各種施策【その他】
平成３０年度 移住定住に関連する各種施策（その他）について
市町村

区分

事業名

平成３０年７月末現在

事業内容

岐阜市 その他

雇用促進助成事業

工場や本店などの施設を新設、増設または建替えする際、一定の要件を満たした場合に、その施設の操
業に伴い、新規雇用又は転入した正社員で、1年以上市内に居住し、継続雇用した岐阜市民1人につき50
万円を事業者に交付します。（上限：5,000万円）

大垣市 その他

子育て世代等移住定住活
動費事業補助金

県外に住む子育て世代等が、大垣市への移住を前提とした活動（住居や仕事を探す活動、地域情報の収
集活動）を行った場合にレンタカー費用及び宿泊費用の2分の1（上限3万円）を助成。
主な要件
・県外居住
・中学生以下の子育て世帯（妊娠中を含む。）、または夫婦いずれか一方が34歳以下の世帯

その他

移住定住促進奨励金交付 「事業所等設置奨励金」の交付対象となっている企業のうち、市外在住の正社員が市内の住宅を購入し、
事業(指定誘致企業向け） 転入した場合に奨励金30万円を交付するもの。

その他

多治見市陶磁器意匠研究
市内陶磁器関連事業所が陶磁器意匠研究所の新規修了生を正社員として雇用し、かつ、修了生が市内
所修了生雇用・定住促進奨
に在住している場合、両者に奨励金（30万円）を交付します。
励金交付事業

その他

木造住宅耐震化助成

市の無料耐震診断で「倒壊の恐れあり」とされた住宅に対し、一定以上の耐震補強を行なう場合の工事
費の一部を補助します。※昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅を無料で耐震診断しま
す。

その他

太陽光発電助成

住宅用太陽光発電システムの設置に対し、システム設置費用の２．５％を補助します。（上限４kw）
※市内に事業所を置く事業者での設置工事なら５％

その他

薪ストーブ・ペレットストーブ
薪ストーブやペレットストーブの設置に対し、設置費用の１／３を補助します。（最大10万円）
助成

その他

市民安全情報ネットワーク

いつ、どこにいても「不審者、警報、学校行事等」の情報がすぐにお手持ちの携帯電話にメール配信され
ます。

耐震補強工事補助事業

木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。

多治見市

中津川市

瑞浪市 その他

その他

市内事業者の稼ぐ力アップ、若者の移住や定住の増加を図ることを目的に、ビジネスとくらしの両方を兼
恵那くらしビジネスサポート
ね揃えた相談窓口を開設。土日祝対応している。
センターの開設
（くらし窓口相談内容）移住定住総合窓口、恵那市空き家バンク、移住定住セミナー、 移住定住事業実
（くらし窓口：恵那市暮らし
施の地域団体との連携、恵那市の情報発信等。 地域おこし協力隊が移住定住コンシェルジュとして主に
サポートセンター）
相談対応をしている。

その他

結婚お祝い支給事業

結婚時に恵那市ならではのお祝い品をプレゼント
夫婦の満年齢が計８０歳以下

その他

若者市内就労促進事業

平成28年度～平成32年度中に恵那市奨学金の返済に対し返済額の１／２、毎年最大12万円給付
条件：市内に住所を有し、市内事業所へ勤務

定住促進奨励金

定住人口の増加を図るため、他市区町村からの転入により土岐市内で対象住宅を購入された方に、３０
万円の奨励金を交付します。

その他

移住定ウェブサイト「OUR
FAVORITE
KAKAMIGAHARA」

各務原市の魅力を単に発信するだけでなく、市民自らが、自分たちの手で、自分たちのまちのこと、そこに
住む人々のこと、ここで起きるさまざまなできごとを発信していく、そんな新しいスタイルのウェブサイトを目
指して運営しています。
http://ourfavorite-kakamigahara.jp/

その他

移住定住総合窓口
「KAKAMIGAHARA OPEN
CLASS」の開設

各務原市への移住定住を考える方に向けた「ちょっといい暮らし」の情報発信スペース、
「KAKAMIGAHARA OPEN CLASS（かかみがはらオープンクラス）」。窓口では、各務原市内の不動産会社
と連携して、移住定住のための住まい探しをサポート。各務原市で活躍しているイノベーターのワーク
ショップやトークセッションを通じて、暮らしや働くヒントを見つけます。

恵那市

土岐市 その他

各務原市

各種施策【その他】
市町村

区分

山県市 その他

事業名

雇用促進奨励金

事業内容
工場等を新設、増設または建替えする際、一定の要件を満たした場合に、その施設の操業開始日に伴い
新たに雇用された従業員のうち、市内に居住し、かつ、1年以上市内に居住し常時雇用された従業員1人
につき10万円を事業者に交付します。（上限：1,000万円）

その他

「ぎふやまがたで送る田舎 移住を検討している方向けに「すまい探し」、「しごと探し」、「助成金制度」、「暮らし体験」、「各種イベント
暮らし」開設
情報」などを紹介する山県市移住・定住ポータルサイトを開設しています。

その他

住宅等取得祝金事業

その他

移住者への米贈呈事業（米 地域に根付く互助の精神及び気質を市外に発信し、市外からの転入と定着の促進を図ります。（一世帯
10俵プロジェクト）
に、一年度あたり60キロの米を、10年間贈呈）

市外からの移住者が山県市内で対象となる住宅を購入した場合に1棟10万円分のまちづくり振興券を交
付します。

飛騨市 その他

移住検討者に少しでも飛騨市を知っていただこうと、飛騨市移住支援サイトを開設しました。「10分で知る
飛騨市移住支援サイト「飛 飛騨市の魅力」をはじめ、「生活カレンダー」「暮らした体験」「移住者の声」や各種行政支援情報を掲載し
騨に暮らす」開設
ております。
■飛騨市移住支援サイト「飛騨に暮らす」 URL http://www.hida-kankou.jp/u-turn

その他

飛騨市で安心して暮らし続けていただけたらと、飛騨市定住支援サイトを開設しました。四コマ漫画を使っ
飛騨市定住支援サイト「マ
て飛騨市の良さをPR、様々な生活支援制度をわかりやすく表現できるように心掛けました。
イホームタウンひだ」 開設
■飛騨市定住支援サイト「マイホームタウンひだ」 URL http://www.city-hida.jp/life/

本巣市 その他

田舎暮らし体験ツアー

移住希望者を対象に、本巣市での田舎暮らしを体験できるツアーを実施しています。本ツアーを通じて、
自然の豊かさや地域性等を実際に感じていただくことで、移住を検討していただくきっかけ作りをしていま
す。

その他

本市への交流・移住推進に必要な、相談窓口の設置、ファンクラブ「ふるさと郡上会」の運営、情報発信事
交流・移住推進事業業務委
業、暮らし見学会等の事業を、郡上・ふるさと定住機構に委託。
託
（協議会職員2名分の人件費を含む）

その他

居住者通勤費補助金

その他

飼い犬等避妊手術費補助
捨て犬、捨て猫の防止のため、飼い犬及び飼い猫の避妊手術等に対し、補助金を交付します。
金交付事業

その他

生ごみ処理機器設置事業

その他

高齢者運転免許証自主返 高齢者による交通事故の減少を図るため、有効期限内の運転免許証を自主返納された市内の65歳以上
納事業
の高齢者の方を対象に支援を行っています。

その他

企業立地優遇制度

企業の立地を促進するため市内に工場等を新設または増設し、新規に従業員を雇用した企業で操業に
あたり土地、建物、償却資産等の資産投資を行っている企業に対して工場等設置奨励金、雇用促進奨励
金を交付します。

自治会絆づくり交付金

地域の絆を深め自主的、主体的な地域活動の推進を図るとともに、地域住民の協働を進めることを目的
とし、自治会に交付するもの。

郡上市
新たに郡上市に居住する人が市外の職場へ通勤する場合、通勤費の一部を補助。
（市の定める補助基準月額と勤務先の通勤手当の差額 上限５千円）

各世帯から排出される生ごみの減量化対策、堆肥としての資源化を図ることを目的として、電気式生ごみ
処理機及び生ごみ処理器を設置する者に対して補助金を交付します。

海津市

岐南町 その他

その他

町内に住所を有する満70歳以上の高齢者、身体障害者手帳等所持者等を対象に、町内限定のタクシー
タクシー送迎サービス（ばら
送迎サービス事業を委託。1乗車の利用限度額はメーター料金で2,500円まで。利用者負担金は1乗車1人
タク）事業
200円。利用限度額を超えた料金については、個人負担。

その他

移住定住者のための養老 町外からの転入者で神戸町定住促進奨金を受けた方のうち町内の養老鉄道の駅周辺に居住する方を対
鉄道定期券購入助成事業 象とし６ヶ月定期販売価格から5,000円を引いた額を助成（上限：通勤定期57,000円、通学定期24,970円）

神戸町

太陽サンサン補助金

輪之内町内で自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置または太陽光発電システム付住宅を購入
した方1kwあたり35,000円（上限4kw140,000円、千円以下切り捨て）

住宅用太陽光発電システ
ム設置事業補助金

町内に居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方、町内に太陽光発電システムを設置した建売
住宅等を自らの住宅として購入する方に設置費用の一部を助成します。機器瑕疵10年保証書をお持ちの
方で、電力会社と電灯契約及び太陽光契約を締結している方に限ります。
補助金額：1kWあたり3万円。上限12万円。

その他

新婚世帯定住奨励金

結婚後も引き続き揖斐川町に3年以上定住することを前提とした新婚世帯（町外からの転入の者の場合
は、平成25年4月1日以降に婚姻し、婚姻から1年以内に転入した方）を対象に奨励金（5万円分の地域振
興券）を支給します。婚姻日において夫婦ともに満50歳未満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要
です。
奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円分の地域振興券

その他

木質ペレットストーブ購入
補助金

町内に居住する住宅や事業所等に木質ペレットストーブを設置する場合に、本体購入に要する費用の
一部を助成します。
補助金額：購入経費の１／２以内。上限20万円。

輪之内町 その他

その他

揖斐川町

各種施策【その他】
市町村

区分

事業名

事業内容
急病や災害等の緊急時に消防署へ通報が入る緊急通報装置を在宅の一人暮らしの高齢者及び高齢者
のみの世帯に貸与
緊急通報装置助成

その他

緊急通報装置貸与事業

その他

運転免許証自主返納支援 運転免許証を自主返納した７０歳以上の住民に対し、町が運行するデマンドタクシー若しくはタクシーチ
事業
ケットを年間１万円分（最高５年間）給付

その他

デマンドタクシーの運行（運行エリアを４ゾーンから町内全域の１ゾーンに変更・乗降場所を登録制により
町内の交通弱者への支援 自宅前とできる・車イス対応可のデマンドタクシー専用車両使用・岐阜バス路線の一部を大野バスセン
ターまで延長）

その他

アユカ（バスＩＣカード乗車
券）補助

購入に要する費用の一部を助成・大野バスセンターにチャージ入金）機械を設置

その他

工場等設置奨励金事業

工場等新設の場合は５千万円以上、増設又は移設の場合は３千万円以上の投下固定資産に対して賦課
された固定資産税額を限度とし、操業開始後初めて賦課された年度以降５年間奨励金を交付する

その他

雇用促進奨励金事業

操業開始に伴い新たに雇用される者で、操業開始の日から引き続き１年以上町内に居住し、常時雇用さ
れる従業員に対し、操業開始の翌年度に限り奨励金を交付する
従業員１人あたり２０万円（５００万円を限度）

その他

移住定住ポータルサイト
平成29年4月1日より、移住定住に関する情報を集約し、発信するポータルサイト「『!』のある暮らしができ
「『！』のある暮らしができる るまち IKEDA！LIVE」を開設しました。パンフレットや次回出展イベントのお知らせ等の情報、各種制度
まち IKEDA！LIVE」
の紹介等を随時更新していきます。 URL:http://town.gifu-ikeda.lg.jp/live/

その他

養老線利用促進事業助成 町内在中の運転免許返納者、妊娠中の方、65歳以上の方を対象に養老線利用促進、交通安全対策とし
金
て、養老鉄道（株）が発売する「マイレールチケット２１」について助成を行います。

大野町

池田町

町内の公共施設や近隣市の病院等巡回するバスを、町民だれもが無料で利用できる
福祉バスとして運行する。

坂祝町 その他

福祉バス運行経費

富加町 その他

住宅用太陽光発電システム
・１０ｋｗ未満の住宅用太陽光発電システムで、１ｋｗあたり２万円（上限１０万円）
家庭用燃料電池システム（通称「エネファーム」）
住宅用新エネルギーシステ ・燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されるシステムで、国の実施する「民生用燃料電池導入支
ム設置補助事業
援事業」の補助対象機器である場合、１件につき１０万円
家庭用蓄電池システム
・国の実施する「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業」又は「住宅用省エネリノベーション促進事業
費補助金」の補助対象機器である場合、蓄電容量１ｋｗあたり２万円（上限１０万円）

七宗町 その他

移住定住奨励金

・町外に住む者が、世帯主として町に移住した場合、世帯主が４５歳以下に限り、１世帯年間５万(最長５
年間)を支給。
・世帯主が４５歳以上であっても、中学生以下の子どもが属する世帯を含む。
(中学生以下の子ども一人につき、５万を加算)

八百津町 その他

住宅用太陽光発電システ
ム設置整備事業補助金

町内で住宅用太陽光発電システムを設置する人に、住宅用太陽光発電システム1KW当たり3万円（上限
4KW、12万円まで）の補助をします。

その他

ふるさと定着促進補助金

大学等に進学し、卒業後にＵターンする者、Ｉターンで移住する者が返還している奨学金の一部を補助
（上限 年間１２万円、期間１０年間、町内在住者で２９歳まで）

その他

公共交通システムの運用

路線バス及びデマンドサービスによる１０人乗りワゴンを有償運行（１０月から）し、町内の無免許者、高齢
者等の生活を支援。小中学校スクールバス及びＪＲ利用の高校生通学バスの送迎運行により、通学を支
援

雇用促進奨励金事業

Iターン・Uターン等により村内に住所を移した人を、新規に雇用(常時雇用)した事業所へ、常用雇用者１人
につき年額２０万円奨励金を交付する。

白川町

東白川村 その他

御嵩町 その他

本ポータルサイトの想定利用者は、主に子育て世代であるため、自然や生活環境などの地域資源の情
御嵩町移住交流・子育て応 報、空き家バンクなどの移住関連の情報とともに、結婚・妊娠・出産・子育てに関する各種行政サービス
援ポータルサイト「みたけ暮 や親子で参加できるイベント情報など、御嵩町の暮らしやすさを発信できるように総合的なポータルサイト
らし」開設
を作成しました。
■御嵩町移住交流・子育て応援ポータルサイト「みたけ暮らし」 URL：https://mitake-gurashi.jp/

白川村 その他

若者等通勤就職者助成事 村内に住所を置き、村外に通勤する若者（４０歳未満）に対して、通勤費を助成する
業
月額２０，０００円

