広島県 定住支援策一覧
－ 令和４年度 －
～ 広島暮らしをお考えの皆さまに，お仕事・住まい・さまざまな支援制度をご紹介 ～

広島県では
都市暮らしも
田舎暮らしも
楽しめます

広島県交流・定住促進協議会

[支援状況一覧]
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様式１

項目
市町

住まい
空き家
バンク

県内全域

働く

新築・ 改修費等
定住促進 お試し
家賃助成
その他
購入助成
助成
住宅・団地 住宅
○

広島市

〇

〇

呉市

○

○

竹原市

○

○

○

三原市

○

○

○

○

尾道市

○

○

○

福山市

〇

府中市

○

三次市

○

〇

〇

〇

○

○

○

〇

○

○

庄原市

○

○

○

○

大竹市

○

○

東広島市

○

○

廿日市市

○

○

○

○

安芸高田市

○

○

○

○

江田島市

○

○

○

府中町

〇

○

〇

農林水産業
就業支援

○

就職支援 起業支援

〇

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○
○

○

○

海田町
熊野町

○

○

坂町

○

○

○

○

安芸太田町

○

○

○

○

北広島町

○

○

大崎上島町

○

○

○

世羅町

○

○

○

神石高原町

○

○

○

○
○
○

定住
その他
その他 相談
○

○

○

〇

保育料
減免

○

〇

○

○

子育て
医療費
助成

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

〇

【 R４ 広島県内全域 】 （随時更新予定）
区分

項目

住まい

空き家バンク

住まい

働く

働く

働く

定住促進
住宅・団地

事業名

内

容

参考サイト

◆広島県内23市町のうち空き家バンクを開設している
ひろしま空き家バン 市町の空き家物件の紹介を行っている。
http://mintoクHP「みんと。」 ◆詳細な物件情報については，ホームページ内の市 hiroshima.jp/
町の問い合わせ先を参照

県営住宅

◆県営住宅の入居者募集を年３回（２,６,１０月）行って
いる
また，一部の郊外団地については別途日程により募
集を行っている
◆入居条件等についてはホームページ又は募集案内
書参照

http://www.pref.h
iroshima.lg.jp/sos
hiki/108/1182992
095227.html

【就農準備資金】
https://www.pref.
hiroshima.lg.jp/so
shiki/81/junbigat
◆【就農準備資金】
県が認定する研修機関などにおいて研修を受ける者に akouhuyouken2019
農林水産業就
新規就農者育成 対して資金を交付
05.html
業
総合対策
◆【経営開始資金】
【経営開始資金】
次世代を担う農業者となることを目指す経営開始直後 https://www.pref.
の新規就農者に対して，資金を交付
hiroshima.lg.jp/so
shiki/81/shinkish
uunoushienseido.html
https://www.pref.
農林水産業就
hiroshima.lg.jp/so
就業相談
◆農業就業に関する相談や農業の雇用情報を提供
shiki/81/280530.
業
html
https://www.pref.
◆関東圏の求職者を対象に専門の相談員によるＵＩJ hiroshima.lg.jp/sit
東京ふるさと就職情
就職
ターン就職に関する相談を実施（企業情報の提供，無 e/hiroshima報コーナー
uij/117696886616
料職業紹介，セミナー等イベント紹介等）
1.html

問合せ先
広島県
土木建築局住宅課
TEL：082-513-4166

広島県
土木建築局住宅課
TEL：082-513-4171

広島県
就農支援課
TEL：082-513-3531

広島県
就農支援課
TEL：082-513-3531
広島県東京事務所内
TEL：03-3580-0851

https://www.pref.

働く

就職

◆関西圏の求職者を対象に専門の相談員によるＵＩJ hiroshima.lg.jp/sit
大阪ふるさと就職情
ターン就職に関する相談を実施（企業情報の提供，無 e/hiroshima報コーナー
uij/117696886616
料職業紹介，セミナー等イベント紹介等）

広島県大阪事務所内
TEL：06-6345-5821

1.html

https://www.pref.
hiroshima.lg.jp/sit
e/hiroshimauij/117696886616
1.html

就職

◆関東圏・関西圏以外の地域の求職者を対象に専門
UIターン無料職業紹 の相談員によるＵＩJターン就職に関する相談を実施
介コーナー
（企業情報の提供，無料職業紹介，セミナー等イベント
紹介等）

働く

就職

ひろしまで暮らし，ひろしまの企業で働きたい学生の皆
http://www.pref.h
ひろしま就活応援サ さんのために，広島へのUIJターン就活，地元就活を進
iroshima.lg.jp/site
イト「Go！ひろしま」 める上でのお役立ち情報を集めた，ひろしま就活応援 /hiroshima-uij/
サイト。

広島県雇用労働政策課
TEL：082-513-3422

働く

就職

ひろしま求人情報サ
広島県が運営する，県内事業者の求人情報や企業紹 https://www.hiro
イト「ひろしまワーク
shimaworks.jp/
介動画などを掲載するサイト。
ス」

広島県雇用労働政策課
TEL：082-513-3422

働く

定住相談 定住相談窓口

定住相談 定住相談窓口

ひろしま暮らしサ
ポートセンター

◆首都圏在住者に対し，広島県への定住についての
相談窓口を設置。

広島県交流・定住
◆広島県への定住についての相談窓口
促進協議会事務局

http://www.furus
atokaiki.net/

ひろしましごと館内
TEL：082-224-0122

NPO法人ふるさと回帰支援
センター内
TEL：03-6273-4401

http://www.pref.h
広島県
iroshima.lg.jp/site
地域政策局地域力創造課
/kouryuuteizyuup
TEL：082-513-2581
ortalsite/

【広島市】
区分

項目

住まい

改修費等助成

住まい

定住促進
住宅・団地

事業名

参考サイト

問合せ先

◆住宅団地の町内会等の自治組織が、空き家を活用
住宅団地における して子育て世帯の住替えを促進するための取組を行う
住替え促進事業 場合に、空き家のリフォーム費や入居者の家賃の一
部を補助します。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/14
4/6347.html

広島市都市整備局
住宅部住宅政策課
TEL：082-504-2292

◆小学生以下の子ども（出産予定の子どもを含む。）
三世代同居・近居 がいる世帯が、広島市内に住む親元に住み替えて同
支援事業
居又は近居を始める場合、引越し費用等の２分の１
（上限１０万円）を助成します。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/14
/7213.html

広島市企画総務局
地域活性化調整部
コミュニティ再生課
TEL：082-504-2125

中山間地域空き家
バリュー再生ステー
ションの運営（リ
フォーム及びリノ
ベーションへの支
援）

内

容

◆中山間地域の一部地域において、空き家の相談か
ら利活用までを一体的に支援する制度の一環として、
空き家を活用する際のリフォーム及びリノベーションに
ついて支援を行います。

広島市企画総務局
地域活性化調整部
地域活性推進課
TEL：082-504-2837

住まい

その他

働く

農林水産業就
業支援

◆農業に意欲ある若い優秀な人材を他産業並みの所
得が確保できる農業経営者として育成するため、２年
ひろしま活力農業
間の栽培・経営技術研修、農地のあっせん及びビニー
経営者育成事業
ルハウス等施設整備などの就農支援を一元的に行い
ます。

http://www.haff.city.h
iroshima.jp/syuunou/
shinkitop.html

（公財）広島市農林水産振
興センター
TEL：082-842-4421

子育て

医療費助成

◆対象：入院は中学３年生までの子（１５歳に達する日
こども医療費の補 以後の最初の３月３１日までの子）、通院は小学６年
助
生までの子（１２歳に達する日以後の最初の３月３１日
までの子）

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/71
/3041.html

お住まいの区の福祉課へ

子育て

その他

◆保護者の方が勤務等の都合により家庭で保育を行
病児・病後児保育
うことが困難な場合に、病児・病後児をお預かりしま
事業
す。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/83
/5140.html

広島市こども未来局
保育指導課
TEL：082-504-2154

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/site/hoiku
-youchienkosodateshien/5139.
html

広島市こども未来局
保育指導課
TEL：082-504-2154

その他

◆子どもの一時預かりなどの援助を受けたい人（依頼
会員）と、援助をしたい人（提供会員）を登録し、地域で
ファミリー・サポー 子育てに関する相互援助活動を行う会員組織（有償
ト・センター事業 ボランティア）です。
◆センター事務局は、子育ての援助が必要な人を結
びつけるお手伝い（支援）をしています。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/84
/4662.html

広島市こども未来局
こども・家庭支援課
TEL：082-504-2623

子育て

その他

◆保育士と保健師が面接・電話・ファクシミリにより、
地域子育て支援拠
育児の悩みや子育てに関する相談をお受けします。
点事業（地域子育て
また、子育てサークルの紹介や育児講座の開催な
支援センター）
ど、地域の子育て家庭に対する育児支援を行います。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/84
/4643.html

広島市こども未来局
こども・家庭支援課
TEL：082-504-2623

子育て

その他

地域子育て支援拠 ◆乳幼児とその保護者が気軽に集い、遊べる場所で
点事業（オープンス す。子育てに関する相談や、情報交換ができるほか、
ペース）
定期的にイベントも開催しています。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/84
/4644.html

広島市こども未来局
こども・家庭支援課
TEL：082-504-2623

その他

◆児童館や小学校の空き教室などで実施しています。
https://www.city.hiro
令和4年4月現在、市内359か所で実施しています。
shima.lg.jp/site/educ
放課後児童クラブ
【対象】保護者が就労等により昼間家庭にいない小 ation/255021.html
学生

子育て

子育て

子育て

その他

一時預かり事業

◆乳幼児を一時的にご家庭で保育できない場合、そ
の乳幼児を保育園等でお預かりします。

定住相談

◆定住、創業、経営支援等の相談内容に応じて、広島
地域課題解決ネット 県宅地建物取引業協会や日本政策金融公庫広島支
ワークとの連携 店等のネットワーク構成団体に相談をつなぎ、ニーズ
に対応した支援を行います。

その他

◆ひろしま活力農業経営者育成事業等による定住者
定住者と地域との や定住者を受入れる地域住民を対象としたセミナーを
相互理解の促進 開催し、定住者と地域住民との相互理解の促進を図り
ます。

その他

◆市のホームページで、転入された方に配布するガイ
広島市市民くらしの
ドブックの電子書籍版を公開しています。
ガイド（電子書籍
◆市役所の窓口や各種手続、公共施設等の行政情
版）
報と観光・歴史等の地域情報を掲載しています。

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/13
/7202.html

広島市教育委員会
事務局放課後対策課
TEL：082-242-2014
広島市企画総務局
地域活性化調整部
地域活性推進課
TEL：082-504-2837
広島市企画総務局
地域活性化調整部
地域活性推進課
TEL：082-504-2837

https://www.city.hiro
shima.lg.jp/soshiki/4/
15214.html

広島市企画総務局
区政課区政係
TEL：082-504-2888

【呉市】
区分

項目

事業名

住まい

空き家バンク

呉市空き家バンク

内

容

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
utukenitiran.html

呉市
住宅政策課
TEL：0823-25-3394

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
46/rifomuhozyo.html

呉市
住宅政策課
TEL：0823-25-3394

◆市外からの移住者が，呉市内の「戸建て」の中古住 https://www.city.
呉市移住希望者住 宅を購入し入居する場合に，購入費の一部を助成しま kure.lg.jp/soshiki/
46/zyuutakusyut
宅取得支援事業 す。（新婚・子育て世帯加算，親世帯と近居加算，島
okusien.html
しょ部加算あり）

呉市
住宅政策課
TEL：0823-25-3394

◆呉市に居住することを希望している方に，空き家・空 kure.lg.jp/soshiki/
46/akiyabannkub
き地の情報をホームページで紹介しています。

DIYリフォーム費用 ◆空き家バンク登録物件の借主がDIYリフォームをす
助成事業
る場合，リフォーム費用の一部を助成します。

住まい

改修費等助成

住まい

その他

働く

農林水産業就
業支援

働く

農林水産業就
業支援

働く

農林水産業就
業支援

漁業着業支援事業

◆船の購入費，漁具の購入費など，漁師になるための
必要な経費の一部を助成しています。（必要な漁師研
修を修了し,年齢制限など一定の要件を満たした方を
対象）

呉市
農林水産課
0823-25-3319

働く

農林水産業就
業支援

◆船の設備，機械の更新など，漁業を継続するための
必要な経費の一部を助成しています。（必要な漁師研
漁業定着支援事業
修を修了し,年齢制限など一定の要件を満たした方を
対象）

呉市
農林水産課
0823-25-3319

働く

農林水産業就
業支援

◆これから農業を始められる方へ，農業に関する相談
担い手育成等推進
（栽培技術の習得，各種支援策の紹介等）を受け付け
事業
ます。

呉市
農林水産課
農業振興センター
0823-77-0374

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
38/gyogyouninait
e.html
◆概ね４５～６０歳の年齢で真剣に漁師になりたい方を https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
シルバー漁師研修 対象に，漁業技術の習得や漁業就業にかかる費用等 38/gyogyouninait
を支援します。（面接等の一定の審査あり）
e.html

◆本気で漁師になりたいと思っている方のために，きっ
漁師弟子入り体験
かけを提供する「漁師弟子入り体験」を実施していま
研修
す。

雇用促進

◆専門のカウンセラーによる就職相談，新卒の大学
生，U・Iターンの就職希望者を対象とした合同会社説
明会，求人情報誌の作成等を行い，呉市雇用促進協
議会HPで情報提供を実施しています。

http://koyokure.jp/

呉市
農林水産課
0823-25-3319
呉市
農林水産課
0823-25-3319

呉市
商工振興課
TEL：0823-25-3308

働く

就職支援

働く

起業支援

働く

起業支援

◆起業家・創業者の活動の場を提供する施設です。新
http://kuressc.or.
呉市インキュベー 製品の開発や新事業の展開に取り組む中小企業者
jp/index.php/sise
ション施設
や，新規に創業する人へ，格安な料金で提供します。 tu/
また，技術や経営の相談など全面的に支援します。

呉市
商工振興課
TEL：0823-25-3152

子育て

医療費助成

◆０歳児～小学校６年生までの通院・入院と中学校３
乳幼児等医療費助 年生までの入院について，医療機関等で受診した場合 https://kurekosodate.com/se
成制度
の自己負担金の一部を助成します。（所得制限があり rvice/1195.html
ます。）

呉市
子育て支援課
TEL：0823-25-3173

子育て

医療費助成

◆医療保険適用の有無を問わず行われた人工授精及 https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
不妊治療費助成事 び令和3年3月31日までに治療を開始した特定不妊治
44/hunintiryouhiz
業
療（体外受精，顕微授精）の医療費の一部を助成しま yoseizigyou2021.h
す。
tml

呉市
地域保健課
TEL：0823-25-3540

https://www.city.

子育て

医療費助成

不育症治療費助成 ◆医療保険適用外の不育症検査・治療について，その
kure.lg.jp/soshiki/
事業
医療費の一部を助成します。
44/huiku.html

呉市
地域保健課
TEL：0823-25-3540

子育て

保育料減免等

第３子以降３歳未満 ◆１８歳未満の子を３人以上扶養している場合，第３子 https://kure児に係る保育料無 以降３歳未満児の保育料は３歳になる年度末まで無料 kosodate.com/se
rvice/833.html
料化
になります（申請が必要です）。

呉市
子育て施設課
TEL：0823-25-3144

◆市内で起業をしようとする方を募集，選考委員会を
起業家支援プロジェ 実施し支援対象者を選定します。支援に当たっては，
クト
資金を市が実施するクラウドファンディング型ふるさと
納税により集めます。

呉市
商工振興課
TEL：0823-25-3815

【呉市】
区分

項目

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

事業名

内

容

◆保護者の勤務時間や通勤時間を考慮して，保育時
間をおおむね１９時まで延長します。
特別保育
◆急病や介護・育児疲れ・パート勤務・冠婚葬祭など
で，保育が出来ないとき，一時的に児童を受け入れま
す。
◆保護者の子育てと就労の両立支援の一貫として【病
呉市病児・病後児
気】又は【回復期】にある児童を一時的にお預かりして
保育
います。
◆保護者等が就労等により，昼間常時家庭にいない場
合に，小学生を放課後から夕方まで預かり，小学校の
放課後児童会
余裕教室等を活用しながら，指導員が遊びと生活の指
導を通じて児童の健全育成を行っています。
◆育児・家事の援助を受けたい人（依頼会員）と育児・
ファミリー・サポート・ 家事の援助を行いたい人（提供会員）が会員登録し，
センター
地域で子育てに関する相互援助活動を行う有料の会
員組織です。
◆０・１・２歳の乳幼児に配意した親と子の安全・安心な
子育て交流ひろばです。
すこやか子育て支
①くれくれば 呉市宝町２－５０（レクレ４Ｆ）
援センター
②ひろひろば 呉市広古新開２－１－３（広市民セン
ター３Ｆ）
◆妊産婦さんやその家族が妊娠・出産・子育ての不安
や悩みを気軽に相談できる子育て世代包括支援セン
母子保健相談支援 ターえがおを開設しています。
◆母子保健コーディネーター（助産師，保健師及び相
談員）が相談に応じます。

子育て

その他

子育て

その他

くれ妊娠ほっとライ ◆妊娠から出産における悩み，思いがけない妊娠や産
ン
むことに悩んでいるとき等に相談に応じます。

子育て

その他

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支
産前・産後サポート
援をしています。
事業
授乳や子育ての相談，交流会を開催しています。

子育て

その他

定住相談

定住相談

その他

敬老優待等

その他

敬老優待等

産後ケア事業

◆産後１年未満で心身のケアや育児サポートが必要な
お母さんと赤ちゃんについて，委託する医療機関や助
産所での宿泊，日帰り，訪問による心身のケアと育児
相談を受け付けています。（利用条件あり）

◆定住に係る相談，呉見学ツアーを随時受け付けてい
定住サポートセン ます。呉見学ツアーでは，呉市定住サポートセンター職
ター
員が，あなたのニーズに合わせ，市内各所を個別にご
案内します。
◆呉市内で運行する路線バスの優待乗車証の交付（１
優待乗車券（いきい 乗車100円）
きパス敬老）
※７０歳以上の高齢者が対象
※運賃140円以下の区間は無料

障害者在宅福祉

◆優待乗車券（いきいきパス障害者）
呉市内で運行する路線バスの優待乗車証を交付（乗
車無料）
◆福祉タクシー乗車券
年間１８，０００円分を限度にタクシー券を交付
◆障害者紙おむつ購入助成券
年間２４，０００円分を限度に紙おむつの購入助成券
を交付

参考サイト

問合せ先

https://kurekosodate.com/se
rvice/816.html

呉市
子育て施設課
TEL：0823-25-3174

https://kurekosodate.com/se
rvice/864.html

呉市
子育て施設課
TEL：0823-25-3174

https://kurekosodate.com/se
rvice/773.html

呉市
子育て支援課
TEL：0823-25-3254

https://kurekosodate.com/fa
milysupportcente
r/

呉市
子育て支援課
TEL：0823-25-3254

https://kurekosodate.com/su
koyaka/

呉市
子育て支援課
TEL：0823-25-3254

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
44/kuresikosodat
esedaihoukatusie
nsenta.html

呉市子育て世代
包括支援センターえがお
TEL：0823-25-3597
呉市子育て世代
包括支援センターえがお
TEL：0823-25-3011

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
44/kuresikosodat
esedaihoukatusie
nsenta.html#akac
yan
https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
44/kuresikosodat
esedaihoukatusie
nsenta.html#akac
yan
https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
46/teizyusapooto
sentar.html
https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
150/kaigo21.html

呉市子育て世代
包括支援センターえがお
TEL：0823-25-3597

呉市子育て世代
包括支援センターえがお
TEL：0823-25-3597
呉市
住宅政策課
TEL：0823-25-3394
呉市
高齢者支援課
TEL：0823-25-3139

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
56/syougai11061900.html

https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
56/syougai11062200.html

※一定の障害のある方を対象に、３つのサービスのう
ち、いずれか１つのサービスを受けることができます。 https://www.city.
kure.lg.jp/soshiki/
56/syougai11062300.html

呉市
障害福祉課
TEL：0823-25-3135

【竹原市】
区分

参考サイト

問合せ先

住まい

空き家バンク

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/soshiki
karasagasu/toshise
ibika/gyomuannai/
2/2_1/2222.html

竹原市
都市整備課住宅建築係
TEL：0846-22-7749

住まい

◆市外に住所を有している方が空き家を取得し，居住 https://www.city.ta
竹原市空き家移住・ のために行う改修工事に要する経費の一部を予算の kehara.lg.jp/soshiki
karasagasu/toshise
改修費等助成
定住改修支援事業 範囲内で補助する。
ibika/gyomuannai/
対象経費の1/2，上限100万円
2/1/1786.html

竹原市
都市整備課住宅建築係
TEL：0846-22-7749

家賃助成

◆子育て・新婚世帯向けの子育てに配慮した賃貸住
宅
子育て世帯向け地
・所得に応じた家賃助成（最大で4万円の家賃助成あ
域優良賃貸住宅
り）
・家賃7.1万円～8万円，敷金0円

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kurashi
_tetsuzuki/sumai/s
hieijutaku_kosodate
jutaku/kosodate/4
352.html

竹原市
都市整備課住宅建築係
TEL：0846-22-7749

住まい

その他

◆市内の専用住宅等で汲み取り便槽，単独処理浄化
槽から小型合併処理浄化槽に転換するものに対し助
竹原市小型合併処 成
理浄化槽設置整備 ・建築確認申請を行う場合 一律20万円
事業
・建築確認申請を伴わない場合
5～6人槽 33.2万円 7～8人槽 41.4万円 9～10人
槽 54.8万円

http://www.city.tak
ehara.lg.jp/simin/ka
nkyou/hojyokin.htm
l

竹原市
市民課生活環境係
TEL：0846-22-2279

住まい

その他

竹原市仁賀町にお ◆竹原市仁賀町への移住者に市有地を２５年間無償 https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kurashi
ける土地の無償貸 で貸付け，無償貸付けの期間が満了した場合にこれ _tetsuzuki/sumai/ij
付・無償譲与
を譲与できる
uteiju/4167.html

竹原市
総務課資産活用係
TEL：0846-22-7719
竹原市
産業振興課
農林水産振興係
TEL：0846-22-7745
竹原市
産業振興課
農林水産振興係
TEL：0846-22-7745

住まい

項目

事業名
竹原市
空き家バンク

内

容

◆空き家情報を空き家バンクのホームページ上に掲
載
◆空き家利用希望者に対して斡旋を行う

◆次世代を担う農業者になる者に対し，就農直後の経
農林水産 農林水産業就 農業次世代人材投
営確立を支援するために，就農後最長３年間，年間最
業就業
業
資事業
大１５０万円の交付金を交付
農林水産 農林水産業就
業就業
業

就職

起業

子育て

就職

起業

医療費助成

就農支援

◆就農に関することの相談窓口

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/shigoto
_sangyo/koyo_shug
就職ガイダンス
yo/syugyou/index.
html
◆観光地と商店街エリアをつなぐ観光消費推奨ルート https://www.city.ta
にある空き店舗等を活用する中小企業者，商店街団 kehara.lg.jp/soshiki
竹原市まちなか賑
karasagasu/sangyo
体又は創業者に対して店舗改修に係る経費の一部を shinkoka/gyomuan
わい創業支援事業
助成
nai/6/3/1/2272.ht
・対象経費の1/2，上限100万円
ml

◆市内の就職促進・雇用確保する就職面接・相談
・就職希望者と参加事業所との個別面接
・就職に関する各種相談コーナー

◆乳幼児等を対象に，医療機関等で受診した場合の
自己負担金を500円/回を限度とし，限度を超えた部分
を助成（保護者の所得制限有り）
【対象範囲】
https://www.city.ta
・０歳児から小学６年生まで…通院・入院
乳幼児等医療費助
kehara.lg.jp/kosoda
・中学１年生から中学３年生まで…入院
te_kyoiku/kosodate
成制度
・通院：ひとつの医療機関での受診回数が４回を超え
た場合，５回目以降無料
・入院：ひとつの医療機関での入院日数が１４日を超
えた場合，１５日目以降無料

子育て

保育料減免

保育所運営事業

◆18歳未満の子どもを3人以上扶養している場合，3
人目以降の3歳未満児は保育料無料

子育て

その他（一時保
育）

一時預かり事業

◆参観日，病院，冠婚葬祭等，急な用事のときに，時
間単位で子どもを預かる
◆里帰り出産の際や，市外からの預かりも可能

子育て

子育て

◆病気治療中の子どもを預かる
◆小児科医と連携し，看護師が子育てをサポート
・ 対象 生後3か月～小学6年生
・ 時間 8時30分～17時30分（18時30分まで延長
可）
◆病気回復時の子どもを預かる
◆小児科医と連携し，看護師が子育てをサポート
その他（病後児 病後児保育「さくら
・ 対象 生後3か月～小学6年生
保育）
んぼ」事業
・ 時間 8時30分～17時30分（18時30分まで延長
可）
その他（病児保 病児保育「ポピー」
育）
事業

/teate/5361.html

竹原市
雇用対策協議会
TEL：0846-22-7745
竹原市
産業振興課
商工観光振興係
TEL：0846-22-7745

竹原市
市民課 医療年金係
TEL：0846-22-7734

https://www.city.ta
竹原市
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate 社会福祉課子ども福祉係
/hoikujo_kodomoen
TEL：0846-22-7742
/4296.html
https://www.city.ta
竹原市
kehara.lg.jp/kosoda
社会福祉課子ども福祉係
te_kyoiku/kosodate
TEL：0846-22-7742
/shien/4295.html
https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4320.html

米田小児科医院
TEL：0846-22-1239

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4320.html

ふれあい館ひろしま
TEL：0846-22-9100

【竹原市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

子育て

◆放課後，保護者が仕事などで家にいない小学生の
その他（放課後 放課後児童クラブ 児童を一定時間預かる
児童保育）
運営事業
・ 開設時間 平日14時～18時，休校日8時～18時
・ 利用料 3,000円（別途おやつ代）

https://www.city.ta
竹原市
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate 社会福祉課子ども福祉係
/hoikujo_kodomoen
TEL：0846-22-7742
/5356.html

子育て

その他（ファミ
リーサポートセ
ンター）

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4315.html

ファミリー・サポート・セン
ター
TEL：0846-22-2304

子育て

その他（子育て 地域子育て支援セ ◆「ミルクハウス」
支援センター）
ンター事業
市内を巡回し，育児サークルを行う

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4317.html

ミルクハウス
TEL：0846-26-2845

子育て

その他（子育て 地域子育て支援セ
支援センター）
ンター事業

◆「つくしんぼ」
「ふれあい館ひろしま」で子育て中の親子の交流，
相談，遊びなどの場を提供

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4317.html

ふれあい館ひろしま
TEL：0846-22-9100

◆放課後等に健全な遊びを通して，児童の健全育成
を図る
・ 対象 5歳～中学3年生
・ 開館時間 13時～18時（4月～9月）
13時～17時30分（10月～3月）
※土・日・長期休暇期間中は，10時～開館

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
/shien/4316.html

中央児童館
TEL：0846-22-0420

ファミリーサポート
センター事業

子育て

その他

中央児童館
運営事業

子育て

その他

家庭児童相談
活動事業

子育て

子育て

その他（産後ケ
ア）

その他（乳児健
康診査）

◆子育てを地域の会員がサポートする
・ 利用時間 7時～19時（月～金）
・ 利用料 600円/時

https://www.city.ta

◆18歳未満の子どもの悩み（不登校，虐待，発達，友 kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/kosodate
達関係など），相談等に対応する
/soudan/4319.html

宿泊型産後
ケア事業

◆助産院に宿泊して産婦の心身の休養と育児につい
ての指導を受ける
・対象 生後1年未満の乳児と産婦
・利用料 1泊2日15,000円（その後，1日ごとに7,500円
増えます）

https://www.city.
takehara.lg.jp/kos
odate_kyoiku/nins
hin_shussan/supp
ort_ninshin_shuss
an/support/3301.
html

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

１か月乳児
健康診査

◆市内の小児科医で健康診査を受け，予防接種や子
育てについて相談することができる
・対象 生後2か月未満
・費用 無料

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/soshiki
karasagasu/kenkof
ukushika/gyomuan
nai/ninshin_syussa
n/kenkou/shinsa/2
878.html

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/soshiki

子育て

その他

◆妊婦一般健康診査受診1回につき2,000円の奨励金 karasagasu/kenkof
ukushika/gyomuan
を交付する。（上限14回分）
nai/ninshin_syussa
・対象 竹原市に住所のある妊婦

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

不妊治療費
助成事業

◆特定不妊治療に併せて行われる先進医療等におい
て治療費の一部を助成（上限5万円）。
・対象 広島県が実施する不妊治療支援事業（特定不
妊治療に併せて行われる先進医療等）において，助成
承認が決定された方で，市民税等を滞納していない
方。

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/ninshin_s
hussan/support_nin
shin_shussan/1/33
05.html

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

不妊検査費等
助成事業

◆不妊検査・一般不妊治療を受けた夫婦に費用の一
部を助成することが出来る（上限5万円）
・対象 申請日において夫婦のいずれか一方が竹原
市内に住所を有しており市民税等を滞納していない
方，かつ，広島県の不妊検査費等の助成を受けてい
る方

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/ninshin_s
hussan/support_nin
shin_shuss

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

妊婦健康診査
支援事業

n/ninshin_syussan/
1/2716.html

子育て

その他（不妊治
療）

家庭児童相談室
TEL：0846-22-3544

子育て

その他（不妊治
療）

子育て

◆妊娠から出産，子育てまでを切れ目なく支援する仕
たけはらっこネウボ 組み。たけはらっこネウボラには母子保健コーディ
その他（不妊治
ラ（子育て世代包括 ネーター及び子育て支援コーディネーターがおり，妊
療）
支援センター）
娠・出産，子育てなどについての相談や，子どもの成
長に合わせた支援・サービス等を紹介

https://www.city.ta
kehara.lg.jp/soshiki
karasagasu/kenkof
ukushika/gyomuan
nai/ninshin_syussa
n/2717.html

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

【竹原市】
区分

子育て

定住相談

その他

その他

項目

その他

定住相談

事業名

内

容

参考サイト

https://www.city.
takehara.lg.jp/sos
母子手帳アプリ「た ◆子どもの成長記録，予防接種スケジュールの管理， hikikarasagasu/ke
nkofukushika/gyo
けっこダイアリー」の 医療機関の情報閲覧ができ，市の育児関連情報の受 muannai/ninshin_
配信
信ができるアプリを利用できる
syussan/ninshin_
syussan/1_2/270
0.html

定住相談

問合せ先

竹原市
健康福祉課健康対策係
TEL：0846-22-7157

竹原市
企画政策課
プロモーション推進担当
TEL：0846-22-1568

◆定住に関することの相談窓口

その他

◆竹原市への移住等及び関係人口になることを検討 https://www.city.
takehara.lg.jp/ais
竹原市お試し暮らし するために2日以上連続して宿泊施設に宿泊する場合
hihokorashi_takeh
滞在費補助金
に，宿泊施設に支払った額の1/2又は1人1泊当たり aragurashi/suppo
2,500円のいずれか低い額を支給
rt/5604.html

その他

◆これから夫婦として新生活をスタートさせようとする
竹原市結婚新生活 世帯を対象に，結婚に伴う新生活のスタートアップに
支援事業
かかる費用（家賃，引越費用等）を支援（上限３０万
円）

竹原市
企画政策課
プロモーション推進担当
TEL：0846-22-1568

https://www.city.ta
竹原市
kehara.lg.jp/soshiki
karasagasu/shakaif 社会福祉課子ども福祉係
ukushika/hojokin_jo
TEL：0846-22-7742
seikin/1775.html

【三原市】
区分

項目

事業名

住まい

空き家バンク

空き家バンク
（情報発信）

内

容

◆市内に空き家を所有する方の申し込みにより，物件
を登録し，空き家の利用を希望する方に登録物件を紹
介する制度です。
◆市内において，新たに住宅を取得される若年層（40
歳未満夫婦及び子育て世帯）に対し，土地取得費用を
除いた住宅取得費用（改修費用含む）の一部を補助し
ています。
※条件あり。
◆空き家バンク制度を利用して，市外から移住される
方に対し，空き家の改修工事費用の一部を補助して
います。
※要件あり。
◆三原市学生向けシェアハウス設置補助金の交付を
受けて設置・運営されているシェアハウスに市外から
移住して入居する学生に対し，家賃の一部を補助して
います。
※要件あり。
◆三原市が分譲している住宅団地です。ファーストマ
イホーム応援事業及び分譲地複数区画一括購入の特
例を活用することができます。
※条件あり。

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/akiy
abank.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/fast
-myhome.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/akiy
ahojyo.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

新築・購入助成

ファーストマイホー
ム応援事業

住まい

改修費等助成

空き家改修等支援
事業

住まい

家賃助成

学生市内居住促進
補助事業

住まい

定住促進
住宅・団地

三原西部住宅団地
（あやめヶ丘）

住まい

定住促進
住宅・団地

◆三原市が分譲している住宅団地です。ファーストマ mihara.hiroshima.j
小泉町玉城地区住
p/soshiki/8/koizu
イホーム応援事業を活用することができます。
宅団地
micyoutamagitiku.
※条件あり。

三原市
財産管理課
TEL：0848-67-6012

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/139
473.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

住まい

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011
https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/8/ayam
egaoka.html
https://www.city.

html

お試し住宅

◆市外から三原市へ移住を検討されている方を対象
に，一定期間，お試しで滞在可能な住宅をご用意して
います。

三原市
財産管理課
TEL：0848-67-6012

住まい

お試し住宅

住まい

その他

◆新婚世帯を対象に，新婚新生活に伴う住宅の取得 https://www.city.
結婚新生活支援事 費用・賃借費用，引越費用を補助します（移住世帯に mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/120
業
は加算あり）。
777.html
※条件あり。

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

住まい

その他

◆県外在住者で三原市への移住や地域と継続したつ https://www.city.
お試し暮らし滞在費
mihara.hiroshima.j
ながりを希望する方を対象に，活動に要する宿泊費及 p/soshiki/21/ota
補助事業
びレンタカー借上料の一部を補助します。
mesigurasi.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

◆市が指定する研修所で研修を受講する新規就農者
農林水産 農林水産業就 三原市新規就農者 に，家賃，研修及び就農に係る経費を最大２年間支援
業就業
業
研修支援事業
します。
○就農研修者研修生に対して年額42万円

三原市
農林水産課
TEL：0848-67-6077
http://www.city.

農林水産 農林水産業就
業就業
業

市民農園

◆農業者以外の方が野菜や花等を栽培できる市民農 mihara.hiroshima.j
p/soshiki/26/simi
園を市内3箇所に設置しています。
n-noen.html
http://www.city.

就職

就職

Ｊデスクみはら

◆ＵＪＩターンを希望する方に年2回の就職ガイダンスを mihara.hiroshima.j
p/soshiki/24/jdes
実施しています。（7月，翌3月：変動あり）
k.html

就職

就職

起業

就職

移住支援事業

◆東京圏から三原市へ移住し，広島県が開設する就
業支援マッチングサイトに対象として掲載する中小企
業等の求人に就業した方を対象に補助金を交付しま
す。
※条件あり。

三原市
農林水産課
TEL：0848-67-6077
三原市
商工振興課
TEL：0848-67-6013

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

就職

◆市外から三原市に移住し，市内の教育保育等施
設・医療介護等施設の常勤職員として新たに就労され
就労・移住定住支
る方に引越費用等を補助します。※条件あり。
援事業
◆市内の教育保育等施設に新たに保育士等専門職と
して就職される方に20万円を支給します。

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/140
743.html

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

起業

起業化促進事業 ◆コーディネーターを配置した創業支援拠点を設置
（みはら創業応援 し，新規創業者や第二創業者の掘り起こし及び事業
隊）
者ごとのフェーズに応じた支援を実施しています。

http://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/24/one
stopsoudanmadoguti.h
tml

三原市
商工振興課
TEL：0848-67-6072

【三原市】
区分

参考サイト

問合せ先

起業

◆中心市街地の空き店舗を活用した新規出店者や既
存店舗を改装し事業を継続する事業者等に対し，改
装費等の一部を助成しています。
○改装費 補助率：1/2以内（既存店舗の改装1/3以
中心市街地魅力向 内）
上支援事業
〇補助限度額：50万円（既存店舗の改装40万円）
○賃貸料（1年間，飲食サービス業に限り最長3年間）
補助率：1/2以内
補助限度額：1階 月額4万円
1階以外 月額3万円

http://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/24/tyu
ushinshigaitishinkishutten.htm
l

三原市
商工振興課
TEL：0848-67-6072

起業

◆市内全域（中心市街地を除く）の空き店舗等を活用
した新規出店者や既存店舗を改装し事業を継続する
事業者等に対し，改装費等の一部を助成しています。
○改装費 補助率：１/2以内（既存店舗の改装1/3以
地域商業活性化支 内）
援事業
○補助限度額：50万円（既存店舗の改装40万円）
○賃貸料（1年間）
補助率：1/2以内
補助限度額：1階 月額3万円
1階以外 月額2万円

http://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/soshiki/24/syo
ugyoukasseikahoj
okin1.html

三原市
商工振興課
TEL：0848-67-6072

子育て

医療費助成

◆中学校卒業までの児童の医療費負担を軽減する制
度です。
乳幼児等医療費助 ○通院 月4回まで1日の診療につき一部負担金500
成制度
円
○入院 月14日までの1日の診療につき一部負担金
500円

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
131000.html

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6045

子育て

保育料減免

起業

起業

子育て

子育て

項目

その他

その他

事業名

内

容

三原市
児童保育課
TEL：0848-67-6042

保育料減免制度

◆その家庭の特別な事情等により支払いが困難に
なった際に保育料を減免する制度です。

一時預かり

◆一時的または緊急的に家庭で保育できない場合
に，子どもを保護者にかわって保育しています。
実施施設：2保育所，7こども園
利用料金：
(3歳以上)1日1,800～2,000円 半日 750～1,200円
(3歳未満)1日2,400～3,000円 半日1,000～1,500円

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
131249.html

三原市
児童保育課
TEL：0848-67-6042

◆当面症状の急変は認められないが，回復期に至っ
ていない場合，一時的に保護者にかわって保育してい
ます。
利用料金：1回当たり2,000円

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
byouji.html

三原市
児童保育課
TEL：0848-67-6042

◆病気の「安定期」または「回復期」にある子どもを，
一時的に保護者にかわって保育しています。
実施施設：1こども園
利用料金：1回当たり2,000円

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
132864.html

三原市
児童保育課
TEL：0848-67-6042

三原市
児童保育課
TEL：0848-67-6042

病児保育

子育て

その他

子育て

その他

◆親子のふれあいスペースと遊びの提供，子育て相 https://www.city.
地域子育て支援セ 談，子育て情報の提供，子育て講座，園庭遊びなどを mihara.hiroshima.j
ンター
通して，地域の子育て家庭に対する育児支援していま p/site/kosodate/
131264.html
す。

その他

◆小学生（１年生～６年生）を対象に，授業終了後や
長期休業中に，遊びや生活の場を提供しています。
（保護者負担金：月額2,000円 ※8月は3,000円）
（教材費：月額2,000円）
放課後児童クラブ
※令和４年度から運営時間を30分延長し，利用しやす
くなりました（土曜日を除く）。
※民間運営放課後児童クラブ（2か所）については各ク
ラブへお問い合わせください。

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6045
https://www.city.
mihara.hiroshima.j ※民間放課後児童クラブ
p/site/kosodate/
I Love Kids
134335.html
TEL：0848-38-7670
Kids Garden PEEK-A-BOO
TEL：0848-38-1154

その他

◆子育てに手を貸してほしい人と，子育てを応援した
い人が会員登録し，一時的な育児サービスを有償で
ファミリー・サポー 提供する助け合いの制度です。
ト・センター
利用料金：
平日（月～金）7時～19時 1時間当たり600円
上記以外の時間帯 1時間当たり700円

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
131039.html

子育て

子育て

病後児保育

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6079

【三原市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

子育て

その他

◆6歳未満の子どもを養育している保護者に購入費を
チャイルドシート購 助成しています。
入費助成事業
購入費が5,000円以上の場合：一律5,000円
購入費が5,000円未満の場合：購入費と同額

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
130998.html

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6045

子育て

その他

◆親子の閉じこもり，孤立化防止及び育児不安の軽 https://www.city.
mihara.hiroshima.j
子育て支援サロン 減のため，地域のボランティアが親子のふれあいの場 p/site/kosodate/
を提供しています。
130985.html

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6079

子育て

その他

定住相談

定住相談

◆令和２年８月三原駅前にオープンした新しい施設
で，１８歳までの子どもと保護者の方なら誰でも予約不
要で利用できます。学習室，スポーツ室，ボルダリング
コーナー，乳幼児ルーム，無料Wi-Fiを備え，幅広い世
代が楽しめる施設です。ラフラフで開催したイベントの
様子などをラフラフ日記
（https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/
130984.html）で紹介しています。

https://www.city.
mihara.hiroshima.j
p/site/kosodate/
130984.html

三原市
子育て支援課
TEL：0848-67-6079
三原市児童館
（ラフラフ）
TEL：0848-67-1123

◆移住・定住に関する情報をポータルサイトで発信し
ポータルサイト「す ています。
https://www.sund
んでみはら。」
◆移住・定住相談を随時受付しています（事前連絡に e-mihara.jp/
てオンラインでも対応可）

三原市
地域企画課
TEL：0848-67-6011

三原市児童館
（ラフラフ）

【尾道市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

住まい

空き家バンク

尾道市
空き家バンク

◆尾道の坂の町や路地にある空き家の利用を考えて http://www.onomi
chisaisei.com/ind
いる方に、空き家の情報を提供するシステム。
ex.php

住まい

空き家バンク

御調地区
空き家バンク

◆御調町における空き家の情報を提供するシステム。 a.jp/

住まい

空き家バンク

因島地区
空き家バンク

◆因島地区における空き家の情報を提供するシステ
ム

http://mitsugiakiy

問合せ先
尾道市
まちづくり推進課
TEL：0848-38-9347
尾道市
御調支所まちおこし課
TEL：0848-76-2922
尾道市

https://akiyabank
因島総合支所しまおこし課
.in/

TEL：0845-26-6212

◆新婚・子育て世帯が中古住宅を購入する費用、又
子育て世帯等
は購入・相続・贈与等で中古住宅を取得し改修する際 https://www.city.
onomichi.hiroshim
住宅取得支援事業 の費用の1/2を補助（上限額：市内在住者30万円、市 a.jp/soshiki/33/2
補助金
外からの移住世帯50万円。いずれも親世帯と同居・近 4764.html
居で10万円の加算。）。

尾道市
まちづくり推進課
TEL：0848-38-9347

https://www.city.
onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/33/1
010.html

尾道市
まちづくり推進課
TEL：0848-38-9347

住まい

購入助成

住まい

改修費等助成

空き家再生促進
事業補助金

◆尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内に
ある空き家を改修して居住する場合に，その空き家の
改修に要する経費の３分の２（最大３０万円）を助成。

住まい

改修費等助成

空家等改修支援
事業補助金

◆尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク又は
因島地区空き家バンクに登録した空家等を改修して
居住する場合に改修工事にかかる経費の2/3（最大30
万円）を助成。

住まい

その他

尾道市
まちづくり推進課
TEL：0848-38-9347

空き家家財道具等 ◆尾道市内の各空き家バンクに登録している空き家
処分支援事業補助 の家財道具等の処分や清掃等にかかる経費の1/2
金
（最大10万円）を助成。

働く

尾道市新規漁業就
農林水産業就
◆新規に漁業に就業しようとする方に，漁船漁具等の
業者育成漁船漁具
業
購入に係る経費の２分の１（最大９０万円）を補助。
等整備事業

働く

農林水産業就
業

働く

◆担い手(認定農業者等)の経営規模拡大等を進める
農林水産業就
農地中間管理事業 ため，農地中間管理機構を利用して農地の貸し借りを
業
行う仕組み。

働く

◆農業従事者の減少や高齢化，後継者不足，耕作放
棄地の増加，収益力の低下など，本市農業をとりまく
農林水産業就 おのみち「農」の担 厳しい環境に対し，新規就農者や農業者，農業者が
業
い手総合支援事業 組織する団体等が現状を打ち破り，農業を変えていこ
うとする “意欲ある取り組み”に対し，その状況に応じ
て段階的に支援する事業。

新規漁業就業者
漁業研修事業

尾道市
まちづくり推進課
TEL：0848-38-9347
http://www.city.o
nomichi.hiroshima
.jp/soshiki/25/34
03.html

◆県協議会で実施される漁業相談会での選考後，適
正を確認した新規漁業就業希望者に対し，受入漁業
組合員の講師による長期研修を支援（1人/年）。

尾道市
農林水産課
TEL：0848-38-9478
尾道市
農林水産課
TEL：0848-38-9478
尾道市
農林水産課
TEL：0848-38-9473

http://www.city.o
nomichi.hiroshima
.jp/soshiki/25/34
23.html

尾道市
農林水産課
TEL：0848-38-9473

就職支援

◆本市及び市外の就学者，並びに県外労働者の地元
尾道市ふる里就職促進協
尾道市ふる里就職 尾道地域への就職促進と定着化を図り，地域の活性 http://onomichi- 議会（事務局：尾道市商工
促進協議会
化に結び付けていくことを目的として，就職情報の提 f.com/
課）
TEL：0848-38-9183
供等を実施。

働く

起業支援

◆市内に事業所を設置しようとする新規創業者または
広島県外から移住して市内に新たに事業所を開設す
る事業者に対して，創業に要する初期投資のための
経費（建物の改修又は修繕に要する経費）の1/2 （上
創業支援等補助金
限50万円）を補助。
なお，上記補助金の交付対象者が、39歳以下の広
島県外からの移住者である場合、若手創業者等応援
給付金として20万円の給付金を交付する。

働く

起業支援

創業資金利子補給 ◆新規創業者が負担した創業に係る資金の利子相当 onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/26/2
制度
額を２年間補助（年間上限30万円）。

働く

【創業支援】
https://www.city.
onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/26/1
1925.html
【開業支援】
https://www.city.
onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/26/3
7641.html
https://www.city.
447.html

働く

起業支援

尾道市
商工課
TEL：0848-38-9182

尾道市
商工課
TEL：0848-38-9182

尾道市
尾道市因島地区 ◆因島土生町商店街の遊休施設を活用して新たに出 https://www.city.
onomichi.hiroshim
空き店舗活用支援 店又は開業しようとする際に必要となる経費に対し予 a.jp/soshiki/38/4 因島総合支所しまおこし課
TEL：0845-26-6212
事業補助金
算の範囲内で補助（最大250万円）
0742.html

【尾道市】
区分

項目

事業名

内

容

◆中学校３年生までの子どもを対象に医療費の一部
を助成。
子ども医療費助成 ※所得制限無し
※医療機関ごと１日５００円の一部負担
（通院は月４日，入院は月１４日まで）

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2
018.html

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9112

子育て

医療費助成

子育て

その他

◆小学校または特別支援学校に在学する１～６年生 http://www.city.o
nomichi.hiroshima
放課後児童クラブ の児童を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所 .jp/soshiki/23/97
を確保。
87.html

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9219

子育て

その他

◆尾道市内の保育施設等に保育士として新規に就労
保育士就労奨励金 する人に奨励金を交付します。また、市外在住の保育
交付事業
士が就労に際して市内に転入した場合には、転入費
用（実費負担分）を最大２０万円加算。

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9414

子育て

その他

子育て

◆おのみちファミリーサポート・センター
住所 尾道市防地町26-24
おのみち子育て支援センター内
TEL 0848-37-2415

http://www.city.o
nomichi.hiroshima
.jp/soshiki/23/20
64.html

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9219

その他

◆就学前の子どもと親が自由に遊ぶ場、お母さん同 https://www.city.
子育て支援センター 士のコミュニケーションの場、子育て相談の場として、 onomichi.hiroshim
a.jp/life/1/5/27/
ちょっと一息つくことができる場を提供。

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9215

子育て

その他

◆母子保健と子育て支援のサービスをワンストップで
提供する拠点“ぽかぽか☀”を市内全域に設置し、妊 https://www.city.
子育て世代包括支
娠期から出産、子育て期の相談援助を母子保健コー onomichi.hiroshim
援センター ぽかぽ
ディネーターと子育て支援コーディネーターが一貫して a.jp/soshiki/19/1
か☀
行い、全ての子育て家庭が不安なく子育てができるよ 826.html
うに総合的な支援を実施します。

尾道市
子育て支援課
TEL：0848-38-9215

定住相談

定住相談

◆先輩移住者のインタビュー記事を始めとして、移住
ポータルサイト「尾
http://onomichiや定住に関する情報をポータルサイトで一元的に発 ijuportal.jp/
道移住ポータル」
信。

尾道市
政策企画課
TEL：0848-38-9316

その他

その他

◆「会いたい人ができると、そこは、帰りたいまちにな
プロモーションサイ
https://hitoる。」をキャッチコピーに、尾道市の魅力的な人や風景 onomichi.jp/
ト「人と尾道」
を紹介するプロモーションサイト

尾道市
政策企画課
TEL：0848-38-9316

ファミリー・サポー
ト・センター

【福山市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

住まい

空き家バンク

住まい

改修費等助成

母子父子寡婦
福祉資金貸付
（住宅資金）制度

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/jutak
u/258981.html
www.city.fukuyam
◆母子，父子，寡婦の居住かつ所有する住宅の改築 a.hiroshima.jp/sit
e/kosodate/416.h
等又は購入する場合の資金の貸付けを行います。
tml

改修費等助成

移住者等住宅
改修費補助事業

◆市内への移住又は定住希望者が，中古住宅を購入 ukuyama.hiroshim
し，改修する場合に，改修費用の一部を補助します。 a.jp/soshiki/jutak

公益社団法人広島
県宅地建物取引業 ◆空家協定物件の情報を提供します。
協会との協定事業

http://www.city.f

住まい

問合せ先
福山市
住宅課
TEL：084-928-1102
福山市
ネウボラ推進課
TEL：084-928-1053

u/118161.html

福山市
住宅課
TEL：084-928-1102

住まい

改修費等助成

木造住宅耐震
診断費補助制度

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，木
造住宅の耐震診断について，実施に要する費用の一
部を補助します。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/kenc
hiku/692.html

福山市
建築指導課
TEL：084-928-1103

住まい

改修費等助成

木造住宅耐震化
促進補助事業

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，現
に居住している木造住宅の耐震改修工事・現地建替
え工事・非現地建替え工事又は除却工事に要する費
用の一部を補助します。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/kenc
hiku/693.html

福山市
建築指導課
TEL：084-928-1103

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，現
木造住宅耐震シェ に居住している木造住宅であって，耐震改修・耐震
ルター・耐震ベッド シェルター・耐震ベッド設置工事が行われていない場
設置費補助制度 合において，設置工事に要する費用の一部を補助し
ます。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/kenc
hiku/693.html

福山市
建築指導課
TEL：084-928-1103

市営住宅

◆市営住宅の入居者募集を年4回（2，6，9，11月）行
います。また，瀬戸地域（一部を除く），鞆地域，内海
地域等の住宅については，別途申込みを受け付けて
います。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/jutak
u/153198.html

福山市
住宅課
TEL：084-928-1101

営農・就農相談

◆現在農業経営を行っている方や，これから農業を始
める方からの，栽培技術の習得や資金の借入れ等に
関する相談を受け付けます。
また，市園芸センターにおいて，園芸の技術研修を1
年間（週1回程度）行っています。随時，栽培相談等も
行っています。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/noug
youshinkou/108.h
tml

福山市
農業振興課
TEL：084-928-1242

住まい

改修費等助成

住まい

定住促進
住宅・団地

働く

農林水産業
就業支援

働く

農林水産業
就業支援

http://www.city.f

働く

働く

働く

働く

子育て

就職支援

◆高齢や担い手不足等の理由から借り手を探してい ukuyama.hiroshim
農地の貸し借りの
る農地の情報を登録し，新規就農者や規模拡大を図 a.jp/soshiki/noug
促進
youshinkou/2199
る人にその情報を提供します。

73.html
http://www.city.f
◆Ｕ・Ｉターン関連イベント等について，登録者にメール ukuyama.hiroshim 福山地方雇用対策協議会
Ｕ・Ｉターン関連情報
a.jp/soshiki/koho
で情報提供します。また，Ｕ・Ｉターン就職に関する相談 -detail02/koho（産業振興課内）
の提供等
を受け付けます。
TEL：084-928-1041
202101/208200.h
tml

就職支援

企業説明会

就職支援

社会人向け
インターンシップ
事業

起業支援

医療費助成

福山市
農業振興課
TEL：084-928-1177

◆福山市･府中市の企業へＵ・Ｉターン就職を希望して
いる方などを対象に，各企業の採用担当者と直接相
談ができる企業説明会（オンライン形式）を8月に開催
します。

http://www.city.f 福山地方雇用対策協議会
ukuyama.hiroshim
（産業振興課内）
a.jp/soshiki/sang
TEL：084-928-1041
you/41740.html
http://www.city.f
you/205394.html

福山市
産業振興課
TEL：084-928-1040

創業支援事業

◆福山市内において創業を目指す方を対象に，特定
の産業支援団体が行う創業支援事業を受けた上で優
遇措置が受けられる「特定創業支援事業」の認定を行
います。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/sang
you/114812.html

福山市
産業振興課
TEL：084-928-1039

子ども医療費
助成制度

◆0歳児から中学生までの入院と通院に掛かる保険
医療費の自己負担分の一部を助成します。
・所得制限，一部負担金があります。
・出生日・転入日の翌日から数えて14日以内に申請し
てください。

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/sit
e/kosodate/1078.
html

福山市
ネウボラ推進課
TEL：084-928-1070

◆福山市内企業において，都市圏等の転職希望者の ukuyama.hiroshim
a.jp/soshiki/sang
インターンシップを受け入れます。

【福山市】
区分

項目

子育て

保育料減免

子育て

子育て

その他

その他

事業名

内

容

参考サイト

◆災害，疾病，失業等の特別な事情により保育料の
保育所等保育料の
納付が困難と認められる場合には，保育料の減免が
減免制度
できる場合があります。

地域子育て支援
拠点事業

休日保育

福山市
保育施設課
TEL：084-928-1047

◆ふくやま子育て応援センター「キッズコム」におい
て，育児・発達・栄養相談やその他心配ごとの相談を http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
受け付けます。また，親子の遊び場の提供や子育て a.jp/soshiki/koso
講座の実施，保育所・幼稚園等の情報，その他子育て dateouen/
に関する情報を提供します。
◆日曜日，祝日に保護者の就労等で保育が困難な場
合に利用できます。
・対象：福山市に居住する就学前の児童
・利用料：入所（園）状況や利用時間等により，無料に
なる場合があります。

問合せ先

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodat
e/kyuzitu.html

ふくやま子育て応援セン
ター「キッズコム」
TEL：084-932-7284
※月曜日は休館，
祝日の場合は翌日

ふくやま子育て応援セン
ター「キッズコム」分室
TEL：084-920-1511
（日・祝日）
TEL：084-932-7284
（日・祝日以外）

子育て

その他

◆子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人
が互いに会員となって，保育所などへの児童の送迎
や一時預かりなどの子育て支援を行います。
ファミリー・サポー
・対象：０歳から小学校６年生までの子どもがいる人
ト・センター事業
・料金：月～金曜日（7:30～19:00）1時間600円
・上記以外の時間帯と土，日，祝日，年末年始 1時間
700円

子育て

その他

◆妊娠・出産・子育てに関する総合相談窓口「あのね」
福山ネウボラ相談 において，妊娠・出産，子育て，しつけ，教育・保育施
窓口「あのね」
設についての相談や子どもの成長に合わせた支援
サービスなどを紹介します。

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/sit
e/kosodate/9832
3.html

福山市
ネウボラ推進課
TEL：084-928-1053

その他

◆就労等により保護者が昼間家庭にいない児童を対
象に，授業の終了後に学校の施設等を利用して，適
切な遊びや生活の場を提供します。
・開設日：平日と土曜日のほか，夏休みなど学校の長
放課後児童クラブ
期休業日
・利用料：月額3,000円（兄弟姉妹利用の場合で最も年
齢の低い児童以外を半額）
※利用料が減免となる場合があります。

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/sit
e/kosodate/2474
46.html

福山市
保育施設課
TEL：084-928-1047

子育て

その他

◆病気又は病気回復期のため集団保育が困難な児
童を，医療機関に付設されている保育室で，一時的に
お預かりします。
病児・病後児保育
・原則，事前登録が必要です。
・利用料：各施設日額2,000円
※利用料が減免となる場合があります。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodat
e/814.html

福山市
保育施設課
TEL：084-928-1140

子育て

その他

一般不妊治療費
助成事業

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/sit
e/kosodate/1168
98.html

福山市
健康推進課
TEL：084-928-3421

www.city.fukuyam

子育て

その他

不育症治療費
助成事業

福山市
健康推進課
TEL：084-928-3421

子育て

◆一般不妊治療（体外受精及び顕微授精を除く不妊
治療）を受けられた方に，自己負担額の２分の１の額
を助成します。（上限額及び年齢要件あり。）

福山市ファミリー・サポート
・センター
http://www.city.f
ukuyama.hiroshim （ふくやま子育て応援センター
a.jp/site/kosodat
内）
e/84391.html
TEL：084-932-7285

◆不育症検査及び治療を受けられた方に，自己負担 a.hiroshima.jp/sit
額の一部を助成します。（上限額及び年齢要件あり。） e/kosodate/1859
77.html

定住相談

定住相談

その他

その他

定住促進事業

◆移住・定住に関する相談に対応します。

http://www.city.f
ukuyama.hiroshim
a.jp/site/fukuyam
a-kurashi/

「ふくやまのくらし」 ◆福山市への移住に関してよくあるご質問に，映像を https://youtu.be/
QV9FZXzmwFs
の動画配信
交えてお答えしています。

福山市
企画政策課
TEL：084-928-1012
福山市
企画政策課
TEL：084-928-1012

【府中市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

http://www.city.fuc

住まい 空き家バンク

府中市
◆市内に空き家所有者から登録のあった物件を、空き hu.hiroshima.jp/kur
府中市
地域振興課｢選ばれる府中市｣
ashi/seikatsu/jyuta
家の利用を検討されている方に向けて、登録物件の
推進チーム
空き家バンク制度
ku/akiyataisaku/27
情報提供をする制度
TEL：0847-43-7118
02.html

https://www.city.

住まい 改修費等助成

府中市

府中市空き家再生・ ◆空き家バンクに登録されている物件を利用して、市 fuchu.hiroshima.jp 地域振興課｢選ばれる府中市｣
/kurashi/seikatsu
推進チーム
活用補助金
外から移住される方に対し、改修費用の一部を助成 /jyutaku/akiyatai
saku/2744.html

TEL：0847-43-7118

住まい

定住促進
住宅・団地

新築支援補助金

◆桜が丘団地に土地を購入し、1年以内に着工した場 http://www.fuchu
-tochi合50万円補助
kaihatsu.jp/
※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

定住促進補助金

◆桜が丘団地に土地を購入し、１年以内に着工新築し http://www.fuchu
-tochi１０年以上定住した場合50万円補助
kaihatsu.jp/
※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

転入促進補助金

◆市外から転入し、桜が丘団地の土地を購入し新築
し、１０年以上定住した場合50万円補助
※他条件あり

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

◆桜が丘団地に土地を購入、新築し、10年以上定住 http://www.fuchu
子育て支援補助金 する方のうち、土地購入契約日に義務教育終了前の -tochikaihatsu.jp/
子供がいる場合50万円補助 ※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

定住促進
住まい
住宅・団地

◆桜が丘団地に土地を購入し、１年以内に着工した場
太陽光発電システ 合、1kwについて10万円を補助し最大100万円の補助 http://www.fuchu
-tochiム設置費補助金 ※住宅・ビルの改心的省エネルギー技術導入促進事 kaihatsu.jp/
業補助金を受給される場合は対象外 ※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

住まい

定住促進
住宅・団地

住まい お試し住宅

住まい 改修費等助成

住まい 改修費等助成

住まい 改修費等助成

農林水産 農林水産業就
業就業
業

就職

就職

◆桜が丘団地の土地を複数区画購入するまたは、現
在の土地所有者が土地を購入する場合、土地代の
10％補助
※他条件あり
◆桜が丘団地の土地を購入し１年以内に着工新築
し、外構工事及び緑化工事も1年以内に完成したもの
まちなみ整備及び
で、補助対象経費が６０万円以上である場合３０万円
緑化推進補助金
補助
※他条件あり
複数区画購入
補助金

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
/soshiki/soumub
移住お試し住宅
u/chiikishinkoka/
shigotoseikatau/4
080.html
https://www.city.
空き家リバイバルプ ◆市内全域を対象に，空き家を活用した地域の活性 fuchu.hiroshima.jp
ロジェクト事業補助 化を図るため、優れた活用方法を提案した者に対し、 /soshiki/kensetu
bu/toshidezainka
金
改修工事費等の2/3（最大250万円）を補助する。
/akiya/6116.html
https://www.city.
◆昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅に fuchu.hiroshima.jp
木造住宅の耐震診
/soshiki/kensetu
対し、耐震診断に係る費用の2/3を補助する。（限度 bu/toshidezainka
断補助事業
額：４万円）
/taishin/1136.ht
ml
https://www.city.
◆昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅に fuchu.hiroshima.jp
木造住宅の耐震化
/soshiki/kensetu
対し、耐震改修工事、現地建て替え工事、非現地建て bu/toshidezainka
促進支援事業
替え工事、除却工事に係る費用を補助する。
/taishin/1137.ht
ml

◆府中市への移住を検討されている方や、本市の移
住促進イベント等に参加される方、空き家活用検討中
及び再生中の方等に、府中市の暮らしを体験していた
だける制度

◆18歳以上原則48歳未満のアスパラガスの施設栽培
希望者を対象とした全農の新規就農者を育成する事
業（研修期間２年）
※研修期間の２年間は、全農の臨時職員として雇用さ
れる。
https://www.zenn
チャレンジファーム
※研修終了後、府中市にアスパラガスにて就農した場 oh.or.jp/hr/challe
広島 上下農場
合、最長２年間生活支援金（１０万円／月）を支給す ngefarm/
る。また、移住就農した場合、生活支援金に加え、賃
貸住宅の月額家賃の一部（２分の１以内、上限３万円
／月）を補助する。
※生活支援金及び家賃補助には他条件あり。
就職情報等の発信

◆高校生・UIJターン就活応援
市内の企業とのマッチング等

https://kouryubingofuchu.hiroshi
ma.jp/

府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156

府中市
農林課農業振興係
TEL：0847-43-7131

府中市
商工労働課商工振興係
TEL：0847-43-7190

【府中市】
区分

項目

起業

起業

起業

起業

起業

起業

事業名

内

容

参考サイト

http://www.city.f
◆ガイドブック｢HIROSHIMA FUCHU
uchu.hiroshima.jp
就職情報等の発信 creativeWORK&enjoyLIFE 市内のものづくり企業との /soshiki/keizaika
nko/syokorodoka
マッチング等
/index.html

問合せ先
府中市
商工労働課商工振興係
TEL：0847-43-7190

◆市内で創業を希望する若者・女性・移住者等に創業
府中市起業支援事
府中商工会議所
http://www.fuchu
に係る費用の一部を支援する事業（市外居住者が市 cci.or.jp/
業間接補助金
TEL：0847-45-8200
内で起業する場合も対象）
◆サテライトオフィス等を市内で新たに開設しようとす
る市外の企業等に、その費用の一部を補助します。
府中市
オフィス誘致
地域振興課｢選ばれる府中市｣
・補助対象経費：改修費等(開設年度のみ)、賃借料等
推進チーム
促進補助金
(10年間)
TEL：0847-43-7118
・補助金の額：改修費等(上限額1,000千円）、賃借料
等（上限額1,000千円）
http://www.city.f

子育て 医療費助成

医療費助成

府中市
◆０～１５歳児（中学卒業前）までの児童に対し、通院 uchu.hiroshima.jp
/life_scene/kenko 女性こども課こども家庭係
及び入院に係る費用を助成
iryo/iryo/2408.ht
TEL：0847-43-7139
ml

子育て 食費補助

副食費無償化

子育て 一時保育

一時預かり

◆保護者が保育所未入所児の保育ができない場合、
一時的に保育所で預かる事業

子育て 病児保育

病児保育

◆児童が病気の状態（回復期も含む）にあり、集団保
育が困難な期間、保護者が就労などにより保育できな
い場合に一時的に保育する事業。

子育て その他

◆保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に
放課後児童クラブ 対し、授業の終了後、施設を利用して適切な遊びや生
活の場を提供する事業

子育て その他

◆母子保健と子育て支援のサービスをワンストップで
提供する拠点を市内２か所に設置し、妊娠期から出
産、子育て期の相談援助を保健師、保育士が行い、
子育て世代包括支 全ての子育て家庭が不安なく子育てができるように総
援センター「ネウボ 合的な支援事業。
ラ」
〇府中地区：府中天満屋i-coreFUCHU内「子育てス
テーションちゅちゅ」
〇上下地区：上下地域共生交流センター内に移転予
定

子育て その他

◆保育所や幼稚園に通っている子どもだけでなく,地域
の子どもとその家庭への出会いや結びつきを大切に
子育て支援センター し、保護者と一緒に子育てを考えていく事業
◆２か所は市内保育所に併設◆２か所は「ネウボラ」
内に併設

子育て その他

子育て その他

子育て その他

府中市
女性こども課保育係
TEL：0847-43-7265

◆３歳～５歳児の保育所副食費を府中市独自で補助
する事業

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ukushibu/joseikod
女性こども課保育係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7265
hoikujo/1216.html
#ichiji
http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ukushibu/joseikod
女性こども課保育係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7265
hoikujo/1216.html
#byoji
http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
/soshiki/kennkof
府中市
ukushibu/joseikod
女性こども課こども家庭係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7139
kosodate_shien/ji
gyo_seido/800.ht
ml
http://www.city.f
府中市
uchu.hiroshima.jp
/kosodate_kyoiku ネウボラ推進課ネウボラ推
/kosodate/kosod
進チーム
atesutesyon/417
TEL：0847-46-2455
2.html

http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ネウボラ推進課ネウボラ推
ukushibu/joseikod
進チーム
omoka/kosodate/
TEL：0847-46-2455
kosodate_shien/s
hisetsu/1222.html
http://www.city.f
府中市
◆子育てを支援してほしい依頼会員と子育てを援助し uchu.hiroshima.jp
ファミリーサポート
/soshiki/kennkof ネウボラ推進課ネウボラ推
たい提供会員による会員制度によって、子育ての輪を ukushibu/joseikod
センター
進チーム
広げて、安心して子育てをしていく活動
omoka/kosodate/
TEL：0847-46-2455
kosodate_sh

◆ネウボラ、子育て支援センター、保育所（園）にかん
子育て情報サイト
https://fuchuすること、手当・支援など役立つ情報を掲載。
chuchu.jp/
「ちゅちゅ」
子育て情報は目的別・年齢別で検索が可能。

休日保育

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
/soshiki/kennkof
◆保育所が休所となる日曜日や祝日に保育する事業 ukushibu/joseikod
omoka/kosodate/
hoikujo/1216.html
#byoji

府中市
ネウボラ推進課ネウボラ推
進チーム
TEL：0847-46-2455
府中市
女性こども課保育係
TEL：0847-43-7265

【府中市】
区分

項目

事業名

子育て その他

木育事業

定住相談 定住相談

定住相談

その他 移住支援

移住支援金

内

容

◆10か月児健康診査の際、ウッドスタートとして｢あり
がとうつみ木｣プレゼント
◆府中市への移住定住相談を随時受付（事前連絡に
てオンラインでも対応可）
対応時間：8時30分～17時15分（土日、祝日年末年
始を除く）
◆令和3年9月1日以降に、東京23区（在住者又は通勤
者）からマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載さ
れている【移住支援金の対象と表示のある求人】に応
募して就職するなど、府中市に移住した方で、【移住支
援金の対象となる要件】を満たす方に、申請に基づき
移住支援金を支給する制度です。

参考サイト

問合せ先

http://www.city.f
府中市
uchu.hiroshima.jp
/life_scene/kosod 女性こども課こども家庭係
ate/sodan/2182.h
TEL：0847-43-7139
tml
https://bingofuchu.jp/

府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118

https://www.city.
府中市
fuchu.hiroshima.jp
地域振興課｢選ばれる府中
/soshiki/soumub
市｣推進チーム
u/chiikishinkoka/
TEL：0847-43-7118
sonota/6352.html

その他 移住支援

◆仕事、子育て、住まい、ものづくりや人物にフォーカ
府中移住促進ウェ
https://bingoスした記事及び動画を掲載。移住定住に関する情報 fuchu.jp/
ブサイト
やイベント情報をまとめて発信

その他

◆市のホームページで、全戸配布及び転入された方
府中市暮らしの便 に配布する暮らしの便利帳の電子書籍版を公開。
利帳（電子書籍版） ◆市役所窓口での各種手続、公共施設等の行政情報
と観光・歴史等の地域情報を掲載。

http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
/shisei/koho/687
1.html

府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118
府中市
政策企画課秘書広報係
TEL：0847-43-7194

【三次市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

住まい 空き家バンク

空き家情報バンク

◆空き家情報を市のバンクに登録し，市外在住の利
用希望者に紹介します。
◆空き家の有効活用をとおして市民と市外在住者の
交流の拡大と定住促進，地域の活性化を図ります。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/teijy
u_m/oasis_miyoshi/ak
iyajyoho-bank.html

三次市
定住対策・暮らし支援課
TEL：0824-62-6129

住まい 空き家バンク

空き家バンク改修
補助金

◆空き家情報バンク登録物件を購入し，改修をする場
合，改修費用の一部を補助します。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/teijy
u_m/oasis_miyoshi/ak
iyakaisyuu.html

三次市
定住対策・暮らし支援課
TEL：0824-62-6129

住まい 新築・購入助成

◆移住者（2年以上市外に在住されている方，または
移住者住宅取得奨 市外に2年以上居住後，転入して3年以内の方）が市
励金
内に住宅（新築・建売・中古）を取得した場合，奨励金
を交付します。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/teijy
u_m/oasis_miyoshi/ijy
u_syoureikin.html

三次市
定住対策・暮らし支援課
TEL：0824-62-6129

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/teijy
u_m/oasis_miyoshi/uturn_zikkakaisyu.html

三次市
定住対策・暮らし支援課
TEL：0824-62-6129

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/teijy
u_m/oasis_miyoshi/sy
orekin.html

三次市
定住対策・暮らし支援課
TEL：0824-62-6129

住まい 改修費等助成

住まい その他

定住促進
住まい
住宅・団地
農林水産 農林水産業就
業就業 業

◆実家の所有者がＵターン予定者（2年以上市外に居
Uターン者実家等改 住，転入後1年を経過していないこと。）のために実家
修補助金
等を改修する場合，予算の範囲内において改修費用
の一部を補助します。
◆移住者（1年以上市外に在住されている方，または
市外に1年以上居住後，転入して3年以内の方）が市
定住促進にかかる
内に住宅を新築した場合，住宅に係る固定資産税相
宅地購入・新築奨
当額を令和5年度まで奨励金として交付します。
励金
（市の所有する分譲地を購入した場合は，土地も対
象）
定住促進住宅

◆定住促進住宅及び市営住宅があります。

◆認定新規就農者の栽培技術等の確立と経営の早
認定新規就農者育
期安定を行うため，認定新規就農者の農業経営開始
成支援事業
に関連する事業に要する経費の一部を支援します。

https://www.city.miy 広島県ビルメンテナンス協同組
oshi.hiroshima.jp/zais
合
an_m/zaisankannri/si
eijyutaku_teijyusokusi 三次市市営住宅管理グループ
0824-65-6002
njyutaku.html
https://www.city.miy
三次市
oshi.hiroshima.jp/nour
in_m/hojyo-jigyou農政課
ichiran/ninteisinki.ht
TEL：0824-62-6164
ml

就職

◆三次市及び市内企業で構成された組織で，産業情
三次市雇用労働対 報の発信，雇用状況の調査・研究，Uターン希望者の
策協議会
支援，新卒者の地元への就労促進，雇用環境の改善
等必要な事業を実施しています。

起業

起業

三次市
◆子育て中のママや家庭と仕事の両立を模索する女
女性活躍推進プ
定住対策・暮らし支援課
性など，三次で「何かしたい」「自分らしさを生かした
ラットフォーム「アシ い」と考える女性たちを応援するクリエイティブスペー http://ashisuta-lab-miyoshi.jp/
TEL：0824-62-6247
アシスタlab.
スタ lab.」
スです。
TEL：0824-65-2061
◆女性の起業・就業を支援します。

起業

起業

起業支援事業
補助金

就職

起業

起業

子育て 医療費助成

子育て 保育料減免

◆活力ある社会創生による産業の活性化に資するた
め，新たに市内で起業する方に対し、起業に必要な経
費の一部を助成します。

◆空店舗の解消による賑わいの創出及び商業の活性
空店舗出店支援事 化を支援するため，新たに市内の空店舗に出店する
業補助金
新規創業者等に対し，店舗改修等に必要な経費の一
部を助成します。
◆18歳までの子ども（児童）を対象に，保険診察に係
る医療費の自己負担額を助成します。（1医療機関あ
こども医療
たり入院1日500円［月14日まで］，通院1日500円［月4
日まで］を超える部分） ※諸条件あり
◆幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3歳か
幼児教育・保育の ら5歳までの子どもの利用料が無償となります。
無償化
※市民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもも対
象となります。

http://miyoshishukatsu.sakura.ne.jp
/wp/council/

三次市
商工観光課
TEL：0824-62-6171

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/sho
ukou_m/syoukou/kigy
oushienhojokin_2.html

三次市
商工観光課
TEL：0824-62-6171

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/sho
ukou_m/syoukou/akit
enpo-hojokin.html

三次市
商工観光課
TEL：0824-62-6171

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/kos
odate_m/ikujishien/ik
uji_m/news_kodomoir
youhi.html

三次市
子育て支援課
TEL：0824-62-6148

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/kos
odate_m/musyouka/y
oujikyouikuhoikunomu
syouka.html

三次市
子育て支援課
TEL：0824-62-6147

子育て 保育料減免

多子世帯保育
利用料軽減事業

◆市内の認可保育所に入所している第2子目以降の
児童に対する保育利用料を減額し，子育てにかかる
経済的負担の軽減を図ります。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/kos
odate_m/hoikusyokan
kei/hoikuryo.html

三次市
子育て支援課
TEL：0824-62-6147

子育て その他

保育所・幼稚園
給食費の軽減

◆幼稚園，認可保育所，認定こども園，認可外保育施
設，（市から保育の必要性の認定を受ける必要あり）
に在籍する3歳から5歳までの子どもについて，給食費
（副食費）の軽減措置をおこなうものです。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/kos
odate_m/hoikusyokan
kei/hukusyokuhi.html

三次市
子育て支援課
TEL：0824-62-6147

ネウボラみよし

◆安心して妊娠，出産，子育てができるようお手伝い
をする，子育て支援の身近な相談窓口です。専門ス
タッフが切れ目のない相談支援を行います。
「ネウボラ」…フィンランド語で「相談・アドバイスの場
所」の意。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/kos
odate_info/neubora_m
iyoshi.html

三次市
健康推進課
TEL：0824-62-6257

子育て その他

【三次市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

http://www.city.miyo
shi.hiroshima.jp/hoke
n_m/kenko/funinfuiku
chiryou.html

三次市
健康推進課
TEL：0824-62-6232

子育て その他

不妊・不育治療費
助成

◆不妊検査・一般不妊治療費の2分の1，特定不妊治
療費・不育治療費の全額助成を行っています。（ただ
し，他の法令等による助成金及び他の自治体による
助成金は除きます。）

子育て その他

24時間365日の
安心医療

◆小児救急医療拠点病院として24時間小児救急を
行っています。

http://www.miyoshicentral-hospital.jp/

三次市立中央病院
TEL：0824-65-0101

定住相談 相談

集落支援員

◆空き家調査や定住希望者の受け入れ，定住後の支
援などを目的として，配置を希望する住民自治組織単
位で集落支援員を設置しています。

https://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/chii
ki_m/machi_dukuri/zi
chi_katudou_sien/kats
udoushien.html

三次市
地域振興課
TEL：0824-62-6395

定住相談 相談

三次市就職・就農・ ◆三次市で就職・就農・定住を希望される方の相談・
定住相談・面接会 面接会を実施しています。

http://miyoshishukatsu.sakura.ne.jp
/wp/

三次市
商工観光課
TEL：0824-62-6171

その他 その他

クラウドファンディン ◆クラウドファンディングを活用した資金調達を行う個
現在準備中
グ活用支援事業
人，中小企業者を支援します。

三次市
商工観光課
TEL：0824-62-6171

【庄原市】
区分

項目

住まい 空き家バンク

住まい 新築・購入助成

住まい 改修費等助成

事業名
庄原市
空き家バンク

内

容

◆庄原市内の空き家を移住者向けに紹介中です。

参考サイト
https://shobara
－akiya.jp/

庄原市
自治定住課
TEL：0824-73-1257

住宅リフォーム
支援事業

◆自己の住宅をリフォーム（経費３０万円以上）する方
に補助します。以下の要件があります。
・庄原市内に本店もしくは本社が登記されている法人
または、市内に納税申告している個人事業者に発注
すること。
・リフォームに要した経費の10％（上限１０万円）を補助

庄原市
都市整備課
TEL：0824-73-1172

五萬の里団地

◆宅地7区画を整備し分譲中(うち４区画売約済み)
hobara.hiroshima.j
・同一団地内には市営住宅20戸と集会所を建築済み p/main/life/resid
ence/post_384.ht
・上水道，公共下水道を整備済み

庄原市定住促進
奨励金

https://www.city.
shobara.hiroshima
.jp/main/life/resi
dence/post_184.h
tml

ml

定住促進
住まい
住宅・団地

庄原市
自治定住課
TEL：0824-73-1257

◆◆定住するための住宅の取得などを行った転入定
住者に対し、奨励金を交付します。
https://www.city.
・新築住宅取得 ８０万円
shobara.hiroshima
・中古住宅取得 ４０万円
.jp/main/life/settl
・住宅改修
４０万円
ement/post_347.h
※対象経費が新築８０万円、中古住宅・改修４０万円 tml
以上のものが対象となります。また、その他加算もあり
ます。

http://www.city.s

定住促進
住まい
住宅・団地

問合せ先

定住促進住宅

◆転入者を対象にした賃貸住宅があります。
入居用件として以下のどちらかを満たす必要があり
ます。
・世帯の収入(月収額)が158,000円以上であること
・転入者または企業等の市外からの転勤者であること

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/life/resid
ence/cat01/post_
388.html

庄原市
総領支所 地域振興室
TEL：0824-88-3065

庄原市
都市整備課
TEL：0824-73-1172

http://www.city.s

住まい お試し住宅

庄原暮らし
お試し体験施設

◆移住希望者向けのお試し住宅が1件整備されていま hobara.hiroshima.j
す。安価で滞在ができ、田舎暮らし体験や地域の人と p/main/life/settl
ement/post_1076.
の交流ができます。
html

住まい その他

農林水産 農林水産業就
業就業
業

農林水産 農林水産業就
業就業
業

就職

起業

就職

起業

住民告知端末

◆緊急情報や行政情報を音声でお知らせする住民告
知端末の使用にかかるNTT西日本フレッツ光サービス
初期設定費用22,800円（税抜）等を市が負担し無料で
設置します。無料で設置するには以下の要件がありま
す。
・庄原市に住民票がある者が居住する家屋に住民告
知端末を設置すること
・NTT西日本が提供するフレッツ光のサービスに加入
すること など

就活支援

創業サポート
補助金

庄原市
行政管理課
TEL：0824-73-1159

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/industry/
nogyo/cat03/pos
t_69.html

庄原市
農業振興課
TEL：0824-73-1131

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/industry/
nogyo/cat03/pos
t_69.html

庄原市
農業振興課
TEL：0824-73-1131

◆庄原市では、庄原でいきいき働く協議会と連携し
https://shobaraて、地元での就職活動を支援します。詳しくは、庄原で ikiiki.jp
いきいき働く協議会公式HPをご覧ください。

庄原市
商工観光課
TEL：0824-73-1178

◆庄原市内で創業する中小企業者などに対し、補助し
ます。（業種指定があります）
①設置費補助事業
取得・新築は上限200万、改装は上限100万（対象経
費の3分の1以内）
②借上料補助事業
月額4万円（対象経費の2分の1以内、2年間を限度）
③市場調査費補助事業
上限50万円（対象経費の3分の1以内
※いずれも7月30日が申請期限です。

庄原市
商工観光課
TEL：0824-73-1178

◆就農初期の経営経費の軽減を図るため，就農後，
新規就農者育成事
月額6万円を最長3年間給付します。
業奨励金（経営開
・対象者は原則45歳未満とし，自営就農若しくは親元
始型）
就農される認定新規就農者です。

就農施設等
整備事業補助金

口和自治振興区
TEL：0824-87-2213

◆認定新規就農者が農業経営を開始するのに必要と
なる施設・機械等の購入に必要な経費の一部を補助
します。
・対象経費を８００万円以内とし、補助率は5分の2で
す。
ただし、経営継承の場合は4分の1となります。

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/industry/
shokogyo/cat04/
post_195.html

【庄原市】
区分

項目

子育て 医療費助成

子育て その他

事業名

乳幼児等
医療費助成

内

容

◆中学３年生までの乳幼児・児童が医療機関を受診
する際の医療費（自己負担分）を助成します。
・自己負担額は通院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1
日500円（1ヶ月14日まで）です。

参考サイト

問合せ先

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/health/h_
m/post_580.html

庄原市
保健医療課
TEL：0824-73-1155

◆庄原市では、子育て世代包括支援センターほのぼ
のネットを開設し、保健師、助産師、保育士、社会福祉
士の専門スタッフが、妊娠、子育て中の困ったことや、 https://www.city.
庄原市
子育て世代包括
shobara.hiroshima
悩みを相談できる窓口を設けています。
子育て世代包括支援セン
.jp/main/family/k
支援センター
◆電子母子手帳 庄原ほのぼのネットアプリ
ター
osodate/post_126
【ほのぼのネット】
・母子保健手帳と併用して、スマートフォンで妊娠、出 7.html
TEL：0824-73-1214
産、子どもの成長記録や予防接種のスケジュールも管
理できます。

子育て その他

◆小学生を対象に、授業終了後や長期休業中の居場
所を確保します。
・利用者負担金は月3,000円です。（8月のみ4,000円で
放課後児童クラブ・
す。）
放課後子ども教室
・学校区により放課後児童クラブ又は放課後子ども教
室のどちらかになります。
・減免制度があります。

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/family/ko
sodate/post_738.
html

庄原市
児童福祉課
TEL：0824-73-0051
生涯学習課
TEL：0824‐73‐1188

子育て その他

◆子育て家庭や地域の方が気軽に集い交流できる場
です。
・市内11箇所に設置しています。
子育て支援センター
・子育てに関する相談、情報提供、子育て家庭の友達
づくりや交流の場の提供、子育てサークルの活動等を
支援します。

https://www.city.
shobara.hiroshima
.jp/main/family/k
osodate/post_143
4.html

庄原市
児童福祉課
TEL：0824-73-0051

子育て その他

出産祝金

◆新生児が出生した日以前に1年以上庄原市に居住
し、更に1年以上居住する意思のある保護者に支給し
ます。
・第１子、第２子は10万円、第３子以降は25万円を支
給します。
・出生日以前の庄原市への居住期間が１年未満の場
合は、１年を経過した日をもって支給対象とします。
・新生児の出生日と、庄原市の住民となった日が同日
であることが条件です。

https://www.city.
shobara.hiroshima
.jp/main/family/k
osodate/post_123
0.html

庄原市
児童福祉課
TEL：0824-73-0051

子育て その他

チャイルドシート
購入助成事業

http://www.city.s

◆チャイルドシート(ジュニアシートを含む)購入額の3 hobara.hiroshima.j
分の1の額(100円未満切り捨て)を助成しています。(限 p/main/family/ko
sodate/post_739.
度額5,000円)

庄原市
児童福祉課
TEL：0824-73-0051

html

子育て その他

定住相談

その他

定住相談

その他

◆4月1日に児童・生徒、保護者とも庄原市に住所があ
り、小・中学校、特別支援学校（小学部、中学部）に入
学する児童・生徒を養育している保護者に支給しま
す。
・小学校、中学校入学１人あたり３万円を支給します。
（４月２日～30日の間に庄原市に転入した場合も対象
になります。）

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/education
/schooling/cat03
/post_433.html

庄原市
教育総務課
TEL：0824-73-1182

◆庄原市への移住を希望される方を支援するため、
庄原市"移住・定住トータルサポート窓口"を自治定住 http://www.city.s
移住・定住トータル
hobara.hiroshima.j
課内に設置しています。窓口では、本市での暮らしに p/main/life/post_
サポート窓口
関する情報を官民が連携してワンストップで提供しま 1110.html
す。

庄原市
自治定住課
TEL：0824-73-1257

http://www.city.s
hobara.hiroshima.j
p/main/life/settl
ement/post_338.h
tml

庄原市
自治定住課
TEL：0824-73-1257

入学祝金

しょうばら
縁結び事業

◆縁(出会い）を探している人に、出会いの機会を提供
したり、自分自身の魅力アップのためのセミナーなどを
企画したりして、結び(結婚)につながる後押しをしてい
きます。

【大竹市】
区分

項目

事業名

内

容

◆（公社）広島県宅地建物取引業協会の窓口に、空き
家バンクに関する相談窓口を設置しています。

住まい
空き家バンク

大竹市空き家バンク
事業
◆定住などを目的とした空き家利用希望者に対し、空
き家情報を提供します。

住まい

住まい

◆市内に居住している者又はこれから居住しようとする
者の住宅リフォームに要する費用の一部（補助対象費
大竹市住宅
改修費等助成
用の1/10以内、補助限度額20万円、ただし、耐震及び
リフォーム補助事業
空き家住宅リフォームの場合は補助限度額30万円）
を、予算の範囲内で補助します。

住まい

改修費等助成

◆耐震改修促進計画に基づき、昭和56年5月31日以前
に着工された大竹市内の戸建木造住宅の耐震改修を
促進するため、耐震診断、耐震改修工事及び耐震シェ
ルター等設置工事に要する費用の一部を助成します。
耐震診断費用の2/3（上限3万円）・耐震改修費用の
1/2（上限40万円）・耐震シェルター等設置費用の1/2
（上限12万5千円）を補助します。

住まい

働く

働く

子育て

子育て

子育て

子育て

参考サイト
http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kensetsu/
toshikeikaku/gyo
mu/akiyataisaku/
1453510885599.h
tml
http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kensetsu/
toshikeikaku/gyo
mu/akiyataisaku/i
ndex.html
http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kensetsu/
toshikeikaku/gyo
mu/2/index.html

問合せ先
大竹市
都市計画課
TEL：0827-59-2168

大竹市
都市計画課
TEL：0827-59-2168

大竹市
都市計画課
TEL：0827-59-2168

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kensetsu/
toshikeikaku/gyo
mu/2/index.html

大竹市
都市計画課
TEL：0827-59-2168

◆地震時におけるブロック塀等の倒壊等による被害の
防止や必要な避難のための経路を確保し、市民の安
大竹市ブロック塀等 全を図るため、道路などに面する倒壊のおそれのある
改修費等助成
除却補助事業
ブロック塀などの除却に要する費用の一部を、予算の
範囲内において補助します。
補助対象費用の2/3（上限15万円）を補助します。

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kensetsu/
toshikeikaku/gyo
mu/2/index.html

大竹市
都市計画課
TEL：0827-59-2168

◆創業を実現できるよう、市内の商工会議所や金融機
関、創業支援機関などと連携し、創業に必要な知識を
習得できるネットワークを形成しています。

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/somu/san
gyoshinko/gyomu
/sougyoushien/in
dex.html

大竹市
産業振興課
TEL：0827-59-2131

作成中

大竹市
産業振興課
TEL：0827-59-2131

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kenkofuku
shi/hokeniryou/g
yomu/145351089
2457.html

大竹市
保健医療課
TEL：0827-59-2141

起業支援

起業支援

医療費助成

医療費助成

大竹市木造住宅
耐震診断・改修
補助事業

創業支援事業

◆市内で創業する場合に、家賃や店舗等改装費等の
地域経済活性化事 対象経費の２分の１を補助します。（上限６０万円）
業補助金
※補助には条件や申請期間がありますので、事前にご
相談ください。
◆中学校3年生までのこどもが、医療機関に通院・入院
したときの、保険適用となる医療費を助成します。
こども医療費
自己負担額は1回500円ですが、1ヶ月あたり1医療機関
助成事業
につき、通院は4日（最高2,000円）、入院は14日（最高
7,000円）を超える日数の自己負担は発生しません。
薬局は無料です。

不妊治療費
助成事業

◆広島県が令和４年度から独自助成する特定不妊治
療（保険適用外の先進医療、あるいは医療機関から申
請を受けて国が行っている検査・治療に要した費用）支
援事業による助成額を費用から除いた自己負担額の
一部を市が助成することで、治療費の負担を軽減し、 作成中
治療を受けやすい環境を整備します。
今までの特定不妊治療費助成は保険適用となるため
廃止しますが、経過措置として、年度をまたぐ１回の治
療のみ助成します。

大竹市
保健医療課
TEL：0827-59-2140

その他

◆安心して出産ができるよう、妊産婦健診の受診回数
に応じて1回あたり2,000円、最大16回分（32,000円）を
助成します。
妊産婦健康診査等
◆阿多田地区に住む妊婦に対し、妊産婦健診を受診し
支援事業
た際の船賃を補助します。最大19回分（妊婦健診14
回、妊産婦歯科健診2回、出産、産婦健診2回）補助し
ます。

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
kosodate_info/sce
ne/3/1456106122
093.html

大竹市
保健医療課
TEL：0827-59-2140

その他

◆妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行う
ため、パパママスクールの開催や、産婦健康診査、こ
んにちは赤ちゃん訪問を実施します。また、心身の不
調や強い育児不安を感じているなど、支援が必要な方
へのサービスを開始します。

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kenkofuku
shi/fukushi/gyom
u/4/neubora/159
7195601853.html

大竹市
保健医療課
TEL：0827-59-2140

ネウボラ

【大竹市】
区分

子育て

項目

その他

事業名

内

容

◆保護者が仕事などで昼間家庭にいない市内の小学
校に通う児童を対象に、授業終了後や長期休業中の
居場所を確保し、児童の健全育成と保護者の仕事と子
放課後児童クラブ 育ての両立を支援します。
・保護者負担金：3,000円（月～金曜日利用）
3,500円（月～土曜日利用）
※早朝利用500円追加、延長利用500円追加

子育て

その他

奨学金返還
免除制度

子育て

その他

遠距離通学
支援事業

◆阿多田地区に住む高等学校等までの修学に伴う経
済的負担を軽減するため、通学定期券相当額を助成し
ます。

子育て

その他

もやすごみ袋の
無償配布

◆2歳未満の乳幼児のいる世帯を対象に、中サイズの
もやすごみ袋を年度ごとに10袋（100枚）を上限として、
申請月に応じて配布します。

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

◆市内に一定期間居住することを要件として、奨学金
の返還を免除します。

参考サイト

問合せ先

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kyoikuiink
ai/shogai/gyomu/
seisyounen/1/ind
ex.html

大竹市
生涯学習課
TEL：0827-28-5680

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
kosodate/kyoiku/
6/1455553210594
.html

大竹市
総務学事課
TEL：0827-59-2184
大竹市
総務学事課
TEL：0827-59-2185

市ホームページに
掲載の「大竹市ご
み収集カレン
ダー」内に記載

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kenkofuku
shi/fukushi/gyom
u/4/14535109037
35.html
http://www.city.o
◆保育所等に入所していない子どもで、保護者が傷
take.hiroshima.jp/
病、私的理由等で保育できない場合に、一時的に保育 soshiki/kenkofuku
shi/fukushi/gyom
施設で保育します。(市内6カ所の保育所等で実施）
u/1/index.html

◆生後6カ月から小学6年生までの保育所・幼稚園・認
定こども園・小規模保育園・小学校に在籍している病気
病児・病後児保育
または病気の回復期にある児童を保育します。（広島
西医療センター内で実施）

一時預かり事業

◆子育て中の親子が気軽に集い、親同士が交流し、子
育てをしている仲間同士、みんなで楽しみ・考え・支え
合える場を提供しています。
【子育て支援センターどんぐりＨＯＵＳＥ】〒739-0692
子育て支援センター 大竹市小方1丁目11-1 TEL：0827‐59-3500
【松ケ原こども館】〒739-0600 大竹市松ケ原町
445-2 TEL0827-57-8333
【さかえ子育て支援センター】〒739-0603 大竹市
西栄3丁目12-25 TEL0827-53-9766
◆阿多田地区に住む未就学児（未就学児が2人以上い
未就学児等離島対
る場合）及び未就学児のいる世帯の保護者を対象に
策事業
フェリー代の助成を行っています。

http://www.city.o
take.hiroshima.jp/
soshiki/kenkofuku
shi/fukushi/gyom
u/4/index.html

大竹市
環境整備課
TEL：０８２７-５２-５１０１

大竹市
福祉課
TEL：0827-59-2148
大竹市
福祉課
TEL：0827-59-2148

大竹市
福祉課
TEL：0827-59-2148

大竹市
福祉課
TEL：0827-59-2148

【東広島市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

https://akiyabank.fudohsan.jp/
html/higashihiros
hima.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/toshi
/4_1/akiyahojyoki
n/23643.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/toshi
/4_1/akiyahojyoki
n/23603.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/toshi
/4_1/akiyahojyoki
n/23606.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/toshi
/4_1/akiyahojyoki
n/23644.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/seika
tsukankyo/2/3/s
marthouse/23509.
html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/seika
tsukankyo/2/10/
4020.html

東広島市
住宅課
TEL：082-420-0946

住まい

空き家バンク

東広島市空き家バ
◆空き家や土地の情報提供を実施しています。
ンク

住まい

その他

◆相続登記等されていない空き家の譲渡を行う場合、
空き家登記支援事
登記に係る費用を補助します。
業
・補助金上限額：10万円（補助率1/3）

住まい

改修費等助成

空き家リフォーム支 ◆空き家リフォーム（ＤＩＹ含む）費用を補助します。
援事業補助金
・補助金上限額：50万円（補助率1/3）

住まい

改修費等助成

空き家家財撤去支
援事業補助金

住まい

改修費等助成

◆空き家を地域活性化のための拠点施設等へ活用す
空き家再生・活用支
る事業に補助します。
援事業補助金
・補助金上限額：300万円（補助率2/3）

住まい

その他

スマートハウス化支 ◆スマートハウスの普及を目的とし、住宅への新エネ・
援補助金
省エネ設備の設置に対して支援しています。

住まい

その他

◆自らが居住する専用住宅等であって、改築（みなし
小型浄化槽設置整 浄化槽または汲み取り便所からの転換）に伴い、新た
備事業補助金
に小型浄化槽を設置する者に対し、要する費用の一部
を補助します。

住まい

その他

◆地域資源を活かした木質バイオマスの利用促進の https://www.city.
薪ストーブ・木質ペ
ため、住宅への薪ストーブ及び木質ペレットストーブな higashihiroshima.l
レットストーブ設置
どの設置に対して支援しています。補助額は補助対象 g.jp/soshiki/sangy
補助金
o/8/6/16946.html
経費×3分の1（上限10万円）。

東広島市
農林水産課
TEL：082-420-0939

働く

農林水産業就
業支援

◆農業に意欲を持って、市内で野菜・花き栽培に従事
するために必要な実践的知識、基本技術及び経営管
新規就農者育成研
理能力を修得しようとする人（47歳未満）を園芸セン
修事業
ターに２年間受け入れる研修（1～2人程度）を実施して
います。

東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411

働く

農林水産業就
業支援

農業次世代人材投 ◆次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就
資事業（経営開始 農直後の経営確立を支援するために、就農後最長5年
型）
間、年間最大150万円の交付金を交付しています。

東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411

働く

農林水産業就
業支援

◆園芸就農者の早期安定経営を推進するため、就農
時に必要なパイプハウスや農業機械等の初期投資に
農林水産業振興事 対する経費を補助しています。
業（新規園芸就農
・対象者：新規就農者育成研修事業の研修生及び研
者経営基盤強化促 修修了者
進事業）
・事業費上限額：2,400万円
・補助金上限額：1,600万円（補助率：2/3※予算の範
囲内）

東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411

働く

農林水産業就
業支援

農林水産業振興事 ◆農林水産業（園芸農業）の振興及び経営の安定を図
業（園芸作物関係 るため、積極的な農業者に対し、土壌分析、パイプハ
事業）
ウス建設等の経費を補助しています。

東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411

働く

農林水産業就
業支援

働く

農林水産業就
業支援

働く

働く

◆空き家の家財撤去費用を補助します。
・100㎡以下の家屋：上限10万円
・100㎡を超える場合：10万円＋500円/㎡（上限：15万
円）

◆農産物直売所等への出荷を目指して野菜・花き・果
野菜・花き・果樹生 樹の栽培を開始しようとする人に対して、栽培技術等
産講座
の習得を目的に講座を開催（年間12回程度）していま
す。
◆野菜・花き・果樹による就農機会を新たに創出する
園芸日曜講座
ため、基礎的な講座を日曜日に開催（年間12回程度）
しています。
◆東京23区（在住者または通勤者）からマッチングサイ
ト「ひろしまワークス」に掲載されている「移住支援金の
対象と表示のある求人」に応募して就職し、本市に移
住し、「移住支援金の対象となる要件」を満たす者に対
し、移住支援金を交付します。
・支援金額（定額） 単身60万円 2人以上世帯100万円

東広島市
住宅課
TEL：082-420-0946
東広島市
住宅課
TEL：082-420-0946
東広島市
住宅課
TEL：082-420-0946
東広島市
住宅課
TEL：082-420-0946
東広島市
環境先進都市推進課
TEL：082-420-0928
東広島市
環境先進都市推進課
TEL：082-420-0928

東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411
東広島市
園芸センター
TEL：082-433-4411

就職支援

移住支援金

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/chiiki
shinko/7/teiju/29
227.html

東広島市
地域づくり推進課
定住サポートセンター
TEL：082-437-3021

起業支援

◆東広島市の周辺地域（志和町、福富町、豊栄町、河 https://www.city.
higashihiroshima.l
移住者等創業支援 内町、安芸津町）での移住者等の創業に伴う経費の一
g.jp/soshiki/chiiki
事業補助金
部を補助します。※対象業種あり
shinko/7/teiju/20
・補助金上限額：200万円（補助率1/2以内）
859.html

東広島市
地域づくり推進課
定住サポートセンター
TEL：082-437-3021

【東広島市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/sangy
o/5/2/26912.html

東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921

働く

就職支援

市内企業の情報発
◆東広島市企業の紹介動画を配信。
信

働く

就職支援

新卒者向けUIJター ◆就職ガイダンスの開催・市外大学に通う学生の市内
ン促進
帰省先にガイダンス情報の提供等を行います。

働く

起業支援

ひがしひろしま創業 ◆創業に必要な知識、手続き、ノウハウ等を学んでい
塾
ただく短期集中講座を開催しています。

働く

起業支援

ベンチャー企業のた ◆創業や事業のスタートアップを支援するため、貸事
めの貸事務所
務所を提供しています。

東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921

働く

起業支援

市内研究開発支援 ◆地域産業の活性化を図るため、市内研究開発支援
施設の賃貸料を助 施設に入居するベンチャー企業等に対し、賃借料の一
成
部を補助しています。

東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921

起業支援

◆市内で新たに、ＩＴ系企業や学術研究機関等が事業
を開始する場合に、その費用の一部を助成します。
・対象経費：賃料、内装改修費、開発研究に要する機
器の購入費、情報通信シ ステム導入費、通信回線使
オフィス誘致促進助 用料、情報通信システム保守・使用料等
・補助金の額：上限額合計500万円/年（最大3年間）
成制度
補助率5/10：オフィス賃借料、通信回線使用料
補助率3/10：内装改修費用、情報通信システム導入
費、研究開発に要する機器の購入費等のｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ
（初年度のみ）

働く

起業支援

酒蔵通りの空き店
舗・空き地を利用し
た新規出店の支援

働く

就職支援

働く

農林水産業就
業支援

働く

子育て

子育て

子育て

医療費助成

その他

その他

◆酒蔵通り周辺の対象区域において、空き店舗・空き
地を活用した新規出店に対し補助しています。
・対象経費：新規出店に係る店舗改装費
・補助金の額：
【空き店舗】対象経費の2分の1、上限200万円
【空き地】対象経費の2分の１、上限10万円
◆地域人口の急減に直面している地域（豊栄町・福富
町・河内町）において、地域の担い手を確保するため
「特定地域づくり事業」としての労働者派遣事業を行い
特定地域づくり事業 ます。
【特定地域づくり事業協同組合制度】
協同組合
・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し地域事業者に派遣（安定的な雇
用環境・一定の給与水準を確保）
◆空き家に附属した農地を空き家とともに取得（所有
権移転）する場合で一定の条件を満たす場合、対象の
土地に限り農地法第3条による下限面積（東広島市全
空き家付き農地の
域30アール）を1アール（100平方メートル）まで引き下
下限面積
げます。
（ただし、市街化区域内の農地は対象となりません。）

◆乳幼児等を対象に、医療費の自己負担分の一部を
支給しています。
【対象範囲】
乳幼児等医療費支 ・０歳児から小学６年生まで…通院・入院
給制度
・中学１年生から中学３年生まで…入院
【一部負担金】
・医療機関ごとに１日500円(通院は月４日、入院は月
１４日を限度）
◆子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行
いたい人（提供会員）を結びつけ、子どもの保育所、習
い事などの送迎や預かりなどを行います。
東広島市ファミリー・ 【利用料金】
サポート・センター
・平日７時～１９時…６００円／１時間
・平日７時までの早朝と１９時以降の夜間…７００円／
１時間
・土日祝及び年末年始…７００円／１時間
◆産前や産後の時期、サポーターが自宅へ伺い、相談
や家事・育児を援助します。
産前・産後ママヘル
【利用料金】１日１時間３０分あたり
パー派遣事業
・市民税課税世帯…１,０００円
・市民税非課税世帯、生活保護世帯…無料

東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921
東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/sangy
o/5/4/13270.html

東広島市
産業振興課
TEL：082-420-0921

東広島市
ブランド推進課
TEL：082-426-3093

東広島市
ブランド推進課
TEL：082-426-3094

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/nogy
o/1/3/16989.html

東広島市
農業委員会事務局
TEL：082-420-0972

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/5/156
19.html

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0941

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/4/411
6.html

東広島市
ファミリー・サポート・セン
ター
TEL：082-493-6072

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/4/411
7.html

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

【東広島市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト
https://www.city.
higashihiroshima.l

子育て

その他

出産・育児サポート ◆妊娠・出産・子育てに関する相談やサービスの紹介
g.jp/soshiki/kodo
センターすくすく
等を行います。
momirai/1/9/338
8.html

子育て

子育て

子育て

その他

その他

◆出産後概ね１２か月未満の母子を対象に、助産師等
による個別の育児相談や授乳・沐浴指導、母親が休養
できる環境を提供します。
産後ケア事業
【利用料金】２,０００円/組/回（飲食代は別途実費負
担）
※夜間を含めた支援を提供する宿泊型産後ケアも利
用できます。（要相談）
◆一般不妊治療・特定不妊治療を受けられたご夫婦に
一般不妊治療費、 治療費の一部を助成します。
特定不妊治療費の 【助成金額】 ※各治療内容等によって異なります。
助成
・一般不妊治療 ～ ５万円上限
・特定不妊治療 ～ ５万円上限

その他

◆子どもを産み育てたいと願うご夫婦に治療費の一部
不育症治療費の助 を助成します。
成
助成金額は５万円が上限です。（対象者、対象治療が
あります。）

その他

子育て情報サイト
「すくのび」の公開

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/kosodate_kyoi
ku/ninshin/1/697
9.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/4/131
81.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/4/131
85.html

問合せ先
東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

https://www.city.

子育て

◆妊娠・出産・子育てに関する様々な情報を一元化し、 higashihiroshima.l
検索が簡単で、わかりやすく情報提供できるウェブサイ g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/7/336
トを開設しています。
4.html

子育て

その他

子育て支援アプリ
「ぽけっとすくすく」
の配信

子育て

その他

放課後児童クラブ

子育て

その他

病児・病後児保育

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/1/7/227
02.html
◆保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生児 https://www.city.
higashihiroshima.l
童に、授業終了後等の居場所を提供します。
g.jp/soshiki/kyoik
・開設時間：課業日／放課後～19時
uiinkaishogaigakus
休業日／8時～19時
hu/4_1/1_1/index.
・利用料：利用区分に応じて3,000円～5,400円
html
○病児・病後児保
育室たんぽぽ
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
◆病児及び病気回復期にある0歳から小学校6年生ま momirai/2/2/241
での児童を対象に、一時的に預かる保育サービスを提 3.html

◆市の育児関連情報の受信、予防接種スケジュール
の管理、子どもの成長記録等ができるアプリを配信し
ています。

供しています。
○病児・病後児保育室たんぽぽ（東広島市西条本町） ○病児保育室うさ
ぎ
○病児保育室うさぎ（東広島市八本松南）

子育て

その他

◆保育所や公共施設内などに子育て支援拠点を開設
地域子育て支援セ し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子育
ンター
てに対する不安を気軽に相談したり、親と子どもの交
流を広げる場を提供しています。

子育て

その他

子育て・障害総合支 ◆「子育て支援」と「障害児・障害者相談支援」の機能
援センター（はあと を併せ持ち、個々の機能の連携による相乗効果をね
ふる）
らった複合施設として運営しています。

子育て

その他

放課後子供教室

定住相談 定住相談

その他

その他

◆放課後や週末等に学校の教室等を活用して、子供
たちの安全・安心な活動拠点を整え、地域の方々の参
画を得て、子供たちに学習や様々な体験・交流活動の
機会を定期的・継続的に提供しています。

◆東広島市への定住を希望される方に対して、スタッ
東広島定住サポー フが相談に応じ、定住に向けたサポートを行います。
トセンター
・窓口対応時間等：8時30分～17時15分（土曜・日曜
日、祝日、年末年始除く）
◆市民に野菜等の栽培を通じて自然に触れ合う場を
提供しています。利用料金は１区画（20㎡）で年額
市民農園
5,230円。農具の無料貸し出しのほか、シャワーや休憩
室などの設備もあります。

https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/2/2/309
2.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/2/5/inde
x.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kodo
momirai/2/5/inde
x.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/kyoik
uiinkaishogaigakus
hu/4_1/seisyoune
nnkennzennikusei
/4168.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/soshiki/chiiki
shinko/7/teiju/tei
ju/index.html
https://www.city.
higashihiroshima.l
g.jp/boshu/10853.
html

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407
東広島市
青少年育成課
TEL：082-420-0929

東広島市
保育課
TEL：082-420-0934

東広島市
こども家庭課
TEL：082-420-0407
東広島市
障害福祉課
TEL：082-420-0180

東広島市
青少年育成課
TEL：082-420-0929
東広島市
地域づくり推進課
定住サポートセンター
TEL：082-437-3021
東広島市
農林水産課
TEL：082-420-0939

【廿日市市】
区分

項目

住まい 空き家バンク

事業名
廿日市市
空き家バンク

内

容

◆空き家の売却や貸借を希望する所有者などから受
けた情報を、移住・定住および交流を希望する人に紹
介します。
◆ホームページなどで空き家情報を提供します。

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/53
/23529.html

廿日市市
建設部住宅政策課
TEL：0829-30-9187
●補助金等の問い合わせ
廿日市市建設部住宅政
策課
TEL：0829-30-9187

住まい 新築・購入助成

定住促進補助金

◆市外から佐伯・吉和地域に転入する人等が住宅を https://www.city.
新築および購入もしくは中古住宅の購入をする場合、 hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/53
費用の一部を補助します。（年齢要件等あり）
/

住まい 改修費等助成

農林水産 農林水産業就
業就業
業

起業

起業

働く

起業支援

働く

起業支援

◆空き家バンク登録物件など(その他要件あり)に対
し、権利関係の整理手続きや家財の処分、改修工事
にかかる費用、DIYにかかる費用の一部を補助しま
す。
◆新たに農業経営を希望する人に対して、ほうれんそ
う、こまつななどの葉物野菜を対象とした研修事業を
実施しています。栽培方法や経営を基礎から学ぶほ
新規農業経営者 か、就農予定地での実践研修を行います。
育成事業
◆1年目は先進農家や佐伯中央農業協同組合の研修
農場などで栽培や経営の基本を学ぶ基礎研修、2年
目は就農予定農地で実際に営農を行う実践研修を実
施します。
◆市内発の商品やサービスの開発・販売の促進、地
域特性を生かしたコミュニティビジネスやフードビジネ
スの創業など、多様な起業へのチャレンジを応援しま
す。
しゃもじん創業塾・ ◆新たに事業を開始しようとする人や、新分野への事
創業支援施設
業展開を目指す人を支援する施設があります。
◆入居者には事業拠点となるスペースを提供し、イン
キュベーション・マネージャーなどが事業計画に必要な
税務・会計・金融まで、あらゆる業務について幅広くサ
ポートします。
◆より確実に創業を実現できるよう、市内の商工会議
所・商工会や金融機関、創業支援機関などと連携し、
創業支援事業
創業に必要な知識を習得できるネットワークを形成し
ています。
空き家活用支援
補助金

創業相談

子育て 医療費助成

こども医療

子育て 保育料減免

保育料

子育て その他

子育て その他

子育て その他

児童館
管理運営事業

◆新たに事業を開始したい人が気軽に相談できる個
別相談サロンを開き、起業に関するお悩みにお応えし
ます。
◆未就学児の医療費の自己負担分を無料とします。
（所得制限なし）
◆入院は中学３年生まで・通院は小学６年生まで医療
費の自己負担分を助成します。（所得制限なし）
◆16歳未満の扶養児童が2人を超える場合、超えた児
童1人につき19,800円を市民税所得割額から差し引い
て保育料を決定します。
◆児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情
操を豊かにするための児童館を設置しています。

◆市内の小学校1年生～6年生の児童で、保護者が仕
事などの事情で昼間家庭にいない児童を対象に、生
活の場を提供しています。
◆育児などの援助をしてほしい人と援助をしたい人が
互いに会員になって助け合うシステム（会員組織）で
ファミリーサポート す。
センター運営事業 【社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会】
住所：廿日市市新宮一丁目13番1号（あいプラザ内）
電話：0829-20-0294
児童会
管理運営事業

●住まいの現地の問い合
わせ
【佐伯地域】
廿日市市地域振興部佐
伯支所
TEL：0829-72-1111
【吉和地域】
廿日市市地域振興部吉
和支所
TEL：0829-77-2112

https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/53
/23634.html

廿日市市
建設部住宅政策課
TEL：0829-30-9187

https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/29
/

廿日市市
産業部農林水産課
TEL：0829-30-9143

https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/25
/12089.html

廿日市市
産業部
しごと共創センター
TEL：0829-30-8405

http://www.city.h
atsukaichi.hiroshi
ma.jp/soshiki/25/
12096.html
https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/10
2/
http://www.city.h
atsukaichi.hiroshi
ma.jp/soshiki/35/
53605.html
https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/35
/39895.html
https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/35
/12000.html
https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/35
/12027.html

廿日市市
産業部
しごと共創センター
TEL：0829-30-8405
廿日市市
産業部
しごと共創センター
TEL：0829-30-8405
廿日市市
健康福祉部こども課
TEL：0829-30-9153
廿日市市
健康福祉部こども課
TEL：0829-30-9154
廿日市市
健康福祉部こども課
TEL：0829-30-9130
廿日市市
健康福祉部こども課
TEL：0829-30-9130

http://www.city.h
廿日市市
atsukaichi.hiroshi
健康福祉部子育て応援室
ma.jp/soshiki/106
ＴＥＬ：0829-30-9129
/12025.html

【廿日市市】
区分

項目

子育て その他

子育て その他

定住相談

定住相談

事業名

内
容
◆育児不安などに関しての相談や子育てサークルの
育成支援などを行なっています。プレイルームは子ど
もたちの遊び場として、また保護者同士の情報交換の
場として開放しています。
【廿日市子育て支援センター】
住所：廿日市市新宮一丁目13－1（あいプラザ内）
子育て支援センター
電話：0829-20-1612
管理運営事業
【大野子育て支援センター】
住所：廿日市市深江二丁目11番25号（深江保育園内）
電話：0829-56-0356
【佐伯子育て支援センター】
住所：廿日市市津田4109番地（津田児童館内）
電話：0829-72-2391
◆子どもが病気にかかっていたり回復期にあったりし
て、安静にする必要があり、保育園などに預けること
ができず、保護者が仕事などで家庭保育ができない場
病児保育室
合、一時的にその子どもを預かる施設です。
【病児保育室「ゆう」】
住所：廿日市市阿品台三丁目1番1-209号
電話： 0829-39-8812（FAX兼用）
◆何かと便利で、自然もいっぱい！“ちょうどいい”廿
定住相談
日市市での暮らしをPRし、移住・定住の相談を受け付
けています。

参考サイト

問合せ先

http://www.city.h
廿日市市
atsukaichi.hiroshi
健康福祉部子育て応援室
ma.jp/soshiki/106
ＴＥＬ：0829-30-9129
/12023.html

https://www.city.
hatsukaichi.hirosh
ima.jp/soshiki/35
/12026.html

廿日市市
健康福祉部こども課
TEL：0829-30-9154

http://www.city.h
atsukaichi.hiroshi
ma.jp//site/cityp
romotion/

廿日市市
プロモーション戦略課
TEL：0829-30-9221

【安芸高田市】
区分

項目

事業名

内

容

住まい

空き家バンク

空き家情報バンク ◆ホームページ・管理課窓口で空き家情報を紹介

住まい

空き家バンク

空き家情報バンク登 ◆空き家情報バンクにお問い合わせ先として不動産業
録奨励金
者を登録された空き家所有者に5万円の奨励金を交付

住まい

空き家バンク

◆空き家情報バンクに登録された空き家が所有が成約
空き家情報バンクサ
となった場合にサポートをした不動産業者に奨励金（売
ポート奨励金
買10万円、賃貸借5万円）を交付

住まい

新築・購入助成

◆40歳未満か18歳未満の子を有する若者世帯が定住
若者世帯住宅新築
を目的に市内業者により住居を新築等した場合に25万
等補助金
円の補助金を交付
◆空き家バンクに登録されている空き家を定住を目的
に購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者、定住を
目的とする空き家利用者と賃貸借契約した空き家所有
者、自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住
空き家改修補助金 する者が市内の事業者を利用して改修を行う場合に、
補助金を交付
【補助金額】
空き家改修費用に係る改修費の2分の1
（上限 若者世帯80万円 一般世帯50万円）
◆空き家バンクに登録されている空き家を転入者向け
社宅改修事業補助 の社宅とすることを目的に賃貸借又は売買契約した会
金
社が市内の事業者を利用して200万円を超える改修を
行う場合に、50万円の補助金を交付

参考サイト

問合せ先

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/mai
n/
https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/y15
5/
https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/p74
6/
https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/sint
ikuhojyo/

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/aki
yakaisyu/

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/sya
takukaisyu/

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201
安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201
安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

住まい

改修費等助成

住まい

改修費等助成

住まい

改修費等助成

◆親族又は親族と同居しようとする転入者が市内の事 https://www.akita
多世代同居支援事 業者を利用して200万円を超える改修を行う場合に、補 kata.jp/ja/shisei/
section/kanri/tas
業補助金
助金を交付
edaidoukyosien/
（若者世帯80万円 一般世帯50万円）

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

住まい

改修費等助成

◆昭和56年以前に建築された木造戸建住宅を市が認 https://www.akita
木造住宅耐震診断
kata.jp/ja/shisei/
定する診断士による耐震診断・改修を行う場合に対し、 section/kanri/tais
改修補助事業
費用の一部を補助
hinjuutaku/

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

住まい

◆40歳未満か18歳未満の子を有する若者世帯が、市 kata.jp/ja/shisei/
定住促進住宅・ 定住促進団地購入
内の補助対象団地を購入する際に宅地購入費用の10 section/kanri/teij
団地
補助金
yuudanntikounyuu
パーセント（上限100万円）の補助金を交付

安芸高田市建設部
管理課
TEL：0826-47-1201

安芸高田市
◆市内事業所・農家等の求人情報を発掘し、安芸高田 http://www.akitak
ata.jp/ja/shisei/s
無料職業紹介所 市で就職を希望するＵＩターン希望者、求職者との求
ection/kikaku/a1
「しごと応援窓口」 人、求職のマッチングを行っています。
34/
◆市内で開業する者、または市内で本社を有する小規
模事業者が市内の空き家、空き公共施設、空き店舗等
を活用し、起業または新分野での展開を図った場合に https://www.akita
起業支援事業
支援
kata.jp/ja/shisei/
section/syoukou/
【助成内容】
助成金
・最大290万円（1/2補助を3年間） ・補助上限額（初年度 n175/
230万円、以降2年間賃借・通信費を各30万円）
※一部要件により、上限額が変わります。

安芸高田市企画部
政策企画課
ＴＥＬ：0826-42-5612

https://www.akita

hojyo/

働く

就職支援

働く

起業支援

子育て

医療費助成

乳幼児等
医療費助成

◆0歳から18歳年度末到達までの子どもが受けた医療
費の自己負担分の一部を助成
通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）
入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）

子育て

保育料減免

保育料減免

◆兄弟姉妹で同時入所の場合、2人目半額、3人目以降
無料
◆18歳以下の子どもが2人以上いて、第2子が入所の場
合半額、第3子以降が入所の場合無料

子育て

食費補助

3歳児以上の
給食費無償

◆保育所・認定こども園・幼稚園の3歳児以上の給食費 kata.jp/ja/shisei/
section/kosodate
（主食費・副食費）無料

http://www.akitak
ata.jp/site/page/
section/hoken/iry
ouhi22/

子育て

育児世帯補助

在宅育児世帯
支援給付金制度

子育て

一時保育

一時預り事業

安芸高田市福祉保健部
保険医療課
TEL：0826-42-5619
安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

https://www.akita

◆生後6か月から1歳6か月未満の子どもを、保育所に
預けずに子育てをしている家庭に対して1か月2万円応
援
※育児休業給付金・手当などを受けていないなど要件
あり
◆通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単
位で子どもを預かる
◆対象 6ヶ月～小学校3年生
時間帯 月曜～金曜 8～18時（年末年始，祝日は除
く）
利用料金 300円/時間
◆問合先 安芸高田市社会福祉協議会 吉田支所
ＴＥＬ 0826-47-1311
◆市内各保育所・認定こども園（吉田保育所・みつや保
育所・かわね保育園以外）で一時預りを実施中
詳細は各施設へお問い合わせください。

安芸高田市
産業部商工観光課
TEL：0826-47-4024

/g143/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kosodate
/ouenken-copy/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

http://www.akitak
ata.jp/ja/shisei/s
ection/kosodate/i
chijiadukari/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

【安芸高田市】
区分

項目

事業名

子育て

その他

病児・病後児保育室

子育て

その他

放課後児童クラブ

子育て

その他

安芸高田市誕生お
祝金支給事業

子育て

その他

ファミリー・サポート・
センター事業

子育て

その他

子育て

その他

定住相談

定住相談

定住
ガイドブック

定住
ガイドブック

内

容

◆子どもが病気の「回復期」又は「回復期に至らない場
合」に保護者が仕事、病気などの理由により保育できな
い場合一時的に預かる
◆対象 6ヶ月～小学校3年生
◆時間帯 月曜～金曜 9～17時（年末年始，祝日は除
く）
利用料金 1日2,000円 半日（4時間）1,000円
◆問合先 甲田いづみこども園 病児・病後児保育室
TEL 0826-45-7270
◆小学校1～６年生で，保護者が就労等の事情により，
家庭に誰もいない児童を預かる
◆通年利用 3,000円/月
長期休業期間中のみ 7,000円/年
夏休みのみ 6,000円/年
冬・春休みのみ 各1,500円/年
開会時間 通年 月～金 14時～18時30分
土
8時～18時30分
長期休業
8時～18時30分
◆子どもの誕生をお祝いし、子育てをする家庭の経済
的負担を軽減するために支給する。
出生乳児一人につき、１万円。
※市税の滞納がない等の要件あり。
◆地域の中で、育児の支援を行う人と育児の支援を受
けたい人からなる会員組織の相互支援活動を行う。保
育施設までの送迎や学校の放課後の預かりを実施中
安芸高田市社会福祉協議会吉田支所 0826-47-1311

◆対象 生後６ヶ月～小学校６年生まで
障害のある児童については中学校３年生まで
◆安芸高田市吉田町吉田761
子育て支援センター
電話番号：0826-47-1283
（プレイルーム）
利用時間：月～金曜日 8：30～17：15
◆こども発達支援員が就学までの乳幼児の心身の成
長、発達に関する悩みなどの相談に応じる。
こども発達
吉田町常友1564-2 保健センター2階
支援センター
TEL 0826-47-4151
受付時間 月～金曜日 ８：30～17：15

参考サイト

問合せ先

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kosodate
/p156/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

http://www.akitak
ata.jp/ja/sukusuk
u/situation/syoug
akusei/008/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kosodate
/q116/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

http://www.akitak
ata.jp/ja/sukusuk
u/situation/shien
/002/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

http://www.akitak
ata.jp/ja/sukusuk
u/situation/shien
/001/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/kosodate
/v135/

安芸高田市福祉保健部
子育て支援課
TEL：0826-47-1283

Ａkitaka Turn
アキタカターン

http://www.akitak
ata.jp/akitakata◆安芸高田市にU・Iターンなどで移住定住して来られ media/filer_public
/c9/fe/c9fe808d
た、8組のインタビューを掲載。今だからこそ笑って話せ -607d-4c39る苦労話や、安芸高田暮らしの〝コツ〟が満載
851e15dc11b1763f/aki
takaturn.pdf

安芸高田市企画部
政策企画課
TEL：0826-42-5612

あきたかた
移住すごろく

http://www.akitak
ata.jp/akitakata◆安芸高田市でこれから暮らしていく方や、移住を検討 media/filer_public
/38/66/38666b8
されている方にチェックして頂きたいポイントを「あきた c-d267-472cかた移住すごろく」としてまとめて紹介
bfbbcd0ef7ae7807/iju
u-sugoroku.pdf

安芸高田市企画部
政策企画課
TEL：0826-42-5612

定住相談 定住ガイドブック

安芸高田市に
住みたくなる本

◆起業、空き家活用、公共交通、結婚サポート、子育
て、教育、農業、多文化共生、高齢者、伝統芸能継承な
ど、安芸高田市でのテーマに沿った生活の様子を紹介

定住相談 定住ガイドブック

安芸高田市
スタートガイド

◆安芸高田市のまちの概要、観光、歴史、文化、スポー
ツ、特産品と、市が行う暮らしのサポートを紹介

定住相談

ホームページ

定住・移住
ホームページ

◆住まい、しごと、サポートなど、安芸高田市での生活
をはじめるにあたっての情報を紹介

その他

不妊治療費
助成

不妊治療費助成

◆配偶者間の不妊検査及び一般不妊治療（体外受精
及び顕微授精を除く）に要する費用について、広島県の
助成額を除いた額から5万円を上限に助成する。

http://akitakata.jp
/akitakatamedia/filer_public
/6c/e0/6ce03c2
7-1401-4533abd7dcff0eaf2277/aki
-takada-teijuupanfuretto.pdf
http://akitakata.jp
/akitakatamedia/filer_public
/ca/7d/ca7d81b7
-7225-4ccd9aa5409cb0b7d175/ak
i-takada-teijuupanfurettobessatsu.pdf
http://www.akitak
ata.jp/ja/shisei/s
ection/kikaku/z5
11/
https://www.akita
kata.jp/ja/shisei/
section/koureihuk
usi/s254e891n86
0u158y8/

安芸高田市企画部
政策企画課
TEL：0826-42-5612

安芸高田市企画振興部
政策企画課
TEL：0826-42-21245612

安芸高田市企画部
政策企画課
TEL：0826-42-5612
安芸高田市福祉保健部
健康長寿課
TEL：0826-42-5633

【江田島市】
区分

項目

事業名

住まい

空き家バンク

空き家バンク

住まい

新築・購入助
成

住まい

新築・購入助
成

住まい

交通費助成

住まい

改修費等助成

住まい

家賃助成

内

容

◆移住定住ポータルサイトで空き家情報を提供し，利
用登録により，希望者には現地案内等を実施。

参考サイト
https://ijyuetajima.jp/

問合せ先
移住交流拠点施設フウド
TEL：0823-69-8288

◆新規転入者が新たに住宅を建築又は新築住宅を購
定住促進事業補助
入した場合に費用の一部を助成。（上限30万円 補助
金
率10分の３）

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/821

江田島市
企画振興課
TEL：0823-43-1630

空き家購入補助

◆空き家に居住，または利活用する場合，空き家の購
入費を補助。（上限30万円 補助率10分の３）
※事前に市への空き家の登録が必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

定住促進交通費
補助金

◆本市への居住を検討するために，本市を訪れる場合
に交通費の一部を助成。対象者条件あり。（上限2万
円）

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/4638

江田島市
企画振興課
TEL：0823-43-1630

空き家修繕補助

◆空き家に居住，または空き家バンクへ登録等する場
合，生活に必需な修繕費を補助。（上限30万円 補助
率10分の３）
※事前に市への空き家の登録が必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/7452

江田島市
企画振興課
TEL：0823-43-1630
江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

定住促進子育て世 ◆新規転入の子育て世帯に対し，民間賃貸住宅の家
帯家賃補助金
賃の一部を助成。

住まい

その他

◆空き家購入者及び賃貸する者に対して，市内業者か
らDIY用具（工具）や材料（木材等）を購入した場合，購 https://www.city.
DIY用具・材料購入
etajima.hiroshima.
入費の一部を助成。制度を利用するには，空き家登録 jp/cms/articles/s
補助
台帳への事前登録が必要。（上限５万円 補助率２分 how/8056
の１）

住まい

その他

空き家除却支援金

◆空き家を除却する者に対し，市内解体業者の利用及
び地目が宅地であることを条件に，除却費用の一部を
補助。制度を利用するには，空き家登録台帳への事前
登録が必要。（上限10万円 補助率10分の１）

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

その他

◆老朽化した空き家の倒壊等により市民に危険が及ぶ
ことを防ぐため，解体費用を補助。（上限50万円 補助
危険家屋除却補助
率２分の１）
金
※事前に市への空き家の登録と，危険家屋の認定が
必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

住まい

その他

◆空き家を除却し跡地の適正管理を行う場合，適正管
理を行う費用を補助。
除却後跡地適正管 １ 跡地へ市特産のオリーブ，みかん，レモン又はイチ
理補助
ジクを植樹する場合（定額３万円）
２ 跡地を舗装する場合（上限10万円 補助率２分の１）
＊事前に市への空き家の登録が必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

住まい

その他

◆空き家に居住，または空き家バンクへ登録等する場
空き家相続登記補 合，相続登記費用を補助 。（上限５万円 補助率２分の
助
１）
＊事前に市への空き家の登録が必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

住まい

その他

◆空き家に居住，または空き家バンクへ登録等する場
空き家家財処分補 合，家財処分費用を補助 。（上限５万円 補助率２分の
助
１）
＊事前に市への空き家の登録が必要。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/8056

江田島市
都市整備課
TEL：0823-43-1647

住まい

その他

◆専用住宅又は事業所でかつ下水道処理区域外の方
が浄化槽を設置する場合に，予算の範囲内において補
助金を交付。

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/6279

江田島市
地域支援課
TEL0823-43-1637

住まい

その他

https://www.city.
住宅用太陽光発電
◆市内の自ら居住する住宅又は居住する予定の住宅 etajima.hiroshima.
システム等設置補
jp/cms/articles/s
に太陽光発電システム等の設置をする際の補助。
助制度
how/5295

江田島市
地域支援課
TEL0823-43-1637

住まい

浄化槽設置整備
補助金

農林水産 農林水産業就 新規就農者（新規漁 ◆農業（きゅうり，キク，トルコギキョウの栽培）・漁業に
業就業者）支援事業 おいて，将来の担い手の育成に向けた取組を支援。
業就業
業

就職

就職

市内事業所の
求人情報

◆正社員（職員）を募集している市内の事業所をホーム
ページ及び広報紙において掲載。

江田島市
農林水産課
TEL：0823-43-1642
江田島市
交流観光課
TEL：0823-43-1632

【江田島市】
区分

項目

事業名

就職

就職

求人情報の提供

◆ハローワークから送られてくる求人情報（広島・呉）を
提供。

就職

就労支援

無料職業紹介所

◆江田島市内の求人事業所と求職者の間に立ち，より
syakyo.org/servic
身近で細やかな就労支援を行なう。
e/loan.html#2

内

容

参考サイト

江田島市
交流観光課
TEL：0823-43-1632
http://etajima-

起業

起業

子育て

医療費助成

子育て

子育て

子育て

子育て

◆江田島市らしい産業の創出及び市内の農林水産物
江田島市がんばり 等を生かした産品の開発やブランド化等に向けた取組 http://www.city.e
tajima.hiroshima.j
すと応援事業補助 推進のため，市内において新たに起業する新規創業 p/cms/articles/s
金
者，また，新商品開発事業や第二創業等に挑む中小企 how/5351
業者，生産者に対して補助金を交付。
◆乳幼児及び児童に対して，医療費の自己負担部分を
一部公費負担することにより，保護者の負担軽減を図 https://www.city.
乳幼児等の医療費 る。（１医療機関で500円/１回自己負担）
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
助成制度
０歳～小学校６年生 入院・通院
how/6379
中学校１年生～３年生 入院のみ

第３子以降保育料
◆同一世帯に18歳未満の子が3人以上いる場合は，3
及び保育給食費無
人目以降の保育料及び保育給食費無料。
料
◆市内に住所を有する，満１歳以上の児童を保育施設
で一時的に預かる。 利用可能時間：午前8時～午後4
一時保育（一時預か
一時保育
時（平日）午前8時～午後0時（土曜）
り）事業
利用料金：1～2歳児3.000円/回 3歳児以上2.000円/
回
◆仕事と子育ての両立を応援し，児童の健全な育成対
放課後児童保
策として放課後児童クラブを開設。
放課後児童クラブ
育
対象児童は，小学校１年生～６年生で保護者が仕事な
どで昼間家庭にいない児童。（負担金3,000円/月）
◆親子が気軽に集える支援施設。子育て支援員,保健
子育て世代包括支 師，子ども家庭支援員が常駐し,子育ての不安や相談を
ネウボラ
援センター（愛称 受け付ける。
にこ♡にこハウス） 利用時間：午前１０時～午後４時
利用料金：無料

問合せ先

江田島市社会福祉協議会
無料職業紹介所
TEL：0823-27-8034
江田島市
交流観光課
TEL：0823-43-1632

江田島市
保健医療課
TEL：0823-43-1639
江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

保育料減免

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/213

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

http://www.edc.e
tajima.hiroshima.j
p/life/lifeplan/pro
g_l03.html

江田島市教育委員会
生涯学習課
TEL：0823-43-1902

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/3170

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

子育て

その他

にこにこQQひろば

◆未就学児の子育て世代を対象に，子育て世代救急
教室を開催。（毎月第１・３土曜日 10時～11時30分）

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/6384

江田島市
消防本部
TEL：0823-40-0119

子育て

その他

園庭開放

◆認定こども園の園庭を開放し，子育て中の親子の交
流や保育士による子育て相談も受け付ける。
利用時間：月～金曜日の午前10時～午前11時
利用料金：無料

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/2815

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

子育て

その他

http://www.city.e
tajima.hiroshima.j
p/cms/articles/s
how/3685

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

子育て

その他

http://www.city.e
tajima.hiroshima.j
p/cms/articles/s
how/684

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/1005

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/7993

江田島市
子育て支援課
TEL：0823-42-2852

◆小学校・中学校の統廃合により遠距離通学となった
児童・生徒への通学支援として，スクールバスの運行，
路線バス定期の補助を行う。

http://www.edc.e
tajima.hiroshima.j
p/school/schlpla
n/prog_s08.html

江田島市教育委員会
学校教育課
TEL：0823-43-1900

◆通学世帯の経済的負担を減らすため，通学定期券
の割引を行なう。

http://www.city.e
tajima.hiroshima.j
p/cms/articles/s
how/4550

江田島市
企画振興課
TEL：0823-43-1630

http://www.city.e

江田島市
企画振興課
TEL：0823-43-1630

妊婦健康診査交通
◆妊婦一般健康診査受診時の交通費等を助成。
費等助成事業

延長保育事業

◆保護者が仕事などの都合により，家庭での保育が困
難な病気中又は病気回復期のお子さんを医療機関の
病児・病後児保育 保育室で一時的に預かる。
対象児：満１歳～小学６年生
利用料金：一人１日当たり2,000円
◆子育て援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員
となって子どもの預かり等の子育てサポートを行う。
ファミリーサポートセ
対象児：6か月～小学6年生
ンター
利用時間：午前6時30分～午後8時
利用料金：（平日）1時間600円 （土日祝）1時間700円

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

通学支援事業

その他

学割パス

その他

◆就労時間などの理由で，通常の閉園時間までに児童
を迎えに来られない場合に利用可能。
平日：午後7時00分まで（月額2.000円）
土曜：午後4時または午後6時まで（月額1.000円）

デマンド交通補助 ◆デマンド型タクシー「おれんじ号」の運行を補助し，市 tajima.hiroshima.j
p/cms/articles/s
事業
民の通院や買い物などの移動手段を確保。
how/452

【江田島市】
区分

移住相談

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

https://www.city.
etajima.hiroshima.
jp/cms/articles/s
how/5831

江田島市
政策推進課
TEL：0823-43-1631

その他

市有不動産売却情
◆市有不動産の売却に関する情報。
報

フウド

◆仕事・暮らし・縁をテーマとした移住交流拠点施設。
移住交流拠点施設 移住者や地元の人が集まる場として運営。企業誘致， https://fuudo.jp/
移住・空き家マッチングサポート等の事業を行う。

移住交流拠点施設フウド
TEL：0823-69-8288

【府中町】
区分

項目

事業名

内

容

◆中学校3年生までの同居親族または妊婦がいる世
帯が、中古一戸建てをリフォームする際の費用の一部
を助成（対象工事費の23％、上限は30万円、要件あ
り）
◆子育てあんしん住宅リフォーム支援事業を活用し、
住宅ローン（フラット35）により融資を受けた場合の金
利引き下げ（当初5年間、0.25％引き下げ）

参考サイト

問合せ先

http://www.town.
府中町
fuchu.hiroshima.jp
建築課 住宅係
/site/kosodate/8
TEL：082-286-3174
458.html
http://www.town.
府中町
fuchu.hiroshima.jp
建築課 住宅係
/site/kosodate/8
TEL：082-286-3174
458.html
府中町
https://www.tow
n.fuchu.hiroshima. 子育て支援課 こども家庭
jp/site/kosodate
係
/10985.html
TEL：082-286-3163

住まい

改修費等助成

子育てあんしん
住宅リフォーム
支援事業

住まい

その他

フラット35
地域連携型

子育て

医療費助成

子ども医療費
助成制度

子育て

その他

◆未就学児がいる世帯にイクフレカード（要申請・無
子育て応援（イクフ 料）を配布。入園前でも気軽に相談できる幼稚園・保
レ）カード事業
育園の登録や協賛店でさまざまな特典が受けられま
す。

府中町
https://www.tow
n.fuchu.hiroshima. 子育て支援課 こども家庭
jp/site/kosodate
係
/3198.html
TEL：082-286-3163

その他

◆0歳から18歳までの子どもが、町内に2ヵ所ある児童
児童センター事業 センターで遊び・スポーツなどを気軽に楽しむことがで
きます。（無料）

府中町
https://www.tow
n.fuchu.hiroshima. 子育て支援課 こども家庭
jp/site/kosodate
係
/list205-516.html
TEL：082-286-3163

子育て

◆子どもの医療費を助成（自己負担500円あり）
小学生以下は入院・通院、中学生は入院のみ
※所得制限あり。

◆やむなく一時的に家庭で保育ができない場合の預
かり
（保護者の傷病・出産・事故・介護・災害等）

https://www.tow
n.fuchu.hiroshima.
jp/site/kosodate
/4708.html

子育て

その他

一時預かり

子育て

その他

病児・病後児保育

子育て

その他

◆下校後、仕事等で保護者が家庭に不在であること https://www.tow
n.fuchu.hiroshima.
放課後児童クラブ が常態の小学校１～６年生を対象に放課後児童クラブ jp/site/education
を開設
/list133-312.html

子育て

その他

◆「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いた
府中町ファミリー い人」のマッチングによる相互援助サービス
https://www.akifu
サポートセンター （保育所迎え、通院介助、早朝預かり、留守家庭児童 chu-sjc.org/
会終了後の預かり）

https://www.tow

◆こどもが病気で保育所等に連れて行けない場合の n.fuchu.hiroshima.
jp/site/kosodate
預かり
/3187.html

子育て

その他

子育て

その他

府中ひかり保育園
◆保育園で計画したいろいろな遊びを親子で一緒に
子育て支援センター
楽しむことができる
親同士の交流、育児相談も可能
若竹保育園
オープンスペースも実施
子育て支援センター

https://www.tow
n.fuchu.hiroshima.
jp/site/kosodate
/4718.html
https://www.tow

シルバーママ
サービス

◆保育士または講座受講のシルバー会員による未就 n.fuchu.hiroshima.
jp/site/kosodate
学児の預かり
/4708.html

子育て

その他

グローバル
教育事業

定住相談

定住相談

定住相談

◆中学生が英語検定を受ける際に、その英語検定受
験料を助成
◆府中町への定住に関する相談受付

ピッコロゴード保育園
TEL：082-508-0003
認定こども園つばめ
TEL：082-508-0012
こんごうさくら保育園
TEL：082-510-1190
病児保育室「ダンボ」
（向洋こどもクリニック）
TEL：082-287-3266

府中町
教育委員会社会教育課
TEL：082-286-3272
（公社）府中町シルバー人
材センター
府中町ファミリーサポートセ
ンター
TEL：082-281-0581
子育て支援センター
（府中ひかり保育園）
TEL：082-282-9393
子育て支援センター
（若竹保育園）
TEL：082-284-2363
（公社）府中町シルバー人
材センター
TEL：082-285-0161
府中町
教育委員会 学校教育課
TEL：082-286-3271

https://www.tow
府中町
n.fuchu.hiroshima.
政策企画課 秘書広報係
jp/site/citypromo
TEL：082-286-3127
tion/

【海田町】
区分

起業

項目

起業

子育て

医療費助成

子育て

その他

子育て

その他

定住相談

定住相談

事業名

内

容

参考サイト

◆創業による活気あるまちづくりを図ることを目的と https://www.tow
海田町の魅力づくり
n.kaita.lg.jp/soshi
し，創業から３年以内の町内で起業した事業者に対し ki/35/123738.htm
推進事業補助金
て補助をする制度です。
l
◆０歳から中学校３年生までの乳幼児等を対象に，医
療費の自己負担分の一部を助成します。
【対象範囲】 ０歳児～小学校６年生…通院・入院
乳幼児等医療費
小学校４年生～中学校３年生…入院
給付事業
【一部負担金】 医療機関ごとに１日５００円（通院月
５日以降，入院月１５日以降の自己負担はありませ
ん）
◆妊娠から出産，子育てまでを切れ目なく支援する仕
組みです。
本事業の拠点となるひまわりプラザには母子保健コー
かいた版ネウボラ
ディネーター及び子育て支援コーディネーターが常駐
しており，妊娠中からお母さんの心配事などの相談に
乗ります。
◆協賛ステッカーを掲げているお店に「子育て支援パ
スポート」を提示すると，お店ごとのサービスを受ける
子育て支援
ことができます。
パスポート
◆「子育て支援パスポート」は，中学生以下の子どもを
持つ家庭や初妊婦さんのいる家庭に配布しています。
定住相談

◆企画部魅力づくり推進課内に定住相談窓口を設け
ています。

問合せ先
海田町
魅力づくり推進課
TEL： 082-823-9234

https://www.tow
n.kaita.lg.jp/soshi
ki/14/122111.htm
l

海田町
こども課
TEL： 082-823-9227

https://www.tow
n.kaita.lg.jp/site/
neubora/

海田町
こども課
TEL： 082-823-9227

https://www.tow
n.kaita.lg.jp/site/
neubora/1010.ht
ml

海田町
こども課
TEL： 082-823-9227
海田町
魅力づくり推進課
TEL： 082-823-9234

【熊野町】
区分

住まい

就職

子育て

子育て

項目

就職

医療費助成

保育料減免

その他

子育て

その他

子育て

子育て

内

容

◆町内で住宅の新築または、購入をされた方に助成
金を交付する制度
子育て世代定住促
新築・購入助成
・住宅の取得費に２％を乗じた額（上限２０万円）
進助成金制度
・申込者世帯全員の前住所が広島県外の場合
取得費に１％を乗じた額を加算（上限１０万円）

子育て

子育て

事業名

その他

その他

その他

就職ガイダンス

参考サイト

問合せ先

http://www.town.
kumano.hiroshima
.jp/www/content
s/1459824204968
/index.html

熊野町
都市整備課
TEL：082-820-5608
熊野町
産業観光課
TEL：082-820-5602

◆熊野町商工会による就職ガイダンスを開催

◆不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要した治療費
不妊治療費・不妊 の一部を助成する制度。
検査費の助成
◆不妊検査にかかる費用の自己負担分の一部を助
成する制度。
◆同一世帯から２人以上の児童が保育所等に入所し
多子軽減
ている場合、２人目半額、３人目以降無料（所得により
徴収金の免除
年齢制限の撤廃あり）
◆一定の所得の母子世帯、在宅障害者のいる世帯等
◆保護者の就労状況に応じた多様な保育ニーズに対
応するため、朝夕の延長保育を実施する。
【早朝】7時～7時30分（保育所ひかり学園・くまの中央
保育園・くまのみらい保育園・認定こども園聖徳幼稚
延長保育
園・認定こども園第二聖徳幼稚園）
【夕方】18時30分～19時（保育所ひかり学園・く
まの中央保育園・はつかみこども園・認定こども
園聖徳幼稚園・認定こども園第二聖徳幼稚園）；
18時30分～19時30分（くまのみらい保育園）
◆保育所に入所している乳幼児が病気の回復期で、
集団保育が困難な児童を一時的に預かる保育サービ
ス。
病後児保育
【実施園】くまの・みらい保育園 【利用料】1日 2,000円
◆病児保育については、平成27年度から広島市、坂
町などの病児保育施設の広域利用が可能となった。
◆保護者の断続的就労や傷病等により保育できない
時に、児童を一時的に預かる保育サービス。
【実施園】くまの・みらい保育園 ※利用日数に制限
一時保育
あり
◆熊野町に居住している生後６ヶ月から小学校に入学
するまでの保育所に入所していない乳幼児が対象。
◆昼間保護者が家にいない家庭の小学1～6年生の
児童に適切な遊びと生活の場を提供し児童の健全な
放課後児童クラブ 育成を図る。
【開設時間】（平日）放課後～18時；（土曜・夏休みなど
長期休暇）8時～18時
◎くまの・こども夢プラザ
◆保育士や保健師が育児不安等についての相談指
導や情報提供、子育てサークル等の育成支援、ブック
スタート事業の実施等を通じ、地域の子育て家庭に対
する育児支援を行う。
【開設時間】月～金曜日の8時30分～17時15分
子育て支援センター ◎くまの・みらい保育園
◆地域の子育て世代に同じ仲間と集う場所として園内
や園庭の開放、「ぱおちゃんルーム」では、絵本の読
み聞かせ、健康相談、誕生日会などを行う。
【開設時間】月～金曜日：園庭開放9時～17時：ぱお
ちゃんルーム月・水・金10時～15時、火・木10時～12
時
◆「保育所・幼稚園への送迎」「児童クラブ終了後の預
かり」など、育児の援助を受けたい人と行いたい人が
会員となり、ファミリー・サポート・センターが仲介して、
ファミリー・サポー
会員同士が支え合う有償ボランティアによる相互援助
ト・センター
システム。
【利用料】月～金曜日の6時～19時 1時間500円
月～金曜日の19時～22時、土・日・祝日 1時間600円

熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637
http://www.town.
kumano.hiroshima
.jp/www/content
s/1136878994046
/index.html

熊野町
子育て支援課
TEL：082-820-5623

熊野町
子育て支援課
TEL：082-820-5623

熊野町
子育て支援課
TEL：082-820-5623

http://www.town.
kumano.hiroshima
.jp/www/content
s/1245917987484
/index.html

熊野町
子育て支援課
TEL：082-820-5623

http://www.town.
kumano.hiroshima
.jp/www/content
s/1605149251123
/index.html

熊野町
子育て支援課
TEL：082-820-5623

https://www.tow
n.kumano.hiroshi
くまの・こども夢プラザTEL：
ma.jp/www/genre
082-820-5502
/1586150283114/
index.html

https://www.tow
n.kumano.hiroshi
くまの・こども夢プラザTEL：
ma.jp/www/conte
082-820-5502
nts/10859025515
15/index.html

子育て

その他

子育て

その他

こんにちは
あかちゃん訪問

◆保健師・助産師による新生児・乳児等への訪問
◆保健師・助産師による妊婦・産婦訪問

熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637

その他

母子保健
各種相談・教室

◆すくすくクラブ（育児相談） 月３回実施
◆離乳食教室
◆のびのび親子教室（幼児栄養）
◆母親学級
◆両親学級（日曜日開催）

熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637

子育て

【熊野町】
区分

項目

事業名

子育て

その他

ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞ。

定住相談

定住相談

定住相談

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

内

容

参考サイト

問合せ先

◆地域小児ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
障害の有無に関係なく地域での交流を目的に活動
しています。

熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637

熊野町での定住に関する相談受付

熊野町
産業観光課
TEL：082-820-5602

◆健診内容：各がん検診・特定健診・基本健診・
歯周疾患検診・骨粗しょう症検査・肝炎ウイルス
住民健診
検査等
（集団健診）
◆事前申込み制
◆託児(2日間）
◆月３回実施
健康相談
◆保健師・栄養士による相談実施（予約不要・無
料）
◆シルバーリハビリ体操指導士会主催
シルバーリハビリ ◆参加者：誰でも
体操教室
◆町内４か所、６教室
※詳細は広報にて
◆町内２か所
認知症カフェ
・認知症カフェみらい 第３火曜日
・認知症カフェぱたから 第１水曜日

熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637
熊野町
健康推進課
TEL：082-820-5637
高齢者支援課
TEL：082-820-5605
高齢者支援課
TEL：082-820-5605

その他

◆ボランティア活動や健康づくり・介護予防に取
り組む活動に対してポイントを付与し、集めたポ
介護予防・ボラン イント数に応じて奨励金等を支給
ティアポイント ◆対象者：熊野町に住所を有する当該年1月1日時
事業
点で40歳以上の人
◆実施期間（ポイント付与期間）：毎年1月1日か
ら12月31日まで（毎年1年間）

https://www.tow
n.kumano.hiroshi
ma.jp/www/conte
nts/15445130529
45/index.html

その他

緊急通報事業

◆ひとり暮らし高齢者などの自宅に緊急通報の機
器を設置し、必要に応じ救急車の出動要請を行っ
たり、あらかじめ決められた協力員に連絡し対応
◆利用料：400円/月（生活保護世帯は無料）

https://www.tow
n.kumano.hiroshi
ma.jp/www/conte
nts/14224062759
63/index.html

ミニデイホ－ム
（ふれあいサロ
ン）

◆活動内容はサロンごとに異なるが、困ったとき
はお互いさま、ご近所同士の良い関係づくりが活
動目的。
◆参加者：地域のどなたでも
◆参加費：基本的には無料（地域によっては小額
の参加費が必要な場合あり）

高齢者支援課
TEL：082-820-5605

高齢者支援課
TEL：082-820-5605
熊野町おとしより相談セン
ター
（熊野町地域包括支援セン
ター）

TEL：082-820-5615

その他

その他

その他

その他

http://park11.wa
kwak.com/~kuma
noshakyo/jigyou/fur
eai/fureai02.html

高齢者支援課
TEL：082-820-5605
熊野町社会福祉協議会
TEL：082-855-2855

◆希望者に地域の福祉委員が週に1回程度、自宅を
訪問
http://park11.wa
◆対象：以下の３項目全てに当てはまる方
kwak.com/~kuma
ひとり暮らし高齢者
no・熊野町内にお住まいの65歳以上の方
巡回相談事業
・ ひとり暮らし、もしくは高齢者のみの世帯（二人暮ら shakyo/jigyou/fur
eai/fureai02.html
し）
・ 訪問を必要としている方

高齢者支援課
TEL：082-820-5605
熊野町社会福祉協議会
TEL：082-855-2855

【坂町】
区分
住まい

住まい

項目
空き家バンク

事業名
空き家バンク

内

容

参考サイト

◆空き家バンクに登録した空き家物件を，ホームペー http://www.town.
ジ等で情報提供し，空き家所有者と坂町に定住して地 saka.lg.jp/sakagur
ashi/
域を活性化したい方との橋渡しを行います。

◆子育てや介護を支え合える三世代同居・近居を推
奨するため，三世代同居・近居のための住宅の新築
三世代同居・近居 や購入，増改築に必要な費用の一部を補助します。
新築・購入助成
住宅支援事業
【補助額】新築・購入・増改築費等の1/10
【上限額】新築・購入の場合，最高200万円
増改築の場合，最高100万円

問合せ先
坂町
空き家活用支援窓口
（企画財政課内）
TEL：082-820-1520

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/seikatsu/sansed
ai_jutakushien.htm
l

坂町
総務部企画財政課
TEL：082-820-1507

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/seikatsu/post.ht
ml

坂町
総務部企画財政課
TEL：082-820-1507

改修費等助成

空き家改修等
支援事業

◆空き家を有効活用し，人口の増加及び定住を促進
するとともに,地域の活性化を図るため，町外転入者又
は空き家の所有者が行う空き家改修や家財道具用の
処分に必要な費用の一部を補助します。
【補助額】改修や解体，除却費用の1/2
【上限額】30万円（町外転入者が子育て世帯の場合，
最大20万円加算）

その他

子育て世帯引越
支援事業

◆子育て世帯が「町外から転入」又は「町内で持ち家
に転居」する場合に，引越費用，登記費用，仲介手数
料，礼金の一部を助成します。
【助成額】引越費用等の1/2
【上限額】10万円

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/seikatsu/kosoda
de-hikkoshi.html

坂町
総務部企画財政課
TEL：082-820-1507

住まい

◆子育て世帯やUターンなど若い世代の移住・定住を
図ります。
【間取り・面積】2LDK，3DK 約53㎡/戸
【家賃】
坂町有住宅
定住促進住宅・
1・2階 35,000円
(めじろコーポこやう
団地
3階 34,000円
ら)
4階 33,000円
5階 32,000円
（その他共益費800円）
【駐車場使用料】2,000円（1世帯1台に限る）

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/seikatsu/tyoueij
yuutaku/

坂町
建設部産業建設課
TEL：082-820-1512

子育て

◆0歳から中学校3年生までの乳幼児等を対象に，医
療費の自己負担分の一部を助成します。
【対象範囲】
0歳児から小学校6年生まで … 通院・入院
乳幼児等医療費給 中学校1年生から3年生まで … 入院
付事業
【一部負担金】
医療機関ごとに１日500円
・通院は月4日，入院は月14日を限度
・通院・月5日以降，入院・月15日以降は自己負担は
ありません。

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/nyuyouji.html

坂町
民生部民生課
TEL：082-820-1505

◆小学校1年生から6年生までの児童で，保護者が就
労等の事情により昼間家庭にいない児童を対象に，
授業の終了後,遊びや生活に適した環境を確保してい
ます。
【開設時間】
月～金曜日：放課後～18時
土曜日・長期休業日 8時30分～18時
【保護者負担金】
月額2,000円（同一世帯の2人目以上は，1人につき
月額1,000円）

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/rusukatei.html

坂町
教育委員会
生涯学習課
TEL：082-820-1525

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/fsc.html

坂町社会福祉協議会
TEL：082-885-2611

住まい

住まい

子育て

子育て

医療費助成

その他

留守家庭児童会

その他

◆子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行
いたい人（提供会員）により会員組織をつくり，会員相
互の信頼関係を基に，地域の人が子育て家庭を支援
坂町ファミリー・サ していく仕組みを構築し，安心して子育てできる環境づ
ポート・センター くりを行っています。
【利用料金】
平日7時～19時：600円/1時間
その他の時間：700円/1時間

【坂町】
区分

項目

事業名
子育て支援センター
なかよしハウス

子育て

その他
子育て支援センター
パオちゃんルーム

子育て

その他

容

◆親子で楽しく遊び，子育て仲間と交流し，学び合い
ながらゆとりある子育てができるような事業を実施して
http://www.town.
います。
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/post_291.html

問合せ先

坂町
民生部民生課
TEL：082-820-1505

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/byoujihoiku.htm
l

坂町
民生部民生課
TEL：082-820-1505

◆就学までの児童であって，保護者の通院・入院,災
害・事故，就職面接，美容院・買い物などにより，一時
的に保育が必要となる児童を保育します。
【実施施設】
なぎさ若竹こども園，小屋浦みみょう保育園

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/post_418.html

坂町
民生部民生課
TEL：082-820-1505

一時預かり事業

◆坂町の空き家を利活用して，移住や定住などを促進
空き家活用支援窓
し，地域を活性化することを目的として，空き家活用支 http://www.town.
saka.lg.jp/sakagur
口／移住・定住デス
援窓口を設置しています。空き家の活用に関する悩み ashi/
ク
や定住相談を受け付けています。
◆夫婦がともに受けた不妊検査・一般不妊治療の自
己負担額の一部を助成します。
不妊検査費・一般
【助成額】
不妊治療費助成事
負担額の1/2
業
【上限額】
5万円（1組につき1回まで）

その他

特定不妊治療費
助成事業

◆体外受精及び顕微授精による不妊治療費や男性不
妊治療費の一部を助成します。
【助成額】
・初回治療に限り，30万円を上限に助成
・対象治療に対し，1回15万円を上限に助成
・男性不妊治療に対し，1回15万円を上限に助成

その他

不育症治療費
助成事業

◆不育症の治療にかかる費用のうち，医療保険適用
外の検査料と治療費を助成します。
【助成額】
上限30万円/年度

その他

参考サイト
http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/house.html

◆子どもが病気にかかっていたり，回復期にあって,安
静にする必要があることなどから保育所等に預けるこ
とができず，保護者の方が仕事等のため,家庭で保育
ができない場合，一時的にその子どもを病児・病後児
病児・病後児保
保育室で預かります。
病児・病後児保育
育
【実施施設】
広島県済生会福祉総合センター内
病児保育室「あおぞら」
【対象範囲】
生後6ヶ月～小学校6年生まで

子育て 一時預かり事業

定住相談

内

◆安心して子どもを生み育てることができる環境づくり
を進めるため，先天性風しん症候群を予防することを
目的に，風しん予防接種等の費用を助成します。
【対象】
（抗体検査）①妊娠を希望する女性②「抗体価の低い
妊婦」
と同居する家族
（予防接種）①十分な抗体価を満たさない妊娠を希望
風しん予防接種等
する女
費用助成事業
性②十分な抗体価を満たさない妊婦と同居する家族
※ただし、過去に下記のワクチンを接種した方、風し
んに罹患したことがある方、昭和37年4月2日から昭和
54年4月1日までに生まれた男性を除く
【助成上限額】
（抗体検査）検査方法により異なる
（予防接種）風しんワクチン：6,050円
風しん麻しん混合ワクチン：9,710円

坂町
空き家活用支援窓口
移住・定住デスク
（企画財政課内）
TEL：082-820-1520

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/fuikusyou.html

坂町
民生部保険健康課
TEL：082-820-1504

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/fuikusyou.html

坂町
民生部保険健康課
TEL：082-820-1504

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/fuikusyou.html

坂町
民生部保険健康課
TEL：082-820-1504

http://www.town.
saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouik
u/fushinkoutaiken
nsa.html

坂町
民生部保険健康課
TEL：082-820-1504

【安芸太田町】
区分

起業

就職

子育て

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

起業

◆町内で新規起業又は新分野進出などを計画し、審
安芸太田町がんば 査会により採択を受けた事業費の一部を補助（１/2以
るビジネス応援補 内、上限100万円）します。
助金
※令和４年度は、募集期間５月～６月、採択時期７月
を予定しています。

安芸太田町
産業観光課（商工）
TEL：0826-28-1961

就職

町内の求人・求職情報を面談形式で提供・聞取実施
【月曜日～金曜日、祝日・年末年始を除く、9時から16
時（12時から13時休み）】
https://www.akio
安芸太田町無料職
◆町内企業に対し、求人の有無の調査等の情報収集 ta.jp/soshiki/8/1
業紹介所事業
166.html
を行い、町ＨＰ等で求人情報の発信を実施
◆求職者の希望に応じ、町ＨＰ等で求職者情報の発
信を実施

安芸太田町
産業観光課（観光）
TEL：0826-28-1961

医療費助成

乳幼児医療費
支給事業

【対象】0歳～就学前までのお子さん
【自己負担額】1医療機関ごとに1日500円
・通院：4日/月まで
・入院：14日/月まで
【対象】小学1年生～18歳到達後最初の3月31日まで
のお子さん
【自己負担額】1医療機関ごとに1日500円
・通院：4日/月まで
・入院：14日/月まで
◆申請に基づき、保育料を第2子以降について全額免
除
【条件】
①2人以上の18歳未満の児童を養育している世帯
②安芸太田町に住所を有すること
③世帯員すべてが、町税、町使用料等に滞納がな
いことと
◆就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者
の傷病等による、緊急時の保育または私的理由によ
る保育を行う（14日/月）
◆町内4保育所・こども園で実施
【利用料】1時間当たり
0歳700円、1～2歳400円、3歳210円、
4歳以上180円
◆町内2か所（加計認定こども園あさひ内・認定こども
園とごうち内）に設置
◆育児相談、在宅の親子の支援を実施
◆ママのリフレッシュ講座等楽しい講座も実施
【開設】月～金曜日の午前9時～午後2時
◆町内に住所を有する者で通園距離が片道4㎞以上
ある場合申請に基づき補助
※ただし、通勤経路分は除く
【補助額】1㎞当たり月額500円
【条件】
①安芸太田町に住所を有すること
②対象者について町税、町使用料、保育料に滞納
がないこと
◆妊産婦に対し妊産婦健診における交通費の一部を
助成
【助成額】1回の受診につき1,000円
【対象者】町に住民登録を有する期間に、町外の医
療機関で妊産婦健診を受けた者
◆産婦健診の健診費用の一部を助成
【助成額】1回の受診につき限度額5,000円
（1人2回まで）
【対象者】町に住民登録を有する期間に、町外の医
療機関で産婦健診を受けた者

安芸太田町
住民課
TEL：0826-28-2116
安芸太田町
住民課
TEL：0826-28-2116

子育て

医療費助成

子ども医療費支給
事業

子育て

保育料減免

第2子以降保育料
軽減事業

子育て

その他

一時保育事業

子育て

その他

子育て支援センター
事業

子育て

その他

保育所通園費補助
事業

子育て

その他

妊産婦健康診査
交通費助成

子育て

その他

産婦健康診査費
助成金交付事業

子育て

その他

産前・産後
サポート事業

◆助産師による訪問事業
https://www.akio
【助成回数】1人4回まで
ta.jp/site/kosoda
【対象者】町に住民登録されている方で、妊娠中及び te/1127.html
産後1年未満の方

◆出産後、助産院に宿泊し育児支援を受けることがで
安芸太田町
きる事業
https://www.akio 保健・医療・福祉統括セン
【利用日数】7日間以内、1泊あたり1,000円
ta.jp/site/tetsudu
ター
※町民税非課税世帯・生活保護世帯の方は0円
ki/1434.html
健康福祉課
【対象者】町に住民登録されている方で、産後1年未満
TEL：0826-22-0196
の方

子育て

その他

産後ケア事業
（宿泊型）

子育て

その他

新生児・乳児等
家庭訪問

◆保健師による新生児・乳児等への訪問を実施
◆保健師による妊婦訪問・産婦訪問

https://www.akio
ta.jp/site/kyoiku/
1384.html

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

https://www.akio
ta.jp/site/kosoda
te/1377.html

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

https://www.akio
ta.jp/site/kyoiku/
1383.html

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

https://www.akio
ta.jp/uploaded/at
tachment/1243.p
df

安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196
安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196

https://www.akio
ta.jp/site/tetsudu
ki/1434.html

安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196

安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196

【安芸太田町】
区分

項目

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

子育て

その他

内
容
◆乳幼児健康相談（保健師・管理栄養士・歯科衛生
士）
◆すこやか相談
◆聞こえと言葉の相談（言語聴覚士）
◆お陽さま相談（発達支援相談員）
◆妊婦交流会（妊婦教室）
子育て支援
◆もぐもぐランド（離乳食教室）
各種相談・教室 ◆チャレンジ広場（遊びを通して心身の発達支援教
室）
◆妊婦訪問時に母子手帳カバープレゼント
◆不妊治療助成制度
◆未熟児養育医療
◆ブックスタート事業
◆新生児・乳児体重計無料貸し出し
◆妊婦歯科検診（町内委託歯科医院にて、妊婦歯科
検診1回）
◆乳幼児フッ素塗布事業（乳幼児健診や保育所歯科
検診にて希望者にフッ素塗布（無料））
歯科相談等事業
◆むし歯予防・ブラッシング教室（乳幼児健診及び保
育所）
◆食育指導事業（栄養指導に合わせた歯の健康教
室）
◆心身の健全な育成を図るため、放課後、留守家庭
の児童が安全で安心して過ごせる場所を提供
【対象】小学1年～6年生
【開館】≪筒賀≫平 日：午後0時～午後7時
土曜日：午前8時～午後6時
放課後児童クラブ
≪加計≫平 日：午後3時～午後7時
運営事業
土曜日：午前8時～午後6時
※長期休業中
平 日：午前8時～午後7時
土曜日：午前8時～午後6時
【利用料】4回/月までは1回につき300円
5回/月以上は月額1,500円
◆地域の方の協力を得て，小学校の空き教室等を利
用し，安全安心な居場所として学習や交流事業等を行
う。
【対象】小学1年～6年生
【実施学校】加計小学校，戸河内小学校
【実施場所】修道地域活性化センター，
戸河内小学校
放課後子ども教室 月～金 放課後～午後6時《戸河内・修道》
土
午前8時30分～午後6時《戸河内》
土
午前9時00分～午後4時30分《修道》
※祝日を除く
〔長期休暇中〕
月～金 午前8時30分～午後6時《修道》
土
午前9時00分～午後4時30分《修道》
月～土 午前8時30分～午後6時《戸河内》

予防接種事業

◆インフルエンザ助成金（生後6か月～中学生以下の
方、65歳以上の方1回1,000円）
◆おたふくかぜ予防接種助成（1人1回まで助成（対象
年齢あり） 無料）

参考サイト

問合せ先

安芸太田町

https://www.akio
保健・医療・福祉統括センター
ta.jp/life/2/15/48
健康福祉課
/

TEL：0826-22-0196

https://www.akio
ta.jp/site/tetsudu
ki/1126.html

https://www.akio
ta.jp/site/kyoiku/
1378.html

安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

安芸太田町
教育課
ＴＥＬ：0826-22-1212

https://www.akio
ta.jp/soshiki/10/
1132.html
https://www.akio
ta.jp/site/tetsudu
ki/1137.html

安芸太田町
保健・医療・福祉統括センター

健康福祉課
TEL：0826-22-0196

◆定住支援および加計高校支援を目的とし、町内外 https://www.akio
の高等学校等、専門学校、大学等へ通学する費用を ta.jp/site/ijyu/13
34.html
通学方法、距離等により通学費の一部を助成。

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112

https://www.akio
ta.jp/site/ijyu/list
10-33.html

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112

◆家屋に係る固定資産税相当額の1/2を10年間助成
【補助対象】
https://www.akio
新築・購入助成 定住促進奨励制度 新築住宅を建築または購入される45歳以下でその ta.jp/site/ijyu/10
後10年以上定住される方または賃貸住宅を3戸以上 83.html
建築される方（年齢制限なし）

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112

子育て

その他

住まい

空き家バンク

住まい

事業名

通学費補助事業

空き家バンク事業 ◆空き家物件の所有者と利用希望者の紹介

【安芸太田町】
区分

住まい

住まい

項目

新築・購入助成

改修費等助成

住まい

改修費等助成

住まい

お試し住宅

住まい

お試し住宅

住まい

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

定住相談

その他

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

子育て世帯
定住応援制度

◆10年以上定住される方で対象住宅の新築または建
売住宅の購入（500万円以上）について100万円、中古
住宅の購入（150万円以上）について50万円を助成
◆自己所有住宅の改修（100万円以上）について改修
費の1/3（上限75万円）を助成
https://www.akio
ta.jp/site/ijyu/10
【補助対象】
補助金申請日において、夫婦のいずれかが満40歳以 84.html
下または満12歳以下のお子さん（出産予定を含む。）
がいる世帯
※住宅取得（新築・中古）をされた方には12歳以下の
お子さん1人につき20万円の奨励金

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112

移住定住促進
応援事業

◆5年以上居住することを条件に、空き家の所有者、
移住者、移住予定者（空き家借受者も含む）に対し、
新築、中古購入、住宅改修、家財整理等の経費が100
万円以上に対し、1/3（上限75万円）を助成。
※転入者、空き家所有者を問わず改修費負担者へ https://www.akio
ta.jp/site/ijyu/13
助成
35.html
※ただし、2地域居住住宅は対象外
【家財品処分事業】
◆空き家バンクに登録することを条件に残存する家財
の処分費の1/3助成（上限20万円）

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112

◆町内の施工業者を利用して自己が所有し居住する
住宅の修繕や増改築に対する費用を助成
助成対象工事費(50万円以上）の10％に相当する額
を助成（上限10万円）
◆2棟（1棟あたり農園1区画（50㎡）付き）
安芸太田町に移住を検討している者を対象に一定期
田舎暮らしお試し
間、町での生活体験できる機会を提供
体験住宅制度
お試し体験住宅の利用期間は、利用単位を1週間単
位として最短1週間から最長1か月までとする
住宅改修助成金
交付制度

https://www.akio
ta.jp/soshiki/9/1
441.html

安芸太田町
建設課
TEL：0826-28-1962

https://www.akio
ta.jp/site/ijyu/13
51.html

NPO法人広島横川スポー
ツクラブカルチャークラブ
高島：090-6433-8687

◆はじまりの家
安芸太田町にある空き家をリノベーションし、安芸太田 https://www.akio 一般社団地域商社あきお
田舎暮らしお試し
町へ移住をお考えの方が宿泊できるできる施設です。 ta.jp/site/ijyu/13
おた
体験住宅制度
日帰り体験一組1，000円/日、一週間あたり20,000円/ 52.html
TEL：0826-28-1800
組
◆ペレットストーブや薪ストーブ本体の購入経費及び
設置並びに配管に係る直接的経費を補助
安芸太田町
【対象経費】購入経費および設置等に係る経費が10 https://www.akio
ペレットストーブ等
ta.jp/site/tetsudu
産業観光課（農林）
万円以上のもの
購入促進補助事業
ki/1173.html
TEL：0826-28-1973
【補助金額】補助対象経費に1/3を乗じて得た額
（1,000円未満の端数は切捨て）以内とし、上限額は20
万円
安芸太田町
https://www.akio
◆安芸太田町健診事業（集団健診・個別健診）
保健・医療・福祉統括センター
ta.jp/soshiki/10/
健診事業
基本健診・がん検診費用の助成
健康福祉課
1144.html
TEL：0826-22-0196
◆歯周疾患検診の受診料0円
安芸太田町
【対象者】
保健・医療・福祉統括センター
歯科保健事業
安芸太田町に住民登録されている方で、当該年度に
健康福祉課
40・50・60・70歳になられる方
TEL：0826-22-0196
◆申請時に満18歳～49歳で町内に在住しており、自
宅から片道20km以上町外に通勤している常時雇用者
安芸太田町
50歳未満限定通勤 に通勤距離に応じて5年間助成
https://www.akiota.jp/site/ijyu/1109.html
企画課
者助成制度
【補助金額】
TEL：0826-28-2112
・20km以上～30km未満：3万円/年
・30km以上：6万円/年
定住相談

農林水産 農林水産業就 営農用施設機械器
業就業
業
具整備事業

◆安芸太田町への定住に関する相談受付
◆ビニールハウスの整備に要する経費を補助
（事業費の1/2以内）
※規模30㎡以上を新規設置する場合

https://www.akio
ta.jp/site/ijyu/

安芸太田町
企画課
TEL：0826-28-2112
安芸太田町
産業観光課（農林）
TEL：0826-28-1973

【北広島町】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

住まい 空き家バンク

北広島町空き家情 ◆町内の空き家を賃貸・購入可能な物件として登録
報バンク制度
し、利用希望者に紹介します。

https://www.town.kit
ahiroshima.lg.jp/site/t
eijuu-joho/1172.html

北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856

住まい 改修費等助成

北広島町空き家活 ◆北広島町への定住を目的に、北広島町空き家情報 https://www.tow
n.kitahiroshima.lg.j
用定住促進事業補 バンクに登録済の物件を購入し、居住のために必要な p/site/teijuu助制度
部分の改修費用の一部を助成します。
joho/29600.html

北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856

住まい お試し住宅

お試し住宅

https://www.town.kit
ahiroshima.lg.jp/site/t
eijuu-joho/1250.html

北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856

https://www.town.kit
ahiroshima.lg.jp/soshi
ki/10/8953.html

北広島町
農林課
TEL：050-5812-1857

◆北広島町での暮らしの体験や移住に向けての準備
の拠点としてご利用いただける住宅を準備しています。

◆町内で新規就農を志す方に、農業経営を始める為
農林水産
北広島町新規就農
農林水産業就業
の実践研修を行う制度を中心とした、新規就農総合対
業就業
総合対策事業
策事業を実践しています。
◆町内在住者（２５歳以下に限る）が、農業技術大学校
農林水産
農業技術大学校就
農林水産業就業
に就学する場合、原則２年間学費及び寮費の２分の１
業就業
学支援事業
を助成します。
農林水産
農林水産業就業 農業支援交付金
業就業

北広島町
農林課
TEL：050-5812-1857

◆認定研修生以外の３９歳以下の方が、認定就農計
画を作成し県の認定を受け、就農した場合、就農時に
就農支援金を交付します。

北広島町
農林課
TEL：050-5812-1857

◆体験申込みをされた方に町内の受け入れ可能農家
農林水産
を紹介します。受け入れ農家と申込者の双方が体験内
農林水産業就業 農業体験研修事業
業就業
容を合意の後、その農家の指示により農作業を行いま
す。
就職

北広島町
農林課
TEL：050-5812-1857

就職

◆北広島町の住民の方及び北広島町に定住を希望さ https://www.tow
北広島町
れている方に町内企業の求人を紹介し、就職の相談を n.kitahiroshima.lg.j
求人情報センター
p/site/kyujin/
受け付けます。

起業

北広島町ビジネス ◆町内で新たに創業する方や新事業展開する方に対 n.kitahiroshima.lg.j
p/soshiki/11/235
創造支援補助金 し、経費の一部を助成します。

https://www.tow

起業

子育て 医療費助成

乳幼児・子ども
医療費の助成

子育て

第２子以降の
保育料軽減

保育料減免

子育て その他

子育て その他

子育て その他

子育て その他

子育て その他

12.html
https://www.tow
n.kitahiroshima.lg.j
p/soshiki/7/1276
.html
◆第１子が同時在園の場合、第２子の保育料半額。第 https://www.tow
n.kitahiroshima.lg.j
１子、第２子が在園していなくても、第３子の保育料無 p/site/fukushi/97
料。但し、上の兄弟の２人が１８歳未満の場合。
16.html

◆０歳から１８歳（高校卒業まで）の子どもは、医療費
の自己負担額が医療機関ごとに１日５００円（通院は月
４日まで、入院は月１４日まで）

◆妊娠から出産、その後の子育ての中で、不安や悩み
を抱えた時の専門的な相談窓口。妊娠、出産から子育
ネウボラ きたひろ て期にわたり、保健師、助産師、保育士などが子ども
しま「てごてご」
の発達と成長を見守りながら、ワンストップサービスに
よる切れ目ないサポート体制を構築し、家族全体を支
援しています。
ベビーシート・チャイ
◆乳幼児ベビーシートおよび幼児用チャイルドシートの
ルドシートのレンタ
レンタル料助成を行っています。
ル料助成
◆ひとり親家庭の父・母で、北広島町に１年以上住所
母子・父子家庭激
を有する、１８歳到達年度末までの児童を養育する方
励金支給事業
に年１回支給します。

北広島町
町民課
TEL：050-5812-1854
北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851

北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851
北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851
北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851
北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851

◆仕事の都合で、病気治療中や回復期の子どもを保
護者が見ることができない場合、一時的に子どもを預
病児・病後児保育 けるために利用できます。（生後３か月から小学６年生
まで）
【利用料金】町内在住者・勤務者 ５０
０円／回）

北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851

ブックスタート

◆お住まいの児童委員様より絵本をプレゼント。絵本
を通した親子のふれあい時間をお届けします。

子育て その他

子育て支援センター

◆育児相談・子育てに関する講座、子育てサークルの
支援や親子の友達づくりの場にもなっています。

子育て その他

放課後児童クラブ

不妊治療
助成制度

北広島町
商工観光課
TEL：050-5812-8080

◆高等学校や大学など高等教育機関への進学希望者
のうち、経済的な理由で修学が困難な方が、奨学金の
貸与を無利子で受けられる制度です。

修学奨学金
貸与制度

子育て その他

子育て

https://www.tow
n.kitahiroshima.lg.j
p/site/neuborakit
ahiroshima/

北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856

◆授業の終了後などに適切な遊び及び生活の場を提
供し健全な育成を図る場所です。
【対象】町内の小学生 ※利用料は施設によって異なり
ます。
◆特定不妊治療に関して保険適応外の治療費及び検
不妊治療助成制度 査料について広島県の助成額を除いた費用を助成し
ます。（補助額：２０万円を上限）

北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851
北広島町
福祉課
TEL：050-5812-1851
北広島町
生涯学習課
TEL：050-5812-1864
北広島町
保健課
TEL：050-5812-1853

【北広島町】
区分

項目

子育て

その他

事業名

内

容

参考サイト

◆０歳、乳児（前期）、乳児（後期）、１歳６か月児・３歳
乳幼児子育て家庭
児健診時に１世帯当たり３０枚のごみ服をを無料配布
ごみ袋無料配布
します。（子ども一人当たり 計５回×３０枚）

北広島町
保健課
TEL：050-5812-1853
https://www.tow

北広島
◆北広島暮らしアドバイザーを設置し、定住相談・就職 n.kitahiroshima.lg.j
p/soshiki/5/4457
暮らしアドバイザー 相談などワンストップ窓口で定住相談に対応

定住相談

Uターン奨励金

問合せ先

.html
◆５年以上町外で生活した後、Ｕターンされた１６歳以 https://www.tow
n.kitahiroshima.lg.j
上３９歳以下（２５歳以下、勉学のため転出していた場 p/site/teijuu合は転出期間１年以上）の方に奨励金を交付します。 joho/1255.html

北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856
北広島町
まちづくり推進課
TEL：050-5812-1856

その他

Uターン奨励金

その他

生活用水取水
施設整備補助金

その他

小型合併浄化槽
補助金

小型合併浄化槽
補助金

◆下水道・農業集落排水区域外で、小型合併処理浄
化槽の設置・維持管理費を補助します。

北広島町
上下水道課
TEL：050-5812-1861

その他

薪ストーブ購入
補助金

薪ストーブ
購入補助金

◆薪ストーブの購入・設置に係る費用に対して２分の１
（限度額１０万円）を補助します。

北広島町
町民課
TEL：050-5812-1854

◆水道が整備されていない地域において生活用水を
生活用水取水施設
確保するため井戸等を設置するものに対し補助金を交
整備補助金
付します。

北広島町
上下水道課
TEL：050-5812-1861

【大崎上島町】
区分

住まい

住まい

住まい

住まい

住まい

項目

事業名

内

容

参考サイト

https://www.tow
◆町内の空き家を賃貸及び売却を希望する所有者か n.osakikamijima.hi
大崎上島町空き家
空き家バンク
ら物件の情報提供を求め、空き家バンクに登録された roshima.jp/kurash
情報バンク制度
i/sumai/1/1/251
物件情報を、希望する方へ提供するもの。
3.html
https://www.tow
大崎上島町新築・ ◆町の業者を利用して自己が居住する住宅の新築・ n.osakikamijima.hi
roshima.jp/soshiki
新築・購入助成 改築助成金交付金 改築の工事をする方に対して補助するもの。
/kensetsu/1/2/3
事業
30万円以上の工事に対し、10％ 最大30万円
/714.html
https://www.tow
大崎上島町空き家 ◆町内の空き家を改修する所有者及び入居者に対
n.osakikamijima.hi
roshima.jp/soshiki
改修費等助成 活用助成金交付事 し、改修に掛かる費用の一部を補助するもの。
/kensetsu/1/2/3
業
工事費の50％ 最大100万円
/index.html
https://www.tow
定住促進
定住促進住宅用地 ◆自らの住居を建設するための宅地を必要とする方 n.osakikamijima.hi
roshima.jp/kurash
住宅・団地
分譲事業
を対象に大串団地と沖浦団地を分譲するもの。
i/sumai/1/2155.h
tml
https://www.tow
定住促進用住宅ト ◆移住を検討されている方が、最短1週間から最大3 n.osakikamijima.hi
roshima.jp/kurash
お試し住宅
ライアルハウス大串 か月までお試し暮らしを体験できる施設。
i/sumai/1/1/251
2.html

大崎上島町Ｕ・Ｉター ◆農業（漁業）に携わるU・Iターン者の定住促進を図る
農林水産 農林水産業就
ン農業（漁業）従事 ため、大崎上島町U・Iターン農業（漁業）従事者支援金
業就業
業
者支援金交付制度 を交付するもの。

問合せ先
大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123
大崎上島町
建設課
TEL：0846-65-3124
大崎上島町
建設課
TEL：0846-65-3124
大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123
大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123
大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123

大崎上島町小規模 ◆地域経済の活性化及び小規模企業の経済の安定
企業振興事業補助 を図るため、町内に事業を創業する者又は事業を持
金
続しようとする者に対し、補助金を交付するもの。

大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123

子育て 医療費助成

◆県の制度から拡大し、0歳から高校卒業まで（0歳か
乳幼児医療費助成 ら満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の乳
事業
幼児等が受けた医療費の自己負担分から一部負担
金額を除いた額を助成するもの。（所得制限あり）

大崎上島町
福祉課
TEL：0846-62-0301

子育て 医療費助成

妊婦・乳児健康診
◆妊婦・乳児健康診査の交通費を一部助成するもの。
査交通費助成事業

大崎上島町
保健衛生課
TEL：0846-62-0330

起業

起業

子育て 保育料減免

子育て その他

定住相談

◆国の幼児教育・保育の無償化制度（令和元年10月
より開始）に加えて、無償化の対象者については、実
費負担となる給食費を町が補助するもの。

大崎上島町
教育委員会
TEL：0846-64-2074

大崎上島町子育て ◆就学前乳幼児1人に月額6,000円を支給するもの。
支援手当支給事業 （所得制限なし）

大崎上島町
福祉課
TEL：0846-62-0301

給食費の無償化

定住・移住
アドバイザー

◆定住・移住希望者に、町の生活に関する生活情報
や相談、地域の紹介や仲介など支援を行うもの。

大崎上島町
地域経営課
TEL：0846-65-3123

【世羅町】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト

住まい

空き家バンク

世羅町空き家
バンク事業

◆世羅町内の空き家を有効活用し、本町への移住促 http://seraijyu.com/house/
進を図る。

住まい

新築・購入助成

世羅町移住者等
住宅支援事業

◆移住者等の住宅取得に係る費用の一部を助成（最 n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/17/75.
大１００万円を助成）。対象は新築、空き家の購入。

問合せ先
世羅町 企画課
TEL：0847-22-3206

https://www.tow

世羅町 企画課
TEL：0847-22-3206

html

住まい

住まい

◆町民の居住環境の質の向上及び家族の絆の再生
を図るとともに住宅投資の波及効果による町内経済
の活性化を図るため、リフォーム工事を行う者に対し、
世羅町住宅
改修費等助成
予算の範囲内において補助金を交付。リフォームに要
リフォーム補助事業
する費用の１０分の１に相当する額で、一般世帯につ
いて３０万円限度、３世代同居の場合は５０万円が限
度。
◆町内の民間賃貸住宅に居住する小学6年生までの
子育て家庭家賃 児童を養育する世帯に対し、家賃の一部（月額10,000
家賃助成
補助事業
円を上限）を助成。(家賃から4万円を差し引き最大1万
円を助成）要件あり。

住まい

お試し住宅

住まい

その他

働く

働く

働く

世羅町 建設課
TEL：0847-25-5141

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/11/344
.html
https://www.tow
世羅町移住体験事 ◆本町への移住希望者が、本町での生活を体験する n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/17/66.
業(お試し住宅） ため、短期居住できるお試し住宅を設置。
html

飲用水施設整備
補助事業

◆水道がない地域で、生活用水を確保するため新しく
ボーリング等をおこなう場合に、その経費の一部を助
成。1/2助成 限度額あり。

◆町内で就農を希望する概ね４５歳以下の方を対象
に町内先進農家で１～２年間研修を受け、必要な農業
農林水産業就 世羅農業人財育成 技術等を習得するための研修費を助成。（国の制度
業
支援事業
（☆新規就農者育成総合対策(経営開始資金）と合わ
せて支援）（研修助成 ２５千円/月 家賃助成１０千円
/月）
世羅町
◆60歳以下で、事業完了後おおむね1年以内に事業
農林水産業就
ニューファーマー を継承する後継者を雇用する認定農業者に、月額125
業
支援事業
千円（最長3年）を助成。
◆創業時にかかる費用を最大５０万円助成。（補助率
1/2 ）
起業支援
新規創業支援事業
新規創業資金を借入した場合、年1.5％を利子補給。
（年間最大１０万円、期間は3ケ年を限度）

世羅町 子育て支援課
TEL：0847-25-0295
世羅町 企画課
TEL：0847-22-3206
世羅町 上下水道課
TEL：0847-22-0533

https://seraijyu.com/work/

世羅町 産業振興課
TEL：0847-22-5304

https://seraijyu.com/work/

世羅町 産業振興課
TEL：0847-22-5304

https://seraijyu.com/work/

世羅町 商工観光課
TEL：0847-22-3216

https://www.tow

働く

就労支援

若年者遠距離
通勤助成事業

◆35歳未満の若年者が、片道27㎞以上の就労先へ n.sera.hiroshima.j
月15日以上通勤する方に対する助成。月額5,000円。 p/soshiki/17/305

世羅町 企画課
TEL：0847-22-3206

◆0歳～18歳（3月末）までの児童が通院・入院した際
https://seraの窓口負担について、通院は1回500円、入院は1日
ijyu.com/children
500円（同一医療機関であれば通院は月4回分、入院 /
は14日分）までとする。

世羅町 健康保険課
TEL：0847-25-0134

https://seraijyu.com/children
/

世羅町 子育て支援課
TEL：0847-25-0295

1.html

子育て

医療費助成

乳幼児・児童
医療費支給事業

子育て

保育料補助

保育料
半額賦課事業

子育て

おむつ等助成

子育て

出産祝金

定住相談

情報発信

◆保育所・認定こども園等の保育料を世羅町基準額
の半額とする。（要件あり）

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/11/350
.html
◆子どもの誕生を祝福するとともに子育てを行う保護 https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
出産祝金支給事業 者を支援するため、出産祝金（50,000円）を支給。(要 p/soshiki/11/325
件あり）
3.html

◆出生した日から満1歳に達する日までの児童を養育
乳児おむつ
する保護者へ、おむつ購入費用等（12,000円を上限）
購入費等助成事業
を助成

◆町ホームページでの情報発信、県、ふるさと回帰支
http://sera援センター、ＪＯＩＮ，田舎ぐらしの本等関係機関との連 ijyu.com/
携による情報発信。東京等での移住相談を実施。

世羅町 子育て支援課
TEL：0847-25-0295
世羅町 子育て支援課
TEL：0847-25-0295
世羅町 企画課
TEL：0847-22-3206

【神石高原町】
区分

項目

住まい 空き家バンク

事業名

空き家情報バンク
制度

内

容

◆売りたい・貸したい人の空き家・空き地の情報収集
と，神石高原町へ住みたい・家を借りたい人への情報
提供

子育て応援住宅等
◆町内に新たに住宅を取得（新築・購入）し居住する
住まい 新築・購入助成 取得支援事業補助
場合，最高150万円を助成
金

参考サイト

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

問合せ先
特定非営利活動法人
nina神石高原
TEL：0847-82-0288
神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

住まい 改修費等助成

◆空き家バンク物件を購入または賃貸借した移住者，
空き家及び住宅改
自宅を改修するUターン者，新婚定住者等が自宅改修
修補助金交付事業
工事をする場合，最高50万円を助成

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

住まい その他

空き家活用促進事 ◆空き家を提供した空き家所有者に対し，１０万円を
業
助成

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

住まい その他

◆空き家に残されている家財道具等を処分する場合
空き家家財撤去処
に，処分費用の２分の１を乗じて得た額が支給され，
分事業
最大２０万円を限度とする。

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

住まい その他

町有林樹木無償譲 ◆町内に住宅を新築し居住する場合，町有林の樹木
渡事業
を提供

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
総務課
TEL：0847-89-3330

住まい

その他

◆住宅を新築又は取得された方を対象に，5年間固定
住宅取得促進奨励
資産税額の1/2相当額のこうげん通貨を奨励金として
金交付事業
支給

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

住まい

その他

情報通信基盤整備 ◆神石高原町に移住した方で，ケーブルテレビに新た
事業費補助金
に加入される方にこうげん通貨5万円を支給

住まい

その他

ペレットストーブ等
購入補助事業

◆木質ペレットや薪ストーブ等を設置する場合に補助
（上限10万円）

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332
http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
環境衛生課
TEL：0847-89-3336

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
環境衛生課
TEL：0847-89-3336

住まい その他

浄化槽設置整備事
◆浄化槽を設置する費用の一部を助成
業補助金

住まい その他

お試し住宅

◆移住を考えている方に田舎暮らし体験ができる貸し
家を提供

就職相談

◆随時

子育て 医療費助成

こども医療費支給

◆18歳までのこどもの医療に要する費用を一部支給
（自己負担は１診療機関につき500円で，通院4日・入
院14日/月まで）

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/introducti
on/formation/fukushi
1/hoken/iryou_fukus
hi/

神石高原町
保健福祉課
TEL：0847-89-3335

子育て 予防接種助成

子ども・妊婦のイン ◆町内の生後６か月～18歳の子どもと妊婦のインフル http://www.jinsekigun
.jp/town/formation/k
フルエンザ予防接 エンザ予防接種費用の補助
osodate/kosodate/yo
種助成
◆乳幼児，小学生は２回接種
bou/1/

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

子育て 保育料減免

第3子以降保育料
半額免除

◆18歳までの子どもが3人以上いる場合，第3子以降
の児童の保育料が半額

http://www.jinsekigun
.jp/town/formation/k
osodate/kosodate/yo
bou/1/

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

子育て 保育料補助

第2子以降保育料
補助

◆18歳までの子どもが2人以上いる場合，第2子以降
の児童の納入済保育料を全額補助

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

子育て 託児所

託児所

◆0歳から保育所に入るまでの乳幼児を預かる

託児所たんぽぽ
TEL：0847-89-3577

就職

就職

https://www.ninajinseki.org/blank

特定非営利活動法人
nina神石高原
TEL：0847-82-0288
神石高原町
政策企画課
TEL：0847-89-3351

子育て

放課後子ども教
放課後子ども教室
室

◆小・中学生を対象に放課後や週末など，学習やス
ポーツ，文化活動，地域住民との交流活動を行ってい
る

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

子育て

放課後児童保
育

◆昼間家庭に保護者がいない小学生のために，町内
4カ所に居場所を確保している

シルバー人材センター
TEL：0847-89-0121

学童保育

【神石高原町】
区分
子育て

項目

事業名

内

容

◆カウンセラーや相談員が子育ての悩みや不安，子
子育て支援セン 子育て支援センター
どもたちについての学校や家庭での悩みや不安，子
ター
相談
どものための心の相談に応じている

参考サイト

問合せ先

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/introducti
on/formation/fukushi
1/kousei/aiai/

教育委員会
TEL：0847-89-3341

子育て 祝い金

子育て支援小中学
◆小学校および中学校入学１年生の児童の保護者
校入学祝い金支給
に，こうげん通貨10万円相当額を支給
事業

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

子育て 祝い金

誕生祝い金支給事 ◆満1歳の誕生日を迎えた児童の保護者に，こうげん
業
通貨10万円相当額を含む20万円を支給

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

定住相談 定住相談

◆町への定住を希望する方に対し町で生活する上で
田舎暮らしアドバイ
必要となる情報の提供等の支援をおこなうためアドバ
ザー
イザーを設置

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課
TEL：0847-89-3332

その他 祝い金

新婚定住祝い金支
◆新婚の夫婦に，こうげん通貨10万円相当額を支給
給事業

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課課
TEL：0847-89-3332

その他 祝い金

結婚仲人報奨金支 ◆新婚の夫婦の仲人に，こうげん通貨3万円相当額を
給事業
支給

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課課
TEL：0847-89-3332

その他 祝い金

結婚活動支援事業 ◆結婚のための出会いの場を企画・実施する個人ま
補助金
たは団体等へ最大10万円を支援

http://www.jinsekigun
.jp/p/town/teijyu/

神石高原町
未来創造課課
TEL：0847-89-3332

その他 不妊治療

◆特定不妊治療にかかる費用を助成
元気の源応援事業
体外受精または顕微授精に要した費用に対し，上限
（不妊治療費助成
を設けず全額を助成（※ただし県の不妊治療費助成
事業）
額を控除した額）

http://www.jinsekigun
.jp/ja/town/introducti
on/formation/hoken/
kenkou/genkinomina
moto/

神石高原町
子育て応援課
TEL：0847-89-3368

