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

創業相談窓口
これから創業される方、創業され経営を始められた方へ、市内の創業支援機関（商工団体や金融機関
等）と連携し、創業時のスタートアップを支援します。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事
起業・事業・就
職

豊後高田市就職応援企業ガイドブック
若者や女性、移住者等の雇用の相談、応援をしていただける企業のガイドブックを商工観光課等で配
布いたします。

商工観光課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業
アグリチャレンジスクール
（新規就農コース）

新規就農サポーターのもとで１～２年間研修を行い、実践的な栽培技術、農業経
営を始めるために必要な知識を習得します。研修対象品目は花き・野菜等複数あり、随時募集中です。

農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業
みんなで育む新規就農者
促進事業（生活支援助成）

新規就農コース研修期間中、最大１年間の生活を支援します。
（上限２万５千円/月）

農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 新規就農者家賃助成事業
市外から移住し、市内の住居を借りて新規就農コースで研修を受ける方に対して､研修期間中の家賃
の1/2（上限２万５千円/月）を助成します。

農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 新規就農者自立支援助成事業
新規就農コース研修修了後、独立就農する場合に必要な種苗、肥料、農薬等にかかる費用の一部を
助成します。（上限20万円・１回のみ）

農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 体験・見極め研修 市が認定した先進農家（新規就農サポーター）のもとで1～14日間研修し、就農先を見極めてもらいま 農林振興課 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 特定農地貸付法による農地の借入
家庭菜園等の営利を目的としない利用で、５年を超えない期間の貸借であれば、10アール未満の農地
の借入が可能です。

農業委員会 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 農地バンク制度 新しく農業を始めたい方や、農地を借りたい・買いたい方に農地情報を提供し、農地所有者との橋渡し 農業委員会 0978-22-3100

豊後高田市 仕事 農林水産業 農地取得にかかる下限面積
空き家所有者が所有する農地を空き家といっしょに取得する場合、あらかじめ農業委員会の地番指定
を受けた農地について、１アールから取得が可能です。

農業委員会 0978-22-3100

豊後高田市 移住・体験 移住体験 ｢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

豊後高田市 移住・体験 移住・転入
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。

地域活力創造課 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 ”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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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20ｍ3使用した場合2,480円）

上下水道課 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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 教育委員会 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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
豊後高田市 その他 その他 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
豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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 子育て・健康推進課 0978-22-3100

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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

豊後高田市 その他 その他 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
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別府市 結婚・子育て 子育て・教育 「小さいお友だちの日」体験保育事業
幼稚園に通っていない３歳以上の子どもを対象に、保護者同伴のもと施設を開放し、遊びや在園児と
の交流、情報交換の場の提供を行っている。

別府市教育委員会 0977-21-1574

別府市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポート事業
市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支
援を受けることができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。

児童家庭課 0977-21-1427

別府市 結婚・子育て 子育て・教育 一時預かり事業
市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの
解消等により、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができる（有料）。

児童家庭課 0977-21-1427

別府市 結婚・子育て 子育て・教育 私立幼稚園就園奨励費補助事業 私立幼稚園園児がいる、一定の所得等の条件を満たす保護者に対し、就園奨励費を補助。 児童家庭課 0977-21-1427
別府市 結婚・子育て 子育て・教育 第3子以降の保育料無料化 第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料。 児童家庭課 0977-21-1427

別府市 結婚・子育て 子育て・教育
特別支援教育支援員（いきいきプラン支援
員）の配置

特別支援教育支援員（いきいきプラン支援員）を市立幼・小・中学校に配置し、特別な支援が必要な園
児児童生徒への個別支援を行っている。

障害福祉課 0977-21-1413

別府市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ 市内小学校区で放課後に、小学校就学児童の預かりを行っている（有料）。 児童家庭課 0977-21-1427
別府市 結婚・子育て 出産 妊婦健康診査の一部助成 妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。 健康づくり推進課 0977-21-1117
別府市 結婚・子育て 出産 不妊治療の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。 健康づくり推進課 0977-21-1117
別府市 結婚・子育て 医療 子ども医療費の無料化 保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料。 児童家庭課 0977-21-1427

別府市 仕事
起業・事業・就
職

中小企業開業資金融資等
市内において開業を目指す創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振
興・育成を図ることを目的に融資を行っている。

商工課 0977-21-1132

別府市 仕事
起業・事業・就
職

別府市創業支援事業補助金 市内において新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付。 商工課 0977-21-1132

別府市 仕事 農林水産業 ふれあい農園
都市住民による農業体験を目的として、市内山間部（大字東山城島）にある農地（１区画：２０㎡）を貸し
出している。6千円／年　※年度の途中での使用は月割。

農林水産課 0977-21-1133

別府市 その他 その他 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
別府市 その他 その他 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

別府市 その他 その他 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

別府市 その他 その他 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

姫島村 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援センターたんぽぽ
・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て
関連情報の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

姫島村保育所 0978-87-2049

姫島村 結婚・子育て 子育て・教育 チャイルドシート購入補助金
６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及
び限度額１５，０００円）を交付する

総務課 0978-87-2111

姫島村 結婚・子育て 出産 出産祝金 村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→ 住民福祉課 0978-87-2111
姫島村 結婚・子育て 出産 妊婦健診交通費助成 村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） 住民福祉課 0978-87-2111
姫島村 結婚・子育て 出産 妊婦健診支援事業 １４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 健康推進課 0978-87-2177

姫島村 結婚・子育て 結婚 結婚祝い金
①婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者②夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者
の場合６万円支給する

企画振興課 0978-87-2111

姫島村 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業 県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己 健康推進課 0978-87-2177
姫島村 結婚・子育て 医療 予防接種事業 任意の予防接種の助成 健康推進課 0978-87-2177

姫島村 仕事
起業・事業・就
職

就業奨励金
学業終了後新たに、公共団体を除く事業所又は自営業者に就業し、村内に定住する者に３万円支給す
る

企画振興課 0978-87-2111

姫島村 移住・体験 移住・転入 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

企画振興課 0978-87-2111

姫島村 移住・体験 移住・転入 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

▶ 目次へ　　▶ 記事へ戻る　
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http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/nourin/fureai-nouen/
http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/hokeniryo/sodan/healthclass/wakuwaku.html
http://serv105.beppu.local/03gyosei/kokusai/helpdesk/index.html
http://www.iju-join.jp/feature/file/019/


市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

えびの市 住まい 家を借りる 新婚世帯家賃助成金
市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対し、家賃の一部（2分の1以内：上限月額1万円）を3年
間助成します。市外からの転入の場合は1人につき上限月額が2,000円加算されます。

企画課 0984-35-1111

えびの市 住まい 空き家 Ｕターン住宅改修等定住促進支援金
Ｕターンのために市内業者を利用して自己の空き家の改修、清掃、家財道具等の廃棄を行う場合に
その経費の一部（補助率50%・上限50万円）を支援金として交付します。また、子育て加算金（上限20
万円）が加算される場合があります。

企画課 0984-35-1111

えびの市 住まい 空き家 空き家賃貸借契約支援事業補助金
空き家バンク登録者間で行う賃貸借契約について、契約の安全上の確保のために市内の不動産業
者に仲介を依頼した場合に、仲介手数料を補助します。

企画課 0984-35-1111

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

企画課 0984-35-1111

えびの市 住まい 設備 浄化槽設置整備事業補助金 住宅に浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。 市民環境課 0984-35-1111

えびの市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅取得定住促進支援金
住宅を取得した場合に、経費の10%（市内業者を利用：上限50万円、市外業者を利用：上限30万円）を
支援金として交付します。また、移住加算金（30万円）、子育て加算金（上限20万円）が加算される場

財産管理課 0984-35-1111

えびの市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム促進事業補助金
自己が所有し、居住する住宅を、市内業者を利用して改修工事を行う場合にその経費の一部（補助
率20%・上限15万円）を補助します。

観光商工課 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 30人学級実施事業
少人数指導による1人ひとりを大切にした教育に取り組み、「徹底した学力向上」と「地域に貢献する
人材育成」を図るため、市内小中学校の全学年において30人学級編成を実施しています。

学校教育課 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援センター事業
子育て家庭の交流を深める取組や育児についての相談・援助など、地域の子育て家庭に対する育児
支援を行っています。

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 第3子以降保育料無料化事業
子育て世帯の負担軽減を図るため、幼稚園及び保育所に通う第3子以降の子どもについて保育料を
無料にします。

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 病後児保育事業
児童の保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して産み育てる環境を整えるため、病後児保育
サービスに取り組んでいます。

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポートセンター事業
安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」
が会員登録を行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ運営事業
保護者が就労などにより昼間に家庭にいない小学生を対象に授業終了後や土曜日等に放課後児童
クラブで預かります。

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
中学校卒業まで、保険対象分の医療費について助成を行います。入院・薬局は無料、外来等は1月
につき3歳未満を350円、3歳以上を800円に軽減します。保険医療機関及び保険者ごと

福祉事務所 0984-35-1111

えびの市 仕事 農林水産業 新規就農総合支援事業
農業体験プログラムの推進や、新規就農者に対する初期投資の緩和対策、市内の先進農家等での
農業技術や経営手法の研修活動に必要な経費の助成などを行っています。

畜産農政課 0984-35-1111

えびの市 移住・体験 移住体験 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

川南町 住まい 家を借りる 民間賃貸住宅居住雇用者等助成金制度
町内の事業所に正規雇用されている人で、過去１年以上、町内に住んだことがない人に家賃の２分
の１（最大１５,０００円）を最長３年間助成。

産業推進課 0983‐27‐8011

川南町 住まい
家を購入する・
改修する

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

まちづくり課 0983-27-8002

川南町 結婚・子育て 出産 一般不妊治療費等助成金 不妊治療の検査や人工授精など一般不妊治療の費用を年間１０万円まで、最長２年間助成。
町民健康課健康推進
係

0983-27-8009

川南町 結婚・子育て 出産 特定不妊治療費助成金 宮崎県が行う特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に対する助成に最大１５万円を上乗せ助成。
町民健康課健康推進
係

0983-27-8009

川南町 結婚・子育て 結婚 新婚家庭家賃助成事業
平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成
を行います。助成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円）

まちづくり課 0983-27-8002

木城町 住まい
家を購入する・
改修する

住宅取得奨励金
個人住宅として木城町内に住宅を新築・購入し、入居した場合に奨励金を交付する。新築の場合：建
築費用の１０％以内で上限１００万円　購入の場合：購入費用の１０％以内で上限８０万円

まちづくり推進課 0983-32-4727

木城町 結婚・子育て 子育て・教育 園児保育料軽減措置 町内在住者の園児保育料を３歳未満は上限３０，０００円、３歳以上は上限２３，０００円としています。 福祉保健課 0983-32-4733
木城町 結婚・子育て 子育て・教育 就学祝金 町内に居住している世帯で、第２子以降が小学校に入学した場合に就学祝金を支給します。第２子 まちづくり推進課 0983-32-4727
木城町 結婚・子育て 子育て・教育 町内小・中学校給食費補助金 町内小・中学校の児童生徒の給食費の一部を助成します。助成額・・・児童生徒一人につき月額２，０ 教育課 0983-32-2369
木城町 結婚・子育て 子育て・教育 町内小・中学校修学旅行補助金 町内小・中学校の児童生徒が修学旅行に参加するための交通費の一部を助成します。（小・中学校 教育課 0983-32-2369

木城町 結婚・子育て 出産 出産祝金
町内に居住している世帯で、第２子以降を出産した場合に出産祝金を支給します。第２子：１０万円
第３子以降：２０万円

まちづくり推進課 0983-32-4727

木城町 結婚・子育て 医療 乳幼児及び児童医療費助成事業
未就学児及び小中学生の医療費を助成しています。未就学児・・・入院・外来・調剤とも自己負担額な
し　小中学生・・・入院・外来については、１診療報酬明細ごとに、一月８２０円、調剤は自己負担額な

福祉保健課 0983-32-4733

木城町 仕事
起業・事業・就
職

商工業起業準備助成金
町内において自営による商店等を新規に開店・開業した場合に奨励金を交付します。（開店等準備費
用の１０％以内で上限５０万円）

まちづくり推進課 0983-32-4727

木城町 移住・体験 移住・転入 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

まちづくり推進課 0983-32-4727

椎葉村 住まい 空き家 移住・定住促進住環境整備事業
村内の空き家を購入または賃貸し、増改築を行う場合、もしくは新築を行う場合に、その工事費に対
し１／２（100万円上限）を補助

地域振興課 0982-67-3203

椎葉村 住まい 設備 合併処理浄化槽設置整備補助事業 住宅の生活排水用の合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助 税務住民課 0982-67-3205
椎葉村 結婚・子育て 子育て・教育 高校生生活支援補助 村外の高校での生活支援として、保護者に対して生徒１人あたり月額２万円を補助 教育課 0982-67-2850

椎葉村 結婚・子育て 子育て・教育 青少年アジア友好の翼事業
国際感覚をもった青少年を育成するため、村内の中学３年生をシンガポールへ派遣しており、渡航費
用の７割を村が負担

教育課 0982-67-2850

椎葉村 結婚・子育て 出産 すこやか祝金
父母が村内に住所を有し引き続き５年以上居住する場合、第１・２子に対し１０万円、第３子に対し５０
万円、第４子以降に対し１００万円を支給

福祉保健課 0982-68-7510

椎葉村 結婚・子育て 結婚 結婚祝い金 本村で婚姻後、定住する場合に１組あたり２５万円の祝い金を贈呈 農業委員会 0982-67-3206
椎葉村 結婚・子育て 医療 子ども及び母子、父子家庭医療費助成 中学卒業までの子どもの医療費に対し、村が全額負担しています 福祉保健課 0982-68-7510

西米良村 住まい 家を借りる 若者定住住宅支援
若者専用の安価な家賃の村営住宅を建設。４０歳以下の独身者のみが入居でき、家賃は２ＤＫタイプ
で１万円、１Ｋタイプで７千円。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 住まい 空き家 空き家改修費補助
移住者が空き家バンクに登録されている物件に居住する場合、修繕費の１／２の費用（最大５０万
円）を補助する。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 住まい
家を購入する・
改修する

中古住宅取得金
西米良村に定住又は定住予定の方が、居住用に中古住宅を取得した場合、２０万円の祝い金を交
付。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進住宅
定住促進を図るため、移住者や子育て世帯への割引制度を導入した住宅を新築。（例　移住世帯で
こども３人の家族の場合、２ＬＤＫで月額１万円）

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 住まい
家を購入する・
改修する

マイホーム建築祝金
西米良村に定住又は定住予定の方が、居住用に新たに家を新築する場合に、１００万円の祝い金を
交付。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 結婚・子育て 子育て・教育 高等学校等就学支援 高等学校等に就学するため、村を出て寮生活をする生徒にいる世帯に最大で月額３万円を助成。 むら創生課 0983-36-1111
西米良村 結婚・子育て 子育て・教育 子育て医療費助成 中学生以下の子供の医療費の一部負担金を全額助成するので、医療費は無料。 むら創生課 0983-36-1111

西米良村 結婚・子育て 子育て・教育 保育料の免除
第２子の児童の保育料は半額、第３子以降は全額助成。定住が見込まれる移住世帯は、更に保育
料を半額（３年間のみ）。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 結婚・子育て 出産 出産祝い金
定住の見込みがある者に、出産祝い金を交付する。第一子が5万円、第二子が１０万円、第三子が３
０万円、第四子が４０万円。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 結婚・子育て 結婚 結婚報奨金 婚姻し、村内に引き続き居住する者に、祝い金として一組５０万円を交付する。 むら創生課 0983-36-1111

西米良村 仕事
起業・事業・就
職

起業等促進支援金
村内で新たに起業する者に、施設整備費の１／２（最大５００万円）を助成。他にも、新規雇用をする
事業主に、雇用者一人につき月額１０万円を３年間助成。

むら創生課 0983-36-1111

西米良村 仕事 農林水産業 農林業後継者就農奨励金 村内に居住する４５歳以下の就農者へ奨励金として１００万円を交付する。 むら創生課 0983-36-1111

西米良村 移住・体験 移住体験 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

日南市 住まい 家を借りる 若者移住促進支援事業
市内に転入する子育て世帯の者が賃貸住宅に入居する場合、月額2万5千円を超える家賃の一部に
ついて月額3万円を上限に補助。（先着１２件）

地域振興課 0987-31-1128

日南市 住まい 空き家 空き家バンク制度
登録された空き家・空き地の情報をホームページ上に公開し、市内への定住等を希望する方に対し
情報提供する制度。

地域振興課 0987-31-1128

日南市 住まい 空き家 中心市街地空き家活用促進事業
中心市街地対象区域内に自らが居住するために新たに空き家を購入する方に最大で180万円の補
助金を交付。（先着３件）

地域振興課 0987-31-1128

日南市 住まい
家を購入する・
改修する

中心市街地子育て世帯定住促進事業
中心市街地対象区域内において子育て世帯の者が賃貸住宅に入居する場合、月額2万5千円を超え
る家賃の一部について月額3万円を上限に補助。（先着１０件）

地域振興課 0987-31-1128

日南市 住まい
家を購入する・
改修する

中心市街地住宅建築促進事業
中心市街地対象区域内に自らが居住するために新たに土地を購入し、新築する飫肥杉住宅かつ市
内建築業者と工事費1000万円以上の契約を行う方に一律80万円（最大270万円）の補助金を交付。

地域振興課 0987-31-1128

日南市 結婚・子育て 子育て・教育 こども医療費助成事業
小学校卒業まで、児童の医療費の一部を助成する。乳児（０歳）は自己負担なし。幼児（１歳～小学校
就学前）は、１診療ごとに月額350円、小学生は１診療ごとに月額1,000円を超える額について、市が
助成を行う。薬局はいずれも無料。

こども課 0987-31-1131

日南市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポートセンター事業
育児などの援助を受けたい人と育児などの援助を行いたい人が会員となり、地域の中で子育てを助
け合う相互援助活動の連絡・調整等を行う。

こども課 0987-31-1172

日南市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童クラブ事業
保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から６年生までを対象に、小
学校の空き教室などで保育を実施する。

こども課 0987-31-1131

日南市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援センター事業
子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て
家庭に対する育児支援を行う。

こども課 0987-31-1172

日南市 移住・体験 移住体験 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

美郷町 住まい 設備 合併処理浄化槽設置整備補助事業 住宅の生活排水用の合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助 町民生活課 0982-66-3604

美郷町 住まい
家を購入する・
改修する

一般住宅建築支援事業 住宅の増改築を行う場合、もしくは新築を行う場合に、その工事費に対し１／２（100万円上限）を補助 建設課 0982-66-3618

美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 学校給食費補助 小中学校の給食費の4分の3を補助 教育課 0982-66-3608
美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 高校生就学支援事業 高校生一人当たり年額10万円を補助 教育課 0982-66-3608
美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 ブックスタート 乳児検診時に絵本３冊贈呈 健康福祉課 0982-66-3610
美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 フッ素洗口 保育所・幼稚園で４歳児以上の希望者にフッ素洗口実施。無料 健康福祉課 0982-66-3610
美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 予防接種事業 乳幼児の定期予防接種を対象年齢の間に無料で受けられます。 健康福祉課 0982-66-3610
美郷町 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援事業 第２子の保育料が半額、第３子以降の保育料は無料 町民生活課 0982-66-3604
美郷町 結婚・子育て 出産 出産奨励祝金 出生届を提出した父又は母に対し一律30,000円を給付 町民生活課 0982-66-3604
美郷町 結婚・子育て 医療 歯科検診 ２歳児・２歳６ヶ月児の歯科検診実施。無料 健康福祉課 0982-66-3610
美郷町 結婚・子育て 医療 児童生徒医療費助成 中学生以下の子供の医療費の一部負担金を助成（月1,000円を超えた分を補助） 町民生活課 0982-66-3604
美郷町 結婚・子育て 医療 乳幼児健康診査 乳児、1歳６ヶ月児、3歳児を対象に健康診査 健康福祉課 0982-66-3610
美郷町 仕事 農林水産業 新規就農基盤整備対策事業 新規就農者の基盤整備に要する事業費を補助 農業振興課 0982-66-3605
美郷町 仕事 農林水産業 青年就農給付金事業 新規就農者の所得補償助成（最長5年間、月125,000円） 農業振興課 0982-66-3605

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

総合政策課 0982-56-1630

日向市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリーサポート事業
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助
を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整

こども遊センター 0982-54-1635

日向市 結婚・子育て 結婚 婚活サポート事業補助金
独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充
実に寄与することを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体

総合政策課 0982-56-1630

日向市 仕事
起業・事業・就
職

日向市中心市街地空き店舗対策事業補
助金

空き店舗に出店する事業者への助成を行う。（１）店舗改装費・・当該改装費の2分の１又は50万円の
いずれか低い額（２）家賃・・出店者が借受けた店舗の家賃の1/2又は5万円いずれか低い額

日向商工会議所 0982-52-5131

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

市民協働課 0984-23-1148

小林市 住まい 空き家 空き家バンク制度
市内にある空き家等の活用による移住促進を図るため、登録された空き家等の情報をホームページ
等で情報提供する制度。

市民協働課 0984-23-1148

小林市 移住・体験 移住体験 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

▶ 目次へ　　▶ 記事へ戻る　
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市町村名 区分 小区分 事業名 事業概要 お問合わせ先

姶良市 住まい 空き家 空き家バンク制度
姶良市における空き家の情報を提供することにより、空き家の有効活用を図り、定住の促進及び地域
活性化に活かすことを目的としたものです。

企画部地域政策課 0995-66-3111

姶良市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
医療機関で支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担額を全額助成します。高額医療費、加入保
険の付加給付制度、他の給付等がある場合は、これらを差し引いた額が助成されます。

保健福祉部
子ども政策課

0995-66-3111

姶良市 仕事 農林水産業 新規就農者奨励金事業
新規就農者に対し、その定着化を推進し、姶良市の農業・畜産業の振興及び活性化のための奨励金
制度です。

農林水産部農政課 0995-52-1211

出水市 住まい 家を借りる 子育て世帯定住促進家賃補助事業
市外から転入され、民間賃貸住宅にお住まいの子育て世帯（未就学児がいる世帯に限る）の方に、月
額２万円を上限に最大３年間補助。

観光交流課 0996-63-2111

出水市 住まい
家を購入する・
改修する

いきいき自治会定住支援事業
いきいき自治会（６５歳以上人口が５割以上、かつ３０世帯以内の自治会）に市外から転入、市内から転
居された方に５年間で最大６０万円、当該自治会内の住宅を新築、増改築された方に３０万円を補助。

観光交流課 0996-63-2111

出水市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進事業
市外から定住のため転入された方で、住宅を取得された方に３年間で最大１００万円、リフォームされた
方に最大１５万円、市外へ公共交通機関を利用して通勤される方に最大月額１万円を補助。

観光交流課 0996-63-2111

出水市 結婚・子育て 子育て・教育 ツルの里子宝お祝い金支給事業
本市に引き続き１年以上住所を有する方で、第３子以上を出産・養育する方に、１人につき出生児１０万
円、小学校就学時１０万円を支給。

こども課 0996-63-2111

出水市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
高校３年生までを対象に、医療機関の窓口で支払う一部負担金を全額助成。助成方法は自動償還払
い。

こども課 0996-63-2111

出水市 仕事
起業・事業・就
職

空き店舗再開事業奨励金
閉鎖された店舗を利用して商業等の事業を開始した事業主に、対象物件に係る賃借料の２分の１に相
当する額（月額上限５万円）を１年間交付。

商工労政課 0996-63-2111

出水市 仕事 農林水産業 認定農業者規模拡大助成事業
農業経営基盤強化促進法に規定する利用権の設定、所有権の移転を受け、農地の貸し手、借り手及
び買い手に対して助成金を交付。

農政課 0996-63-2111

出水市 仕事 農林水産業 農林漁業後継者確保育成事業
市内に住所を有し、４０歳以下の主に農林漁業に従事する方(後継者・経営者)で、就業後２か年を経過
した方に奨励金５万円、結婚し引き続き市内に居住する方に対し、１組当たり結婚祝い金３万円を支

農政課 0996-63-2111

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム事業補助

市内に居住する個人住宅で住宅の居住の用に供する部分のリフォーム工事等を、市内業者（本社が市
内）が行うことが条件。
○対象工事費２０万円以上（補助率15％）
○補助金限度額１５万円

都市計画課 0996-21-5154

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

住宅建築（購入）補助金
市の定める定住促進分譲団地に住宅を新築・取得した転入者。
○建築費・購入資金 の５％（上限50万円）を補助。
(羽島矢倉･羽島松尾・芹ケ野団地について，中学生以下の子を持つ者の場合，市内転居者も補助の

政策課 0996-33-5634

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

定住奨励金
市の定める定住促進分譲団地に住宅を新築し定住する者で，かつ義務教育終了前まで（中学生以下）
の子供のいる者。
○義務教育終了前までの子１人につき30万円（上限90万円）を補助。

政策課 0996-33-5634

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

定住促進住宅事業
酔之尾東団地を定住促進住宅(子育て支援住宅)として活用。・
市外に居住し、18歳以下の養育している子がいる世帯、または今後子育てが見込まれる世帯が対象。
○18歳以下の子1人につき1,000円の家賃減額助成。

都市計画課 0996-21-5154

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

転入者住宅建設等補助金
平成28年度末までに、自ら居住するための住宅を新築・購入された転入者。
○建築（購入）費の５％を補助。上限50万円（市中心部は上限30万円）
○義務教育終了前までの子ども一人につき10万円（上限30万円）を補助。

政策課 0996-33-5634

いちき串木
野市

住まい
家を購入する・
改修する

土地購入補助金
市の定める定住促進分譲団地に定住する者で，自らの用に供する住宅の新築及び購入に付随する土
地の購入をした者。
○土地購入費の10%（上限100万円）を補助。

政策課 0996-33-5634

いちき串木
野市

結婚・子育て 子育て・教育 乳児紙おむつ購入費助成事業
平成26年4月1日以降に出生した、乳児を養育している保護者に対して、市内店舗で購入した紙おむつ
の購入費を助成。
○乳児1人につき20,000円（限度額）

福祉課 0996-33-5618

いちき串木
野市

結婚・子育て 出産 未来の宝子育て支援金

本市に引き続き１年以上住所を有する者に助成する。
○出生祝金　　第１子：２万円　第２子：３万円　第３子：１０万円
○誕生日祝金　誕生日ごとに１万円(第３子以降)
○入学祝金　　小学校就学時に５万円(第３子以降)

福祉課 0996-33-5618

いちき串木
野市

結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
健康保険に加入し、本市に住所を有する中学卒業まで（満15歳に達する日以後の最初の3月31日ま
で）の子どもが対象。
○医療費の自己負担分を全額助成。

福祉課 0996-33-5618

いちき串木
野市

仕事 農林水産業 新規沿岸漁業就業者支援金
新たに沿岸漁業に就業する者で，今後も継続的に沿岸漁業に就業する意思があると認められるものへ
支援を行う。
○１人につき５０万円を支援。

水産商工課 0996-33-5637

いちき串木
野市

仕事 農林水産業 新規就農者支援金
新たに専業的に就農した者で，販売農家（経営耕地面積が３０アール以上又は農畜産物販売金額が５
０万円以上の農家）であるものへの支援を行う。
○１人につき５０万円を支援。

農政課 0996-33-5635

指宿市 住まい 設備 浄化槽設置事業
既存住宅の単独浄化槽若しくは汲み取り便槽を合併浄化槽に設置換えする方に補助金を交付します。
（5人槽：432,000円～，※下水道地域は対象外です。）

市民生活部環境政策
課

0993-22-2111
（内線244）

指宿市 住まい
家を購入する・
改修する

指宿市定住促進事業
市外居住者（Iターン）が，指宿市に移住して1年以内に住居を新築又は購入した場合，費用の一部を助
成する制度です。（上限100万円）

総務部市長公室
0993-22-2111
（内線128）

指宿市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成事業
市内の建築事業者を利用して，住宅の増改築の工事を行う場合，費用の一部（対象工事費が20万円
以上の工事で，工事費の10％，上限10万円）を地元商工会議所等の発行する商品券により交付しま

産業振興部商工水産
課

0993-22-2111
（内線312，

指宿市 住まい
家を購入する・
改修する

宅地分譲事業 温泉付き宅地を分譲しています。（いぶすき菜の花団地　残り12区画）
総務部財政課
（開発公社）

0993-22-2111
（内線149）

指宿市 結婚・子育て 子育て・教育 かごしま子育て支援パスポート事業
協賛店（全153店舗）で利用でき，指宿市から交付されたパスポートを提示することで，割引や独自の優
待サービスなどが受けられます。

健康福祉部
地域福祉課

0993-22-2111
（内線272）

指宿市 結婚・子育て 結婚 漁業就業者結婚祝金 漁業就業者及び新規就漁者で，結婚する40歳以下の方に祝金（５万円）を贈ります。
産業振興部
商工水産課

0993-22-2111
（内線311）

指宿市 結婚・子育て 結婚 農業後継者対策事業 農業後継者で結婚する方に祝金（５万円）を贈ります。 農業委員会事務局
0993-22-2111
（内線722）

指宿市 結婚・子育て 医療
①乳幼児等医療費助成制度（27年9月末ま
で）

①小学３年修了までの乳幼児・児童に係る医療費自己負担分全額を助成します。（27年９月末まで）
②中学校卒業までの乳幼児・児童生徒に係る医療費自己負担分全額を助成します。（27年10月から）

健康福祉部
地域福祉課

0993-22-2111
（内線273）

指宿市 仕事 農林水産業 漁業後継者等に対する後継者奨励金事業 市内に居住し，正組合員として漁業に従事した40歳以下の方に奨励金（５万円）を交付します。
産業振興部
商工水産課

0993-22-2111
（内線311）

指宿市 仕事 農林水産業 農業後継者支援事業 市内に居住し，新たに専業として就農した40歳以下の方に奨励金（５万円）を交付します。 農政部農政課
0993-22-2111
（内線714）

鹿児島県 仕事
起業・事業・就
職

ふるさと人材相談室
ふるさと人材相談室（東京・大阪・鹿児島）では，鹿児島県内の求人情報の提供や，相談員による無料
職業相談を行っています。

雇用労政課
0120-445106
099-286-3026

鹿児島県 仕事 農林水産業 鹿児島県新規就農相談所
就農アドバイザー等による新規就農希望者に対する，県内外での就農相談や各種情報提供に応じて
います。

（公社）
鹿児島県農業・農村
振興協会

099-213-7223

鹿児島県 移住・体験 移住・転入 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 移住・体験 移住・転入 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

鹿児島市 住まい
家を購入する・
改修する

安全安心住宅ストック支援事業
既存住宅（空き家を含む）の耐震診断や耐震改修工事、リフォームに要する費用の一部を補助（申請者
や対象となる既存住宅等の条件により補助内容が異なります。）

建築指導課 099-216-1358

鹿児島市 住まい
家を購入する・
改修する

市営住宅入居者募集
市営住宅の新築住宅や空き家住宅について、年４回（６月、９月、１２月、３月）入居者募集を実施（鹿児
島市外の方も申込み可能。募集月の１日から、募集案内書を市ＨＰに掲載します。）

住宅課 099-216-1362

鹿児島市 住まい
家を購入する・
改修する

市有地の売却
本市が所有している宅地等を売却中です。（物件の所在地などの詳細については、市ＨＰをご覧くださ
い。）

管財課 099-216-1158

鹿児島市 住まい
家を購入する・
改修する

定期借地権設定による市有地貸付事業
市有地の一部について、定期借地権制度を導入（本制度は、市有地を借りて住宅建築を行うもので、
住宅取得時の初期費用が少なく、家の建築費用と土地の賃借料のみで家を所有できます。定期借地
契約満了時に建物を解体して土地を返還する必要があります。）

管財課 099-216-1158

鹿児島市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
育児や家事の援助がほしい人（依頼会員）と、援助ができる人（提供会員）がお互いに助け合う会員制
の相互援助活動組織です。（入会申し込み後、センターが主催する講習会を受講すれば会員になれま

子育て支援推進課 099-812-7740

鹿児島市 結婚・子育て 子育て・教育
子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっ
と）

市内の子育てに関する情報が一目で分かるポータルサイト（イベント情報、施設情報、メールでの子育
て相談や事例集の紹介、育児サークルなど仲間づくりの情報、就園・修学情報、にこにこ子育て応援隊
に関する情報などを掲載）

子育て支援推進課 099-812-7740

鹿児島市 結婚・子育て 子育て・教育
地域子育て支援拠点事業（すこやか子育
て交流館、親子つどいの広場、地域子育て
支援センター）

子育て中の親子や妊娠中の方が気軽につどい、交流する場を提供するとともに、子育てに関する相談
や講習会の開催、未就学児の一時預かりなどを行います。（りぼんかん、なかまっち、たにっこりん、な
かよしの、地域子育て支援センター）

子育て支援推進課 099-812-7740

鹿児島市 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童健全育成事業
就労等により昼間保護者のいない小学校就学児の健全育成を図るため、放課後の適切な遊びと生活
の場として児童クラブを設置しています。（平日は１４～１８時、土曜・長期休暇中は８～１８時に開所し
ており、ご利用の際は保護者負担金等が必要です。）

子育て支援推進課 099-216-1259

鹿児島市 結婚・子育て 医療 こども医療費助成事業
本市に住所を有する小学６年生までのこども（１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある
者）が対象で、①３歳未満児は保険診療による一部負担金の額を、②３歳～小学６年生は一部負担金
の一部を助成。（市町村民税非課税世帯は３歳未満児と同様の助成）

こども福祉課 099-216-1261

鹿児島市 結婚・子育て 医療 自立支援医療費（育成）支給
１８歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のあ
る児童で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に
対し、医療費の一部を助成します。

母子保健課 099-216-1485

鹿児島市 結婚・子育て 医療 小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病の対象疾病に該当する方で認定が下りた方に、保険適用の医療に係る医療費等を
助成（お子さまの加入保険の被保険者にあたる方の市長村民税額に応じて一部自己負担額がありま

母子保健課 099-216-1485

鹿児島市 結婚・子育て 医療 乳幼児健康診査
乳幼児の健康診査に係る費用を公費負担します。（対象時期などの詳細については、市ＨＰをご覧くだ
さい。）

母子保健課 099-216-1485

鹿児島市 結婚・子育て 医療 妊婦健康診査
１回～１４回までの妊婦健康診査に係る費用（保険適用外の公費負担対象となる検査費用で、妊娠週
数の検査項目によって負担額が異なります）を公費負担します。

母子保健課 099-216-1485

鹿児島市 仕事
起業・事業・就
職

ものづくり事業所とのマッチング支援
職人等魅力発信サイトを活用し、ものづくり関連事業所等の情報を発信しているほか、職場体験等の
機会提供等を通じて、ものづくり分野での就業・起業につなげる取組を実施（市内居住者、本市への移
住・就労希望者で概ね４０歳未満の方が対象）

雇用推進課 099-216-1325

鹿児島市 仕事
起業・事業・就
職

無料職業紹介所の設置
市民相談センター内（市役所東別館１階）の雇用相談室において、若者から高齢者まで、ハローワーク
の求人情報をもとに希望する会社等を紹介します。（電話：０９９－２１６－１３２９）

雇用推進課 099-216-1325

鹿児島市 仕事 農林水産業
鹿児島市遊休農地バンク（遊休農地解消
等対策事業）

市内での新規就農者や、農業経営の規模拡大等を図ろうとする方などを対象に、遊休化している農地
情報を幅広く発信する遊休農地バンクを運営しています。（詳細は市ＨＰをご覧ください。）

農政総務課 099-216-1334

鹿児島市 仕事 農林水産業 新規就農者支援対策事業（基礎研修）
本市での就農に必要な農業技術・経営管理能力を習得するための研修を実施（１８歳以上５５歳未満
の方で、軟弱野菜などでの就農を希望し、研修終了後に本市に居住し、農業に従事予定の方が対象）

農政総務課 099-216-1334

　鹿児島県

18

http://www.city.aira.lg.jp/seisaku/kurashi/sumai/akiya/riyo.html
http://www.city.aira.lg.jp/kosodate/kurashi/ikuji/teate/kodomoiryohijose.html
http://www.city.aira.lg.jp/nosei/sangyo/nogyo/ninaite/shoreikin.html
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/teiju/index.html
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/teiju/index.html
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/teiju/index.html
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/izumi03/02jido_03.asp#sec11�
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/izumi03/02jido_03.asp#sec10�
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/izumi02/30shoko_01.asp#sec5�
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content010/index.php?id=30
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content005/index.php?id=37
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content006/index.php?id=73
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content013/index.php?id=30
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content013/index.php?id=45
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content013/index.php?id=45
http://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/ui/annai/kagoshimahe.html
http://www.ka-nosinkyo.net/syunou/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/pr/koryu/index.html
http://www.kagoshima-kurashi.net/
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/sutokku.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kurashi/sumai/shie/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/zaisei/kanzai/machizukuri/tochi/joho/baikyaku/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/tochi/joho/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/kosodate/kosodate/kosodate/azuketaitoki/f-s-center/index.html
http://kagoshima-yumesukusuku.net/
http://kagoshima-yumesukusuku.net/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/ribonkan/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/ribonkan/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/ribonkan/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/kosodate/kosodate/kosodate/hoikusho/jidoclub/jidoukurabu.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/kodomofuku/kosodate/kosodate/teate/sedo/index.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/teate/jiritsu/index.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/teate/shoni/index.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/kodomo/nyuyoji.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/ninshin/ninshin/kenshin.html
http://www.kagoshima-monoshoku.com/
https://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/keizaishinko/koyosuishin/sangyo/koyo/sodanmadoguchi/koyosodan.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/yukyuBank/Index.htm
http://www.city.kagoshima.lg.jp/yukyuBank/Index.htm
http://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/nourinsuisan/nouseisoumu/sangyo/norin/nogyonitsukitai/nogyo.html


鹿児島市 仕事 農林水産業 新規就農者支援対策事業（施設整備）
就農初期の経営安定を図るため、生産施設（ビニールハウス）の設置及び農業機械等の購入を補助
（補助率は３／４以内で限度額は２５０万円。原則として６０歳未満の新規就農者が対象ですが、他にも
要件がありますので詳細はお問い合わせください。）

農政総務課 099-216-1334

鹿児島市 仕事 農林水産業 新規創業者等育成支援事業
「ソーホーかごしま」と「ソフトプラザかごしま」は、事業計画立案や経営面でのサポートやビジネスマッチ
ング機会の提供、資金面での制度案内、各種セミナー等の開催などで、本市に移住し、新たに創業す

産業創出課 099-216-1319

鹿屋市 住まい 空き家 空き家情報登録制度(空き家バンク) 鹿屋市内にある空き家の情報を市ホームページ上で市外の移住希望者に対して提供する。 地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい 空き家
空き家バンク登録のための家具等処分支
援補助

・空き家バンクへの物件登録推進を図るため、登録にあたっての障害となる空き家内の家財道具等の
処理費用について助成します。（補助率2/3 補助限度額5万円）

地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい 空き家 空き家バンク登録物件改修費補助
・空き家バンク登録物件について、賃貸借契約が成立し当該物件を改修する場合、改修費用について
助成します。
（補助率1/2 補助限度額50万円）

地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい 空き家 空き家バンク登録物件車両燃料費等補助
・空き家バンク登録物件について、賃借した方が40歳未満であり、起業・就業・就農のために転入し、車
を利用する場合、車両燃料費、車両リース代等について助成します。（補助率2/3 補助限度額月額1万

地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい 空き家 空き家バンク登録物件家賃補助
・空き家バンク登録物件について、賃借した方が40歳未満であり、起業・就業・就農のために転入する
場合、月額家賃について助成します。（補助率1/2 補助限度額月額2万円　24ヶ月が限度）

地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進住宅用地貸付け及び分譲事業
・鹿屋市への定住促進を図り、地域の活性化を推進するため、輝北地区の定住促進住宅用地の貸付
け及び分譲を行います。(1坪あたり19,200円)

地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 住まい
家を購入する・
改修する

西原地区定住促進住宅用地分譲事業 ・鹿屋市吾平地域の振興と活性化を図るため、市有地(吾平町西原地区の宅地)の分譲を実施 地域活力推進課 0994-31-1147

鹿屋市 結婚・子育て 子育て・教育 かごしま子育て支援パスポート事業
事業に協賛する企業や店舗が、パスポートを提示した対象世帯に、割引や独自の優待サービスなどを
提供しています。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿屋市 結婚・子育て 子育て・教育 つどいの広場事業
０歳児から２歳児未満の児童とその保護者が気軽に集い、一緒に遊びながら交流する場を提供すると
ともに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てアドバイザーによる子育てに関する悩みにつ
いて相談を受けています。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿屋市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
地域において育児又は家事の援助を受けたい者と援助を行いたい者を組織化し、会員同士が育児等
に関する相互援助活動を行っています。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿屋市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
中学校卒業までの乳幼児・児童生徒が、医療機関において保険証で診察した医療費（外来・入院）の
自己負担分を全額助成します。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿屋市 仕事
起業・事業・就
職

インキュベータ室の提供・入居者支援
 新たに起業を目指している方や、新事業への進出を目指す方等に対して、その立上げ拠点(オフィス)
として鹿屋市産業支援センター内にあるインキュベータ室を提供します。

産業振興課 0994-40-7890

鹿屋市 仕事
起業・事業・就
職

中心市街地空き店舗対策支援事業
鹿屋市の中心市街地商店街の空き店舗を活用して創業する者に対して、店舗改装等の創業に係る経
費を助成します。助成内容:100万円

商工観光課 0994-43-2111

鹿屋市 仕事 農林水産業 新規就農者就農支援事業
・鹿屋市に居住または今後，鹿屋市内に居住し，中核的農業者となり得る者を対象に，就農支援資金
を助成します。
 研修資金 単身者月額15万円以内、夫婦世帯月額20万円以内

農林水産課 0994-31-1117

霧島市 住まい 空き家 移住定住空き家活用補助制度
霧島市の中山間地域における空き家等賃貸住宅に、市外から転入し入居された移住者及び中山間地
域にある空き家（戸建て）を賃貸に供するために住宅改修、家財処分などを行った空き家所有者へ補助
金を交付する制度です。家賃補助：家賃の2/3で最高3万円、空き家改修等補助：費用の1/3で最高30

共生協働推進課
0995-45-5111
(内線1543)

霧島市 住まい
家を購入する・
改修する

中山間地域活性化のための移住定住促進
補助金

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

共生協働推進課
0995-45-5111
(内線1543)

霧島市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進用分譲地販売事業
定住促進を図り地域の活性化を推進するために、霧島市内各所の住宅用地を販売・貸付する制度で
す。

共生協働推進課
0995-45-5111
(内線1543)

霧島市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター霧島
既存の保育施設などで応じられない保育需要に対し、会員同士の有償ボランティアで対応する制度で
す。子どもの預かりや送迎などで困ったときは、子育ての援助をお願いしたい人「依頼会員」の子育て
を、子育ての援助をしたい人「提供会員」がお手伝いします。

子育て支援課
0995-45-5111
(内線2051・
2052)

霧島市 結婚・子育て 出産 霧島市特定不妊治療費助成事業
本市に１年以上居住し、前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している特定不妊治療をう
けた夫婦に対して、１年度あたり15万円を限度に、通算5年間助成する制度です。（鹿児島県からの助
成あり、重複可）

健康増進課
0995-45-5111
(内線21711・
2172)

霧島市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業
就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2
千円を超えた医療費の保険診療分が助成されます。

子育て支援課
0995-45-5111
(内線2061～
2063)

霧島市 仕事
起業・事業・就
職

霧島ゆうあい人材バンク
Ｕ・Ｉターン者等を含めた就労希望者を地元企業に紹介することで就労を促進し、併せて、地元企業の
高度化や経営の安定化をはかるものです。就労希望内容を人材バンクに登録していただき、企業との
リクエストがマッチした場合就労へつながるというものです。

商工振興課
0995-45-5111
(内線2561・
2562)

霧島市 仕事 農林水産業 農業後継者等育成就農支援事業
農業を始めようとする55歳未満の新規就農者（農業後継者、新規学卒者、ＵＩターン者等）が、6ヶ月以
上の研修を希望する場合に、霧島市及び研修先農家が負担し助成金を交付する制度です。
　助成額：月額９万円（扶養親族がある場合は、13.5万円）

農政畜産課
0995-45-5111
(内線2341～
2344)

霧島市 移住・体験 移住体験 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

共生協働推進課
0995-45-5111
(内線1543)

薩摩川内市 住まい 空き家 空き家情報登録制度
市内にある空き家の賃貸、売買等を希望する所有者から登録の申込みを受け、登録された空き家の情
報を薩摩川内市のホームページや広報で公開するとともに、定住などで市外から転入される方に空き
家の利用を希望する方に情報提供を行うシステムです。

企画政策課
企画総務係

0996-22-5115
（4821）

薩摩川内市 住まい
家を購入する・
改修する

定住住宅取得補助金
・平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に市外から本市へ転入し、
自らの定住のために市内に住宅を新築または購入した方に最高250万円を補助。

企画政策課
企画総務係

0996-22-5115
（4821）

薩摩川内市 住まい
家を購入する・
改修する

定住住宅利フォーム補助金
平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に市外から本市へ転入した方又はゴールド集落へ
転居した方に最高160万円を補助。

企画政策課
企画総務係

0996-22-5115
（4821）

薩摩川内市 仕事 移住体験 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）

さつま町 住まい 空き家 さつま町空き家情報バンク制度
町内で空き家となり，所有者から登録希望があった物件に対して町内不動産業者等の協力を得なが
ら，空き家利用希望者とのマッチングを行う制度です。

企業誘致対策室 0996-53-1111

さつま町 住まい
家を購入する・
改修する

周辺地域等移住定住促進補助金
町内へ転入する方や町内間で転居する方で，住宅建設や購入，リフォームを行う方に対し，最高で160
万円の補助します。

企業誘致対策室 0996-53-1111

さつま町 結婚・子育て 出産
こうのとり支援制度（特定不妊治療費助成
制度）

体外受精と顕微授精の不妊治療を受けた夫婦に対し不妊治療助成金を給付する制度で，１年度あたり
２０万円を限度に最大５年間助成します。

健康増進係 0996-53-1111

さつま町 結婚・子育て 医療 こども医療費助成制度 中学校卒業までのこどもの医療費（自己負担分）について，償還払いで助成。 健康増進係 0996-53-1111

さつま町 仕事
起業・事業・就
職

さつま町商工業新規参入者支援補助金
商工業への新規参入の促進を図り,さつま町の商工業の発展に寄与することを目的に，月額５万円を１
年間補助します。

商工振興係 0996-53-1111

さつま町 仕事 農林水産業 さつま町新規就農者補助金
さつま町に定住し，業として就農しようとする１８歳から５５歳までの方に対し，月額５万円を１年間補助
します。

担い手育成係 0996-53-1111

さつま町 仕事 農林水産業 青年就農給付金
さつま町に定住し，業として就農しようとする１８歳から５５歳までの方に対し，年間150万円を最大５年
間補助します。

担い手育成係 0996-53-1111

さつま町 その他 その他 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

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

企画政策課 099-474-1111

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

志布志市 住まい
家を購入する・
改修する

移住定住促進事業補助金
対象地域への転入定住者及び再転入者に対して最大200万円の補助金を交付する（金額については
条件あり）。さらに、小学生以下の子どもがいる世帯に対し、子ども１人につき20万円の補助金を追加で

企画政策課 099-474-1111

志布志市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム助成事業
個人住宅の修繕、改修、増築に対して、助成対象工事費の１５％に相当する額（上限１５万円）を助成し
ます。

建設課 099-474-1111

志布志市 結婚・子育て 出産 志布志市特定不妊治療費助成事業
１回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成す
る。

保健課 099-474-1111

志布志市 結婚・子育て 出産 出産祝金
少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出
産時に10万円を支給する。

福祉課 099-474-1111

志布志市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成
一般医科診療・歯科診療について、高等学校修了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費
の自己負担分を全額助成する。

福祉課 099-474-1111

志布志市 仕事 農林水産業 志布志市農業公社研修事業
将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法について
の研修を実施する。

農政課 099-474-1111

志布志市 仕事 農林水産業 新規就農支援事業
将来、農業を担う意欲ある人材の育成及びその確保を図るため、新たに専業的に就農する方に対し
て、新規就農支援金50万円を交付する。

農政課 099-474-1111

徳之島町 住まい 空き家 定住促進住宅
定住促進及び地域の活性化を図るため、徳之島町定住促進住宅を設置。町内の集落に所在する空き
家を町が借り上げ、改修のうえ、集落の活性化の担い手となる方を対象に定住促進住宅として転貸し

企画課 0997-82-1111

徳之島町 結婚・子育て 子育て・教育 地域子育て支援拠点
未就園児の親子を対象とした誰でも気軽に参加できる遊び場「われんきゃ広場」の運営ほか、町内の
NPO法人が子育て支援に取り組んでいます。

介護福祉課 0997-82-1111

徳之島町 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
子育ての「お手伝いをしてほしい人」と「お手伝いをしたい人」のお互いが会員となって助け合う、相互
援助を支援する場所です。

社会福祉協議会 0997-83-1205

徳之島町 結婚・子育て 子育て・教育 ふるさと留学制度
手々小中学校では、これまで80名余の留学生を受け入れてきました。平成26年度は小学生8名中学生
3名が在籍、個々に目が行き届いたきめ細かな指導、また伝統行事への参加等の地域と密着した取り
組みを行っています。

学校教育課 0997-82-1308

徳之島町 結婚・子育て 子育て・教育 ふるさと留学里親制度補助 ふるさと留学里親制度に対し事務費及び保護者への助成金を支給しています。 学校教育課 0997-82-1308

徳之島町 結婚・子育て 子育て・教育 放課後児童健全育成事業
就労などにより昼間保護者のいない家庭の幼稚園児（年長）～小学生の健全育成を図るため、放課後
の適切な遊びと生活の場を設置しています。

介護福祉課 0997-82-1111

徳之島町 結婚・子育て 出産 妊娠・出産に関する旅費助成
鹿児島県の特定不妊治療助成を受けている夫婦、また、ハイリスク妊産婦が島外の医療機関を受診す
る際の旅費・宿泊費の助成を行っています。

保健センター 0997-83-3121

徳之島町 結婚・子育て 医療 旅費助成
障がい者手帳を所持する児童または島内での治療が困難な児童、臓器移植等、島外の医療機関を受
診する際の旅費・宿泊費の助成を行っています。

介護福祉課 0997-82-1111

徳之島町 その他 その他 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

西之表市 住まい 設備 合併処理浄化槽設置費補助金
専用住宅又は建物の延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅等に合併処理浄化槽
（10人槽以下）を設置する方に補助。

市民生活課環境安全
係

0997-22-1111
（内線303・304）

西之表市 住まい
家を購入する・
改修する

すまいの環境改善事業
市外や指定地域外（主に市街地）から指定地域内（主に大字地域）に居住する人に対して家賃・住宅リ
フォーム・住宅建築費（消費税を除く工事費の11％相当額を商品券で支給）を補助。

建設課管理係
0997-22-1111
（内線240）

西之表市 住まい
家を購入する・
改修する

島元気郷たねがしま定住促進支援事業
市内での居住期間が3年以内又は市に転入しようとする方を対象に市街地周辺6戸（菜園付）空き家改
修住宅13戸（菜園付も有）を斡旋。

地域支援課
コミュニティ推進係

0997-22-1111
（内線215）

西之表市 結婚・子育て 子育て・教育 かごしま子育て支援パスポート事業
鹿児島県及び県内市町村（本市含む）、協賛店と共同で、子育て家庭を地域全体で支援することを趣
旨に、交付されるパスポートで、協賛ステッカーの貼ってある協賛店でパスポートを見せると、協賛店の
善意による、いろいろな子育て支援サービスが受けられる。

福祉事務所子育て支
援係

0997-22-1111
（内線322・328）
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西之表市 結婚・子育て 子育て・教育 ファミリー・サポート・センター事業
子育ての「手助けをしてほしい人」と子育ての「お手伝いをしたい人」が会員となり、お互いに助け合う相
互援助の組織。センターはその出会いの場である。

福祉事務所子育て支
援係

0997-22-1111
（内線322・328）

西之表市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て応援券支給事業
地域の消費喚起、子育て世帯の経済的負担の支援を行うため、紙おむつ、粉ミルク、おしり拭きに交換
できるチケット２４枚（24,000円分）を交付。

福祉事務所子育て支
援係

0997-22-1111
（内線322・328）

西之表市 結婚・子育て 子育て・教育 奨学資金貸付制度
向学心に燃え、その能力が充分であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難である方に対して
奨学金を貸与。

教育委員会総務課
0997-22-1111
（内線252）

西之表市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成制度 中学校卒業までの乳幼児・児童生徒に係る医療費自己負担分を助成。
福祉事務所子育て支
援係

0997-22-1111
（内線322・328）

西之表市 仕事
起業・事業・就
職

企業活動支援事業 市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓・空き店舗等活用等の事
業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助。

経済観光課商工政策
係

0997-22-1111
（内線271）

西之表市 仕事
起業・事業・就
職

企業等立地促進事業
事業所の新設、増設又は移設により、市内で3人以上の新たな雇用が発生する場合、事業所設置・雇
用促進・事業所賃貸に対し、各種奨励金を支給。

経済観光課商工政策
係

0997-22-1111
（内線271）

西之表市 仕事 農林水産業 新規就農者支援事業（水産業）
鹿児島県及び鹿児島県漁連が開催する研修「ザ・漁師塾」受講後、本市において本格的に漁業就労す
る方に対し、10万円を助成。

農林水産課林務水産
係

0997-22-1111
（内線244）

西之表市 仕事 農林水産業 新規就農者支援事業（農業）
市内に居住し農業経営を目指す方のための研修で、公社の専門指導員と関係機関の専門技術者が一
体となって指導。受講中は生活支援金の支給あり。

公益社団法人
西之表市農業振興公

0997-22-2121

西之表市 仕事 農林水産業 畜産設備等整備事業・畜産就農支援事業
畜産を始めたい方（後継者も含む）に畜産設備等整備（施設改修費用・畜産機材の購入費用）や、畜産
就農支援事業（牛や飼料の購入費用・畜産施設借上・農地借地等）を助成。

農林水産課営農振興
係

0997-22-1111
（内線248）

西之表市 移住・体験
家を購入する・
改修する

地域を支える定住促進事業
市外や市内の指定地域外（主に市街地）から指定地域内（主に大字地域）に居住する世帯に対して家
賃・住宅リフォーム・住宅建築を補助。

地域支援課
コミュニティ推進係

0997-22-1111
（内線215）

枕崎市 結婚・子育て 子育て・教育 幼稚園就園助成金交付金
幼稚園に通う児童が２人以上いる場合，２人目から１人につき月額４千円を年２回に分けて支払いま
す。

企画調整課 0993-72-1113

枕崎市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成制度 子ども（中学校修了まで）の保険診療分の医療費を全額補助します。 企画調整課 0993-72-1114

枕崎市 仕事
起業・事業・就
職

産業後継者育成奨学金
高校以上の就学者で学校等を卒業後，２年以内の研修を受けたあと，直ちに農業又は漁業に５年以上
従事する方を対象に月額４万１千円を上限とする奨学金の支給を行います。

企画調整課 0993-72-1112

枕崎市 仕事
起業・事業・就
職

産業後継者育成奨励金
新しく漁業・水産加工業に従事し，１年を通して従事し，かつ就業時年齢が35歳未満の方に奨励金を支
給します。

企画調整課 0993-72-1111

枕崎市 仕事 農林水産業
農業人材育成事業（ファームサラリー制
度）

新しく農業に従事する方に対して，「研修」「就農」に区分し24ヶ月を限度にサラリーを交付します。 企画調整課 0993-72-1112

南種子町 住まい 空き家 空き家バンク制度 空き家（売買・賃貸）の情報提供をします。 観光課 0997-26-1111

南種子町 結婚・子育て 出産 出産祝金支給事業
南種子町に住所を有する者が、出産した場合に出産祝金として、生まれた子供1人につき10万円を支
給。

保健福祉課 0997-26-1111

南種子町 結婚・子育て 結婚 結婚祝金支給事業 婚姻後、南種子町に居住する者に対し、20万円を支給。 観光課 0997-26-1111

南種子町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの保険医療費個人負担額を全額助成。 保健福祉課 0997-26-1111

南種子町 移住・体験 移住体験 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

南九州市 仕事
起業・事業・就
職

仏壇後継者

仏壇製造技術の習得に必要な資金（月額５万円※３年間）を貸与するもの。
【対象者】市内居住者（40歳未満）
　　　　　　※貸与期間終了後，引き続き５年間仏壇産業に従事
　　　　　　※技能習得のために市外で研修する者を含む

商工観光課 0993-83-2511

南さつま市 住まい 空き家 空き家バンク制度
市における空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために実施する
空き家情報登録制度を設けています。

企画政策課協働推進
係

0993-53-2111

南さつま市 住まい 設備
住宅用太陽光発電システム設置事業補助
金

市内に住所を有し、自ら居住している住宅に太陽光発電システムを設置する方、又は太陽光発電シス
テムの設置済み建売住宅を購入する方に、太陽電池モジュールの最大出力値に、１kwあたり３万円を
乗じて得た額。ただし、上限額は３kwまでの９万円です。

市民生活課　生活環
境係

0993-53-2111

南さつま市 住まい 設備 浄化槽設置整備事業補助金
専用住宅に浄化槽（10人槽以下）を設置する方を対象に、5人槽： 332,000円 、6～7人槽： 414,000円、
8～10人槽： 548,000円を交付。

市民生活課　生活環
境係

0993-53-2111

南さつま市 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画政策課協働推進
係

0993-53-2111

南さつま市 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画政策課協働推進
係

0993-53-2111

南さつま市 住まい
家を購入する・
改修する

移住定住促進補助金
市が定める土地を購入した上で、住宅を新築した者に交付する補助金。平成22年5月25日以降に移住
した者には100万円、それ以前に移住した者には50万円を交付。加算制度で200万円を越える助成を受

企画政策課協働推進
係

0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 子育て・教育 すこやか医療費助成事業 中学生までの子どもに係る医療費を全額無料にしています。 子ども未来課 0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 子育て・教育 子育て支援事業
○子育て支援センター(子育て等の相談を行う場)　　○利用者支援事業(訪問サービス)　　○ファミリー
サポートセンター(子育て支援を希望する方と子育て支援をしたい方とが双方会員となって行う相互援
助活動のコーディネートを行う)

子ども未来課 0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 子育て・教育 就学援助事業
文部科学省の方針に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し下
記のとおり学用品費及び給食費等を支給しています。また、対象児童生徒が虫歯等の学校病の治療
のため受信する際の費用を免除する医療券を発行しています。

学校教育課
学校教育係

0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 子育て・教育 乳児栄養強化事業
市内に住所を有し、要件を満たす方に対し、１か月に調製粉乳大缶１缶を１歳の誕生月まで支給しま
す。

保健課
健康増進係

0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 結婚
花婿・花嫁きもいりどん事業
（婚活応援事業）

きもいりどん（婚活をサポートしてくれる人）が婚活サポートをします。　　①登録者のお引合せの場をつ
くるなど具体的な成婚へのサポート　②婚活にあたり自信を持ってもらうために自分磨きのセミナー等を
開催　③独自のイベント（年３回）を実施　④成婚され、市内に住む方に「新婚生活応援資金」を差し上

子ども未来課 0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 医療 乳幼児任意予防接種事業 乳幼児に対しておたふくかぜワクチンの接種助成を実施します。
保健課
健康増進係

0993-53-2111

南さつま市 結婚・子育て 医療 予防接種助成事業
就学時前の乳幼児に対するインフルエンザ予防接種料の助成を行うことで、病気発症の予防と保護者
負担の軽減を図ります。

保健課
健康増進係

0993-53-2111

南さつま市 仕事 農林水産業 漁業新規就業者育成確保対策事業
市内に住所を有し、新たに専業として就業する者で、漁業協同組合の資格を有し、かつ、年齢50歳未
満の者に対し、奨励金として30万円を交付。

商工水産課　水産振
興係

0993-53-2111

南さつま市 仕事 農林水産業 農業後継者自立支援事業
新規学卒、Uターン、新規参入者で、就農の日から２年以上従事し、かつ概ね40歳以下の方に対し、農
業経営に必要な資本整備（農地取得・農業機械・農業用施設）に係る経費の一部を助成します。
助成額は事業費の１/2以内で、限度額は100万円です。

農林振興課　農政係 0993-53-2111

南さつま市 仕事 農林水産業 農業担い手育成研修事業 新規参入者(研修2年間)及び新規就農者(研修1年間)に、研修手当を支給する。
公益社団法人
南さつま市農業公社

0993-77-3811

南さつま市 仕事 農林水産業 農村農業人材育成確保事業
新規参入者にはファームサラリーの支給を1年間(研修が必要な場合は2年間)行い、農業後継者には
就農一時金を支給する。

農林振興課　農政係 0993-53-2111

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

福祉課
社会係

0993-53-2111

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

南さつま市 その他 その他 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

屋久島町 住まい 家を借りる 口永良部島定住促進住宅事業
口永良部島における移住者の定住を促進するための公営住宅を設置しています。家賃は月１万円、使
用期間の限度は7年間です。入居条件があります。

財産管理課 0997-43-5900

屋久島町 住まい 設備 小型合併処理浄化槽整備事業補助金

町内全域において、建築物に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、浄化槽の大きさ等に応じて
100,000～746,000円を補助します。
小型合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽の撤去に要する費用が生じた場合には、上記の
補助金に９万円を上限として加算できます。

環境政策課 0997-43-5900

屋久島町 住まい 設備 太陽熱温水器設置費補助金
町内に住所を有する者又は町内に居住を予定する者のうち、自らの居住の用に供する町内の住宅等
又は事業所に自然循環型太陽熱温水器又は強制循環型太陽熱利用システムを、本町に事業所を有
する施行業者が直接設置した場合、設置に係る経費の２分の１以内の額とし、６万円を限度として補助

環境政策課 0997-43-5900

屋久島町 住まい
家を購入する・
改修する

島内産材需要拡大対策事業
屋久島で産出される木材を使用した木造住宅等について、木材の使用量に応じて１件につき40万円を
上限に補助します。

農林水産課 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 子育て・教育 育英奨学資金貸与
屋久島町に３年以上在住している者の子弟で、かつ、学業及び人物が優良であるにもかかわらず、経
済的理由によって修学が困難であるものに対し、奨学金を貸与します。学校の種類、場所に応じて月額

教育委員会 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 子育て・教育 山海留学制度
町内の小・中学校に転校を希望する児童生徒を募集しています。留学助成金を支給します。月額１～３
万円。
（かめんこ留学・・永田小学校　まんてん留学・・栗生小学校　じょうもん留学・・八幡小学校　ひょうたん

教育委員会 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 出産 すこやかベビー出産祝金
出産をした者が１年以上町内に住所を有するとき、生まれた子供一人に対し3万円を祝い金として支給
します。

町民生活課 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 出産 口永良部島妊婦出産支援費助成
口永良部島に住所を有する者で、かつ、島外で妊婦健診及び出産をする妊婦に対し、交通費や宿泊
費、緊急時の移送費について5万円を助成をします。

総務課 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 出産 不妊治療旅費助成事業
屋久島町に住所を有し、鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成を受けた夫婦（ただし、
夫婦の住所が異なる場合にあっては、妻が町内に住所を有する場合）を対象に、交通費や宿泊費の一

健康増進課 0997-43-5900

屋久島町 結婚・子育て 医療 乳幼児等医療費助成事業 乳幼児等に係る医療費について、医療費の支払額の一部（自己負担分）を助成します。 健康増進課 0997-43-5900

屋久島町 仕事 農林水産業 農林漁業後継者育成資金貸与
町内に住所を有し農林漁業に従事している期間が1年以上ありかつ満45歳以下で町長が農林漁業後
継者と認めた者に、住宅資金や農林業機械器具等取得資金について１００万円を上限に資金を貸与し

農林水産課 0997-43-5900

屋久島町 仕事 農林水産業 農林漁業後継者修学研修資金貸与
農林漁業後継者を確保するため、将来自営者として修学・研修しようとする者に月額２１，０００円以内
で研修資金を貸与します。

農林水産課 0997-43-5900

屋久島町 その他 その他 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

屋久島町 その他 その他 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

健康増進課 0997-43-5900
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大和村 住まい
家を購入する・
改修する

新築住宅助成金 床面積が５０．０㎡以上の住宅を新築した方に対し，１００万円を助成。 総務企画課 0997-57-2111

大和村 結婚・子育て 子育て・教育 育児助成金 満６才に達するまでの児童がいる世帯に対し，児童１名につき，月５，０００円を助成します。 保健福祉課 0997-57-2111

大和村 結婚・子育て 子育て・教育 高校生通学バス定期券代助成
大和村内には高校がないため，奄美市内の高校に進学する必要がありますが，定期券代が世帯の負
担とならないように通学バス定期券代の全額を助成します。

住民税務課 0997-57-2111

大和村 結婚・子育て 子育て・教育 今里小学校留学（親子留学）制度

助成内容
１．特別助成
　児童1名あたり、月額50,000円の特別助成金を転入後、中学卒業月まで支給します。また、中学生の
兄弟姉妹が一緒に留学される場合にも、兄弟姉妹を対象に月額50,000円を中学月まで、同様に支給し
ます。
２ 引っ越し助成金

総務企画課 0997-57-2111

大和村 結婚・子育て 出産 出産祝い金 第１子＝２０万円、第２子＝３０万円、第３子以降＝５０万円の祝い金があります。 保健福祉課 0997-57-2111

大和村 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成制度 中学生以下の子どもを対象に健康保険法の規定により，支払った負担額の全額を助成します。 保健福祉課 0997-57-2111

和泊町 住まい 空き家 和泊町空き家等情報登録制度
賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、和泊町で住
宅等をお探しの方に情報提供するための制度です。

企画課 0997-84-3512

和泊町 住まい
家を購入する・
改修する

和泊町移住定住促進住宅
和泊町移住定住促進住宅『リリーハイツ』は，町外からの移住希望者が，すぐに入居することができる
住宅です。島内の学校に通学する予定の18歳以下の子供が，同居していることが条件で，子供1人に
つき家賃の控除もあります。

土木課 0997-84-3520

和泊町 移住・体験 移住体験 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

和泊町 移住・体験 移住・転入 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

企画課 0997-84-3512

曽於市 住まい 設備 住宅用太陽光発電システム設置費補助金
市内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システム（10kw未満）を設置する方に、１件当たり５万円を補
助します。

企画課 0986-76-8802

曽於市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅リフォーム促進事業
市内業者を利用して，自己が居住する住宅のリフォーム工事を行う場合，工事費用の１０％を補助（上
限15万円）します。

企画課 0986-76-8802

曽於市 住まい
家を購入する・
改修する

住宅取得祝金支給事業
市内に住宅を新築，または市内の住宅を購入された方に，祝金と市内で使える商品券を支給します。
（5万円～30万円）

企画課 0986-76-8802

曽於市 住まい
家を購入する・
改修する

定住促進住宅用地分譲事業 定住目的で住宅を建築する方に，宅地を分譲します。 企画課 0986-76-8802

曽於市 結婚・子育て 出産 出産祝金支給事業 第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。 福祉事務所 0986-72-0936

曽於市 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成金支給事業 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方の医療費が無料となります。 福祉事務所 0986-72-0936

曽於市 仕事
起業・事業・就
職

商工業新規就業者支援対策事業 商工業新規就業者（１８～５５歳）に対して，月額５～７万円の補助金を2年間交付します。 経済課 0986-76-8808

曽於市 仕事 農林水産業 新規就農者支援対策事業 新たに就農する方（１８～５５歳）に対して、月額５～１５万円の補助金を2年間交付します。 経済課 0986-76-8808

曽於市 移住・体験 移住体験 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

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

企画調整課 099-476-1111

大崎町 住まい 空き家 空き家リフォーム促進事業
１年以上空き家になっている町内の空き家の有効活用を促進するために，リフォームに係る経費の2分
の１（最大で50万円）を補助。

企画政策係

大崎町 住まい
家を購入する・
改修する

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

大崎町 住まい
家を購入する・
改修する

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

企画調整課 099-476-1111

大崎町 結婚・子育て 出産 不妊治療費助成事業
本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額
２０万円を限度に助成。

保健福祉課 099-476-1111

大崎町 結婚・子育て 医療 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 保健福祉課 099-476-1111

大崎町 仕事 農林水産業 就農奨励金補助金
大崎町に居住し，就農計画に基づき一定規模の農地，又は，施設等の保有者で中核的農業経営専従
者になりうる者、支援終了後5年以上就農できる者に対し就農研修資金補助金を助成。

農林振興課 099-476-1111
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