地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県

市区町村

項目

名称

対象者

概要

高等専門学校生、大学生（大学院生を除く。）、専修学校生

医師・保健医療技術者修学資金貸付事業

医師や保健医療技術者の資格取得を目指している者のうち、資
格取得後に雄武町職員として勤務することを希望している者

将来医師、保健医療技術者（薬剤師、看護師等）となり雄武町の職員として勤務しよう
とする者に対し、医学等の修学に必要な資金の貸付を行う。卒業後3ヶ月以内（医師は2
年以内）に町職員となり、かつ在職期間が貸付期間に達したとき、貸付金の返還が免除と
なる。

奨学金返還免除・支援

北広島市ふるさと奨学金返還支援補助金交付 平成29年5月1日～平成30年3月30日
事業
(先着30名)

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課
程)に在学中で、卒業後に日本学生支援機構の奨学金の返還を 在学中に登録手続を行い、卒業後に就職し、かつ、市内に定住した方に対し、奨学金の
予定している方(市内に定住する意思があり、かつ、平成30年度に 返還の補助として月1万円(最大36万円分)を補助するものである。
就職を予定している方に限る。)
（単身世帯の場合）転入し、市内の賃貸住宅に居住する満40
歳未満の職業を有する方
※夫婦世帯、子育て世帯については、別途対象条件があります。

富良野市

奨学金返還免除・支援

富良野市育英基金

2

雄武町

奨学金返還免除・支援

北広島市

北海道

受付期間

大学等卒業後１年以内に富良野市に戻り、居住し就職した人を対象に育英基金の償還
を免除する制度

1

3

更新日：2017/12/25

平成30年3月31日まで

4

三笠市

住宅・転居支援

若者移住定住促進家賃助成事業

5

北広島市

住宅・転居支援

北広島市大学生市内居住推進事業補助金交 大学の入学を知った日から、大学入学月の初日
付事業
から起算して6か月が経過する日までの間

市内の賃貸住宅(本人又はその扶養義務者が賃貸借契約を結ん
3万円の補助金を交付するものである。
でいること。)に2年以上居住する見込みがある方

五所川原市 住宅・転居支援

五所川原市子育て世帯移住促進事業

市外在住の中学生以下の子どもを扶養している世帯

市外からの移住子育て世帯に対して、民間賃貸住宅の家賃を補助します（上限2万円/
月、24ヵ月間）。

7

五所川原市 住宅・転居支援

五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築
平成29年4月3日～平成30年3月15日
応援事業

市外在住の中学生以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦の
いずれもが40歳以下の世帯

市外からの移住子育て世帯等に対して、新築住宅の取得費用を補助します（上限100
万円）。

8

五所川原市 住宅・転居支援

五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリ
フォーム応援事業

市外在住の中学生以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦の
いずれもが40歳以下の世帯

市外からの移住子育て世帯等に対して、五所川原圏域空き家バンクを通じて取得した空き
家のリフォーム工事費用を補助します（上限100万円）。

9

五所川原市 就職・移住支援_その他 五所川原市U・I・Jターン若者就職者等奨励金 通年

市内へ転入前後6ヶ月以内に県内の事業所に常用雇用された
方、又は市内へ転入後6ヶ月以内に市内において新たに起業した
方（40歳以下）

若者の定住促進を図るため、就職を機に県外から転入したU・I・Jターン者等に対して、奨
励金（20万円）を支給します。

青森県

6

随時

通年（前期・後期）

平成29年5月10日～平成30年2月15日

青森県
10

十和田市

11

家賃から2万円を差し引いた額に対し、2万円を上限に36か月助成

就職・移住支援_その他 十和田市UIJターン移住就職奨励金

通年

URL参照

UIJターンにより、市内事業所へ就職した者に対して就職奨励金を交付する

鶴田町

住宅・転居支援

定住支援交付金事業

平成28年4月1日～平成32年3月31日

・鶴田町内に居住する住宅等の所有がないこと (建て替えは除く)
・住宅取得後5年以上の居住が見込まれる方
・住宅取得後に所有権者となること（持ち分所有を含む）
・市町村民税等公租公課において滞納のない方

他市町村に住所を有する方又は町内に住所を有するが住宅を所有しない方を対象に、町
内に定住を目的として住宅を新築又は取得する場合に、固定資産税相当額（上限5万
円）を町商品券で交付します。

12

北上市

奨学金返還免除・支援

北上市奨学金 地元就業支援奨学金返還減
随時
免制度

北上市奨学金の貸与を受けていた者で、卒業後、就業し（市内
外問わない）、北上市へ居住した者。

北上市奨学金貸与を受けていた者が、就業し、北上市へ居住した場合、年間の返還額
の２分の１を減免。ただし、貸与総額の20分の１を上限とする。

13

北上市

交通費補助

北上市インターンシップ交通費助成

平成29年４月１日から平成30年３月31日

大学院、大学、短大、専門、高専

北上市内の駅または、自宅からインターンシップ先までのタクシー代を助成。

北上市

職業訓練

北上高等職業訓練校

随時

求職者等

求職者等へパソコン実務や介護等の講習を実施。

15

大槌町

就職・移住支援_その他 大槌町ＵＩターン就業支援事業助成金

平成30年３月31日まで（初回受付分）

同助成金交付要綱第３条の規定を満たす者

町内での就業及び定着を促進するため、ＵＩターンにより町内へ転入した者で所定の条件
を満たす者に一時助成金を交付する事業。最大交付額25万円。

16

奥州市

交通費補助

奥州市インターンシップ促進助成金

通年

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校などに在籍する学生

奥州市内企業でインターンシップを行った学生を対象に、参加に要した交通費や宿泊費の
一部に対して助成金を交付します。

17

一関市

奨学金返還免除・支援

一関市介護人材確保奨学金補助金

平成29年6月12日(月)～平成29年7月12日 市内の介護サービス事業所に５年以上勤務する予定の介護福祉士、社会福祉士等の有資格者に対し、その資格を取得するため奨学金を借り入れて学校
等で修学し、現在奨学金を返還している方を対象に、奨学金返還額について補助金を交付するものです。
(水)

18

加美町

就職・移住支援_その他 就学家賃応援補助金

平成29年4月1日～

平成29年3月1日以降に加美町に転入し、大学・短期大学・高
大学等に就学するために町外から本町に転入してきた学生の就職を応援し、将来的に本
等専門学校・国立音楽院宮城キャンパス等に在籍するもので、町
町の地方創生に資する若者の定住促進を図るため、家賃2か月分相当額（上限6万
内の民間の賃貸住宅に入居し、当該賃貸住宅に半年以上住所
円）を現金で支給するもの。
を有するもの。

加美町

就職・移住支援_その他 新生活応援補助金

平成29年4月1日～

大学・短期大学・高等専門学校・国立音楽院宮城キャンパス等に 新たに加美町に転入してきた学生の新生活を応援し、将来的に本町の地方創生に資する
在籍し、平成29年3月1日以降、新たに加美町に転入してきたも 若者の定住促進を図るため新たに加美町で新生活を迎える学生に対し、2万円分の地域
ので、引き続き3か月以上町内に住所を有するもの。
商品券を交付するもの。

14

岩手県

19

宮城県

20

南三陸町

住宅・転居支援

南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金

随時受付

南三陸町へ定住の目的で民間の賃貸住宅に入居する者

単身者は月額１万円、子育て世帯は２万円を最大２年間補助します。

21

丸森町

住宅・転居支援

しあわせ丸森暮らし応援事業

随時

新婚・子育て・新規転入世帯等

対象者が丸森町に住むために、アパートを借りる、家を建てる・買う、リフォームすることに対し
て補助金で応援します。

22

－

奨学金返還免除・支援

秋田県内就職者向け奨学金返還助成

平成29年4月1日～平成30年3月31日

原則平成29年4月1日以降に秋田県内に就職した方

県内企業に就職する場合、３年間で最大６０万円の助成を受けることが出来ます。各種
条件などはＵＲＬからご確認ください。

－

交通費補助

Ａターン企業面接交通費等助成金

申請者が面接した後14日以内

Ａターン登録者で、Ａターンプラザ秋田等から紹介状の交付を受け Ａターン登録者（秋田県外在住の社会人の方）による秋田県内での採用面接時に要す
た方
る往復交通費を助成します。（その他、各種条件があります。）

秋田県
23

24

上山市

奨学金返還免除・支援

山形県若者定着奨学金返還支援事業

平成29年6月1日～7月14日（市町村連携枠
平成29年度大学等在学者で日本学生支援機構第二種奨学金
山形県における若者の県内回帰・定着を促進するため、県と市町村が連携して奨学金の
２次募集中）
又は上山市奨学金の貸与を受けている方（卒業後、県内居住・
返還を支援します。
※来年度対象者の募集は今年の冬頃に予定し
就業等の要件があります）。
ています。

25

上山市

交通費補助

就業実習支援補助金(インターン補助金)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

大学等に在籍している者

26

上山市

住宅・転居支援

市内就職者定住奨励補助

平成29年4月1日～平成30年3月31日

市内製造業及び製造に関連する企業、建設業、運送業、旅館業
平成２６年４月１日以降に、市内企業に就職し、市内に転入して居住された方を対象
等に正社員として就職し、市内の賃貸住宅に住民票を異動し、居
に家賃の一定額を補助します。１か月あたり１万円（最大24万円）。
住される方。

27

小国町

交通費補助

平成29年度 小国町お試し滞在補助金

平成30年3月31日まで（来町する日の７日前
小国町外在住である方（生計を一にする世帯員全員）
までに手続きが必要です）

鶴岡市

奨学金返還免除・支援

山形県若者定着奨学金返還支援事業（地方
平成29年3月1日～平成29年3月22日
創生枠・市町村連携枠）

鶴岡市育英奨学金貸与者・予定者又は日本学生支援機構第1 上記対象者が就業開始4年後以降に保有している奨学金残高又は助成候補者の認定
種奨学金貸与者・予定者の内、大学卒業後6か月以内に山形県 を受けた年度以降に奨学金の貸与を受けた月数に2万6千円を乗じた額のいずれか低い額
内に居住し、対象産業分野に3年間継続して就労した者
を上限に支援する。

鶴岡市

住宅・転居支援

お試し住宅

定員になり次第終了。

県外から本市への移住を希望する成人の方で、移住の理由が転
勤、結婚又は進学以外である方

山形県

28

29

上山市内の製造業で、市外にお住まいの大学生等がインターン研修を行う場合、交通費、
宿泊費に要した経費の１／２（最大１０万円）を補助します。

町役場職員との面談のほか、移住を目的として住居または仕事を探す活動を行う方へ交
通費・宿泊費の補助を行います。

民間賃貸物件を活用した「お試し住宅」を提供し、最長で6ヵ月間の家賃、仲介手数料等
を家賃区分に応じ助成します。

30

東根市

奨学金返還免除・支援

山形県若者定着奨学金返還支援事業

未定

①【地方創生枠】奨学金の返還残高又は助成候補者の認定を受けた年度の翌年度以
①【地方創生枠】今年度大学等在学者・進学予定者で一定の要
降に奨学金を受けた月数に2万6千円を乗じた額のいずれか低い額を上限として支援する
件を満たす方
②【市町村連携枠】育英資金・石川奨学金の返還残高又は平成29年4月1日以降に育
②【市町村連携枠】公益財団法人東根育英会より育英資金又
英資金・石川奨学金の貸与を受けた月数に2万6千円を乗じた額のいずれか低い額を上
は石川奨学金の貸与を受け、一定の要件を満たす方
限として支援する

31

東根市

奨学金返還免除・支援

東根市石川奨学金返還支援事業

未定

公益財団法人東根育英会より石川奨学金の貸与を受け、一定
の要件を満たす方

返還支援の決定を受けたものに対して、5万円を上限に支援する

32

南陽市

交通費補助

南陽市インターンシップ交通費助成金

平成29年4月1日～平成30年3月31日

県外に居住し、ＵＩＪターン就職を希望する方

県外に居住し、ＵＩＪターン就職を希望する方を対象に、市内の企業においてインターン
シップ実習を３日間以上受ける方に対し、交通費の１/２、上限１万円を助成する制度

33

北
海
道
・
東
北

－

交通費補助

ふくしま移住希望者支援交通費補助金

通年

近い将来、移住（二地域居住を含む。）を希望・検討している方が、実際に福島県内を
訪れ、移住に当たって必要な現地調査・現地活動を行った場合に、交通費の半額を補助
します。
20歳以上で、原則として首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、 【補助額】 次の(A)(B)の合計額の2分の1（1人当たり上限1万円）
埼玉県）にお住まいの方のうち、近い将来福島県内への移住
（A）出発地（原則として自宅）から福島県内の最初の目的地までの交通費
（二地域居住を含む。）を希望又は検討している方
（B）福島県内の最後の目的地から帰着地（原則として自宅）までの交通費
申請には、【対象となる現地活動】と【必ず訪問する場所】が必要です。
※申請方法等、詳しくはホームページをご覧ください

34

相双地方

交通費補助

就職応援！交通費等助成事業

平成30年3月16日 (金) まで
（期間内に企業体験が終了していること）

相双地方へ就職を目的に企業体験を希望する方へ、交通費と宿泊費を助成します。
(1) 交通費助成
ア 往復交通費に係る費用 ※合理的な経路及び経済的な利用料金であること。
相双地方以外に居住し、相双地方への就職を目的に企業体験<
居住地(自宅)から体験先企業までの往復の交通費から 3,000円(自己負担分)を減
注>を希望する者。
じた額。上限 30,000円
<注> 企業体験とは、就職を目的とした面接、インターンシップ、
イ 対象経費 公共交通機関利用料、高速道路使用料、レンタカー代、タクシー代等で
ワーキングホリデー、その他就職体験等をいう。なお、すでに就職し
領収書等により支払が確認できるもの。
ている会社内での企業体験は対象外とする。
(2) 宿泊費 ※原則 相双地方の宿泊施設へ宿泊すること。
ア １泊あたり上限 5,000円まで（素泊まりのみ対象。飲食代は除く。）
イ 最大 60,000円

福島県

35

会津坂下町 住宅・転居支援

若者定住促進住宅新築・購入補助事業

通年

会津坂下町に転入する同居親族を有する40歳未満の方

住宅を新築・購入する場合、購入金額の1/10（上限100万円）を補助

36

会津坂下町 住宅・転居支援

民間賃貸住宅家賃補助事業

通年

会津坂下町に転入する同居親族を有する40歳未満の世帯主

民間賃貸住宅を賃貸する場合、1月1万円を12ヶ月間補助。

福島県

地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県

市区町村

項目

更新日：2017/12/25
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受付期間

対象者

概要

37

会津坂下町 住宅・転居支援

お試し居住用住宅事業

通年

会津坂下町に移住を希望される方

38

会津美里町 住宅・転居支援

UIJターン促進事業補助金

随時（予算の範囲内において）

町に移住し、住所地から路程50キロメートル以上離れた町外の勤
務先に通勤する方や鉄道または路線バスを利用して町外の勤務 町に移住し、町外に勤務する方の通勤にかかる費用に対しての補助する制度です。
先へ通勤する方

39

会津美里町 職業訓練

伝統産業技術後継者育成奨励金

随時（予算の範囲内において）

年齢が45歳未満で町内に住所を有する伝統産業技術を継承す
る意志のある方、等の条件があります

学校の在学生、または30歳未満の方で市内に定住する見込み、
通常の償還年額（利子分を除く）相当額（年間最大180,000円）
かつ市内の事業所等に就職し８年以上継続して勤務する見込み
正規の修業年数の２倍の期間（最長96月）
の方

町での暮らしを体験いただくため、お試し居住用住宅を最長1ヶ月間ご利用いただけます。

会津本郷焼の専門的な知識及び技術を修得し、将来本町で創業しようとする方に奨励金
を交付する制度です。

40

喜多方市

奨学金返還免除・支援

喜多方市奨学金償還支援制度

学校卒業の前年度から就職前まで

41

喜多方市

職業訓練

喜多方市職業訓練支援事業

随時（年度内に訓練を終了し、資格取得ができ
再就職を希望する市民
ること）

市の指定する機関での受講料および教材費の3分の2を助成(年間上限15万円)

42

郡山市

交通費補助

大学生等インターンシップ支援助成金

随時（予算がなくなり次第終了）

福島県外に居住する大学生等

県外在住の大学生等が市内の企業でインターンシップを行う場合の、居住地から本市まで
の交通費やインターンシップ期間中の宿泊費を一部助成します。

43

猪苗代町

住宅・転居支援

猪苗代町定住促進事業補助金

随時

別紙のとおり

猪苗代町では、人口の増加と地域の活性化のため、町内に転入して住宅を取得し居住す
る方を対象に最高５０万円の補助を行います。

44

猪苗代町

住宅・転居支援

猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金

随時

別紙のとおり

猪苗代町では、若者の定住を促進し、人口の増加と地域の活性化のため、町内の民間賃
貸住宅に入居した方を対象に最高２４万円の家賃補助を行います。

45

田村市

住宅・転居支援

子育て世代定住化促進事業

平成28年4月1日以降

市外から転入する子育て世代（15歳以下の子を持つ世帯）

市外から転入する子育て世代（15歳以下の子を持つ世帯）の転入から3年以内の住宅
を新築した場合に、100万円を補助します

46

田村市

住宅・転居支援

田村市ふるさとＵターン定住化促進事業

平成28年4月1日以降

田村市出身（40歳以下）の独身女性及び起業する人や子ども 田村市出身（40歳以下）の独身女性及び起業する人や子ども（15歳以下）を持つ世
（15歳以下）を持つ世帯
帯に対し、市外からの引越し費用の2分の1（上限10万円）を支援します

47

南会津町

奨学金返還免除・支援

南会津町奨学資金制度

随時

奨学資金の貸与を受けた者

看護師養成所等を卒業した後2年以内に正看護師免許を取得し、かつ、正看護師免許
取得後5年以内に町内医療機関等に看護師として就職し、その後引き続き10年以上当
該業務に従事したとき。

48

南会津町

住宅・転居支援

定住住宅費支援交付金
(若者定住応援プログラム交付金事業)

随時

新規学卒者、Ｕ・Ｉターン者

雇用期間が３ヶ月を経過した方で、借家等に入居している方に、賃貸料の1/2を１年間
支援します。（月額２万円限度です。）

49

南会津町

住宅・転居支援

定住促進支援交付金
(若者定住応援プログラム交付金事業)

随時

新規学卒者、Ｕ・Ｉターン者

対象者で雇用期間が３ヶ月を経過した方に、1人1回限り、10万円の生活支援を行いま
す。夫婦で定住の場合は、30万円の生活支援を行います。

随時

新規創業、第二創業又は支店等を開設する事業者

新規創業：対象経費2/3以内(限度額100万円)、賃借料2/3以内(1年間のみ限度額
月5万円)
第二創業：対象経費1/2以内(限度額50万円)、賃借料1/2以内(1年間のみ限度額
月5万円)
支店等開設：対象経費1/2以内(限度額30万円)、賃借料1/2以内(1年間のみ限度
額 月2万円)

平成30年4月1日から

①正規雇用された時点において、奨学金の返済残高がある方
②平成３０年４月１日以降に、二本松市内の事務所、店舗、工場等
に新規で正社員又は正職員として雇用された方
※ 公務員、契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト、臨時雇用者、
市税滞納者は除く。
③学校教育法に規定する大学、大学院の修士課程、大学院の博士課
程、短期大学、専修学校（教育・社会福祉分野の専門課程）及び高
等専門学校を卒業後、１年以内の方。
④二本松市内に永住の意志をもって居住する方。

50

南会津町

51

二本松市

就職・移住支援_その他 ビジネスチャレンジ支援事業補助金

奨学金返還免除・支援

二本松市大卒者等定住促進奨励金

福島県

52

白河市

交通費補助

県南地方振
交通費補助
興局

53

54

猪苗代町

55

猪苗代町

Uターン就職活動交通費補助金

平成29年度

市外に居住するUターン希望者

インターンシップ促進学生支援事業助成金

大学、高等専門学校、又は専修学校に在籍する学生で、次のいずれにも
該当する県外に居住している方。
（１）白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、
平成29年5月10日～平成30年3月31日までの
塙町、鮫川村に所在する事業所又は工場においてインターンシップを行う
期間に実施するインターンシップを対象とします。
者であること。
（２）インターンシップの実施について、在籍する大学等の推薦を受けてい
る者であること。

大卒者等の定住促進を図り若い世代の人口減少を抑制することを目的に、大学等を新規
に卒業して市内へ定住し就労する者に大卒者等定住促進奨励金を支給。
（奨学金の返済を支援）
○奨励金の額 奨学金の返済残高と同額
（ただし１万円未満を切り捨てた額で、３０万円を上限）
担当課は 「総務部企画財政課地方創生推進係」

市内企業との就職活動に要した交通費について補助する。（上限10,000円）
交通費及び宿泊費を助成します。（助成額上限５万円）。
・交通費助成
居住地、インターンシップ先によって、定額を助成。居住地が東京都でインターンシップ先が
中小企業の場合は、７千円を助成。
・宿泊費助成
宿泊費（食事代を除く）の１/２（助成額上限一日当たり５千円）。

随時

転入世帯の世帯主で、次の条件をすべて満たす方。
1 平成27年4月1日以降に転入し、転入日の前3年間において町内に住
所を有していないこと。(※1)
2 転入後、5年以内に町内に対象住宅を取得し居住を開始すること。
3 取得に係る契約締結日における世帯主の年齢が満50歳未満であるこ
と。
定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入して住宅を取得し居
4 本町に10年以上居住する意思があること。
住する方を対象に新築住宅取得の場合は最高50万円、中古住宅取得の場合は最高
5 1人以上の同居親族を有すること。
30万円の補助を行います。
6 猪苗代町定住促進事業補助金を過去に受け取っていないこと。
7 本町及び従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納が無い
こと。
※1 当該転入者が猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱（平
成27年猪苗代町告示第42号）第3条の交付対象者に該当する者であ
る場合を除く。

猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金

上期(4/1～9/30)
下期(10/1～翌3/31)

転入世帯の世帯主で、次の条件を全て満たす方。
1 平成27年4月1日以降に転入し、転入と同時に民間賃貸住宅に居住
を開始すること。
2 転入日における世帯主の年齢が満４０歳未満であること。
3 本町に５年以上居住する意思があること。
猪苗代町では、若者の定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内の民
4 １人以上の同居親族を有すること。
間賃貸住宅に入居した方を対象に最高24万円の家賃補助を行います。
5 他の公的制度による給付を受けていないこと。
6 猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金を過去に受け取っていないこと。
7 公務員でない者。
8 本町及び従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納がない
こと。

奨学金返還免除・支援

とちぎ未来人材応援事業

①平成29年5月8日(月)～7月21日(金)
栃木県内の製造業（大手企業は本社機能が県内にある場合に限る。）に就職した場
②平成29年9月1日(金)～11月30日(木)
大学３年生、大学院修士１年、短期大学１年、高等専門学校
合、奨学金返還を支援する。（日本学生支援機構第一種あるいは栃木県育英会の奨
③平成30年1月9日(火)～2月9日(金)
４年
学金が対象）
(応募者多数の場合は、募集期間内でも応募を
締め切る場合がある。)

移住定住促進住まいづくり奨励金

対象住宅の取得から１年

町内に移住・定住するために住宅を取得した方

町内に移住・定住するために住宅を取得した方に奨励金を支給する。

住宅・転居支援

住宅・転居支援

猪苗代町定住促進事業補助金

56

－

57

益子町

住宅・転居支援

58

益子町

就職・移住支援_その他 雇用支援奨励金

平成32年4月1日から受付開始

３５歳未満の若年者と、若年者を雇用した企業

３５歳未満の若年者の正規雇用拡大と、益子町への定住を支援するため、若年者と企
業へ、奨励金を支給する。（Ｈ29年4月１日以降就職者対象）

59

益子町

就職・移住支援_その他 起業支援補助金

随時

町内に住所を有し、町内で新たに起業する方

起業する際の、初期投資経費の一部を補助する。

60

益子町

職業訓練

求職者のためのセミナー開催、町内企業合同就
随時
職面接会の開催

町内に就職を希望する方、町内で起業を希望する方

求職者のためのセミナーを年間１２回開催、町内企業合同就職面接会(Ｈ30年2月予
定）の開催

61

益子町

職業訓練

陶芸家になるには

毎年11月中旬に公開される募集要領に沿って、選考を受ける。※ 窯業技術支援センターでは、県内で窯業を営もうとする方を主対象に、伝習生・研究生を
左記サイトの募集要領参照
毎年4月に受け入れています。

毎年4月のみ、養成期間は1年

定住促進住宅新築等補助金補助金交付制度 平成29年4月1日から

•下野市に定住している方であって、5年以上定住することを誓約される方
•自治会に加入している方
•平成29年4月1日以降に住宅を取得した方※中古住宅を除く
•住宅取得日が基準日（東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉
県）を転出した日）前1年以内又は基準日後3年以内である方
•市税等の滞納がない方
•東京圏を転出した日から起算して3年以内に申請する方
•暴力団員でない方であって、同一世帯内に暴力団員がいない方
•当該補助を初めて受ける住宅及び当該補助を初めて受ける方

下野市では本市の定住促進と、国の施策である地方創生事業の一環として、東京圏（東
京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）から市内に住宅を取得し居住される方を対象として、
住宅の新築及び購入費の一部を市が補助する「下野市定住促進住宅新築等補助金交
付制度」を平成29年4月1日より開始しました。

若者定住促進家賃補助

～平成31年3月31日

新たに賃貸物件に入居した40歳以下の転入者または夫婦世帯

補助対象者が支払う家賃の1/2以内で、夫婦世帯15,000円・単身世帯7,000円を上
限に最大36ヵ月補助する。

栃木県
62

63

下野市

関
東

住宅・転居支援

那須烏山市 住宅・転居支援

日光市内に使用していない住宅や店舗を所有し、売買や賃貸によって空き家の活用をお
考えの方から提供された空き家情報をウェブサイト等で公開し、日光市内への移住や、都
会との二地域居住等を希望する方に幅広く情報を紹介するシステムです。

64

日光市

住宅・転居支援

日光市空き家情報登録制度

なし

65

日光市

住宅・転居支援

日光市結婚新生活支援補助金

平成29年4月1日~平成30年3月31日

平成29年度中に婚姻した新婚世帯

新居の取得費用や家賃、引越費用を補助します。上限３０万円、所得など制限あり。

66

茂木町

住宅・転居支援

民間賃貸住宅家賃助成事業

９月、３月

茂木町に転入した方、結婚して民間賃貸住宅に住む方

月額３万円以上の物件で３年以上茂木に住民票を置く方に36ヵ月助成。上限額は単
身7,000円、家族15,000円、子育て世帯20,000。

67

茂木町

住宅・転居支援

新築住宅に係る固定資産税助成事業

２月

町内で住宅を新築、若しくは購入した方

固定資産税を納入した場合、その税額分を３年間助成（上限１０万円）。

地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県

市区町村

項目

更新日：2017/12/25
名称

受付期間

対象者

概要
町内の指定金融機関から住宅取得資金の融資を受けた場合、金利の一部を３年間補
給（上限５万円）。

68

茂木町

住宅・転居支援

住宅取得資金利子補給金

１月

69

前橋市

奨学金返還免除・支援

前橋市ＵＩＪターン若者就職奨励金（Ｈ２
９年度）

支給条件を満たした日から３か月以内又は平成 ＵＩＪターンにより、前橋市内の中小企業に就職（正規雇用） 条件を満たす４０歳未満の若者に対し、奨励金として５万円支給。（配偶者又はその他
30年3月30日のいずれか早い日まで
し、６か月以上継続して勤務している方。
扶養家族とともに転入した場合は、それぞれ25,000円を加算。上限あり。）

群馬県
70

館林市

就職・移住支援_その他 館林市UIターン支援奨励金

随時

町内で住宅を新築若しくは購入した方

•６か月以上継続して賃金を月給で支給されている正規雇用され
ているかた
•雇用開始後２週間までに本市に住所を有し、その後継続して６
か月以上住民基本台帳法の規定により、本市の住民基本台帳に
登載されている日本国籍、特別永住権または永住権を有する新
卒または新卒扱い（卒業から３年以内）のかた
•新卒扱いのかたは住民登録が市外で、市内に転入したかたのみ
他、詳細はURL参照

•市外からの市内に移住した対象労働者１人につき、労働者分１５万円、事業者分５
万円
•市内に住民登録があり市外の学校を卒業したことが証明できる対象労働者１人につき、
労働者分５万円、事業者分５万円
※予算の限りでの支給となります

－

職業訓練

高等技術専門校-学卒者・求職者向けの職業
職業訓練コースによる(募集のお知らせ参照)
訓練

学校を卒業して新たに就職を目指している方や、仕事をお探しの
求職者（離転職者）

－

奨学金返還免除・支援

新潟県Ｕターン促進奨学金返還支援事業

新潟県にＵターン転職する30歳未満の者（その他要件あり）

上記対象者に対し、奨学金返還残額の1/2（最大120万円）まで支援

73

－

交通費補助

新潟県U・Iターン学生就職面接等交通費助成
平成30年4月13日(金)まで
事業

新潟県外の大学等に在学している学生

県外学生が新潟県内で就職活動等を行う際にかかる交通費・宿泊費の1/2を補助（上
限1万円）、学生１人につき年度内３回まで。

74

－

奨学金返還免除・支援

富山県理工・薬学生対象奨学金返還助成事
業

平成30年3月卒者の受付は終了（平成31年3
理工系大学院生・６年制薬学部生
卒者の募集は12月頃からを予定）

75

－

交通費補助

富山県ＵＩターン就職活動交通費補助金

平成29年4月1日～平成30年3月23日

富山県外の大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校等の 県外大学生等が富山県内で開催される合同企業説明会に参加する際に住所地
学生
と会場の往復移動に要した交通費の１/２を補助（１万円を上限）

氷見市

交通費補助

ぶり奨学プログラム （※県内企業就職は条件
にない）

通年

氷見市で育った子ども

大学等を卒業後に氷見市に戻ってきた場合に、対象となる奨学金やぶり奨学ローンの返済
額を助成する制度です。助成対象額は最大216万円で、学力要件・所得上限・人数制
限はありません

氷見市

住宅・転居支援

定住促進賃貸住宅家賃補助金

毎年度３月

移住者（転入前１年に氷見市内に居住していない者）

子育て世帯や２０歳代など、一定の要件に該当する者に家賃の一部を補助する。（最大
４万円/月。補助は1年度分を一括で交付する。）

７月～３月（詳細はHP参照）

沼津・清水・浜松の３校あり。
概ね30歳以下（ただし、高等学校卒業程度の学力が必要）で、
充実の設備、信頼の指導員、高い就職率、安い授業料のテクノカレッジで「技術・技能」を
技術・技能を身に付けたい方
身に付けよう。

埼玉県

71
72

新潟県

随時

富山県
76

77

78

北
信
越
・
東
海

沼津テクノカレッジ（県立沼津技術専門校）
－

職業訓練

清水テクノカレッジ（県立清水技術専門校）
浜松テクノカレッジ（県立浜松技術専門校）

県内企業（登録企業）に就職した理工系大学院生・６年制薬学部生を対象に、奨学
金返還を助成（最大全額）

菊川市

住宅・転居支援

菊川市若者世帯定住促進補助金

平成29年4月1日～平成30年3月31日

市外又は市内の賃貸住宅に１年以上継続して居住している、夫 対象者となる方で条件を満たした場合、住宅の取得費用の10分の１以内で上限40万円
又は妻が満40歳未満の夫婦、もしくは配偶者のいない満40歳未 の補助金を交付する。また、三世代同居や三世代隣接住宅の場合は住宅の取得費用の
満の親と子どもがいる世帯。
10分の２以内で上限80万円の補助金を交付する。

伊東市

奨学金返還免除・支援

伊東市育英奨学金

奨学金受付は４月中、返還減免受付は随時

卒業後、伊東市に住所を有した奨学生

返還金の２分の１に相当する額を免除

81

長泉町

就職・移住支援_その他 長泉未来人定住応援事業奨励金

－

高等学校等を卒業した年度の末日以前３年以上町に居住し、
卒業年度の翌年度に大学等に在学している者

大学等を卒業後２ヶ月以内に町に居住し、正規職員として雇用または就農、企業等に従
事する期間が、卒業後７年の間に通算して５年ある場合、奨励金30万円（短大、高
専、専門学校卒の場合は15万円）を支給する。

82

湖西市

職業訓練

湖西地域職業訓練センター

通年

在職者・求職者

情報処理・機械操作などの職業訓練を実施する施設。

83

－

職業訓練

みえ農業版ＭＢＡ養成塾

平成30年4月開講（29年12月頃募集開始）

社会人経験者、大学新卒者
【問合せ】三重県農林水産部 担い手支援課

農業法人等で雇用型インターンシップを実施し、OJTで栽培技術、経営学を学ぶとともに、
農業大学校で経営学講座、フードマネジメント講座等の座学を受け、課題解決を図りなが
ら、自らの経営プランの策定を行う新規の教育コース

79

静岡県

80

－

奨学金返還免除・支援

三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返
平成29年７月上旬～11月下旬を予定
還支援事業

・申請時に大学等の最終学年の１年前の学年以上の在学生で、かつ就
職が決まっていない方
・県内の規則で定める地域への定住を希望する方
大学等を卒業後、就業し、かつ指定地域に４年間居住した場合に助成金額の１／３を
・常勤雇用又は個人事業主等として就業予定の方（公務員は除く）
交付し、８年間居住した場合に残額を交付します。
・日本学生支援機構第一種奨学金又はこれに準ずる奨学金を借り入
れ、返還予定の方（第二種は対象外）
・平成29年3月31日時点で35歳未満の方

－

住宅・転居支援

おおさかＵＩＪターンサポート制度

常時

おおさかＵＩＪターン事業登録者

三重県
84

大阪府

85

86

兵庫県

87

おおさかＵＩＪターンプロジェクトにご登録いただくと、就職活動や移住に役立つ、サポーター
企業の特典を受けることができます。

－

奨学金返還免除・支援

中小企業就業者確保支援事業

随時

本社が兵庫県内にある中小企業で、以下の対象従業員に対する奨学金
返済負担軽減制度を有している社
従業員の奨学金返済負担軽減制度を設けている中小企業に対して、負担額の一部を補
①正社員 ②30歳未満 ③日本学生支援機構の奨学金を受給し、返
助する。
済義務のある者 ④就職後３年以内 ⑤申請時点で兵庫県内事業所
に勤務する者

－

交通費補助

ふるさと企業就職促進事業

随時

兵庫県の北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地域に本社がある中小企業
新規学卒者、UJIターン就職希望者の面接選考時に旅費を支給する中小企業にその半
で以下の全ての要件を満たす社
①採用面接を行った新規学卒者やUJIターン就職希望者に旅費を支給 額を助成
②面接等は正社員として採用を目的

88

－

住宅・転居支援

ふるさと企業就職促進事業

随時

兵庫県の北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地域に本社がある中小企業
で以下の全ての要件を満たす社
①45歳未満の者を正社員として採用（新規学卒者を含む） ②採用 県外居住の者を採用する際に中小企業が負担する転居費用の半額を助成
者は県外から対象地域内へ転居した者 ③転居にかかる費用を事業主が
負担 ④保険等に関する手続きを適正に実施

89

明日香村

住宅・転居支援

明日香村子育て世帯新築等助成金

平成28年4月1日～平成32年3月31日

明日香村における子育て世帯の定住・移住に促進を図ることにより、人口減少を抑制し、
申請の日において出生から15歳に達する日の属する年度の末日ま
村の担い手を確保することにより、活力ある村づくりを促進するため、明日香村に新築・増築
での交付対象者の子があること。 （その他条件有り）
住宅を取得し、定住の意思のある者に対して、１００万円の助成金を交付。

90

明日香村

住宅・転居支援

定住促進事業補助金（空き家バンク制度）

平成21年創設

空き家バンク制度利用者

村内で定住・店舗開業などを希望される方に空き家等の情報提供を行うことで、有効利活
用を通して景観の維持や村民と都市住民の交流拡大及び定住促進等による地域の活性
化を図っており、そのために要するリフォーム補助金や契約の仲介手数料の補助金等を交
付。

91

宇陀市

住宅・転居支援

宇陀市空き家対策・起業者支援事業

随時

空き家を購入や賃貸した日から１年以内に新規に事業を起業す
る方

空き家を購入や賃貸し、新規に農家民宿・カフェ・店舗等の事業を起業する場合、改修費
等の一部を補助します。

92

宇陀市

住宅・転居支援

宇陀市定住促進奨励金交付事業

随時

住宅を取得した転入者及び市民

宇陀市内に定住を目的として住宅取得された交付対象者の方に、市内で買い物ができる
「宇陀市ウッピー商品券」を交付しています。

93

宇陀市

住宅・転居支援

宇陀市空き家情報バンク

随時

特定無し

宇陀市内で住宅を探している方に対し、市内にある空き家などの情報を、市のホームページ
を利用して公開しています。

王寺町

住宅・転居支援

王寺町若者定住支援住宅取得補助金

平成33年3月31日まで

住宅購入時に４０歳以下で王寺町に住所を有する者

町内で住宅を購入した若者世代（本人又は配偶者が住宅取得契約時に40歳以下）に
２０万円を補助（定額）

95

葛城市

住宅・転居支援

すむなら葛城市住宅取得事業補助金交付要
綱

通年

葛城市内において自ら居住する住宅を取得した者

新築住宅取得２万円、中古住宅取得１万円、子ども１万円/名

96

黒滝村

住宅・転居支援

若者定住促進のための住宅新増改築等支援
金

期限無し

申込人が４０歳未満かつ１５歳未満の子どもがいる世帯

空き家取得に最大２００万円補助。空き家賃貸に年間１２万円を５年間補助。

94

近
畿

広陵町

住宅・転居支援

広陵町三世代ファミリー定住支援補助金制度

随時

町内に住む親世帯と同居や近居をするために、住宅の新築やリ
フォームを行う子世帯。

町内の親元に戻ってくる子育て世帯を支援するために、同居・近居にともなう住宅の取得や
リフォーム費用の一部を補助する。
親・子・孫からなる三世代が、安心して暮らせる健康で幸せな住環境をつくり、広陵町の定
住人口の増加及びバランスのとれた人口構成の実現と地域社会を活性化させることを目的
とする。
住宅取得補助金：20万円（一律）
住宅リフォーム補助金：上限20万円（費用の3分の1）

98

下北山村

住宅・転居支援

下北山村定住促進事業住宅家賃助成金

通年

５０歳未満

家賃より10,000円を引いた額の１/２を補助。（最大50,000円）

99

曽爾村

住宅・転居支援

曽爾村空き家バンク制度

通年

空き家の利用希望者

バンク登録されている物件を閲覧し、リクエストに応じた物件をＮＰＯ法人空き家コンシェル
ジュがマッチングします。

100

曽爾村

住宅・転居支援

空き家改修補助金制度・家財道具整理補助
金制度

通年

空き家の改修・家財道具整理希望者

改修に要する経費の２分の１（上限１００万円）、家財道具の整理に要する経費の
２分の１（上限１５万円）を村が支援する

平成29年12月28日(木)

(1) 高校、大学等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた
者で、奨学金等の返還を行っている者
(2) 十津川村に住民登録があり、現に居住している者
年度ごとに奨学金等の返還のために支払われた額の全額（その額に1,000円未満の端数
(3) 交付を受けようとする日の属する年から起算して５年以上、十津川村
があるときは、これを切り捨てた額）を補助することとし、上限は20万円とする。
に居住する意思がある者
（補助期間は3ヶ年）
(4) 村税及び奨学金等の滞納がない者
(5) 平成29年４月１日から平成31年12月27日までの期間で、前各
号に該当する者

97

101

奈良県

十津川村

奨学金返還免除・支援

十津川村奨学金等返還補助金

地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県

市区町村

項目

更新日：2017/12/25
名称

受付期間

対象者

概要

102

平群町

住宅・転居支援

定住促進奨励金交付制度

6月1日から10月2日まで

住宅取得時点で50歳以下の方

町内で新たに住宅を取得された方に、家屋分の固定資産税を最長３年間交付する。対
象となる住宅の、家屋の固定資産税額に相当する金額を限度として、固定資産税を納付
した翌年度に交付。

103

吉野町

奨学金返還免除・支援

ふるさと吉野定住促進奨学金貸付制度

毎年５月１日～末日

町内に住所を有し、卒業後も在住する意思のある方

月額3万円の奨学金を貸付し、大学等を卒業後3年以内に町内に居住し、引き続き返済
期間の全部または一部に相当する期間町内に居住したとき、返済金の全額または一部を
免除する。

104

－

住宅・転居支援

空き家改修補助金

事業実施年度4月1日～2月末日（事前申請、 移住推進市町村の支援を受け、県外から移住推進市町村に移
工事完了実績報告受付期間）
住し、10年以上定住する意思のある者（その他条件あり）

－

就職・移住支援_その他 若年移住者暮らし奨励金

事業実施年度5月1日～1月末日

移住推進市町村の支援を受け、県外から移住推進市町村に移
住し、10年以上定住する意思のある者（その他条件あり）

106

－

就職・移住支援_その他 移住希望者滞在費補助金

随時

県外から移住推進市町村への移住を目的とする活動を行う者で、
移住を目的とする活動を行う際にかかる宿泊費の一部を補助
移住推進市町村内にある宿泊施設等に宿泊する者

107

－

奨学金返還免除・支援

募集定員に達するまで（各事業年度）

製造業、ＩＴ企業、薬剤師の職域、建設業、建設コンサルタント
若い皆さんに鳥取県で活躍してもらうため産業界と協力して、奨学金返還助成を行ってい
業、旅館ホテル業、保育士・幼稚園教諭の職域に県内就職を希
ます！学生は、卒業年の前年度（４年制大学なら３年生）から認定申請できます。就
望する 高専生、短大生、大学生、大学院生、卒業生(35歳未
職するまでに認定を受けていただく必要がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。
満) の方

105

和歌山県

鳥取県未来人材育成奨学金支援事業

移住後、空き家を住まいとして活用する際に、改修に必要な費用の一部を補助
生活に必要な経費の一部を補助

108

－

交通費補助

鳥取インターンシップ参加のための支援事業

インターンシップ実習前

とっとりインターンシップに参加する学生

学生がとっとりインターンシップに参加する際に、一定のの要件を満たす場合、県外在学の学
生には交通費、県内外の大学に在学している学生は宿泊費の一部を助成します。
また、公共交通機関の利用ができない又は不便な地域に所在する受け入れ先企業が実
施するインターンシップに参加する場合の送迎支援を行います。
※詳しくは、ホームページの学生参加要領をご覧ください。

109

－

職業訓練

アグリチャレンジ科

年3回（6月・10月・2月開講）

鳥取県内での雇用就農を目指す方

農業に従事するための、基本的な知識と技能を身に付けるため４か月間の研修を行う。

110

－

職業訓練

アグリスタート研修

随時（2月研修開始）

県内で自営就農を目指す方（農業大学校研修修了者等）

鳥取県農業農村担い手育成機構が職員として雇用し、経営力、技術力ともに優れた先進
農家等で農業の実践技術の習得を行う。（最長２年間の研修）

111

－

職業訓練

先進農家実践研修

年3回（6月・10月・2月開講）

県内で自営就農を目指す方（農業大学校研修修了者等）

研修生として先進農家等の下で就農にあたって必要となる実践的な栽培管理、経営ノウハ
ウの習得を行う。（１年間の研修）

112

湯梨浜町

奨学金返還免除・支援

湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金 随時

県内の対象業種に就職または就職を希望する大学等の在学生ま
たは既卒者で、町内へ定住する者
就職または就業した日から8年間または奨学金の返還が終了した日のいずれか早い日ま
※鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の認定を受けている で、助成金を支給する
こと。

湯梨浜町

住宅・転居支援

移住定住者住宅支援事業補助金

新しく移住する方、鳥取県外から移住して６カ月以内の方

住宅を新築・購入・改修する場合に、補助を行う。

113

鳥取県

随時

114

日南町

奨学金返還免除・支援

介護福祉人材育成奨学金制度

随時

介護福祉士を目指す方

介護福祉士養成施設で2年間学び、資格取得後、日南町内に居住し、町内の介護福祉
事業所に4年以上勤務すれば、次のような奨学金制度が利用できます。
(１年次：最大100万円) 入学金、授業料、施設費、実習費相当額
(２年次：最大100万円) 授業料、施設費、実習費相当額
※4年を満たずに退職する場合や、在学中に休学等があった場合等、返還免除には一定
の要件があります。

115

日南町

職業訓練

日南町農林業研修生制度

随時

農林業技術の習得を目的として、日南町が認定した研修先で
１年以上継続して研修を受ける意思のある方 など

新たに農林業経営を志す方に、農業、林業に対する個々の技術を身に付けていただくと共
に、地域と連携し、地域行事やコミュニティの支援活動等を通じ、農林業技術の習得をサ
ポートします

116

鳥取市

住宅・転居支援

UJIターン者住宅利活用推進事業

平成29年4月～平成30年3月

鳥取市の空家バンクに登録された住宅への入居者等

鳥取市の空家バンクに登録された住宅に定住の目的で入居する場合等、改修や住宅にあ
る家財道具を処分するものに対し、その費用の一部を補助します。

117

鳥取市

職業訓練

鳥取市雇用創造協議会人材育成研修

随時

一般求職者（指定なし）

Webデザイナー人材育成コース、6次産業化人材育成コース（食、地域資源、起業・創
業）接客力アップコース、Java人材育成コース

118

鳥取市

職業訓練

鳥取みらい雇用創造ぷらん人材育成研修受講 鳥取市雇用創造協議会人材育成研修受講後
奨励金
の翌月の10日まで

市内に住所があり、公共職業安定所へ求職登録を行っている者

鳥取市雇用創造協議会人材育成研修を受講され、要件を満たした方に対し、最大で日
額3,530円の奨励金を支給します。

119

鳥取市

職業訓練

とっとりふるさと就農舎

ー

各種要件あり

農業を志す若者に対し、栽培から経営まで2年間の実践研修を行い、鳥取市への就農移
住を支援します。2週間から３ヵ月間のインターンシップ等も実施しています。

120

－

奨学金返還免除・支援

島根県奨学金返還助成制度（中山間地域・
離島での資格取得促進）

平成29年10月2日～平成30年1月31日

申請時点で高校・大学等の最終学年在学者

島根県内の中山間地域・離島の企業等へ就職し、実務経験を必要とする国家資格等の
取得を目指す新卒者の奨学金の返還額の全部または一部を助成

121

－

住宅・転居支援

引越割引サービス

ー

「しまね学生登録」「ふるさと情報登録」「UIターン求職登録」のいず
県外から島根県への引っ越しについて、規定料金から25％オフになります。
れかに登録している方

122

－

就職・移住支援_その他 しまね学生インターンシップ 宿泊費助成

平成30年1月17日まで

「しまね学生インターンシップ」参加学生のうち、自宅等から通勤が
困難と実施者（ジョブカフェしまね）が認めた学生

宿泊に要する経費の1/2を助成（上限額：4,900円/日（税込）×宿泊日数（1～10
泊））

123

－

就職・移住支援_その他

IT技能習得促進インターンシップ 宿泊費及び
技能習得支援金助成

～平成30年2月末日

学生（最終学年を除く）

「IT技能習得促進インターンシップ」参加に伴う宿泊実費の半額程度を助成します。また、
参加者に対して技能習得支援金（2,000円/日）を支給します。

124

安来市

住宅・転居支援

お試し住宅

随時

安来市への移住を検討されている人

安来市への移住を検討する方が一時的に居住し、安来の気候、風士及び本市での生活
を体感してもらうための施設です。また、安来市への移住が確実と見込まれる方が、市内に
転居し、又は就業するための準備を行う際の一時的な仮住居としても利用できます。

125

飯南町

住宅・転居支援

飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管
理に関する条例

随時

飯南町内の病院等に勤務する医師及び職員

世帯用11戸 単身用2戸があります。空室状況等のお問い合わせ窓口は町立飯南病院
です。

126

飯南町

住宅・転居支援

飯南町定住支援センター

随時

どなたでも

飯南町内には民間の賃貸住宅はありません。町営住宅、空き家活用住宅等からお好みの
物件を紹介します。

127

飯南町

就職・移住支援_その他 飯南町介護福祉士確保対策就業支度金

随時

30万円支給
介護福祉士の資格を有し、飯南町内の福祉施設に勤務しようとす
飯南町に住所を有する者もしくは採用日から1週間以内に飯南町に転入し、引き続き飯南
る者（その他詳細条件あり）
町内に住所を有する者については20万円を加算

128

飯南町

就職・移住支援_その他 飯南町看護師確保対策就業支度金

随時

看護師の資格を有し、飯南病院に勤務しようとする者（その他詳
細条件あり）

50万円支給

129

飯南町

就職・移住支援_その他 飯南町医療従事者等確保対策助成金

各年度の募集要項による

医師、看護師、介護福祉士等を目指す学生に助成金を支給す
る。一定の条件を満たせない場合には返還

医師を目指す学生には最大770万円を助成（職種による）

130

美郷町

住宅・転居支援

定住者向け住宅改修事業補助金

平成31年3月31日まで

UIターン者（転入以前の３年間に住民登録のないもの）で改修
３０万円以上の改修に対し1/2を補助（上限50万円）、町内業者と契約すること。
後の住宅に５年以上住む確約ができるもの

131

美郷町

奨学金返還免除・支援

ふるさと定住奨学金

実施年度の5～6月(平成29年度からの事業の
ため、今後の受付期間は未定）

本人または保護者が美郷町に住所を有し、中等教育学校以上に 若者の定住と人材育成を目的に将来町に定住することを条件とした変換不要の給付型奨
在学中の学生。卒業後美郷町に定住する意思があること。
学金制度。平成29年度より実施。

132

美郷町

住宅・転居支援

定住新築住宅等補助金

平成32年3月31日まで

町内に住宅を新築・または現状の住まいを増築する４０歳以下の
世帯、50㎡い所の新築・増築で平成３１年度までに新たに固定 対象住宅の固定資産税に相当する額（単年で10万円を限度する）
資産税を課せられるもの）

133

美郷町

住宅・転居支援

町営住宅・空き家バンク紹介

通年

どなたでも

134

－

135

岡山市

交通費補助

岡山市ＵＩＪターン希望者の就職・転職活動 平成29年4月3日(月)～平成30年2月28日
支援事業
(水)

東京圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)在住の方、など。

岡山市内の企業面接の際に利用した新幹線・飛行機の往復料金の往路分、
上限１６，０００円を補助します。

136

赤磐市

交通費補助

赤磐市就職説明会等参加帰省費用助成金

通年

市へのU・I・Jターンを希望して、市が主催又は共催する就職説明
会や婚活イベント等に参加した方

助成金額は、往復に要した交通費の半額。ただし、上限額25,000円（１人につき２回
まで受給できます。）

137

赤磐市

住宅・転居支援

赤磐市新婚世帯家賃補助金

通年

婚姻届提出後２年以内に新たに赤磐市で賃貸住宅を契約した
新婚世帯

補助金額は、１世帯当たり月額１万円×１２か月（最長）。

138

津山市

奨学金返還免除・支援

津山市若者定住促進奨学金返還補助事業

学生のうちに登録（帰ってきんちゃい登録）が必 津山市に住民登録し、津山圏域で常用雇用者として３年以上勤
津山圏域で就職する方に最大７２万円奨学金の返還補助を行います。
要
務した者

139

津山市

交通費補助

地域企業説明会等参加助成金

合同企業説明会等に参加後30日以内に申請

140

津山市

住宅・転居支援

津山市就職促進家賃助成事業補助金

就職の日又は入居の日のいずれか遅い日から90 津山圏域内の企業への就職を機に、津山市の賃貸住宅に入居す 就職を機に津山市に移住し、賃貸住宅に入居する者に対し、家賃月額の半額（最大３
日以内に申請
る者。
万円まで）を１年間分助成します。

141

津山市

就職・移住支援_その他 ＩＪＵターン就職活動助成

島根県

就職・移住支援_その他 岡山就職準備資金応援事業

岡山県

平成29年12月1日～平成30年2月28日（予
Ｕターン就職を行う方
定）

企業の採用面接に行く前に申請

県外の大学に通う学生のうち、津山圏域出身の者など。

津山圏域の企業に対し就職活動を行う者（最終学歴を卒業後
３年以上経過した者）

美郷町は不動産業者がありませんので役場が各制度を通じて賃貸借物件を紹介していま
す。
Ｕターン就職に必要な引越し費用等を県が指定する銀行から借入れた場合の利子を県が
負担する制度。

津山圏域で行う合同企業説明会等に県外から参加する新規学卒者等に、交通費の半額
（上限２万円）を助成します。

津山圏域の企業に就職活動を行う一般求職者に、交通費の半額（２万円まで）を助成
します。

地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県
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市区町村

項目

更新日：2017/12/25
名称

受付期間

徳島県

144

奨学金返還免除・支援

山口県高度産業人材奨学金返還補助制度

平成29年6月12日～平成29年7月14日

－

交通費補助

YY!ターン支援交通費補助金

平成29年4月1日～平成30年3月31日（ただ
県外に在住する山口県への移住希望者
し予算がなくなり次第終了）

－

奨学金返還免除・支援

（とくしま回帰）加速・産業人材支援事業

平成29年8月1日(火)～12月22日(金)

・大学,大学院,高等専門学校を平成29年度,30年度に卒業する ・募集人数：100名程度
方
・助成候補者の認定：平成30年2月末
・大学,大学院,高等専門学校の既卒者で30歳以下の県外在住 ・助成金額：無利子奨学金借受総額の1/2(上限100万円)
者
有利子奨学金借受総額の1/3(上限100万円)

技能者育成資金融資の返済開始１～３年後
の各年

下記条件をすべて満たす者※⑤は(1)～(3)のいずれか
①平成26年4月1日以降に四国職業能力開発大学校（以下「四国ポリ
テクカレッジ」）に入学した者
②技能者育成資金融資制度を利用し、四国ポリテクカレッジを卒業した者
③技能者育成資金融資を返済中で、融資返済金、市税等の滞納が無
い者
四国職業能力開発大学校「四国ポリテクカレッジ」卒業生の地元での就職を支援すること
④丸亀市に住民票があり、現に居住している者
により、市内事業所等の人材確保と定住を促進します。
⑤(1) 平成30年3月1日以降に市内に本社を有する事業所等に就職
し、1年以上継続して正規雇用をされている者
(2) 平成30年3月1日以降に市内に本社を有しない事業所等に就職
し、市内の事業場で1年以上継続して正規雇用をされ、就業している者
(3) 平成30年3月以降に市内において起業し、1年以上継続して事
業を行っている者

中
国
・
四
国
145

丸亀市

丸亀市地元就職促進補助金

住宅・転居支援

丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助制
平成29年4月1日から
度

観音寺市

奨学金返還免除・支援

保育士奨学金返済支援事業

随時受付

奨学金を利用して保育士資格を取得した人

奨学金を利用して保育士資格を取得した人が、市内の民間保育施設に就職した場合、
保育士本人に対して返済に要した費用（上限20万円/年）の1/2を補助する。

観音寺市

住宅・転居支援

民間賃貸住宅借上げ料等補助事業

随時受付

香川県外で3年（短期大学を卒業または専修学校の専門課程を
修了した者は2年）以上在住した後、転勤や就学その他一時的
な居住ではなく、観音寺市に定住する意思をもって平成28年3月
1日以降に転入し、本市に住民票の登録がある方。

家賃の2分の1と2万円のどちらか低い額を最大2年間。（管理費、共益費、駐車場料
金、町内会費（自治会費）は除く）
初期費用（礼金、不動産取引手数料・家賃支払い保証料）の2分の1について、6万円
を上限に1回に限り補助。（敷金は除く）

さぬき市

住宅・転居支援

さぬき市移住促進家賃等補助金

随時（転入後、３か月以内）

香川県外に３年以上居住した後に本市へ転入し、市内で民間賃
貸住宅を賃借している移住者（単身世帯の場合は、４０歳未満 月額対象家賃の半額（上限２万円）と初期対象費用の半額（上限６万）を助成。
が対象。）

・香川県外で3年以上居住した後、転勤・進学以外の目的で、平成28
年３月1日以降に定住の意思をもって、三豊市内に転入した方
・移住に際し、新たに住宅を賃借した契約者の方
初年度・・・三豊市に転入後速やかに 次年度以
三豊市への移住・定住を促進するため、香川県外からの移住者へ転入日の翌月から2年
・世帯全員に県税及び市税に滞納がない方
降・・・毎年4月中
間、家賃等の補助をおこないます。
・生活保護法に規定する住宅扶助を受けていない方
※上記の条件をすべて満たす方が対象者ですが、その他にも条件がありま
すので、詳細についてはお問い合わせください。

丸亀市

147

148

香川県

奨学金返還免除・支援

山口県への移住を希望・検討されている方に、実際に山口県へお越しいただき、理解を深
めていただくことにより、山口県への移住・定住を促進することを目的として、交通費の一部を
補助します。

○丸亀市への転入前、香川県外で3年以上居住していた方
○移住に際して、新たに民間賃貸住宅の契約を締結し、家賃等を負担し
香川県外で３年以上居住し、丸亀市へ移住する方の住宅の賃借に要する費用の一部を
ている方
ただし、以下は対象外となります。
補助します。
□転勤や就学その他一時的な居住である方
□単身世帯である方

146

149

概要

－

山口県

143

対象者
一 応募時点で、独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）の
無利子奨学金の貸与を受けている方又は貸与の申請をしている方
二 応募時点で、次の(1),(2)のいずれかに該当する方
(1) 大学院修士課程（博士課程前期を含み、一貫制博士課程は除
く。）の１年生で、工学研究科、理学研究科、農学研究科若しくは薬学
研究科（これらに相当する研究科を含む）に在籍
ＨＰを参照ください
(2) 大学の薬学部（これらに相当する学部を含む）の５年生で、薬学
共用試験に合格
三 大学院修士課程修了又は大学卒業した年の翌年４月末日までに
県内製造業（製造業を営む企業の山口県内の事業所）で就業すること
を希望する方

150

三豊市

住宅・転居支援

三豊市移住促進・家賃等補助金

151

土庄町

住宅・転居支援

土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金 毎年度

次の①、②のいずれかに該当する方
3年以上小豆郡外に在住した後、土庄町に定住する意思を持って転入し、住民登録をし
① 住民登録をした時点の年齢が40歳未満の方
た賃貸住宅契約者で各要件をみたす方に対し、実質家賃額の2分の1に相当する額で、
② 住民登録をした年度末時点において18歳以下の方を扶養し、
月額上限20,000円を補助（24か月間）。
かつ、同居している方

152

小豆島町

奨学金返還免除・支援

小豆島町奨学資金貸付制度

4月1日～末日

高等学校、大学等に進学または在学している方

修学の意欲があり、経済的な理由で修学が困難な方に対して、修学の機会を確保すると
ともに、本町の振興と発展に必要な人材の育成を図るためのものです。
大学等を卒業後、町内に住所を有し、郡内事業所に就業するときは、奨学資金の返還
の猶予ができます。さらに、返還猶予期間が5年間を経過すれば、返還が免除できます。

153

小豆島町

住宅・転居支援

小豆島移住促進家賃等補助金交付制度

4月1日～3月末日

小豆島町内に移住しようとする方

小豆郡外から移住した方の賃貸住宅契約に要する費用の一部を補助することで、本町へ
の移住促進を図っています。

154

小豆島町

就職・移住支援_その他

小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付
4月1日～末日
制度

保健医療福祉関係の学校又は養成所に在学する方

将来町立施設等において保健医療福祉関係業務に従事しようとする方に、修学資金を無
利子で貸し付けるものです。

155

小豆島町

就職・移住支援_その他 小豆島町新しい産業づくり条例

町内で事業を開始する起業家等

小豆島において独創性が認められる事業の起業準備費と販路開拓費にかかる費用の１
/2を補助（上限500万円）※移住者上乗せあり

4月初旬から5月末

156

宇和島市

奨学金返還免除・支援

宇和島市奨学金返済支援事業

年齢30歳以下で平成27年3月以降に宇和島市内で就職し1年
平成29年6月19日 (木)～平成30年3月30日
以上働いている方。
(金)
※要綱による補助対象要件を全て満たす方。※公務員の方（臨
※受付期間は年度毎に異なります。
時・嘱託含む）は除く。

157

宇和島市

住宅・転居支援

宇和島市移住者住宅改修支援事業

平成２９年４月１日～

県外から移住し、愛媛県又は宇和島市の空き家バンクに登録されていた一戸建て住宅を、
県外から移住した働き手世帯（５０歳未満）・子育て世帯（中
居住を目的として購入（家具道具の搬出等に関しては賃借も可）した場合に、その改修
学生以下の子ども）※その他条件あり
等に要する経費に対し、補助を行う。

・宇和島市農業就業者支援事業
158

宇和島市

住宅・転居支援

・宇和島市林業就業者支援事業

【事業目的】
奨学金返済を支援し、若者の移住定住、地元就職の促進を図り活力ある宇和島を目指
す。
【補助内容】
交付申請年度の前年度奨学金返済額の2/3、上限額20万円を5年間（最大100万
円）補助。

随時 ※総合戦略上は平成31年度末まで（～ 45歳未満（農業）、50歳未満（林業）、市内の漁業協同組
平成32年3月31日）
合（漁業）

・宇和島市漁業新規就業者支援事業

【農業・林業】
県外から宇和島市に移住し、農業に従事、あるいは市の指定する認定林業事業体にて
雇用された場合、一時金（36万円+70万円）と家賃（上限2万円）を最大60ヶ月分
支援する。※各種条件あり
【漁業】
独立生計を目指し、市内の漁協組合員のもとに研修に来る場合、移住・就業にかかる費
用や家賃・交通費の一部を助成する。

159

新居浜市

奨学金返還免除・支援

新居浜市奨学金返済支援事業

平成28年4月～

平成 27年3月以降に市内中小企業へ就職し、奨学金を返済中 本市へのＵ・Ｉ・Ｊターン、地元就職を促進するため、上記対象者に奨学金返済金の一
の30歳以下の方
部（最大60万円）を補助する制度

160

大洲市

奨学金返還免除・支援

移住・定住促進補助金（奨学金返還補助
金）

～平成30年3月31日

市内に就業した30歳未満の方 ※他条件有

奨学金返還額の一部を補助
（補助金額12万円/年（補助率1/2）※最長５年）

161

大洲市

住宅・転居支援

移住・定住促進補助金（新規移住就業者家
賃補助金）

～平成30年3月31日

市内に就業するために新たに賃貸住宅を借りた方 ※他条件有

賃貸住宅の家賃の一部を補助
（農林水産業就業2万円/月・最長36月、就職・起業1万円/月・最長24ヶ月）

162

大洲市

就職・移住支援_その他

移住・定住促進補助金（結婚新生活支援補
助金）

～平成30年3月31日

結婚に伴い新たに賃貸住宅を借りた方 ※他条件有

賃貸住宅の家賃、引越し費用の一部を補助
（補助金額24万円又は12万円）

163

大洲市

就職・移住支援_その他

移住・定住促進補助金（新築住宅取得費補
助金）

～平成30年3月31日

自宅を新築される方、新築住宅又はマンションを購入される方

住宅の新築工事費、建売住宅等（中古除く）の購入費用の一部を補助
（補助金額25万円又は50万円（補助率1/10））

164

大洲市

就職・移住支援_その他 空き家バンク制度

～平成30年3月31日

ー

詳細は、大洲市移住・定住支援サイトでご確認ください。

165

四国中央市 奨学金返還免除・支援

四国中央市医師確保奨学金貸付制度

平成29年4月3日～平成29年6月30日

四国中央市の指定医療機関で勤務する意思を有し、国内の大学
この奨学金制度は、将来医師として四国中央市の指定医療機関に勤務しようとされる医
（自治医科大学を除く。）の医学部で医学を専攻する学生
学生に対し、修学上必要な資金を貸付し、四国中央市の指定医療機関で貸付期間と同
（同種の奨学金制度を利用している方は、対象外）
期間、勤務すれば奨学金の返還を免除するものです。
※本人又は保護者等が四国中央市民の方を対象とする

166

久万高原町 奨学金返還免除・支援

久万高原町看護師奨学金貸付制度

ー

看護師として久万高原町立病院に勤務する意思を有するもの

久万高原町立病院に勤務する意思を有するものに対し、月70,000円の奨学金を支給。
就職後、３年以上勤続で返還免除。

167

久万高原町 住宅・転居支援

久万高原町移住者住宅改修事業

ー

久万高原町に移住し、５年以上定住する意思を持つもの

久万高原町へ移住した者が空き家を購入又は賃貸した場合に、その物件に対する改修に
係る費用の補助。

168

久万高原町 職業訓練

新規就農者確保・育成制度

ー

久万高原町で新規就農（トマト）を希望する者

久万高原町で新規就農する農業研修生に対し、研修補助金の交付、機械・施設整備費
補助金の交付、初年度生活資金の貸与等

随時受付中

ー

内子町で育まれてきた伝統産業の専門的な知識及び技術を修得しようとする者に対し、内
子町の匠づくり奨励金を交付し、本町の伝統産業の後継者を育成する制度。

愛媛県

169

内子町

就職・移住支援_その他 内子匠づくり奨励金制度

170

伊方町

奨学金返還免除・支援

伊方町奨学金返還助成金支給企業等支援補
通年
助金

町長が事業所ごとに認めた職種の新規採用者であって、採用の日 事業主が新規就業者に対して支給した奨学金返還助成金を対象に、対象経費の3/4を
から5年を経過するまでの者
町が当該事業者に補助金として交付

地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
No

エリア

道府県

171

市区町村

鬼北町

項目

住宅・転居支援

更新日：2017/12/25
名称

受付期間

移住者住宅改修支援事業

随時

対象者

概要

愛媛県空き家バンクまたは鬼北町空き家バンクに登録されている一戸建て住宅を、居住を
①平成28年４月１日以降に県外から鬼北町に移住し、５年以
目的として購入・賃貸する場合、一定の要件を満たせば、住宅改修費用について、補助対
上居住する意思を有する者で、②働き手世帯（構成員のうち少
象経費の３分の２または200万円（子育て世帯にあっては400万円）のいずれか低い額
なくとも１人が50歳未満である世帯）または子育て世帯（中学
を補助。家財道具の搬出等の費用について、補助対象経費の３分の２または20万円
生以下の子または孫がいる世帯）に該当する者
の、いずれか低い額を補助。
研修内容は、水稲・施設園芸作物、農業生産技術、農業経営の基礎など。
研修補助金（町内出身者は月額最大12万円、Ｉターン者には月額最大15万円）を
支給する。
研修終了後においては、農業機械購入・施設建設に対して最大事業費の60％の補助が
ある。(限度額300万円)

172

鬼北町

職業訓練

新規就農促進事業（農業研修生制度）

翌年度の研修生を１月末を締め切りに募集。12
青年研修コースは40歳未満が対象
月ころにホームページで情報発信する。

173

愛南町

奨学金返還免除・支援

奨学金返済支援補助事業

随時

平成27年3月以降に町内において新規就業等をし、交付申請年
新規就業者等の奨学金返済金の一部を、最大5年間補助します。
度の年齢が35歳以下で町内に住民票があり、申請書年度より5
補助率は3分の2、上限額は毎年度20万円です。
年以上居住する意思のある方 等

174

愛南町

住宅・転居支援

移住者住宅改修支援事業

随時

対象者：5年以上居住する意思のある県外からのＵ・Ｉターン者 住宅の改修や家財道具の搬出等に係る費用に対して、予算の範囲内で補助します。
対象住宅：Ｕ・Ｉターン者が、空き家情報バンクを通じて購入・賃 【住宅の改修】補助率3分の2、補助限度額200～400万（世帯構成による】
借した一戸建て住宅
【家財道具の搬出等】補助率3分の2、補助限度額20万円

－

奨学金返還免除・支援

高知県産業人材定着支援事業

平成30年２月～４月中旬

①日本学生支援機構の第１種奨学金の貸与を受けている人
②平成29年度に大学等を卒業後、6ヵ月以内に県内で就職予
定の人（公務員を除く）
③大学等で学んだ知識を活かし、高知県の発展に貢献できる人

大学等在学中に日本学生支援機構の第１種奨学金の貸与を受け、卒業後高知県内で
就職し、一定期間継続して就業した場合に、県が奨学金返還の一部を支援する制度

176

北九州市

奨学金返還免除・支援

北九州市未来人材支援事業（奨学金返還支
平成29年度～平成31年度
援事業）

大学・大学院、短大、高専などを卒業見込の者（一部既卒者を
含む）

市内就職・市内居住を条件に、奨学金返還のための資金を一部補助します。【北九州市
企画調整局企画課】

177

北九州市

住宅・転居支援

住むなら北九州 定住・移住推進事業（子育
通年（四半期ごとに先着募集）
て・転入応援メニュー / 新生活応援メニュー）

市外から転入する若年の新婚世帯や多子世帯 / U・Iターン応援 上記対象者に対し、一定の要件を満たす”街なか”の住宅を賃借する費用の一部を補助す
企業等に就職するため転居する市内外の新卒者
る。【北九州市建築都市局】

高知県

175

178

北九州市

住宅・転居支援

新社会人への新生活応援制度

随時

大学又は高等学校（相当する各種学校を含む。）を卒業する
方、又は卒業して３年以内の方で、新たに就職が決定した者

●入居要件の緩和
・敷金（通常家賃の３カ月分）の納付免除
・入居に係る収入要件（月収が家賃の4倍以上）の撤廃
●家賃の減額
・北九州市内へ就職（1年目:50％、2年目:40％、3年目:30％、4年目:20％、5年
目:10％）
・北九州市外へ就職（1年目:50％、2年目:30％）
【北九州市住宅供給公社】

179

大牟田市

住宅・転居支援

UIJターン若者就職奨励事業

平成28年9月～

市内の中小企業等に正規雇用で就職をした35歳未満の若者

市外に居住していた若者がＵＩＪターンで市内の中小企業等に就職し、賃貸住宅へ居住
する場合に、1年経過ごとに12万円の奨励金を最大3年間本人に交付する制度。

180

田川市

就職・移住支援_その他 田川市ふるさと就職奨励金

平成29年4月1日～平成30年3月31日（平成 市内に定住かつ市内事業所に正規雇用される等の要件を満たす
3年間で最大36万円（年間12万円）の奨励金を交付する制度
29年度申請分）
Ｕ・Ｉターン者

柳川市

住宅・転居支援

柳川市住まえるバンク制度

随時

誰でも利用可能

柳川市の地域活性化や市外から転入を促進し、人口増加を図ることを目的として、売却・
賃貸を希望する物件の情報を登録していただき、定住を目的として柳川市で住宅をお探し
の方にその情報を提供する。

182

柳川市

住宅・転居支援

住みたい柳川応援事業

8月～（予定）

45歳以下

柳川市内の住宅を購入した人を対象として、固定資産税相当額（5万円）をやなぽポイ
ント（市内の商店などで使えるポイント）で給付する。

183

八女市

住宅・転居支援

八女市若年世帯家賃支援補助金

平成29年4月1日～

平成29年3月1日以降に市内の賃貸住宅に転入または転居する 新たに市内の賃貸住宅に転入または転居する若年世帯に対して、家賃の一部を補助。
若年世帯
（単身者は対象外）

184

筑後市

住宅・転居支援

筑後市新婚世帯家賃支援事業

婚姻の届出日から1年間

申請日において、夫婦共に40歳未満であること

185

筑後市

就職・移住支援_その他 青年就農給付金

平成29年4月～平成30年3月

国の青年就農給付金を受給しながら、筑後市内もしくはJA福岡
新規就農希望者の農業技術習得研修期間（2年以内）及び就農後（5年以内）の
八女就農支援センターで研修し、その後筑後市で新規就農される
所得確保のため、国及び市より給付金を給付します。
方

186

豊前市

住宅・転居支援

空き家バンク

随時

利用希望者（売買・賃貸）

賃貸、売買を希望する所有者から登録していただいた空き家情報を、利用希望者へ提供
する制度。

187

豊前市

職業訓練

豊前地域職業訓練センター

随時

主に、福岡県京築地区や大分県北部地域の中小企業等で働く
方々や求職者の方

各種資格・技能取得を支援する。

188

鞍手町

住宅・転居支援

鞍手町空家バンク

通年

空家等の所有者

まだ住むことのできる空家を移住者の受け皿として有効活用するため、住宅を買いたい人・
借りたい人・売りたい人・貸したい人をマッチングするもの。

福岡県

181

189

－

職業訓練

190

－

就職・移住支援_その他 佐賀さいこうUJI就職応援事業

佐賀県立産業技術学院

平成30年度4月入校生募集要項による

高等学校卒業程度以上で２９歳以下の方

平成29年10月1日～平成29年12月31日

県内企業へ就職しようとする新卒者や、佐賀県外の事業所に正
社員として就職している35歳以下の方

家賃から住宅手当等と4万4千円を差し引いた額（月額１万円を上限）を最長36カ月
間支給する。

産業技術学院は、県内産業界で即戦力となる実践的技能者を養成するため、佐賀県が
職業能力開発促進法に基づいて設置した職業能力開発校です。
最新の機器や設備等を備えた充実した訓練環境のもと、多様化する産業界の人材ニーズ
に対応するため、２年間の幅広い教育訓練を通して、広く社会で活躍できる人材を養成し
ています。
UJIターン等を通じて県内企業へ就職しようとする新卒者や、佐賀県外の事業所に正社員
として就職している35歳以下の方を対象に、最大30万円を支給（支給人数：最大500
人）

佐賀市

住宅・転居支援

転入に伴う住宅取得費の補助

平成27年4月～平成30年3月（予定）

住宅の新築または購入に係る費用の一部を補助します。
＜基本額＞新築物件 40万円（中古物件 20万円）
本人または配偶者のいずれかが満４０歳未満であり、市外に１年
＜加算額＞
以上居住している夫婦で構成された世帯
市内施工業者 20万円加算（中古物件は10万円加算）
両親同居 20万円加算（中古物件は10万円加算）

192

鹿島市

住宅・転居支援

肥前浜宿空き町屋入居促進事業

随時

鹿島市外に3年以上居住していた転入者で、肥前浜宿の空き町
家に住民票を移し5年以上定住するひと、かつ、肥前浜宿のまちづ 家賃補助 補助率2/3（上限5,000円／月）
くりに協力するひと

193

鹿島市

職業訓練

鹿島総合技能専門学院

受講の前年度末までに申し込み

建築会社に勤務し、事業主からの依頼のあった方

建築に関する知識・技能について働きながら習得ができる。

194

小城市

住宅・転居支援

小城市定住促進住宅取得奨励金

平成32年3月31日

転入・転居を伴い、市内に新たに住宅取得された方（年齢制限
有）

子育て世帯等の定住促進および地域の活性化を図るため、市内に一戸建て住宅を取得
し、５年以上定住される方を対象に交付

195

大町町

住宅・転居支援

転入奨励金

平成30年3月31日までに交付決定を受けた者に
3年以上町外に居住する方
交付する

196

熊本市

職業訓練

熊本市職業訓練講座受講料助成金制度

通年

(1)熊本市に居住する者 (2)雇用保険の受給資格のない離職中
熊本市職業訓練センターの訓練講座を受講した者に対し受講料の半額を助成。
の者 (3)熊本公共職業安定所に求職中の者

191

佐賀県

3年以上町外に居住する方が町内に定住することを目的とし新築住宅又は中古住宅を取
得した方に交付する。上限100万円/戸。同居する中学生以下のこども一人につき30万円
を加算する。

197

熊本市

職業訓練

介護職員実務者研修

平成29年7月3日～8月24日（予定）

① 熊本市に住民票を有する者
② 開講日に失業中で求職中の者
市の委託事業で行う介護福祉士実務者研修を無料で受講、修了できる。（教科書代等
③ 開講日に概ね１８歳から５０歳まで（ただし、学生は除く）
④ 講習期間すべてに出席が可能な者
必要経費除く。）受講期間は約7ヶ月。
⑤ 訓練終了後に訪問介護事業又は在宅・施設を問わず介護業務に従
事することを希望する求職者

198

八代市

住宅・転居支援

八代市就業資格取得支援事業

通年（※予算の範囲内）

八代市在住でハローワークを通じて求職中の方

199

上天草市

奨学金返還免除・支援

未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成
平成29年度から施行
制度

200

上天草市

住宅・転居支援

上天草市移住支援助成金

随時
（12/29～1/3を除く平日の8:30～17:15）

本制度は、本市内へ移住する際の住宅の新築又は購入や引越し等に係る費用の負担軽
上天草市外に５年以上住んでおり、移住を目的として本市に転入
減を図るため、本市へ定住することを目的に転入した方(移住者)に対し、助成金を交付す
する者。
るもの。

上天草市

住宅・転居支援

定住促進事業船員等家賃補助金

随時
（12/29～1/3を除く平日の8:30～17:15）

平成28年4月1日以降に転入し、地元海運事業者に常時雇用さ 新たに市外から転入した者が本市に定住するために借り上げた借家の家賃等を支払った者
れた者
に対して、家賃の一部を予算の範囲内で補助

和水町

住宅・転居支援

新婚さん定住促進奨励金

平成30年3月31日まで

婚姻時の年齢がいずれか一方が３５歳未満、又はいずれも４０
歳未満の新婚夫婦

若者の定住促進のため、町内に居住する新婚夫婦（婚姻日から１年以内、婚姻日以降
に町外からの転入した場合も可）に１５万円の奨励金を交付。

甲佐町

住宅・転居支援

甲佐町定住促進事業

随時

40歳未満の同居配偶者か同居扶養親族がおられる方

甲佐町で土地を取得し、家を建てられる方へ助成金を支給します。
その他条件もありますので詳しくはHPを参照。

山都町

住宅・転居支援

山都町空き家バンク制度

随時

山都町内の空き家を所望する方

「空き家バンク」に登録された空き家情報を随時公開

山都町

就職・移住支援_その他 山の都起業支援事業

随時

町内で起業しようとするもの

起業者の空き店舗等改修や設備・備品の整備を支援

熊本県

201

202

203
204
205

九
州
・
沖
縄

資格取得に要する費用（講座等の受講費用、教材費用、試験等の受験費用、資格の
登録費用）の1/2を助成（上限５万円）。

人口減少が加速している本市において、若者の地元定着を促進するため、上天草市奨学
平成29年度以降に上天草市奨学金貸与条例に基づく奨学金の
金貸与条例に基づく奨学金の貸与を受け、返還した場合、高校、大学等卒業後10年以
貸与を受けた者
内に本市に居住・就業した期間分の奨学金返還を助成する制度

九
州
・
地方就職に係る地方自治体等の支援施策の情報
沖
縄
No エリア
市区町村
道府県
項目

更新日：2017/12/25
名称

受付期間

対象者

概要

206

山都町

住宅・転居支援

短期滞在施設事業

随時

町外から町内への移住を希望・検討するもの

最長1年を期限とし、月額13000円から22000円の間で施設を提供

207

あさぎり町

住宅・転居支援

あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助
成事業

随時

専用住宅の新増築、リフォーム等を町内事業者に施工させる者

20万円以上の対象工事費の10分の1を助成。上限50万円（住宅用太陽光は20万
円）

208

あさぎり町

住宅・転居支援

あさぎり町移住定住促進事業補助金

随時

町外からあさぎり町内に移住し、住宅を取得した方

町外からの新規移住者に30万円（40歳未満は20万円加算）補助

209

－

奨学金返還免除・支援

ものづくり産業人材確保奨学金返還支援事業
2018年４月以降
費補助金

本県のものづくり産業の将来を担う人材の県内就職及び定着を促進するため、県内の中
県内の中小製造業又は中小情報サービス業に開発技術者等とし
小製造業又は中小情報サービス業に開発技術者等として６年間就業する方の、奨学金
て就職する大学院、大学又は高等専門学校の学生
等の返還に要する経費の一部を支援。

210

－

奨学金返還免除・支援

芸術文化関連産業人材確保奨学金返還支援
2018年４月以降
事業費補助金

本県の芸術文化関連産業の将来を担う人材の県内就職及び定着を促進するため、県内
県内の中小企業に、イラストレーターや音楽講師、建築士等として
の中小企業にイラストレーターや音楽講師、建築士等として６年間就業する方の、奨学金
就職する大学院、大学、短大又は高等専門学校の学生
等の返還に要する経費の一部を支援。

211

－

交通費補助

大分県ＵＩＪターン希望者面接支援補助金、
随時
大分県内企業インターンシップ支援補助金

県外大学の学生等

ＵＩＪターン就職希望者が県内企業の面接を受ける際、又は県外大学等に在籍する学
生等が県内企業でインターンシップに参加する際に要した交通費・宿泊費の一部を支援。

212

－

職業訓練

県内で実施されている公共職業訓練

随時

離転職者等

離転職者等の就職を支援するため、国や県が設置した職業能力開発施設や民間教育訓
練機関等で職業訓練を実施。

平成29年度申請分は未定

(1)Ｕｉターン者（平成28年３月１日以降宇佐市に居住を開始し、そ
の日から１年以内に就職した者）
(2)申請年の１月１日に宇佐市に住民登録があり、現に居住している方
(3)大学、短期大学、専修学校専門課程に進学し、在学している期間に
奨学金の貸与を受けた方
(4)申請年の前年に奨学金を返還している方
(5)申請年の前年の給与収入が300万円未満である方
(6)公的医療保険の被用者保険に加入している方（ただし、被扶養者は 企業の人材不足の解消と定住を促進するため、新たに宇佐市に転入し企業で働きはじめ
除く。）
た方の奨学金返還を補助する事業
(7)国及び地方公共団体の常勤一般職の職員でない方（ただし、臨時
的に任用される者を除く。）
(8)奨学金返還に関する他の補助金を受給していない方
(9)市税等を滞納していない方
(10)暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこ
と
(11)宇佐市の住民として10年以上定住する意思をもって居住する方

大分県

213

宇佐市

214

宇佐市

215

－

奨学金返還免除・支援

交通費補助

奨学金返還免除・支援

宇佐市ＵＩターン奨学金返還支援事業

宇佐市企業合同就職説明会等参加支援補助
当該説明会等開催日～平成30年3月31日
金

次の1～3全ての条件に当てはまる学生等となります。
1. 宇佐市または宇佐市地域雇用創造協議会が市内で開催する企業合
同就職説明会等に参加する宇佐市出身の方で、宇佐市の住民基本台 宇佐市または宇佐市地域雇用創造協議会が市内で開催する企業合同就職説明会等に
帳に過去10年以上連続して登録されていた方。
参加した宇佐市出身の県外学生に交通費の一部を補助します。福岡・佐賀・長崎・熊
2. 大分県外の大学（大学院を含みます。）、短大、高専、専門学校の 本・宮崎・鹿児島県5,000円、左記以外の都道府県（大分県を除く）10,000円
いずれかに在校し、かつ、平成30年3月に卒業が見込まれる方
3. 宇佐市の市税を滞納していない方

ひなた創生のための奨学金返還支援事業

次の全てに該当する方
・次年度に対象となる支援企業に正規雇用により就職し、5年以上継続
大学等に在学中に貸与を受けた奨学金の要返還額の2分の1を上限に、対象となる支援
して勤務する予定のある方（既卒者も可）
企業に就職した1年目、3年目、5年目に返還支援を行います。
・日本学生支援機構奨学金、宮崎県育英資金、宮崎県奨学会奨学金
のいずれかの貸与を受けている方

平成29年８月以降の予定

日南市

職業訓練

日南高等職業訓練校

随時

求職者

昭和48年(1973年）より認定職業訓練校として設立。近年は、求職者職業訓練や宮
崎県委託訓練などで、パソコン・簿記の訓練も実施しております。 また、パッチワーク・介護・
簿記・パソコンの短期クラスも通年開校しており、働きながら学べる施設として長年多くの受
講生を輩出しております。
「人づくり・技能作り・資格作り」を念頭におき、職場の中堅となる強い責任感を有する人材
を育成することを目的としています。

217

都農町

交通費補助

都農町受験奨励金交付事業

随時

町外からの転入者

本町に定住する意思を持ち、町の登録を受けている指定業者を受験する方を対象に、指
定業者採用試験に要する交通費に対して奨励金を交付する。お住まいの地区により奨励
金の額は異なる。（詳細はHP参照）

218

都農町

住宅・転居支援

都農町就業者転入奨励金交付事業

随時

町外からの転入者

町の指定する事業者に勤務される方に奨励金を交付する事業。ただし、転入して５年を経
過しないうちに町外へ転出した場合は奨励金の返還を求める。

219

都農町

住宅・転居支援

住宅家賃助成事業

随時

町外からの転入者

町の指定する事業者に勤務される方で、民間の賃貸住宅等に居住する場合に月額家賃
の一部を助成する事業。交付期間は、入居した月から起算して１年間で、月額１万円を
交付する。ただし、転入して５年を経過しないうちに町外へ転出した場合は奨励金の返還
を求める。

① 大学等進学予定者で，進学後，日本学生支援機構の無利子奨学
金の貸与を希望する方
② 大学等卒業予定者で，日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与 大学等卒業後に県内に就業するなどの要件を満たしている場合，在学時に借り受けた奨
を受けている方
学金の返還を支援する。
③ 県外在住の社会人で，大学等在学時，日本学生支援機構の無利
子奨学金 の貸与を受けていた35歳未満の方

216

宮崎県

220

－

奨学金返還免除・支援

大学等奨学金返還支援制度

① 平成29年4月～7月（大学等進学予定
者）
② 平成29年10月～平成30年1月（大学等
卒業予定者）
③ 通年募集（社会人）

221

－

職業訓練

鹿児島県立高等技術専門校（吹上，宮之
城，姶良，鹿屋）入校生募集

平成29年9月1日(金)～平成30年3月2日
(金)

吹上校では自動車工学，機械整備，金属加工分野，宮之城校では建築工学，室内
高等学校を卒業された方又はこれらと同等以上の学力を有すると
造形，姶良校では情報処理，メカトロニクス分野，鹿屋校では電気設備分野における訓
認められる方
練を実施

222

霧島市

奨学金返還免除・支援

「霧島ふるさと愛」若者応援事業

随時（要件を満たした時点で申請可）

市奨学金を貸与し、卒業後の返還期間中に、市内に居住・就労などの条件を5年間継続
①市奨学資金貸与者②高等専門学校以上の貸与者③卒業④ したときは5年経過した翌月に貸与総額の2分の1以内の額を免除、さらに引き続き猶予を
市内居住・就労等
受けた期間が5年間（計10年間）継続したときは5年経過した翌月にさらに貸与総額の2
分の1の額（実質、全額）の免除。※要申請

223

日置市

奨学金返還免除・支援

日置市奨学資金貸付制度

未定（年内）

高等学校（専攻科に限る。）、大学、高等専門学校（第４学
年及び第５学年並びに専攻科に限る。）及び専修学校（専門
課程に限る。）

本市では、有用な人材の育成に資するため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により
修学を困難とする者に対して、月４万円の奨学資金を貸し付けている。また、定住促進を
図るため、５年以上市内に住所及び在住し、県内で就業した場合には、卒業後６年目か
ら10年目までの期間に毎年返還金が免除される制度を設けている。

224

西之表市

奨学金返還免除・支援

西之表市奨学資金返還の免除

随時

西之表市奨学生

西之表市奨学生であった者が、返還期間（10年間）内に西之表市に住民登録し、引き
続き5年間市内に居住、かつ、本市で就業していたとき、願い出により奨学資金の全部また
は一部の返還を免除することができる。(返還及び市税等の滞納のある方または公務員とし
て採用された方は除く。）

大学を卒業し、本市内の中小企業等に就職した30歳未満の者
（その他条件あり）

大学を卒業し、本市内の中小企業等に就職した30歳未満の者が返還する奨学金の一部
について助成するもの

鹿児島県

225

薩摩川内市 奨学金返還免除・支援

薩摩川内市奨学金返還支援制度（若者就労
市ＨＰ等でお知らせ予定
者奨学金返還支援プロジェクト）

