
yukkuri. 

nonbiri‥

ほっこり暮らしてみませんか。

雲南市からの新着情報やイベント情報、子育て情報などを
いつでもどこでも、使いやすいアプリでご覧いただけます。

また、雲南市の施設・連絡先の検索もできます。
iOS、Android対応、無料でご利用いただけます。

下記のURLまたはQRコードからダウンロードしてください。 

支援制度 内容 お問合せ先 支援制度 内容 お問合せ先

雲南市で子育て

お母さんと赤ちゃんの
ためのサポート

健康推進課
0854-40-1045

健康づくり政策課
0854-40-1045

健康づくり政策課
0854-40-1045

一般不妊治療費助成制度

特定不妊治療費助成制度

子ども医療費の助成 市民生活課
0854-40-1031

市民生活課
0854-40-1031児童手当

子ども政策課
0854-40-1044

社会教育課
0854-40-1073

子ども政策課
0854-40-1044

子育て支援施設

保育所への入所

雲南市定住情報サイト
「ほっこり雲南」
定住情報専用サイト

雲南市子育てポータルサイト
「ゆっくり、子育て。雲南市」
子育て情報をひとまとめ

これかの雲南暮らしを楽しむサイト
「これから。雲南」
あなたのこれからの参考に‥

ひとり親家庭の支援

子ども家庭支援課
0854-40-1067

市民生活課
0854-40-1031

学校教育課
0854-40-1072

障がい児の支援 長寿障がい福祉課
0854-40-1042

雲南市産の食材をふんだんに使った給食が自慢です。

お米、牛乳は自給率100％。野菜の自給率も高く、
恵み豊かな土地だからこそできるおいしい食を提供します。
また、子どもが自分でお弁当を作る「お弁当の日」を
市内全学校で実施。子どもの自立心を育てるとともに、
家族みんなで食を見つめ直すきっかけにもなっています。

幼稚園及び保育園の認定こども園化を推進しています！
※  認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の
　  良さを併せ持っている施設です。

保育所等情報は、雲南市子育てポータルサイト＞保育所・認定こども園（保育所）入所　から！・赤ちゃんハンドブック
・育児相談・訪問
・すくすくファイル
・妊婦乳児一般健康診査
・妊婦歯周病検診

不妊治療を受けるご夫婦の精神的・
経済的負担の軽減を目的として、
一般不妊治療費を助成します。
【助成金額】年間１０万円まで

島根県特定不妊治療費助成制度に
プラスして助成します。
【助成金額】
1回上限75,000円、年間2回

0～15歳（中学校3年生）までの
医療費が無料です。

3歳未満：15,000円/月
3歳以上小学校修了前：10,000円/月
中学生：10,000円/月

地域で子育てのお手伝いをしています。
・ファミリーサポートセンター：30分あたり 
   300円～400円

保育料の減免
・第3子以降保育料の無料化
・3歳未満児の第１子・第2子保育料の軽減
・土曜日減免

・子育て支援センター：無料
・放課後児童クラブ：半日250円～
　　　　　　　　　  （施設によって異なる）
・病後児保育室：1回1,500円
・放課後子ども教室：参加費、材料費負担の
　　　　　　　　　   場合あり

ひとり親家庭の方が利用できる
各種制度があります。
・児童扶養手当
・福祉医療制度
・就学援助制度
・奨学金制度
・母子父子寡婦福祉資金の貸付
・母子父子自立支援プログラム
・母子家庭等自立支援給付金
・母子生活支援施設

障がいのあるお子さんやその保護者に
対する各種支援や助成があります。
・専門スタッフによる相談
・自立支援医療（更生医療）
・重度障がい児等医療費助成
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・児童通所サービス

http://kosodate-unnan.jp/

子育て　雲南市

http://hokkori-unnan.jp/

ほっこり雲南

http://hokkori-unnan.jp/korekara/

雲南市の情報をひとまとめ

雲南市公式アプリ

http://hokkori-unnan.jp/korekara/unnan-app/    

雲南市定住支援



空き家バンク

空き家改修補助事業

空き家片付け助成事業

住宅リフォーム支援事業

木造住宅耐震化等
促進事業補助金

木材利用促進事業
補助金

子育て世帯定住宅地購入
支援事業

雲南市に住む

支援制度 内容 お問合せ先

支援制度 内容 お問合せ先 支援制度 内容 お問合せ先

支援制度 お問合せ先

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014

建築住宅課
0854-40-1065

建築住宅課
0854-40-1065

建築住宅課
0854-40-1065

建築住宅課
0854-40-1065

農林振興課
0854-40-1051

子育て世帯定住宅地
貸付事業

新築住宅に対する
固定資産税の
課税免除制度

税務課
0854-40-1034

公営住宅への入居

建築住宅課
0854-40-1065

島根県住宅供給公社　
雲南住宅管理事務所
0854-47-7151

雲南市で体験する

うんなん暮らし体験
プログラム

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014お試し暮らし体験施設

ふるさと島根定住財団
0852-28-0690

しまね田舎ツーリズム
しまね田舎ツー リズム推進協議会
（島根県しまね暮らし推進課内）

0852-22-5687

雲南市で働く

就職相談 産業推進課
0854-40-1052

起業・創業に関する相談 産業推進課
0854-40-1052

中小企業への支援制度

産業推進課
0854-40-1052

地域商業維持のための
支援制度

商工観光課
0854-40-1054

産業体験

農林振興課
0854-40-1051

うんなん暮らし推進課
0854-40-1014

市内にある空き家物件を地域の有効な資源
として活用しています。
利用を希望される方へ物件の情報を
ホームページなどで提供しています。

雲南市へ移住（UIターン）を目的に
空き家の改修を行う場合に、
改修費用の一部を助成します。　　　　　
【補助率等】1/2（上限：50万円）
★子育て世帯は上限100万円！

空き家バンクへの登録を目的に空き家の片
付けを行う場合、その経費の一部を助成し
ます。
【補助率等】1/2（上限：5万円）

・環境にやさしいエコ住宅改修・エコ住宅設備 
   工事への助成：工事費の1/5（上限10万円又は
   20万円）
・下水道施設への接続工事に伴う改修工事への 
   助成：10 万円
・「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業
  （バリアフリーリフォーム助成事業）」へ上乗せ
   助成：バリアフリーリフォーム助成額の1/2 
  （上限10 万円）
・「雲南市木造住宅耐震化等促進事業」の
   補強計画（設計）や耐震改修工事へ上乗せ助成：
   耐震改修助成額の1/2 （上限10 万円又は20万円）

・耐震診断に対する助成：当該費用の
  9/10（上限6万円）
・補強設計に対する助成：当該費用の
  1/2（上限20万円）
・耐震改修に対する助成：当該費用の
  23/100（上限80万円）
・解体に対する助成：当該費用の
  23/100（上限40万円）

子育て世帯が住宅を取得することを目的
に、民間売買により宅地を購入する場合、
購入費に対し補助を行います。
【補助率等】1/10（上限50万円）

子育て世帯に市有宅地を25年間有償貸付
し、貸付期間満了後は無償譲渡します。
【対象団地】下熊谷西住宅団地
（5区画）、吉田住宅団地（2区画）

入居可能な住宅を、毎月市報うんなん、
市ホームページにて紹介しています。

★お子さんがいらっしゃる UIターン
者には、家賃から子ども１人につき
5,000円を減額※3人目まで

住宅を新築又は建売住宅を購入した場合、
その住宅にかかる固定資産税を条件に応じ
3年・5年または7年間課税免除します。
【免除期間】
子育て世帯ＵＩターン者：7年
     　   ＵＩターン者以外：5年
子育て世帯以外ＵＩターン者：5年
 　　　　   ＵＩターン者以外：3年

気軽に田舎暮らしを体験できる1泊
2日のお試し移住体験です。参加者
の体験したい内容に合わせてオリジ
ナルのプログラムを組み立てます！

家電製品や家具など生活に必要な設備が
備え付けられた一戸建ての住宅で、暮ら
し体験ができます。雲南市には、JR木次
駅から徒歩4分の街中にあります。

地元の人々との交流を通して、農林
漁業体験やその地域の自然や文化、
くらしに触れることができます。

市産木材を含む県産木材を使って住宅を新
築、増改築又は購入される方に対し、市産木
材の使用状況に応じて補助を行います。
【補助額等】
市産木材使用1㎥あたり2万円、
かつ1戸当たり上限40万円

雲南市無料職業紹介所とハローワークに
よる職業紹介を行います。

ご相談の内容に応じて、様々な支援機関
と連携して起業・創業をサポートします。

開店や事業継承を予定している人を対象
とした支援制度を設けています。
・地域商業等支援制度
・商業活性化支援制度

新商品開発に要する経費の補助を行っています。
・新商品開発及び販路拡大事業補助金
・中小企業プロジェクト連携支援事業補助金 
   中小企業への金融支援制度もあります。
・中小企業信用保証料補助事業

・介護人材確保事業
UIターン者に対し、市内の介護サービス事
業所への就労や定住に向けた支援をします。

・雲南市就農サポート事業
   農業研修を経て就農される方へ、
   研修・就農・定住をトリプルサポートします。

内容

商工観光課
0854-40-1054UIターン求職登録をしていただくと求人情報を定期的にお届けするとともに、

就職相談をお受けし、紹介状の発行などを行います。

・求職登録の方法
1.WEBからの登録　しまねUIターン総合サイト「くらしまねっと」から登録できます。 
2.窓口、郵送による登録
　ふるさと島根定住財団まで来訪又はお問い合わせいただくと、手続きできます。

　ふるさと島根定住財団　 電話　0852-28-0690

くらしまねっと

ほっこり雲南　空き家検索

しまね田舎ツーリズム

店舗改装費や店舗家賃に対する補助も行っています。

半農半 X 支援事業も行っています！
農業研修に要する経費を助成します。

★子連れ世帯の支援あり
【対象団地】木次東団地、加茂中団地


