
基礎情報 市町村の特色 出産・育児の支援・サービス 教育について 医療について 被災者支援

市町村名 市町村独特の取り組みや
特色

妊婦健診に対する独自の
助成・支援・サービス

その他、独自の助成制度 公立保育所数（0歳
児保育有）、私立保育
所数（0歳児保育有）、
保育所入所待機児
童数

公立幼稚園
数、私立幼
稚園数、高
校数

支援・サービス その他、独自の助
成制度

病院施設数と医療に関
する市町村独自の助成
制度

窓口／課名
電話番号

支援・サービス その他、独自の制度

岡山市
おかやまし
岡山市北区大供1-1-1
086-803-1000

庁内に「移住・定住支援
室」を設置するとともに、
民間の移住者支援団体や
不動産業界団体、転職支
援業界団体と連携した「岡
山市移住・定住支援協議
会」を組織し、移住希望者
に対し、官民協働でワンス
トップでの支援を実施。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●出産費用助成●赤
ちゃん訪問事業

●岡山ファミリー・サポート・センター:育児
の応援をしてほしい方と応援したい方が相
互援助活動を行うシステム。 会員登録費、
会費は不要。 平日の午前7時～午後7時ま
で1時間700円。土日祝、平日の上記以外の
時間での利用1時間900円。詳細は要問合
●シルバー世代産前産後応援事業:60歳以上の
シルバー世代が、妊娠中や産後のお母さんの家
事や育児をサポート。1時間500円ほか詳細は
要問合●病児・病後児保育事業●認可外保
育園補助

（公保）53（53）、（私保）
66（66）

（公幼）6 8、
（私幼）15、
（高）28

●私立幼稚園補助金
〈入園料〉〈保育料〉
※支援は市民税の所
得割の金額と小学校
3年生までの子どもの
人数による●小学生
就学援助●中学生就
学援助※所得制限あ
り

54施設●子ども医療費
助成制度:入院は中学3
年まで、通院は就学前
まで。自己負担なし●ひ
とり親家庭等医療費助
成制度：一部負担金・所
得制限有り●心身障害
者医療費助成制度 :身
障手帳1～3級、重度知
的障害者、一部負担金・
所得制限有り※詳細は
医療助成課医療助成係
（086-803-1219）

消防局
危機管理課
086-803-1358

●公営住宅の一時入居:（証）●公立幼稚園
の授業料免除:（証）（自）●公立小中学校
の就学援助:（証）●母子家庭の母子生活支
援施設への入所サポート:（証）（自）●保育
料の免除:（証）（自）●予防接種:（災）（証）
●国民健康保険一部負担金の減免:（警）●
介護保険サービスの利用者負担免除:（証）
●住民票の写し等証明手数料免除:（証）●
有料指定袋の送付:（全）

●新入学転入学学用品費補助:小・中学生対
象、被災地以外でも、申立書の提出で認定さ
れれば、小学校20,470円、中学校23,550円
を各1回補助●岡山後楽館高等学校就学支
援金給付:同校への新入学生対象。教科書購
入費等上限66,000円。※詳細は教育委員会
就学課（086-803-1587）●妊婦健診の受診
券交付:（災）（証）●乳幼児健診の受診券交
付、自己負担免除:（災）（証）●後期高齢者健
診の個人負担免除:（災）（証）●がん検診等
の個人負担免除:（災）（証）●納税証明書等
交付の証明手数料の免除:（証）●市税の特例
措置及び納付相談:（証）

玉野市
たまのし
玉野市宇野1-27-1
0863-32-5588

市の「空家情報」を利用し
て購入・賃貸した物件につ
いて、改修費用の1/2、上限
50万円を補助。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業

（公保）11（11）、（私保）
2（2）

（公幼）8、（私
幼）0、（高）4

●小学生就学援助●
中学生就学援助

10施設●子ども医療費
助成制度:入院・通院中
学3年まで。自己負担な
し

危機管理課
0863-32-5560 

●公立小中学校の就学援助:（証）●保育料
の免除:（自）●国民健康保険一部負担金の
減免:（警）●介護保険サービスの利用者負
担免除:（災）●物資支援:（自）●こころの相
談:（自）●法律相談:（自）●子どものメンタ
ルケアサポート:（自）

備前市
びぜんし
備前市東片上126
0869-64-3301

瀬戸内海国立公園に面し
た備前焼や閑谷学校で有
名な歴史ある文化都市。
海、里山、歴史文化と様々
な魅力を味わえる。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業
●チャイルドシート支援

●不妊・不育治療事業●マイ保育園制度:1
～4歳までが3回無料で一時保育を受けら
れる（8:30～11:00）●弱視等治療用眼鏡
等購入助成事業:9歳～15歳の児童の弱視
等の治療用眼鏡の購入額の7/10、上限3万
円●子育て応援隊登録制度:豊富な知識や
特技を持つ人材を登録。地域の子育て力向
上を図る

（公保）11（9）、（私保）1
（1）

（公幼）9、（私
幼）0、（高）2

●小学生就学援助●
中学生就学援助※所
得制限有り。生活保護
基準の1.25倍以下●
備前まなび塾:小中学
生を対象として、土曜
日や夏休み等に、教員
OBや市民の方の協力
をいただき宿題教育
や補習学習、高校受
験支援を実施

5施設●子ども医療費助
成制度:入院・通院中学3
年まで。自己負担なし

危機管理課
0869-64-1809

●公立幼稚園の授業料免除:（証）●公立小
中学校の就学援助:（証）

瀬戸内市
せとうちし
瀬戸内市邑久町尾張300-1
0869-22-1111

温暖な気候で、自然に囲ま
れた人気の移住地の一つ。
豊かな自然から採れた野
菜や瀬戸内海から水揚げ
された魚介類は新鮮かつ
安価な食材として好評。子
育て支援も充実し、安全安
心に暮らせる。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業
●チャイルドシート支援●
妊婦健診費助成と赤ちゃ
ん訪問事業

●不妊治療事業●保育園一時保育:保護者の仕
事や急な用事・病気等の事情や家庭での子育て
負担軽減等のため一時的な保育を利用。4時間
まで月額1,000円、8時間まで月額2,000円

（公保）6（4）、（私保）3
（3）

（公幼）7、（私
幼）0、（高）1

●小学生就学援助●
中学生就学援助※所
得制限有り。支給金
額に上限有り

●公立幼稚園保
育料の減免

3施設●子ども医療費助
成制度:入院・通院中学3
年まで。自己負担なし

危機管理部
危機管理課
0869-22-3904 

●公立幼稚園の授業料免除:（証）●公立小
中学校の就学援助:（証）●保育料の免除:
（災）（証）●予防接種:住民票の移動があ
れば支援の対象。ない場合、瀬戸内市と元
の市町村のどちらかが補助。任意の予防接
種は、避難者の状況と元の市町村の行政
機能の状況によって支援の範囲が異なる●
国民健康保険一部負担金の減免●こころ
の相談:瀬戸内市に居住していれば被災に
関係なく対象。要予約●健康に関する相
談:実際に瀬戸内市に居住していれば被災
に関係なく対象。要予約

赤磐市
あかいわし
赤磐市下市344
0869-55-1111

みずみずしい果実の香り、
心を癒す深緑の山々、人々
の活気あふれる笑顔のま
ち。豊かな自然や文化遺産
に恵まれ、福祉、医療、子
育て支援が充実した安心
して暮らせる。南西部の山
陽ICをはじめ、広域交通網
の整備中。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●出産費用助成●赤
ちゃん訪問事業

●不妊・不育治療事業 （公保）7（2）、（私保）10
（10）

（公幼）6、（私
幼）0、（高）1

●小学生就学援助●
中学生就学援助※生
活保護を必要とする
状態に準ずる程度に
困窮している世帯、そ
の他教育委員会が援
助を必要と認める世
帯に学用品、学校給
食費等を援助

●市立幼稚園保育
料減免制度

2施設●子ども医療費助
成制度:入院・通院中学3
年まで。自己負担なし

くらし安全課
086-955-2650

和気町
わけちょう
和気郡和気町尺所555
086-993-1121

町内全域を光ブロードバン
ドが整備されており、情報
通信に関するインフラ整備
がなされている。

●不妊・不育治療事業 （公保）3（3）、（私保）0 （公幼）6、（私
幼）0、（高）1

●小学生就学援助●
中学生就学援助※所
得制限有り。生活保
護世帯、生活困窮者

2施設●子ども医療費助
成制度:入院・通院中学3
年まで。自己負担なし

総務課
0869-93-1122

吉備中央町
きびちゅうおうちょう
加賀郡吉備中央町豊野1-2
0866-54-1313

高校に在学する者に医療
費の自己負担額を助成して
います。また保育園・幼稚
園の保育料は安く子育て
支援強化中。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業

●町内2カ所で一時保育●不妊症対策支援
事業

（公保）5（1）、（私保）1
（0）

（公幼）4、（私
幼）0、（高）1

●小学生就学援助●
中学生就学援助

2施設●子ども医療費助
成制度:入院・通院高校
3年まで。自己負担なし。
高校生は償還払い

総務課
0866-54-1313

あ……岡山市
い……玉野市
う……備前市
え……瀬戸内市
お……赤磐市
か……和気町
き……吉備中央町

◎備前地域
岡山県南東部に位置し、文
化と歴史、自然環境に恵ま
れているだけでなく、中国四
国の交通結節点となる地域
です。

◎自然・環境
北部は吉備高原と呼ばれる
丘陵地帯で台風・降雨・降雪
も少なく非常に恵まれた自
然環境。南部は風光明媚な
瀬戸内海へ通じる肥沃な岡
山平野。温暖で典型的な瀬
戸内式気候。

◎参考：備前県民局
「おかやま晴れの国ぐらし」
http://www.okayama-
inaka.jp/bizen/ ◎註釈

＊この一覧表は各市町村へのアンケートをもとに作成しました（2013.8.1現在）。＊各制度・サービスの名称は、市町村によって異なりますがこの表で
は可能な限り統一しています。＊各制度・サービスには、利用条件などがある場合があります。また、記載のほかにも利用出来るものがある場合があ
ります。詳細については各市町村へお問い合わせください。＊国の制度として全国で施行されているものについては省略している場合があります。＊
保育所の施設数は休止施設及び分園を除きます。＊公立保育所には公設民営を含みます。＊保育所数や幼稚園数などの（ ）内の数字はそれぞれ0
歳児保育をしている園数です。＊待機児童数の記載がない場合は待機児童数0名です。＊高校数は公立・市立・私立・定時制を含む総数です。＊病院
数には、一般診療所及び歯科診療所は入っていません。

◎省略記号
（公保）：公立保育所 （公幼）：公立幼稚園 （私保）：私立保育所 （私幼）：私立幼稚園 （高）：高校数 （待）：待機児童数 （証）：被災証明書・罹災証明書を所持している方 （自）：自主避難者 （関
東、東北を含む） （災）：災害救助法適用地域のみ （全域）岩手／宮城／福島  （一部）青森／茨城／栃木／千葉／長野／新潟 （全）：全国避難者登録システムに登録している方 （警）：原発事
故による警戒区域からの避難者のみ （福）：福島県からの避難者のみ （青）：青森・岩手・宮城・福島・茨城のみ
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基礎情報 移住・定住について 土地・住宅・世帯について 就労と起業について

市町村名 窓口／課名
電話番号

支援・サービス その他、
独自の助
成制度

支援・サービス その他、独自の助成
制度

支援・サービス その他、独自
の助成制度

岡山市 政策局
事業政策課
移住・定住支援
室
086-803-1335

●お試し住宅：市営住宅
を活用(リフォーム)したお
試し住宅を9戸提供。家
賃は月1万円前後で入居
期間は原則最大6ヵ月。
県外から岡山市へ移住・
定住をご希望される成人
の方で、同居する親族が
いる世帯が対象。詳細は
要問合●住まい探しの支
援サービス:移住希望者から
住まいに関する希望条件を
聞き取り、条件に合う物件
情報をワンストップで提供。
県外からの移住希望者が対
象。詳細は「おかやま生活」
HP(https://okayama-life.
jp/)を参照

●空き家情報バンク※空き家のリ
フォームに係る助成制度有り●太
陽光発電補助制度※被災した家屋
を買い換える場合には、固定資産税
（土地・家屋）が軽減される場合有
り

●就労支援:ハローワークが発行の
求人情報の提供●就農支援:岡山市
農林水産課に岡山市就農サポートセ
ンターを設置。総合コーディネーター
が、就農希望者に対し各種研修の案
内から補助事業の紹介、就農計画の
作成や就農後の経営の安定化まで総
合的に支援。ほか東京や大阪等で実
施される就農相談会に出展●空き店
舗対策事業:商店街の空き店舗へ出
店する際の改修費に対して補助。詳
細は要問合。商店街組合等が適当と
認める業種。補助率2/3、限度額100
万円。店舗と一体的な設備を取得す
る経費を含む●起業支援

玉野市 秘書広報課
0863-32-5533

●空き家バンク●空き家改修:市の
「空き家情報」を利用して購入・賃貸
した物件の改修費用1/2、上限50万
円を補助●太陽光発電補助制度：2
万円/kw、上限4kw、新築物件は1万
円/kw上乗せ

●就農支援:農林漁業就業奨励補助
金10万円●就漁業支援:農林漁業就
業奨励補助金10万円●空き店舗対
策事業●空き家活用促進●起業支援

備前市 まちづくり課
0869-64-2225

●空き家バンク:市のホームページで
公開

●就農支援●就漁業支援●空き店舗
対策事業：店舗の改装工事費、開店に
係る備品購入費の1/3、上限100万円

瀬戸内市 企画振興課
0869-22-1031

必要であれば市内の案内
をする

●分譲宅地支援:瀬戸内市が販売す
る分譲宅地を購入し、平成29年3月
31日までに住宅を建て、住民票を当
該地へ移すと分譲宅地販売価格の
3/10を補助●空き家バンク

●就農支援：市内で新たに農業・漁業
に従事し、将来にわたり専業として農
業経営を続けていこうとする者に対し
て、5万円

赤磐市 総務部
秘書企画課
086-955-2692

●定住促進奨励金:市が
所有している分譲宅地を
購入し、1年以内に家を建
てて定住される方に1戸あ
たり20万円、義務教育以
下の子供がいる場合は、
1人につき20万円、スマー
ト住宅建築の場合、20万
円加算

●分譲宅地支援:市が所有している
分譲宅地を購入し、1年以内に家を
建てて定住される方に、1戸あたり
20万円、義務教育以下の子供がいる
場合は1人につき20万円、スマート
住宅建築の場合、20万円加算●空
き家バンク

●住宅リフォーム
補助金交付事業：
市内の施工業者が
住宅リフォームを行
う場合、経費の一部
を補助。工事金額
が50万円以上で補
助率1/10以内（上
限額20万円）。補
助金の半額は赤磐
商工会加盟店で利
用できる商品券に
て支給（H26 .3.31
で終了）

●就農支援:新たに市内で農林業に
従事し、将来にわたり専業として農林
業を続けていく意思を有する39歳以
下の方に10万円●起業支援:新たに
市内で商工業を創業した個人及び法
人に対して奨励金1件につき20万円

和気町

吉備中央町 定住促進課
0867-34-1116

●転入奨励金●定住促
進奨励金:夢のある町定
住奨励金。申請年度の4
月1日現在において50歳
以下であり、町内又は町外
の通勤可能事業所等に
就業している場合に5万
円とロマン高原かよう総
合会館主催事業入場券
無料引換券を交付。申請
期限は転入の日から2年
間。転勤等による一時的
な転入や婚姻等で転入し
た場合は対象外

●住宅取得支援（新築購入）●住宅
取得支援（中古購入）●夢のある町
定住奨励金（住宅取得奨励金）:対象
住宅の固定資産税相当額×5年度
間。上限10万円/年交付。対象住宅
の固定資産税が最初に賦課された
年の1月1日において50歳以下。最初
に固定資産税が賦課された年の1月
1日から2年間に申請。同居親族、姻
族からの購入等や公共工事等によ
り住宅移転に係る補償等ありの場
合は対象外●空き家バンク●結婚
祝い:5万円とロマン高原かよう総合
会館主催事業入場券無料引換券。
夫婦双方とも申請年度の4月1日現
在において45歳以下。婚姻の日から
2年間に申請

●住宅リフォーム
事業費補助金 :町
内の建築業者等が
対象工事の主たる
施工業者であり、
リフォームに要す
る費用が20万円以
上である場合に、
リフォーム費用の
1/10、上限20万円

●就農支援:就農を希望する55歳未
満の方に農業研修を2年間実施。研
修費支給

農業規模拡
大の際、品目
により資材
代や苗の一
部補助制度
あり※個人
に対する補
助ではなく、
団体を通し
ての補助

基礎情報 市町村の特色 出産・育児の支援・サービス

市町村名 市町村独特の取り組みや特色 妊婦健診に対する独自の助成・支援・
サービス

その 他 、
独自の助
成制度

公立保育所数（0歳児
保育有）、私立保育所数
（0歳児保育有）、保育
所入所待機児童数

倉敷市
くらしきし
倉敷市西中新田640
086-426-3030

岡山県で2番目、中国地方でも3番目
に人口の多い中核市。各方面へのア
クセスもよく、また、医療機関も充実し
ており、安心して暮らせるまち。

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業●産後シッター事業●託児
支援●認可外保育園補助●チャイルド
シート支援●3人乗自転車支援

（公保）24（22）、（私保）
68（66）

笠岡市
かさおかし
笠岡市中央町1-1
0865-69-2121

岡山県の南西部に位置し、西は広島
県福山市と隣接し、交通のアクセス
もよい。風光明媚な瀬戸内海に面
し、温暖小雨の気候はとても住みや
すい環境。待機児童ゼロ等子育て
支援も充実している。

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業（通常は保健師による訪問
だが、希望者には地域愛育委員による
訪問を実施）

（公保）7（2）、（私保）8
（8）

井原市
いばらし
井原市井原町311-1
0866-62-9500

豊かな自然、きれいで豊富な水、温
暖な気候、地震や台風などの災害が
少ない、人口40万人を超える「福山
市」「倉敷市」から1時間以内の通勤
圏、充実した子育て支援。

●妊婦健診費助成（上限14回）●養育・
育成手当（生後すみやかに適切な処置を
講ずる必要がある未熟児に対して、必要
な医療の給付）●赤ちゃん訪問事業●
チャイルドシート支援●新生児聴覚検
査:おおよそ生後3カ月までの赤ちゃんを
対象。検査料の半額助成●妊婦歯科健
康診査:歯科健康診査（1回）

（公保）2（2）、（私保）7
（7）

総社市
そうじゃし
総社市中央1-1-1
0866-92-8200

自然豊かな地域。岡山市、倉敷市の2
大都市に隣接し、各市街地へは自動
車で30分程度。人口は約68,000人、
総面積は212平方kmで、地域の中央
を北から南に高梁川が貫流。瀬戸
内海特有の温暖、少雨の恵まれた気
候。

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業

（公保）3（3）、（私保）11
（11）

高梁市
たかはしし
高梁市松原通2043
0866-21-0200

岡山県の中でも、地震や風水害など
の自然災害に見舞われることが少な
く、安心して暮らせる地域。 岡山市
とはJR伯備線や岡山自動車道など
で結ばれ、アクセスも容易。都市的
な機能と農山村的な魅力が調和し
たまちとして、暮らしやすさを実現さ
せるにはよい条件。

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業●3人乗自転車支援

●不妊・不
育治療助
成●出産
祝金

（公保）7（2）、（私保）2
（2）

新見市
にいみし
新見市新見310-3
0867-72-6111

中学校卒業までの医療費無料化や、
認定こども園の積極的な整備、小学
校全学年で英語活動を実施するな
ど、子育てしやすい事業を実施中。

●妊婦健診費助成（上限14回、多胎児
の場合16回が上限）●出産支援（プレ
パパ、プレママ向けの講座を開設）●赤
ちゃん訪問事業●託児支援（ファミリー
サポートセンターを運営）●認可外保育
園補助（運営費補助金を交付）●チャイ
ルドシート支援（購入費用に対し1万円
までを補助）●妊婦歯科健診費助成（1
回無料）

（公保）11（2）、（私保）5
（2）、

浅口市
あさくちし
浅口市鴨方町
六条院中3050
0865-44-7000

北に遙照山、南に瀬戸内海を擁する
自然環境に恵まれたまちで、気候は
温暖少雨。県下で最もコンパクトな
市（総面積約66平方km）の中央部
には、山陽自動車道、国道2号線、JR
山陽本線が横断し、H23から市営バ
ス「あさくちふれあい号」が市内6路
線を運航、交通の利便性に優れる。

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業

（公保）2（2）、（私保）4
（4）

早島町
はやしまちょう
都窪郡早島町前潟360-1
086-482-0611(代表)

「コンパクトなまち」町域:7.61km2
（東西3.53km　南北4.18km）、学校:
小学校（1校）中学校（1校）、土地利
用:田園・住宅地・物流業務地の3種
類（昔ながらの市街地と新興住宅団
地を囲うように南部に田園風景、北
部に物流業務団地が形成されてい
る）、公共交通:JR早島駅・JR久々原
駅・町内循環コミュニティバス、広域
高速網:瀬戸中央自動車道早島IC

●妊婦健診費助成（上限14回）●赤ちゃ
ん訪問事業

（公保）0、（私保）3（3）、

里庄町
さとしょうちょう
浅口郡里庄町里見1107-2
0865-64-3111

温暖な気候と豊かな自然、また国道
2号線、JR山陽本線、など交通の便
に恵まれ、優良企業が数多く立地。
教育、文化、産業の振興にも積極的
なとりくみ。「町民と創る　住みや
すさ、やさしさが実感できるまち里
庄」の実現に向けて、さまざまな施
策を実施中。

●妊婦健診費助成（妊婦健康診査上限
14回、超音波検査4回、血液検査2回、
クラジミア 検査1回）

（公保）0、（私保）2（2）、
（待）15

矢掛町
やかげちょう
小田郡矢掛町矢掛3018
0866-82-1010

田園の町。温暖で晴れた日が多く、
冬、雪はめったに降らない、人口は
15,000人程度の山に囲まれた田舎
町。江戸時代には旧山陽道の宿場
町として栄え、現在も本陣と脇本陣
がともに国の重要文化財。

●妊婦健診費助成（上限14回）●妊婦
健診支援:妊婦で町税等の滞納のない
方に5万円助成●養育・育成手当●赤
ちゃん訪問事業●チャイルドシート支援
●3人乗自転車支援

（公保）4（4）、（私保）0

く……倉敷市
け……笠岡市
こ……井原市
さ……総社市
し……高梁市
す……新見市
せ……浅口市
そ……早島町
た……里庄町
ち……矢掛町

◎備中地域
岡山県南西部の地域。古代
「吉備国」や、江戸時代の直
轄地として倉敷、また城下町
の高梁など、歴史が豊かな備
中地域です。

◎自然・環境
北部は中国山地の脊梁地
帯、中部は吉備高原の山間
地、南部には平野が広がり、
大自然に恵まれた地域で
す。気候は、北部は降雪も
見られますが、南部は温暖
小雨の瀬戸内式気候です。

◎参考：備中県民局
「おかやま晴れの国ぐらし」
http://www.okayama-
inaka.jp/bichu/

岡山県◎備中地方
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基礎情報 教育について 医療について 被災者支援 移住・定住について 土地・住宅・世帯について 就労と起業について

市町村名 公立幼稚園
数、私立幼稚
園数、高校数

支援・サービス その他、独自の
助成制度

病院施設数と医療に関する市町村独自の
助成制度

窓口／課名
電話番号

支援・サービス その他、独自の制度 窓口／課名
電話番号

支援・サービス その他、
独自の助
成制度

支援・サービス その他、独自の助成制度 支援・サービス その他、独自の助成制度

倉敷市 （公幼）53、（私
幼）15、（高）20

●私立幼稚園補助金〈入園
料〉〈保育料〉●小学生就学
援助●中学生就学援助●私
学助成

38施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院、小学6年まで。自己負担なし

防災危機
管理室
086-426-3131

●公立幼稚園の授業料免除 :
（証）●公立小中学校の就学援
助:（証）●保育料の免除:（証）●
予防接種 :（証）●国民健康保
険一部負担金の減免:（警）●国
民健康保険一部負担金の減免:
（証）●介護保険サービスの利
用者負担免除:（警）●住民票の
写し等証明手数料免除:（証）●
物資支援:（証）●労働相談:（自）
●法律相談:（自）

●「避難者のつどい」
を開催●被災者支
援パスポート:市立美
術館/市営プール/ラ
イフパーク倉敷科学
センター/水島臨海
鉄道など無料。協賛
の理容店・美容院の
カット代が無料:（証）
●市立短期大学主催
の育児イベントへの
参加:（証）

企画経営室
086-426-3055

●太陽光発電補助制度 ●就労支援●就農支援●起業支
援

笠岡市 （公幼）11、（私
幼）0、（高）4

●私立幼稚園補助金〈保育料〉
●小学生就学援助●中学生
就学援助

5施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし

危機管理課
0865-69-2222

●公営住宅の一時入居:（証）●
公立幼稚園の授業料免除:（証）
●保育料の免除:（証）●予防接
種:（証）●国民健康保険一部負
担金の減免:（証）●有料指定袋
の送付:（証）

●被災者生活一時
支援金の支給。1世
帯につき20万円（単
身者10万円）:（証）●
水道料金、下水道料
金の減免:（証）

定住促進
センター
0865-69-2377

親切・丁寧に対
応。空き家バンク
の物件以外にも、
市内不動産事業
者が取り扱う物
件も照会可能

●住宅取得支援（新築建築）●住宅
取得支援（新築購入）●住宅取得支
援（中古購入）●住宅取得支援（増
築・改築・改修）●空き家バンク●太
陽光発電補助制度

●起業支援（地域企業のポータ
ルサイト「笠岡夢ワーク」
http://www.ikasa-navi.jp/）

起業支援事業助成金（最大200万
円）

井原市 （公幼）13、（私
幼）0、（高）3

●小学生就学援助●中学生
就学援助

●奨学資金貸
付基金●遠距
離通学補助金

4施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし

市民生活部
協働推進課
0866-62-9508

定住促進課
0866-62-9521

●住宅取得支援（新築建築）:市内に
住宅を新築する方に、経費の1/10、
上限額50万円。市内業者の場合は
上限額100万円●住宅取得支援（増
築・改築・改修）:市内建築業者施
工、経費の1/10、上限額20万円●分
譲宅地支援:平成26年9月末現在。
（四季が丘団地の:23区画分譲中。1
区画平均約92坪、約84,400円/坪。
さくら団地:4区画分譲中。1区画平
均約96坪、約49,600円/坪●空き
家バンクHP『いばらぐらし』●太陽
光発電補助制度:一般住宅、3万円/
kw、上限4kw

●四季が丘団地助成金 :住宅等取
得資金利子の助成。借入金（上限
3 ,0 0 0万円）に対する利息（上限
2%）を3年間（36ヵ月） ●固定資
産税相当額の助成:土地・建物/3年
間 ●上水道加入負担金相当額の助
成:129,600円まで●ケーブルテレビ
新設工事等の基本料金（1台）を助成
（54,000円）●引越し費用の助成:1
区画につき5万円●太陽光発電助成
金:10万円/kw、上限50万円

●就労支援●就農支援:市内に
おいて新規就農し、専業農家と
して経営を続けていこうとする
者に就業奨励金を支給。申請年
度当初の年齢が39歳以下の者。
就農相談を随時実施●起業支
援

●非自発的離職者雇用応援助成
金:事業主の都合により離職した
市民を市内事業所が1年以上継続
して雇用した場合1人につき50万
円●新規学卒者雇用奨励金:市内
に住所を有する新規学卒者を市
内事業所が1年以上継続して雇用
した場合1人につき20万円●いば
ら地場産業育成支援事業:市内で
起業（製造業、卸売業、小売業の
み）し、市内に居住（予定含む）す
る者、補助率1/2以内、限度額20
万円~100万円

総社市 （公幼）18、（私
幼）0、（高）2

●小学生就学援助●中学生
就学援助※所得制限有り（資
格詳細は要問合）他、病気、災
害、解雇など、経済的に就学に
困っておられる方。学用品購
入、校外活動費、新入学生徒学
用品費、学校給食費、修学旅
行費、医療費など

なし 3施設●子ども医療費助成制度:入院は中
学3年まで、通院は小学6年まで。自己負
担なし。中学生の入院は償還払い

務部総務課
行政係
0866-92-8218

●有料指定袋の送付:あり ●学校給食で使用
する食品の放射性物
質検査（詳細はHP）
●水道料金及び公
共下水道・農業集落
排水処理施設使用
料の減免●雪舟くん
（総社市独自の公共
乗物）利用料減免

●総社市定住促進助成金：助成対
象地区に定住する人に助成。①新
築又は購入助成（５年間、上限６万円
（ただし、義務教育終了前の子どもが
いる間は上限１２万円）②生活環境
整備助成（１回限り、上限３０万円）
③定住祝い金（１回限り、上限１０万
円）。詳細は要問合

空き農家に関する情報をHPで紹介 ●就農支援:就農前の研修2年
間、及び経営が不安定な就農直
後5年以内の所得を確保する給
付金を給付

高梁市 （公幼）13、（私
幼）0、（高）5

●小学生就学援助●中学生
就学援助●高校生バス通学助
成制度:定期券購入費の1/2

●市内私立学
校への入学奨
励金制度

5施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院満18歳に達した以降の最初の3月31日
まで。自己負担なし

福祉課
0866-21-0265 

定住対策課
0866-21-0282

●分譲宅地支援●結婚祝い ●住宅取得支援（新築建築・土地購
入）●住宅リフォーム支援(修繕・改
修)●空き家バンク●空き家改修助
成制度●新婚世帯向け家賃助成制
度

●就農支援●起業支援

新見市 （公幼）13、（私
幼）0、（高）2

●小学生就学援助●中学生
就学援助※市民税非課税ある
いは減免等の世帯に、学用品
や学校給食費などの援助。援
助額:小・中学校の別や援助内
容による

●奨学金貸付
制度:学校の区
分により、月額
14,000円もし
くは33,000円

4施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし。●看護学
生奨学支援金給付事業:市内で後に看護
師として勤務する看護学生に対し月額10
万円

総務課
0867-72-6204

●すべての項目につ
いて、個別に検討し
対応予定

企画政策課
0867-72-6114

新規就農による
移住で住宅新築
費助成上限150
万円や家賃の助
成（1/2、最長2年）

●住宅取得支援（新築建築）：地元産
材を使うこと等を条件に50万円を
助成●住宅取得支援（増築・改築・改
修）：地元産材を使うこと等を条件に
上限30万円●分譲宅地支援●太陽
光発電補助:25,000円/kw、上限10
万円●空き家バンク

●住宅用太陽熱温水器設置費補
助制度:器機設置費に対し、補助率
1/10以内（機器の種類により上限
10万円もしくは5万円）

●就農支援:農業体験や住宅、農
地の確保など●空き店舗対策:
当該店舗の家賃月額1/2、上限4
万円を1年間●空き家活用促進:
空き家バンク●起業支援:創業
支援施設設置

浅口市 （公幼）5、（私
幼）1、（高）3

●私立幼稚園補助金〈入園
料〉〈保育料〉●小学生就学
援助●中学生就学援助

3施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし

総務課
0865-44-7000

都市計画課
0865-44-9044

●就漁業支援

早島町 （公幼）2、（私
幼）0、（高）0

●私立幼稚園補助金〈保育料〉
●小学生就学援助●中学生
就学援助

1施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし●成人用肺
炎球菌予防接種費助成●不妊治療支援
事業費助成●女性特有のがん検診補助●
肺がん検診費補助●後期高齢者健康診
査費補助●高齢者インフルエンザ予防接
種費助成●特定健康診査費補助●歯周
疾患検診費補助●重度心身障害者医療
費

福祉課
086-482-2483
（直通）

●こころの相談 :（警）（災）
（証）（福）（青）（全）（自）
●健康に関する相談:（警）（災）
（証）（福）（青）（全）（自）

企画課
086 -482-0612
（直通）

●定住促進奨励
金:若者定住奨励
金、40歳以下、住
宅取得の場合50
万円。平成26年
3月31日で補助終
了

里庄町 （公幼）2、（私
幼）0、（高）0

●私立幼稚園補助金〈入園
料〉〈保育料〉●小学生就学
援助●中学生就学援助※生
活保護世帯、非課税世帯

●公立幼稚園
保育料無料、給
食費減免制度

1施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし

総務課
0865-64-3111

企画商工課
0865-64-3114

●太陽光発電補助制度:3万円/kw、
上限12万円。予算額540万円がなく
なり次第受付終了※補助金交付決
定通知交付前に、設置されているも
の対象外

矢掛町 （公幼）4、（私
幼）0、（高）1

2施設●子ども医療費助成制度:入院・通
院中学3年まで。自己負担なし

総務企画課 ●案件ごとに個別に
対応

●住宅取得支援（新築建築）●空き
家バンク●太陽光発電補助制度●
結婚祝い
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基礎情報 市町村の特色 出産・育児の支援・サービス 教育について 医療について 被災者支援

市町村名 市町村独特の取り組みや特色 妊婦健診に対する独自の
助成・支援・サービス

その他、独自の助成制度 公立保育所数（0歳児
保育有）、私立保育所数
（0歳児保育有）、保育
所入所待機児童数

公 立 幼 稚
園数、私立
幼稚園数、
高校数

支援・サービス その他、独自の助成制度 病院施設数と医療に関する市町
村独自の助成制度

窓口／課名
電話番号

サービス・支援 その他、独自の制
度

津山市
つやまし
津山市山北520
0868-23-2111

教育、医療、買い物等の都市機能と
自然豊かな生活環境のバランスが
取れた城下町。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業

（公保）5（5）、（私保）
23（23）

（公幼）13、
（私幼）3、
（高）6

●小学生就学援助●中学生就
学援助

11施設●子ども医療費助成制
度:入院・通院中学3年まで。小・
中学生の通院は1割が自己負担
（上限44,400円/月）●ひとり親
家庭等医療:岡山県の制度と同
じ

危機管理室
0868-32-2042

● 予 防 接 種 :
（災）（証）（自）

●福島県在住、又
は福島県外に避
難等をしている親
子を対象に津山市
内の公共宿泊施
設の利用料金を一
定期間無料

真庭市
まにわし
真庭市
久世2927-2
0867-42-1111

南北に50km東西に30kmある岡
山県一の面積を持つ市。各地域で
様々な文化伝統が育まれ、蒜山高
原や湯原温泉、勝山町並み保存地
区など様々な観光地も。

●妊婦健診費助成（上限
14回、血液検査2階、超音
波検査4回、クラミジア抗
体検査1回）●乳児健診:1
歳未満、2回●新生児聴覚
検査:全額無料●出産支援
●赤ちゃん訪問事業

なし （公保）17（1）、（私保）
1（1）、（待）3

（公幼）13
※うち認定
こども園2、
（私幼）0、
（高）2

●私立幼稚園補助金〈入園料〉
●小学生就学援助※受給資格
は要問合。学用品費用、通学用
品購入費、新入学児童生徒学用
品費、校外活動費、修学旅行費、
学校給食費、通学費。生活保護
の方は修学旅行費のみ

●奨学金制度 8施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし●不妊、不育治療支援事
業

危機管理課
0867-42-1126

制度はありません

美作市
みまさかし
美作市栄町38-2
0868-72-1111

北東部に位置し、地域の中央部を
中国自動車道が東西に走り、京阪
神から車・鉄道とも約2時間と交通
の便もよく、災害も比較的少ない
地域である。移住者・定住者の増
加を図り、活力あるまちづくりを推
進していくため、住宅の新築及び購
入を実施された方を対象に補助を
行っている。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●出産支援●養育・
育成手当●子育てパスポー
ト（ももっこカード）●赤
ちゃん訪問事業●託児支
援（ファミリーサポート事
業）

なし （公保）7（7）、（私保）0 （公幼）7、
（私幼）0、
（高）1

●小学生就学援助●中学生就
学援助

●ヘルメット補助金●遠距離
通学補助金

3施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし

総務課
0868-72-1111

新庄村
しんじょうそん
真庭郡
新庄村2008-1
0867-56-2626

人口1,000人に満たない小さな山
村。旧出雲街道の宿場町で古い町
並みが残されており、通りには日露
戦争戦勝記念で植えられたがいせ
ん桜があり、桜の咲く春には多くの
観光客で賑わう。

●妊婦健診費助成●妊婦
歯科健診事業●出産支援
（里帰り出産時の妊婦健
診償還払い）●新生児聴覚
検査:全額助成 ●養育・育
成手当●赤ちゃん訪問事
業●チャイルドシート支援

●不妊治療事業●保育料免除 （公保）1（0）、（私保）0 （公幼）0、
（私幼）0、
（高）0

0施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし

総務企画課
0867-56-2626

鏡野町
かがみのちょう
苫田郡鏡野町
竹田660
0868-54-2111

岡山県の北部に位置し、中国山地
を背景とした緑豊かな自然環境と、
温泉・スキー場など観光資源に恵
まれている。美しい四季折々の風
景を満喫しながら、大自然に囲まれ
て心豊かに子育てができる。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●妊婦歯科健診事
業●赤ちゃん訪問事業●
チャイルドシート支援●新
生児聴覚検査の実施

●おむつ購入費の助成●ゴミ袋の支給:乳児1人につき50枚●
肺炎球菌ワクチン予防接種補助金●病児一時預かりの実施
●不妊治療支援補助金

（公保）6（6）、（私保）0 （公幼）2、
（私幼）0、
（高）0

●小学生就学援助●中学生就
学援助※所得制限有り

●ヘルメット助成金(中学校)
●町立中学校生徒通学補助
金制度:通学距離が3km以上
で、定期バス、自転車を常用
●高校生等通学助成金制度:
通学距離が15km以上。15
～30km未満:3,000円/月、
30km以上:5,000円/月

2施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし

くらし安全課
0868-54-2780 

●公営住宅等の
一時入居、就学支
援、こころ、健康に
関する相談の受付

勝央町
しょうおうちょう
勝田郡勝央町
勝間田201
0868-38-3111

農業を振興し、酪農・果樹・野菜栽
培が盛ん。西日本有数の工業団地
がある。医療費補助が充実、子育
て支援が揃っている。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●赤ちゃん訪問事業
●チャイルドシート支援

（公保）5（1）、（私保）0 （公幼）0、
（私幼）0、
（高）1

●小学生就学援助●中学生就
学援助※所得制限など条件有り

1施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし

総務部
0868-38-3111

●公営住宅の
一時入居 :（証）
● 物 資 支 援 :
（証）

奈義町
なぎちょう
勝田郡奈義町
豊沢306-1
0868-36-4111

子どもたちが夢と希望を持ち、健や
かに育つ環境づくりを目指して「子
育て応援宣言」を行い、町独自の
子育て支援施策として、高校生ま
での医療費の無料化や法定外ワク
チンの無料接種、高等学校等就学
支援金の交付など、様々な子育て
支援施策中。今後も「子育てする
なら奈義町で」と言われ、若者が
定住し、子どもからお年寄りまで元
気で活力あるまちづくりを推進。

●妊婦健診費助成●（1回
目～5回目、超音波検診2
回、新生児聴覚検査1回）
●乳児健康診査2回●赤
ちゃん訪問事業

●不妊治療費助成:1/2、限度20万円/年、5年間●不育治療
費助成 :30万円/年、5年間●法定外ワクチンの無料接種等:ロ
タワクチン、流行性耳下線炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、水痘
ワクチン、 インフルエンザワクチン（1歳～高校生）、風疹ワク
チン（19歳～49歳）、 風疹抗体検査（19歳～49歳、1/2、限度
3,000円）●出産祝金:第3子20万円、第4子30万円、第5子以
降40万円●保育料の減額:国基準額の80%●保育料の多子
軽減:2人目は半額、3人目以降は無料（幼稚園児含む）●高等
学校等就学支援金:6万円/年（在学中3年間）●出産時記念品:
「おいたち小箱」●やすらぎ福祉年金:中学3年生までの子ども
を養育しているひとり親に54,000円/年（第2子以降27,000
円加算）●預かり保育:幼稚園児午後6時まで。10,000円/月。
2人目以降8,000円●放課後児童クラブ:小学生午後6時まで。
10,000円/月。2人目以降8,000円●なぎチャイルドホーム:子
育て中の親子が集える場。無料

（公保）1（1）、（私保）0 （公幼）2、
（私幼）0、
（高）0

●小学生就学援助●中学生就
学援助※所得制限など条件有り
●奈義町育英基金貸与制度

●幼稚園授業料●預かり保
育利用料●放課後児童クラ
ブ利用料の減免

0施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院高校生まで。自己負担
なし●重度心身障害者医療費:
障害者3級

総務課
0868-36-4111

西粟倉村
にしあわくらそん
英田郡西粟倉村
影石2
0868-79-2111

子育てをするにはとても良いところ
だが、仕事が無いところが玉に瑕。
仕事を持ってきてくださる方大歓
迎。

●チャイルドシート支援 現金助成は基本的にしていません （公保）0（0）、（私保）0 （公幼）1、
（私幼）0、
（高）0

現金助成は基本的にしていませ
ん

●学童保育無料。夜7時まで 0施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学3年まで。自己負
担なし

総務企画課
0868-79-2111

久米南町
くめなんちょう
久米郡久米南町
下弓削502-1
086-728-2111

「田舎暮らし」を応援。空き家改修
補助、民間賃貸住宅家賃助成、起
業家支援補助などの定住支援制
度、各種子育て支援制度が充実し、
若者定住促進住宅の整備も行って
いる。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●出産費用助成:出
産児1人につき上限5万円。
自己負担額から出産育児
一時金、高額医療費、部屋
代、食費等を除いた額●赤
ちゃん訪問事業

●不妊・不育治療助成●紙おむつ処理のための指定ごみ袋の
支給●予防接種費用助成:インフルエンザ(1歳～中学生)一部助成、
風しん上限6,000円●放課後児童クラブ(2ヵ所)午後6時30分まで

（公保）3（1）、（私保）0 （公幼）0、
（私幼）0、
（高）0

●小学生就学援助●中学生就
学援助※所得制限など条件有り

●遠距離通学助成 0施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院高校生(18歳になる年
度の3月31日まで)。自己負担な
し。高校生は償還払い

総務企画課
086-728-2111

美咲町
みさきちょう
久米郡美咲町
原田1735
0868-66-1111

比較的温暖な気候で、緑豊かな自
然の美しい町。主な産業は水稲を
中心に野菜、果物の生産が盛ん。 
田舎暮らしを楽しみたい方へ空き
家等をご紹介。ぜひ美咲町へ。

●妊婦健診費助成（上限
14回）●養育・育成手当●
赤ちゃん訪問事業

●不妊・不育治療費の助成●在宅育児支援手当（小学校入学
前まで）●第3子以降の義務教育終了まで水道の基本料金を助成●
インフルエンザの予防接種費用の一部助成

（公保）4（4）、（私保）0 （公幼）0、
（私幼）0、
（高）0

●小学生就学援助●中学生就
学援助

●スクールバス運行サービス
●定期券・自転車購入補助

1施設●子ども医療費助成制度:
入院・通院中学生まで。自己負担
なし。高校生は償還払い（高校生
は平成29年3月31日まで)

つ……津山市
て……真庭市
と……美作市
な……新庄村
に……鏡野町
ぬ……勝央町
ね……奈義町
の……西粟倉村
は……久米南町
ひ……美咲町

◎美作地域
岡山県北部の地域。豊かな
自然と個性あふれる温泉が
多く、旧出雲街道が東西に
延び、宿場町の面影が残り
ます。

◎自然環境
蒜山三座、那岐山麓をはじ
め、多くの山々に囲まれる。
旭川および吉井川が南下
し、瀬戸内海に注ぐ。中南
部は概ね温暖だが、北部は
積雪が多く冷涼で山陰型
の気候。

◎参考：美作県民局
「おかやま晴れの国ぐらし」
http://www.okayama-
inaka.jp/mimasaka/

岡山県◎美作地方

ひ

な
て つ ね

とぬ

のに

は
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基礎情報 移住・定住について 土地・住宅・世帯について 就労と起業について

市町村名 窓口／課名
電話番号

支援・サービス その他、独自の
助成制度

支援・サービス その他、独自の助成制度 支援・サービス その他、独自
の助成制度

津山市 定住推進室
0868-24-3787
(定住相談ホット
ライン)

●お試し住宅 ●分譲宅地支援●空き家バンク●
太陽光発電補助制度●阿波中工居市
営住宅家賃優遇制度●住まい探し支援
サービス

●地域産の木材を利用し
て家を新築、又は改築する
場合補助制度あり

●就労支援:津山市と周辺5
町で構成する津山広域事務
組合が「津山圏域無料職業
センター」を設置。UIJター
ン希望者と企業とのマッチ
ングを実施●就農支援●空
き店舗対策事業:対象物件
の中に「空き家」を含めるこ
とで、幅広く事業対象●空き
家活用促進

真庭市 総合政策課
0867-42-1169

住宅リフォー
ム補助金は住
民票がない方
も対象、移住
希望者でも利
用可能

●住宅取得支援（新築建築）：真庭産
材による木造住宅新築補助金●住宅
取得支援（増築・改築・改修）:住宅リ
フォーム補助金制度有●空き家改修
●太陽光発電補助制度:真庭市住宅
用太陽光発電システム設置費補助金

●市営分譲団地の販売 ●就労支援:地域雇用創造
事業によるスキルアップのた
めのセミナーの実施●就農
支援:新規就農者等サポー
ト事業●空き店舗対策事
業:個店の魅力アップ推進事
業●空き家活用促進:住宅
リフォーム補助金●起業支
援:起業支援事業補助金

現在検討中

美作市 協働企画課
0868-72-6631

●住宅取得支援（新築・中古・増築・改
築・改修）:市外から市内に転居し、5年
以上住むことが条件。新築・新築購入は
上限100万円、中古購入は上限50万円、
経費の1/5上限。中古購入後の増改築に
は追加で経費の1/2、上限50万円を助成。
中学生以下の子どもがいる場合、1人当り
10万円上乗せ。ほかに、市内居住者が市
内で新築した場合にも10万円の補助

新庄村 総務企画課
0867-56-2626

●お試し住宅●転入奨
励金：定住の意思があ
る義務教育以下の子ど
もを含む家族又は50
歳未満の家族及び又は
35歳未満の若者に対
し一世帯10万円

●結婚祝金：永住の意思がある場合
20万円

●就農支援：農地の斡旋

鏡野町 ●空き家バンク●太陽光発電補助制
度

●就農支援

勝央町 総務部
0868-38-3111

●新規就農窓口 ●勝央町木造住宅普及促
進事業:新築1戸あたり20
万円、ただし、町内施工業
者が施工する特定住宅に
ついては30万円。条件等
は、勝央町ホームページ参
照

奈義町 総務課
0868-36-4111

●住宅取得支援（新築建築）●住宅取
得支援（新築購入）：県内業者・県産材
使用等上限50万円●分譲宅地支援：
町営分譲地紹介制度有り、報償金30
万円●空き家バンク●太陽光発電補
助制度：3万円/kw、上限12万円

●給水装置工事補助金:上
水道宅内配管工事に係る
補助金交付（配給水道管
未整備地への新築時）工
事費の1/3

●就農支援：39歳以下の新
規就農者に就農補助金とし
て10万円

西粟倉村 総務企画課
0868-79-2111

●空き家活用促進●に
しあわくら木の家づく
り推進補助金

●太陽光発電補助制度

久米南町 定住促進課
086-728-2134

●住宅取得支援（新築建築）:県産材
使用の住宅を建設する場合、県補助
に1戸あたり25万円。分譲地の場合
さらに25万円を加算●分譲宅地支
援:分譲宅地購入助成金最大100万
円。早期定住促進助成金は分譲価格
の1/10、分譲宅地紹介謝礼金●空き
家バンク●空き家改修:改修経費の
4/10、上限100万円●太陽光発電補
助制度:出力5万円/kw、上限20万円

●民間賃貸住宅家賃助成:
民間賃貸住宅に入居する
結婚した方（婚姻予約者
を含み、男女いずれかが満
40歳未満）または同居者
に義務教育終了前の方を
養育している方に、月額家
賃の4/10（住宅手当等を
差し引く）、15,000円、60カ
月限度

●就農支援●空き店舗対策
事業●空き家活用促進●起
業支援:空き店舗等の改修
経費の4/10、上限200万円

美咲町 まちづくり課
0868-66-1191
0868-66-0250
（空き家に関す
ること）

●空き家等情報バンク●
お試し暮らし住宅

●分譲地購入補助●新築住宅の固定資
産税補助●新婚世帯向け家賃補助制
度

●就農支援:国・県の研修制
度●ピオーネ講習会
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