福島県県南地域における定住・二地域居住支援策一覧表
（令和元年10月15日現在 随時更新予定）
支援内容

詳

細

子どもの医療費助成

子育て支援

保育料の助成
出産祝い金の支給
その他
求人情報の提供・求人紹介

白
河
市

西
郷
村

泉
崎
村

中
島
村

矢
吹
町

棚
倉
町

矢
祭
町

鮫
川
村

福
島
県

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○

○
○

塙
町

合同企業説明会・就職相談会等の実施

就業、就職、起業支援

農林水産業への就業支援、担い手育成支援
起業（創業）支援
地域おこし協力隊の募集
その他
空き家・空き地情報の提供
住宅建設(購入)に対する助成等
住宅改修に対する助成等

住宅支援

土地の販売・分譲
住宅設備設置等に対する助成（補助）
定住促進住宅の設置
その他
移住希望者向けお試し住宅の設置
移住体験ツアー・イベントの実施

その他

移住情報の発信（パンフレット、サイト等）
移住希望者交通費の補助

（注）「○」のついていない市町村においても、支援策の検討・準備あり

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
○
○ ○ ○
○
○

○
△
○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○
○ ○
○ ○
○
○
○
○ ○ ○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○

△はR元年度設置予定
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福島県県南地域における定住・二地域支援策一覧表①
担当
国

子育て支援
児童手当
幼児教育・保育の無償化
特定不妊治療助成事業
子どもの医療費助成
ひとり親家庭医療費助成事業

福島県

白河市

母子・父子寡婦福祉資金貸付制度
多子世帯保育料軽減事業
子育て支援アプリ・ガイドブック
白河っ子応援事業（すこやか相談会）
白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券支
給事業
就学援助制度
白河市奨学資金
特定不妊治療（上乗せ）

西郷村

泉崎村

妊婦健診受診公費負担
ひとり親医療費助成
準要保護児童生徒援助金
乳幼児・児童医療補助
妊産婦医療助成
つどいの広場（子育てサポート）
こんにちは赤ちゃん訪問
人材育成基金奨学資金
特定不妊治療（上乗せ）
妊婦健診受診公費負担
第３子以降出産祝い金

就業、就職、起業支援
農業
農業次世代人材投資金（準備型）
農業次世代人材投資金（経営開始型）
農業体験・農業研修
インターンシップ促進学生支援事業助成
金（県南地域）
ふくしまの次代を担う多様な担い手確保
支援事業
ワンストップ支援体制

住宅支援

就業・起業

福島県空き家・ふるさと復興支援事業
ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント
事業

スタートアップふくしま創造事業
将来を担う産業人材確保のための奨学
金返還支援事業
女性・若者向け創業補助金
農商工連携ファンド
医療継承支援事業
福島県高等職業訓練促進給付金等事
業（ひとり親）
福島県自立支援教育訓練給付金（ひと
り親）
女性・若者向け創業補助金
空き家店舗対策支援事業（商工会）
UIJターン就職活動交通費補助
起業支援室
地域おこし協力隊募集

ふくしま農業女子ネットワーク
青年農業者育成資金（貸付）

木造住宅耐震化支援事業
来てふくしま住宅取得支援事業
福島県多世代同居・近居推進事業
三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産
取得税の特例措置
福島県省エネルギー住宅改修補助事業

農地中間管理事業
アグリビジネス連携事業補助金
農業次世代人材投資資金事業
がんばる農業後継者激励金

空き家バンク事業
行政分譲地（第２白鳥・田園調布）
白河市行政分譲地建築助成金
子育て世代賃貸住宅家賃補助

特定創業支援事業

かんばる新規就農者支援事業

三世代同居・近居支援事業

ふるさとビジネス創業支援事業
創業支援セミナー
創業資金融資制度
西郷村若者定住・雇用促進事業（奨学
金返還支援事業）
西郷村中小企業経営合理化資金
西郷村チャレンジショップ

人・農地相談センター
しらかわ農業未来塾の活動支援

来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
白河市新婚生活スタート応援事業補助金
太陽光発電システム導入事業

農業次世代人材投資資金（旧青年収納
給付金）

その他

移住希望者支援交通費補助金
ふくしまチャレンジパスポート
ふくしまふるさとワーキングホリデー事
業

暮らし体験住宅の整備
定住促進パンフレットの作成

定住促進住宅
行政分譲地（羽太グリーンタウン）
高齢者にやさしい住まいづくり助成
太陽光発電設置費用補助

無料職業紹介所

定住促進住宅
行政分譲地（天王台ニュータウン）
太陽光発電設置費用補助
高齢者にやさしい住まいづくり助成

幼稚園（保育料・バス・給食費）無料
保育所（保育料）第２子以降無料但し所
得制限あり
ランドセルの無料贈呈
ひとり親医療費助成
奨学金制度（村）
小・中学生対象土曜学習プチスクール
（無料）

福島県県南地域における定住・二地域支援策一覧表②
担当

子育て支援

就業、就職、起業支援
就業・起業

幼稚園保育園・保育料・給食費無料化

中島村

矢吹町

棚倉町

矢祭町

塙町

鮫川村

放課後児童クラブ（送迎有）
特定不妊治療助成
ひとり親家庭医療費助成
追加妊婦健診
追加乳幼児健診
乳幼児健康相談
乳幼児歯科クリニック
予防接種等助成
不妊治療・不育症治療助成（県に上乗
せ）
未熟児医療費給付金助成
子育て支援室
第１子出産祝い品
町立幼稚園保育料無料
奨学資金
矢吹町子育て世代包括支援センター
特定不妊治療費助成（県に上乗せ）
生後１ヶ月児検診費用の助成
すこやか赤ちゃん応援券支給事業
産後ケア事業
多子世帯保育料軽減事業
ファミリーサポート利用助成事業
特定不妊治療（県に上乗せ）
すこやか赤ちゃん誕生祝金
産後ケア事業
妊産婦検診料助成事業
小児等任意予防接種費用助成
小・中学校入学支援運動着支給事業
妊産婦医療費助成制度
塙町産後ケア支援
ひとり親家庭医療費助成
多子世帯保育料軽減事業
乳幼児子育て用品支援事業
塙町出産祝い品
出産祝い金（商品券）給付事業
乳幼児紙おむつ支給事業
奨学・就学基金制度
奨学基金制度
小・中スクールバス運行

農業
水田利活用促進事業交付金

住宅支援
太陽光発電設置費用補助

その他
中島村結婚新生活支援事業補助金

農地流動化推進助成金

空き店舗対策事業補助金

農業次世代人材投資資金事業

定住促進住宅

地域おこし協力隊の募集

農業中間管理事業
堆肥活用事業
水田農業構造改革対策事業
集落営農推進事業
鳥獣被害対策事業

若者定住支援助成事業
町営住宅入居待機者家賃補助
太陽光発電設置費用補助

棚倉町ひとり親高等職業訓練促進給付
金等事業（県に上乗せ）
棚倉町自立支援教育訓練給付金（県に
上乗せ）
無料職業紹介所
地域おこし協力隊の募集
商店等改良支援事業補助金
無料職業相談所
矢祭未来想成アカデミー起業支援
地域おこし協力隊の募集

地域おこし協力隊の募集

棚倉町空き家情報
定住促進空き家改修補助金（県に上乗せ）
子育て世代定住促進新築住宅補助
浄化槽設置補助金
太陽光発電設置補助金
定住促進空き家取得補助金（県に上乗せ）
行政分譲地（矢祭つつじヶ丘ニュータウン）
子育て世代定住支援事業
二・三世代同居支援事業
太陽光発電設置補助金

結婚新生活支援補助金事業

定住促進住宅（ H３０年度より）
住宅リフォーム補助
太陽光発電設置補助金
子育て・若者定住促進住宅分譲地（さくらタウ
ン末広）
塙町空き家バンク

塙町結婚祝い金

定住促進住宅
浄化槽設置補助
分譲地販売促進事業

農業体験交流

矢祭町結婚祝い金
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【子育て支援①】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称
児童手当

国

幼児教育・保育の無償化
特定不妊治療助成事業

福島県 子どもの医療費助成
ひとり親家庭医療費助成事業
母子・父子寡婦福祉資金貸付制度
多子世帯保育料軽減事業
子育て支援アプリ・ガイド本
白河市 白河っ子応援事業（すこやか相談会）
白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券支給事業
就学援助制度
白河市奨学資金
特定不妊治療（上乗せ）
妊婦健診受診公費負担
ひとり親医療費助成
西郷村 準要保護児童生徒援助金
乳幼児・児童医療補助
妊産婦医療助成
こんにちは赤ちゃん訪問
人材育成基金奨学資金
特定不妊治療（上乗せ）
妊婦健診受診公費負担
第３子以降出産祝い金
幼稚園（バス・給食費）無料
泉崎村 保育所（保育料）第２子以降無料但し所得制限
あり
小中学校給食費の無料化
ランドセルの無料贈呈
ひとり親医療費助成
奨学金制度（村）
小・中学生対象土曜学習プチスクール（無料）

詳細
中学卒業まで（ 15歳の誕生日後の最初の 3月31日まで）の児童を養育している方に
手当を支給
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全ての子供たちの
利用料が無償化
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成
県内全域で 18歳以下の医療費を無料化
対象者が医療機関の窓口で支払った医療費について、同一受診月に１ ,０００円を超
えた場合に、その１ ,０００円を超えた金額を給付
ひとり親家庭等の経済的自立とその扶養する児童（子）の福祉の増進を図るため、
目的に応じて、原則無利子で資金を貸付
１８歳未満の子どもが２人以上いる世帯の保育施設及び幼稚園に係る第２子の保
育料を半額とし、第３子以降の保育料を無料とする。
子育てを支援するアプリ「ぽっかぽか」を運用
すこやか相談会、フォローアップ訪問など各種子育て支援を実施
保護者の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるよう、おむつなどの購入
に使用できるクーポン券を支給します。
経済的な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方に、お子さん
が安心して就学できるよう学校で必要な経費の一部を援助
経済的な理由により修学が困難と認められる学生及び生徒に対して（給付・貸付）
特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費の一部を
助成
妊婦健康診査等および新生児聴覚検査にかかる費用の一部を助成
村内に住所のあるひとり親家庭の親と児童及び父母のいない児童が病気で治療を
受けたときに医療費の一部を助成
経済的な利用で義務教育への就学が困難な場合は経費の一部を支給
病院・薬局などの医療費自己負担分を助成
村内の妊娠５ヶ月から出産の翌月までの妊産婦にかかる医療費（保険診療）を助成
生後4か月までに西郷村全世帯の赤ちゃんのご家庭を訪問
高校及び大学進学時の入学一時金を貸与（高校等 30万円・大学等 50万円を上限）
特定不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成（１
回につき１５万通算６回まで）
妊産婦健康診査の費用を費用を１５回まで助成する 平成２６年度から産後 1ヶ月健
診の費用も助成対象
第３子以降のお子様を出産された方に出産祝い金（商品券）を贈呈（第３子１０万円
・第４子３０万円・第５子５０万円）
幼稚園：バス・給食費無料。
保育所：保育料第２子以降無料（ただし、所得制限あり）
令和２年１月より、小中学校の給食費を無料化（条件あり）
入学祝いとして新１年生全員にランドセルを贈呈している（デザイン選択可能）
ひとり親家庭のうち所得の低い家庭家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部
を助成
高校及び大学に在学・進学する学生へ奨学金を貸与（申込期間あり）
学習塾講師や教職員による習熟度別の学習会を無料で開催

連絡先
厚生労働省
内閣府
県南保健福祉事務所 児童家庭支援
チーム
児童家庭課 家庭・給付担当
児童家庭課 家庭・給付担当
（窓口は各市町村）
保健福祉部 こども支援課 支援係

０２４８－７５－７８１０

保健福祉部 こども育成課 保育係

０２４８－２２－１１１１

保健福祉部 こども支援課
保健福祉部 こども支援課
保健福祉部 こども支援課

０２４８－２２－１１１１
０２４８－２２－１１１１
０２４８－２２－１１１１

教育委員会教育総務課

０２４８－２２－１１１１

教育委員会教育総務課
健康推進課

０２４８－２２－１１１１
０２４８－２５－１１１５

福祉課（子育て支援センター）
福祉課（子育て支援センター）

０２４８－２５－４５１７
０２４８－２５－４５１７

学校教育課
福祉課
福祉課
健康推進課
生涯学習課
住民福祉課 保健福祉総合センター

０２４８－２５－２３７０
０２４８－２５－１５０９
０２４８－２５－１５０９
０２４８－２５－１１１５
０２４８－２５－２３７１
０２４８－５４－１３３５

住民福祉課 保健福祉総合センター

０２４８－５４－１３３５

住民福祉課 住民係

０２４８－５４－１３３３

教育課 学校教育係

０２４８－５４－１５３３

教育課 学校教育係
教育課 学校教育係
住民福祉課 福祉係

０２４８－５４－１５３３
０２４８－５４－１５３３
０２４８－５４－１３３３

教育課 学校教育係
教育課 学校教育係

０２４８－５４－１５３３
０２４８－５４－１５３３

０２４－５２１－７１７６
０２４－５２１－７１７６
０２４８－２２－１１１１

【子育て支援②】 ※制度によっては、申込期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称
幼稚園保育園・保育料・給食費無料化
放課後児童クラブ（送迎有）
特定不妊治療助成

中島村
ひとり親家庭医療費助成
乳幼児健康相談
乳幼児歯科クリニック
予防接種等助成
不妊治療・不育症治療助成（県に上乗せ）
未熟児医療費給付金助成
子育て支援室
矢吹町 第１子出産祝い品
第２子以降出産祝い金
矢吹町子育て世代包括支援センター
奨学資金
特定不妊治療費助成（県に上乗せ）
生後１ヶ月児健診費用の助成
すこやか赤ちゃん応援券支給事業
棚倉町 産後ケア事業
多子世帯保育料軽減事業
ファミリーサポート利用助成事業
特定不妊治療（県に上乗せ）
すこやか赤ちゃん誕生祝金
産後ケア事業
矢祭町
妊産婦検診料助成事業
小児等任意予防接種費用助成
小・中学校入学支援運動着支給事業

詳細
幼稚園【預かり保育料・一時預かり・給食費】 保育園【保育料】 無料化※事前申請
必要
学校へ送迎バスを出し、児童館にて放課後児童クラブを開設
特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費の一部を
助成
ひとり親家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部の助成する
9～10ヵ月児、2歳児の健康相談を実施
幼児教室、親子歯磨き教室等を実施
各種定期外予防接種の助成
平成28年度から特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の
一部を助成する
指定医療機関において入院治療を受ける場合に必要な医療費を給付する
「認定こども園ポプラの木」「認定こども園 野のはな」未就園児対象・保護者同士情
報交換の場
平成２９年４月１日生まれ以降のお子様を対象に、出産祝品を支給
平成２３年４月１日以降第２子以上の子を出産し対象児を含む２人以上の子 対象
児１人につき５万円給付
保健師などが、妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談に対応するほか、各種
サービスの情報提供をおこなう
町内の学生で経済的理由により就学困難と認められる者に無利子で貸与する制度
特定不妊治療の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成する
生後1ヶ月健康診査における健診費用を助成 上限額 ５０００円
子ども１人につき月額２５００円分「すこやか赤ちゃん応援券」を２歳になる前の月ま
で支給する
出産後育児支援を特に要する母子に対して心身への援助や育児のサポートを行い
産後のサポートを支援する
市町村民税非課税世帯や一定の条件を満たすひとり親世帯等の保育園の利用料
について、第２子以降を無償。それら以外の世帯については、第２子以降が 1/3、第
３子以降無償。
育児の相互援助活動であるファミリーサポート利用料の半額を助成
医療保険が適用されず高額の治療費がかかる夫婦間の特定不妊治療に要する費
用の一部を助成
誕生祝い金（第１子～第５子まで支給）：健全育成奨励金 （２歳～１１歳まで）
出産後育児支援を特に要する母子に対して心身への援助や育児のサポートを行い
産後のサポートを支援する
妊婦健診（無制限）、妊婦歯科検診（ 1回）、産婦健診（ 1回）の費用を助成
平成２８年４月１日から予防接種費用の一部を助成（上限：おたふくかぜ３０００円・イ
ンフルエンザ２０００～４０００円）
小学校、中学校入学時に運動着を支給

連絡先
幼稚園
保育園
児童館
保健福祉課

０２４８－５２－３１９０
０２４８－５２－３９１０
０２４８－５２－２２６６
０２４８－５２－２１７４

保健福祉課 住民福祉係
保健福祉課
保健福祉課
保健福祉課
子育て支援課

０２４８－５２－２１７４
０２４８－５２－２１７４
０２４８－５２－２１７４
０２４８－５２－２１７４
０２４８－４２－２２３０

子育て支援課
認定こども園ポプラの木
認定こども園野のはな
子育て支援課
子育て支援課

０２４８－４２－２２３０
０２４８－２９－８００６
０２４８ー４２ー４９３８
０２４８－４２－２２３０
０２４８－４２－２２３０

子育て支援課

０２４８－４２－２２３０

教育振興課
健康福祉課
健康福祉課
健康福祉課

健康づくり係
健康づくり係
健康づくり係

０２４８－４４－４４００
０２４７－３３－７８０１
０２４７－３３－７８０１
０２４７－３３－７８０１

健康福祉課

健康づくり係

０２４７－３３－７８０１

子ども教育課 子ども係

０２４７－３３－７８ 8１

子どもセンター
町民福祉課 健康グループ

０２４７－５７－５３１０
０２４７－４６－４５７３

町民福祉課 福祉グループ
町民福祉課 保健師

０２４７－４６－４５７３
０２４７－４６－２０９７

町民福祉課 保健師
町民福祉課 健康グループ

０２４７－４６－２０９７
０２４７－４６－４５７３

教育課 学校教育グループ

０２４７－４６－４５８０

【子育て支援③】 ※制度によっては、申込期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

塙町

名称
妊産婦医療費助成制度
塙町誕生祝い品
塙町産後ケア支援
ひとり親家庭医療費助成
多子世帯保育料軽減事業
乳幼児子育て用品支援事業
出産祝い金（商品券）給付事業
乳幼児紙おむつ支給事業
奨学・就学基金制度

鮫川村

奨学基金制度
小・中スクールバス運行

詳細
妊娠５ヶ月から出産月の翌月まで妊産婦の保険診療に対し医療費の助成を行う
出生児（1歳未満）へオリジナル積み木を贈呈
塙町に住所を有する産後原則６ケ月以内の産婦（育児指導・疲労回復ケア・母乳ケ
ア・授乳指導）
ひとり親家庭及び父母のいない児童に対し医療費の一部を助成する（※自己負担
額を合算して助成）
一定条件を満たす 2歳児未満の第 3子について、保育料の一部を軽減
2歳児未満の乳幼児保護者が購入するおむつ用品、授乳関連用品の購入費につい
て月額2,500円の補助を行う
誕生祝金 5万円分の商品券（村商店の加盟店で使用可）を支給
0歳から2歳到達の前月までの乳幼児に対し、紙おむつ購入費の支給を行なう。 月
5,000円（村商店で使用可）を支給
経済的理由によって小中学校への就学が難しい児童生徒のために学校の一部を援
助する就学援助制度
対象：高等学校・専修学校～その他の教育機関 貸与：２００００円～高等学校また
は大学に準じた額を貸与
小学校・中学校の９０％利用１日３便を６台７路線で運行し遠距離通学の児童・生徒
の通学条件を緩和する

連絡先
健康福祉課 健康推進係
健康福祉課 健康福祉係
健康福祉課 健康推進係

０２４７－４３－２１１５
０２４７－４３－２１１５
０２４７－４３－２１１５

健康福祉課 健康推進係

０２４７－４３－２１１５

健康福祉課 健康推進係
健康福祉課 健康推進係

０２４７－４３－２１１６
０２４７－４３－２１１７

住民福祉課 福祉係
住民福祉課 福祉係

０２４７－４９－３１１２
０２４７－４９－３１１２

教育課・教育総務係

０２４７－４９－３１５１

教育課・教育総務係

０２４７－４９－３１５１

教育課・教育総務係

０２４７－４９－３１５２

3

【就業、就職、起業支援①】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

分類

国

農業

名称

詳細

農業次世代人材投資金（準備型）

就業
起業

福島県

45歳未満の就農希望者に対し、就農前の研修を後押しするため、資金を年間 150
万円を最長 2年間交付
45歳未満で独立・自営就農する認定新規農業者に対し、資金を年間最大 150万円
を最長5年間交付
東京２３区に５年以上在住または通勤している方が、福島県内の市町村へ移住し、
「Ｆターンサイト」に求人情報を掲載する対象企業等に就業した場合に、国・福島県・
市町村が共同で移住支援金を給付する
インターンシップ促進学生支援事業助 福島県県南地方に所在する事業所等でインターンシップを実施する県外の学生を
成金（県南地域）
対象に宿泊費等の一部を助成（上限５万円まで）
ワンストップ支援体制 福島県よろず 中小企業・小規模事業者、 NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等の困難な経
支援拠点
営課題を解決するために、中小企業支援に優れた能力・実績等を有するコー ディ
ネーターが、専門的な助言や専門家の紹介等を行う
スタートアップふくしま創造事業
起業前から起業後にわたり、各段階に応じた支援メニューを準備するとともに、県
内一体的な支援体制を整備することにより、起業の活性化と着実な成長を促進す
る。（県内創業者に対する初期費用補助（最大 100万円）等）
産業人材確保のための奨学金返済支 成長産業（エネルギー・医療・ロボット）等の県内事業所に就職し、一定期間在職し
援事業
たものに対し、奨学金返済支援
女性・若者向け創業補助金（ 2019．07 女性や若者が起業するにあたって最大２００万円（補助率４／５以内）を補助
募集締め切り）
農商工連携ファンド
農商工連携による新商品の開発・技術開発・販路開拓等に係る経費を５分の４まで
助成
農業次世代人材投資金（経営開始
型）
移住支援金給付事業

医業承継支援事業
福島県高等職業訓練促進給付金等
事業（ひとり親）
福島県自立支援教育訓練給付金（ひ
とり親）
農業体験・農業研修
ふくしまの次代を担う多様な担い手確
保支援事業
農業
ふくしま農業女子ネットワーク
青年農業者育成資金（貸付）

県外の承継希望医と、後継者不在の開業医のマッチングを支援する等により、地
域医療や在宅医療の重要な担い手である診療所の医師を確保する。
母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得
を目的とし１年以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給
雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役
立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成
就農に関する専門的な知識について、福島県農業総合センター農業短期大学校
（矢吹町）で研修可能（就農研修初級・長期就農研修・就農研修中級等あり）
本県の主要な産業であり、地域社会に欠かせない産業である農業の成長産業化を
図るため、地域の特色や急速に増加する農業法人など経営体個々に応じた新規就
農者確保及び就農後間もない農業者等の育成を行う。
女性農業者相互の交流・連携を促進し、企業等と連携した女性視点による新たな 6
次化商品開発等を促進する
これからの本県農業を担う青年農業者に対して最大５００万円（無利子）の貸付を
行う

連絡先
県農業振興公社青年農業者育 ０２４－５２１－９８４８
成センター
県農業振興公社青年農業者育 ０２４－５２１－９８４８
成センター
県庁企画調整部 地域振興課 ０２４－５２１－８０２３
（一社）産業サポート白河

０２４８－２１－７３６１

福島県よろず支援拠点

０２４－９５４－４１６１

県庁商工労働部 産業創出課

０２４－５２１－７３８３

県庁商工労働部 商工総務課

０２４－５２１－７２７０

県庁商工労働部 産業創出課

０２４－５２１－７３８３

公益財団法人福島県産業振興 ０２４－５２５－４０３５
センター 経営支援部経営支
援課
保健福祉部 地域医療課
０２４－５２１－７２２１
県庁こども未来局児童家庭課

０２４－５２１－７１７６

県庁こども未来局児童家庭課

０２４－５２１－７１７６

農業短期大学校 研修部

０２４８－４２－４１１４

株式会社ワールドネクスト福島 ０１２０－０３－０６５２
県庁農林水産部 農業担い手
課
県庁農林水産部 農業経済課

０２４－５２１－７３４０
０２４－５２１－７３４９

【就業、就職、起業支援②】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

分類

名称
空き家店舗対策支援事業（商工会）

０２４８－２３－３１０１

産業部商工課

０２４８－２２－１１１１

産業サポート白河

０２４８－２１－７３６１

地域おこし協力隊募集

創業のためのワーキングスペースの貸し出し（広さ１９ｍ２、賃料月額２５，５００
円）。本格創業に向け、産業サポート白河のインキュベーションマネジャーが伴走で
支援
一定期間、地域に居住して、地場商品の開発・ PR、農林業への従事、住民の生活
支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図り、地域
の充実・強化を目指す。

市長公室企画政策課

０２４８－２２－１１１１

特定創業支援事業

市内で新たに事業を開始する方の相談・経営診断・各種情報提供の支援

産業部商工課

０２４８－２２－１１１１

ふるさとビジネス創業支援事業

新たな需要、将来定な成長、地域への貢献が見込める事業を対象に、地域経済を
活性化する起業・創業へ補助

産業部商工課

０２４８－２２－１１１１

創業支援セミナー

創業に役立つ経営、人材育成、販路開拓、財務等総合的に学べるセミナー

産業サポート白河

０２４８－２１－７３６１

創業資金融資制度

新たな事業を実施する方への融資（運転資金、設備資金、運転資金５００万円（上
限）、設備資金１，０００万円（上限）（併用可）

産業部商工課

０２４８－２２－１１１１

農業中間管理事業

農地中間管理機構（公益財団法人福島県農業振興公社）が、地域内の分散した農
用地等を借り受け、担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮して、長期間
貸し付ける事業
農畜産物の産地化・新たな商品開発・販路の拡大に向けた取り組みに補助

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

農業次世代人材投資資金事業

農業の担い手を確保するため、４５歳未満の独立・自営就農者に補助金１５０万円
（夫婦で就農する場合にあっては、２２５万円）を支給する（所得制限あり）

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

がんばる農業後継者 奨励金

専業的に農業に従事しており当該年度内に就農２年を経過し３年目にある農業者
の内、引続き農業を続けることが明確である者１人当たり５万円交付

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

かんばる新規就農者支援事業

交付対象者 1人（夫婦で青年等就農給付金の給付を受けている者にあっては 1組）
につき、150万円の補助

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

人・農地相談センター

市内の農業従事者、白河市内での就農を希望する者、相談に専門指導員が応じる

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

しらかわ農業未来塾の活動支援

市内の新規就農者で満 45歳未満である者で構成され、青年就農者を対象とした経
営に関する学習会、先進農業施設・先輩農家への視察研修など随時実施

農政課・農業振興係

０２４８－２２－１１１１

西郷村若者定住・雇用促進事業（奨
学金返還支援事業）

村内に定住し、村内事業所への就職者等（農業者、自営業者等も含む）を対象とし
て奨学金変換支援を行う

産業振興課

０２４８－２５－１１１６

西郷村中小企業経営合理化資金

村内で事業を営む中小企業を対象として企業体質の強化および経営の安定を目
的とした融資を行う（運転資金・設備資金１０００万円（上限））

産業振興課

０２４８－２５－１１１６

西郷村チャレンジショップ

新白河駅・高原口駅前広場の活性化を図るため新規商売・事業拡充・試行販売を
計画している方を募集

建設課

０２４８－２５－１１１７

無料職業紹介所

求人・求職の紹介を行う「いずみざき無料職業紹介所」を開設

事業課 産業係

０２４８－５３－２４３０

起業支援室

白河市

アグリビジネス連携事業補助金

農業

西郷村

泉崎村

就業
起業

就業
起業

連絡先
白河市商工会議所

Uターン就職活動交通費補助

就業
起業

詳細
中心市街地内において、商店街の集客力や魅力の向上による賑わいの創出を図
るため、商店街の空き店舗を新規店舗等として活用する場合に賃借料を補助す
る。
○新規創業者
・上限月額 j２５万円
・補助率 １年目 10/12 ２年目7/12 ３年目4/12 ４年目2/12 ５年目2/12
○一般
・上限月額２０万円
・補助率 １年目 8/12 ２年目6/12 ３年目4/12
UIJターンの就職活動者への採用面談に係る交通費などを補助（上限１万円）し、地
元企業の就労人材確保と定住の促進を図る

【就業、就職、起業支援③】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

分類

中島村

農業

就業
起業

矢吹町

名称

矢祭町

塙町

就業
起業

就業
起業

農業

連絡先

米、麦、大豆への転作について補助交付

企画振興課

０２４８-５２-３４８７

農地流動化推進助成金

担い手へ農地の流動化による貸出をした者へ交付

企画振興課

０２４８-５２-３４８７

空き店舗対策事業補助金

町内中心市街地活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始す
る方に対し、補助金を交付する。

産業振興課 商工・ＰＲ係

０２４８－４２－２１１５

地域おこし協力隊の募集

一定期間、地域に居住して、地場商品の開発・ PR、農林業への従事、住民の生活
支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図り、地域
の充実・強化を目指す。現在、フリーミッション型を１名募集中。

産業振興課 商工・ＰＲ係

０２４８－４２－２１１５

農業中間管理事業

農地中間管理機構（公益財団法人福島県農業振興公社）が、地域内の分散した農
用地等を借り受け、担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮して、長期間
貸し付ける事業

産業振興課 農政係

０２４８－４２－２１１５

堆肥活用事業

町内の畜産農家が生産する堆肥の利用を促進し、農薬等の使用回数減を目指す
環境保全型農業を推進するため、町内の畜産農家から堆肥を購入して利用する農
業者に対し補助を行う（ 1t当たり1,000円）

産業振興課 農政係

０２４８－４２－２１１５

水田農業構造改革対策事業

主食用米の過剰作付けを防ぐため、経営所得安定対策に加入し新規需要米（飼料
用米・ＷＣＳ・備蓄米）やハトムギに取り組んだ農家へ助成を行う。

産業振興課 農政係

０２４８－４２－２１１５

鳥獣被害対策事業

産業振興課 農政係

０２４８－４２－２１１５

産業振興課 農政係

０２４８－４２－２１１５

棚倉町ひとり親家庭高等職業訓練促
進事業補助金事業（県に上乗せ）

①イノシシ等による農作物被害を防ぐため、電気柵購入に対して助成を行い、農作
物の被害対策を図る（購入費用額 30,000円以上で 1/2の額）
②農作物被害防止を図るため、鳥獣捕獲の罠免許資格取得のために必要な受講
料金、試験料金、診断書料金の助成を行う（ 1人当たり16,000円）
農業者の高齢化が進み農業者が減少する中で、地域農業を担うために、農業者が
集落営農等目指す団体に対し、準備経費の一部を支援する（定額 200,000円）。
母子家庭・父子家庭の高等職業訓練の養成機関に関する修学費用の一部を補助
（受講費用の一部２０％）

健康福祉課 福祉係

０２４７－４３－２１１７

棚倉町ひとり親家庭自立支援教育訓
練給付金事業（県に上乗せ）

指定教育訓練講座を受講費用の一部を、福島県自立支援教育訓練給付金事業に
上乗せする形で補助（受講費用の一部２０％）

健康福祉課 福祉係

０２４７－３３－２１１７

無料職業紹介所

求人・求職の紹介を行う「棚倉町無料職業紹介所」を開設

産業振興課 商工係

０２４７－３３－２１１３

地域おこし協力隊の募集

図書館を核にした地域おこしや、レジャー施設での地域活性化といった各分野での
地域おこし協力隊を募集

地域創生課 企画調整係

０２４７－３３－２１１２

商店等改良支援事業補助金

町内施工業者により商店街の改良を行う事業主に対し補助金を交付

事業課 産業グループ

０２４７－４６－４５７６

無料職業相談所

求人・求職の紹介を行う「矢祭町無料紹介所」を開設

矢祭町無料紹介所

０２４７－４６－４５７６

矢祭未来想成アカデミー起業支援

創業・起業希望者を支援、受講生に実践的な創業カリキュラムを提供

０２４７－４６－４５７９

地域おこし協力隊の募集

町内の３地区に新たにゲストハウスをオープンし、運営する

地域おこし協力隊の募集

町の花ダリアを活用した地域活性化栽培技術や知識を習得しその後は新規就農
可能（ダリア栽培）

自立総務課 企画財政グルー
プ
自立総務課 企画財政グルー
プ
まち振興課 地域づくり課

集落営農推進事業

棚倉町

詳細

水田利活用促進事業交付金

０２４７－４６－４５７９
０２４７－４３－２１１２

鮫川村

4

【住宅支援①】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称

連絡先

県外からの定住等を促進するため、空き家の改修費用の一部を補助金（最大補助金
額：250万円）

県南建設事務所 建築住宅課 ０２４８－２３－１６３６

ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業

県産木材を使用して木造住宅の建設を行う建築主に対し、県産の農林水産品等と交換
可能なポイントを交付

福島県森林協同組合連合会

木造住宅耐震化支援事業

【耐震診断】耐震診断に要する費用の一部を補助。１戸当たり１５万４千円（上限）
【耐震改修】住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助
一般改修 : 工事費の 1／2かつ最大 100万円
段階改修 : 工事費の 1／2かつ最大 60万円（簡易改修・部分改修）

県南建設事務所 建築住宅課 ０２４８－２３－１６３６

福島県 来てふくしま住宅取得支援事業

０２４－５２３－３３０７

良質な住宅の取得に対して、市町村ともに助成金を交付
※県の補助基本額最大７０万円（市町村補助額以上）＋県の地域活性化加算額最高
３０万円

建築指導部

福島県多世代同居・近居推進事業

県内で新たに多世代で同居・近居を始めるために住宅取得等を行った方を対象に補助
金を交付（最大額 110万円）

県南建設事務所 建築住宅課 ０２４８－２３－１６３６

三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産取得
税の特例措置

平成２９年度から不動産を取得した県内の三世代以上の方が同居又は近居する住宅
を取得した場合、住宅に係る不動産取得税の一部を軽減

県南地方振興局 県税部

福島県省エネルギー住宅改修補助事業

県内既存戸建住宅の断熱改修に係る経費の 1/2又は120万円のいずれか低い額を補
助
売払い又は賃貸を希望する空家の所有者と買取り又は賃借し、定住、二地域居住又は
公共に資する事業を希望する利用者をマッチングさせる。

県南建設事務所 建築住宅課 ０２４８－２３－１６３６
建設部まちづくり推進課

０２４８－２２－１１１１

第２白鳥ニュータウン及び田園町布ニュータウンにおいて、行政分譲地を販売してい
る。
市内の行政分譲地を購入後、１年以内に住宅を新築するための契約を締結した場合
に、上限４００万円（市内建築業者の本店が本市にある場合、さらに５０万円加算）まで
助成
市が定める対象区域内に新たにお住まいになる子育て世代の家賃の一部を補助

市長公室企画政策課

０２４８－２２－１１１１

市長公室企画政策課

０２４８－２２－１１１１

建設部まちづくり推進課

０２４８ー２２－１１１１

三世代同居・近居支援事業

三世代同居・近居のために行う住宅を取得もしくは住宅の増改築リフォームに対し、そ
の費用の１／２以内もしくは最大６０万円の補助

建設部建築住宅課

０２４８－２２－１１１１

来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金

「県外から市内へ」「市外から市内へ」移住するために住宅を取得した場合、取得費用
の一部を助成します。補助金の額は、住宅取得に係る経費の 2分の1を乗じ得た額と、
基本額と加算額の合計のいずれか低い額。

建設部建築住宅課

０２４８－２２－１１１１

白河市新婚生活スタート応援事業補助金

結婚に伴う新婚生活のスタートアップに係る経費（住宅取得、家賃、敷金、礼金、共益
費、仲介手数料及び引越費用）の一部を補助します。

建設部建築住宅課

０２４８－２２－１１１１

太陽光発電設置費用補助

居住する住宅又は新築住宅に太陽光発電を設置する際、 1kw当たり1.5万円（市外業
者にあっては１万円）を上限 6万円（市外業者にあっては 4万円）まで交付する。

産業部商工課

０２４８－２２－１１１１

定住促進住宅

子安森宿舎：家賃 27,000～33,000円 ２棟８０戸
川谷宿舎：家賃 20,000～24,000円

建設課

０２４８－２５－１１１７

行政分譲地（羽太グリーンタウン）

総区画数１８７区画 上下水道ガス菅完備 東北新幹線新白河駅から 5.6km、東北自
動車道白河 ICから7ｋｍ

建設課

０２４８－２５－１１１７

６５歳以上の高齢者または 40歳以上６５歳未満の介護認定を受けている者で、バリアフ
リー化に対する住宅改修の経費の１０分の９または１０分の８を助成。（経費の限度額
は２０万円）

健康推進課

０２４８－２５－３９０９

令和元年４月１日より順次受付 住宅用太陽光システムを設置する方に対して予算内
で補助
1kw当たり２万円（上限８万円）を交付

環境保全課

０２４８－２５－２１９７

空き家バンク事業
行政分譲地（第２白鳥・田園調布）
白河市行政分譲地建築助成金
子育て世代賃貸住宅家賃補助
白河市

詳細

福島県空き家・ふるさと復興支援事業

西郷村 高齢者にやさしい住まいづくり助成

住宅用太陽光発電設置費用補助

０２４－５２１－７５２８

０２４８－２３－１５１７

公式HPなし

【住宅支援②】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称

詳細

連絡先

定住促進住宅

間取り：３ LDK 木造平屋建（駐車場２台分）
入居期間が２０年を経過した後、引き続き入居を希望する場合は譲渡金５０万円で譲り
受けることができる。

事業課 産業グループ

０２４８－５３－２４３０

行政分譲地（天王台ニュータウン、都橋住宅団
地）
太陽光発電設置費用補助

天王台ニュータウン全１９８区画、都橋住宅団地全 12区画 各種奨励金制度あり

事業課 産業グループ

０２４８－５３－２４３０

新エネルギーの有効活用を促進し住宅用太陽光発電システムの設置者に対して補助
金を交付
介護予防のための住宅改修に対し、住宅改修費用の 1割（最大18万円を限度）を補助

総務課 企画財政グループ

０２４８－５３－２４０９

住民福祉課 福祉グループ

０２４８－５４－１３３３

高齢者にやさしい住まいづくり助成

天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地又は分譲地購入予定の方対象
健康増進奨励金

ゴルフ会員権相当額３０万円を限度に交付

事業課 産業係

０２４８－５３－２４３０

ゆとり買い増し奨励金

事業課 産業係
① 村の分譲地を購入した方及び購入した方の 2親等以内で追加購入した方に対し、
300㎡未満の土地については土地代金の 25%、300㎡以上の区画については土地代
金の30%を300万円限度に交付
② 平成21年1月1日以降に２区画以上購入した方に対し、２区画目から、 300㎡未満の
土地については土地代金の 25%、300㎡以上の区画については、土地代金の 30%を
300万円限度に交付

０２４８－５３－２４３０

ゆったり通勤奨励金

３００㎡以上分譲地を購入のうえ住宅を建築移住し鉄道利用の通勤場合・定期代全額
もしくは３００万円限度に交付

事業課 産業係

０２４８－５３－２４３０

安心保障しっかり奨励金
愛郷移住特別支援金

村内建築業者と契約し住宅を建築した方・１坪当たり１万円を４０万円を限度に交付
事業課 産業係
村から分譲地を購入し原則 5年以内に住宅建築に着手する方に対し、土地代金の 20％ 事業課 産業係
を200万円を上限に交付

０２４８－５３－２４３０
０２４８－５３－２４３０

住宅ローンスーパーサポート１２３奨励金

購入した土地及び建物に２５年以上のローンを設定した方・年利１．２３％利子相当分
３００万円限度に一括交付

事業課 産業係

０２４８－５３－２４３０

泉崎村分譲地見学半額助成制度

村が分譲している「天王台ニュータウン」及び「都橋住宅団地」の現地見学に鉄道利用
で福島県外から訪れる方を対象に交通費の 50％最大2万円を助成

事業課 産業係

０２４８－５３－２４３０

定住化促進住宅

間取り：全室３ DK １号棟３０戸 ２号棟３０戸 家賃２９，０００～４０，０００円（敷金あり）

都市建設課 管理係

０２４８－４２－２１１６

若者定住支援助成事業

町内に住居を所得し、条件を満たした若者夫婦に対し、住居の床面積等に応じた助成
金を交付
町営住宅の入居を待機している方・条件を満たす方について民間賃貸住宅家賃の一部
負担
太陽光発電システムを設置した方に設置費用の一部を補助

都市整備課 管理係

０２４８－４２－２１１６

都市建設課 管理係

０２４８－４２－２１１６

まちづくり推進課 環境衛生
係
地域創生課 企画調整係

０２４８－４２－２１１２

泉崎村

中島村

矢吹町
町営住宅入居待機者家賃補助
太陽光発電設置費用補助
棚倉町空き家情報

町内に空き家を所有し、賃貸または売買物件として提供を希望する所有者からの申し
込みにより物件情報を登録し、ホームページ等で公開

定住促進空き家改修補助金（県に上乗せ）

町内の空き家を改修し、自ら居住しようとする県外からの移住者に対して、リフォーム費
用（福島県空き家・ふるさと復興支援事業に該当する住宅）の一部を補助

地域創生課 企画調整係

０２４７－３３－２１１２

定住促進空き家取得補助金（県に上乗せ）

町内の空き家を取得し、自ら居住しようとする県外からの移住者に対して、取得費用
（福島県来てふくしま住宅取得支援事業に該当する住宅）の一部を補助

地域創生課 企画調整係

０２４７－３３－２１１２

子育て世代定住促進新築住宅補助

１８歳未満の子供を有する世帯または夫婦のいずれかが４５歳未満の世帯が町内に住
宅を新築する場合、固定資産税額の一部（新築軽減額）を新築から３年間補助

地域創生課 企画調整係

０２４７－３３－２１１２

浄化槽設置補助金

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽の設置者に、補助金を交付

上下水道課 下水道係

０２４７－３３－２１１９

太陽光発電設置補助金

住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、予算の範囲以内で補助金を交付

地域創生課 企画調整係

棚倉町

０２４７－３３－２１１２

０２４７－３３－２１１２

【住宅支援③】 ※制度によっては、申し込み期間が決まっているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称

連絡先

行政分譲地（矢祭つつじヶ丘ニュータウン）

全２７４区画 合併処理浄化槽について補助金あり：入居者対象・ふれあい農園にて野
菜など栽培可能

事業課 事業グループ

０２４７－４６－４５７７

子育て世代定住支援事業

子育て世帯が新築する際、延床面積 3.3平方メートル当たり 20,000円（上限100万円）
補助（施工業者が町内の場合加算あり）

事業課 事業グループ

０２４７－４６－４５７７

矢祭町 二・三世代同居支援事業

塙町

詳細

転入から3年以内の転入者が新築又は購入した住宅に対し新築又は購入後 5年度分を 自立総務課 税務グループ
固定資産税を軽減

０２４７－４６－４５７２

太陽光発電設置補助金

太陽光発電システムを設置しようとする方に最大出力１キロワット当たり４万円（上限 16 自立総務課 企画財政グ
ループ
万円）補助金を交付

０２４７－４６－４５７９

定住促進住宅（ H３０年度より）

1棟2戸（間取り３ DK）家賃39,000円～45,000円 敷金あり

まち振興課 まち管理係

０２４７－４３－２１１７

塙町住宅取得支援事業補助金

福島県外から塙町内へ移住するため、新たに住宅（新築又は中古住宅）を取得する 2人 まち整備課 まち管理係
以上の世帯に対し補助金を交付
全22区画（内、令和元年 5月31日現在16区画契約済み） 1区画511万円から575万円）・ まち振興課 まち管理係
土地購入及び新築住宅建築予定者対象に補助金あり（土地購入最大 100万円、新築
住宅最大 230万円）

０２４７－４２－２１１７

空き家バンク

町内の空き家などに関する情報を収集し、活用したい方への情報提供を行う※ 10月現 まち振興課 地域づくり係
在まだ物件登録なし

０２４７－４３－２１１１

定住促進住宅

公営住宅： 間取り ３ DK ２階建て・平屋：政令月収を元に算出
定住促進住宅： 7000円～40000円

地域整備課 建設係

０２４７－４９－３１１４

分譲地販売促進事業

分譲地を購入し、住宅を新築する方に対し、補助金を交付（請負業者により、補助額変
動）
村内請負業者 : 100万円、村外請負業者 : 50万円
また、分譲地を購入し、 20年間居住した世帯に対し、分譲地取得に要した金額を奨励
金として支給。
浄化槽の新設工事を行う方に対し、補助金を交付

地域整備課 建設係

０２４７－４９－３１１４

地域整備課 環境係

０２４７－４９－３１１４

子育て・若者定住促進住宅分譲地（さくらタウン
末広）

鮫川村

浄化槽設置補助

０２４７－４３－２１１７
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【その他】 ※制度によっては、申請する期間が定められているものがあります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
担当

名称
移住希望者支援交通費補助金

県

白河市

詳細

連絡先

20歳以上の首都圏在住で、近い将来福島県への移住を希望検討している方が、福島
県を訪問して現地調査等行った場合に、交通費の半額を補助

県庁企画調整部 地域振興課

０２４－５２１－８０２３

福島県東京事務所

０３－５２１５－９０５０

ふくしまチャレンジパスポート

福島県外に居住し、本県で新しいチャレンジを検討している移住希望者に対し、協賛企
業から割引等のサービスを受けられるパスポートを発行

県庁企画調整部 地域振興課

０２４－５２１－７１１４

ふくしまふるさとワーキングホリデー事業

都市部の若者等が一定期間本県に滞在し、働きながら地域との交流などを通して、福
島の暮らしを学び、体験する国内版ワーキングホリデーを実施する。

県庁企画調整部 地域振興課

０２４－５２１－７１１４

体験住宅の整備

１週間あたり 7,000円、その他飲食、寝具類、必要物品、交通等に要する経費は利用者
負担、原則１週間以上１ヶ月以内

市長公室 企画政策課

０２４８－２２－１１１１

定住促進パンフレットの作成

子育て、就業、教育、住まいなどの移住に関する必要な情報を移住検討者にＰＲするた
め、パンフレットを作成

市長公室 企画政策課

０２４８－２２－１１１１

中島村結婚新生活支援事業補助金

経済的理由で結婚に踏み出せない方を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に支援

企画振興課

０２４８－５２－２１１３

結婚新生活支援補助金事業

一定の条件を満たす新婚世帯に対し、結婚を機に町内の住宅を取得する費用や取得
賃貸物件を賃借する費用、引越しの費用の一部（上限２４万円）を補助

地域創生課 企画調整係

０２４７－３３－２１１２

矢祭町結婚祝い金

婚姻1年目、3年目に各 10万円支給

自立総務課 企画財政グループ

０２４７－４６－４５７９

塙町結婚祝い金

婚姻届提出にあたり１組につき１０万円の祝い金

まち振興課 地域づくり係

０２４７－４３－２１１２

農業体験交流

あぶくまNSネットが主催「ぽんた山元気楽校」

あぶくまNSネット

０２４７－４８－２５０８

西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
棚倉町
矢祭町
塙町
鮫川村

ＵＲＬなし
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