鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
鹿児島市 住宅

事

業

名

等

安全安心住宅ストッ
ク支援事業

対

象

者

・

内

容

等

★ 住宅の耐震化やリフォームに助成します。
空家活用のためのリフォームや、鹿児島県外からの移住者が行うリフォームに対しては、
補助の上乗せがあります。
【補助①】
○対象
昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅
○補助率（限度額）
・耐震診断 ２／３（１０万円）
・耐震改修 １／２（１００万円）
・耐震改修等とあわせて行うリフォーム
条件により２０％～４０％（２０万円～４０万円）
【補助②】
○対象
耐震性のある住宅（昭和５６年６月１日以降着工など）で高校生以下の子どもや、高齢者
などが居住しているもの
○補助率（限度額）
・リフォーム ２０％（２０万円）
【補助の上乗せ】
○以下に該当する場合は、優先受付の上、補助率（限度額）をそれぞれ10％（10万円）上乗
せ
(a) 空家活用型（築10年以上かつ空家期間1年以上の住宅のリフォーム）
(b) 移住型（県外からの移住者が住宅取得後に行うリフォーム）
※リフォーム後に申請者が住むことが条件です。

鹿児島市 住宅

市営住宅入居者募
集

★ 市営住宅の新築住宅や空き家住宅について、年４回（６月、９月、１２月、３月）入居者募集を実施
します。
・募集月の１日から、募集案内書を市ホームページに掲載します。
・鹿児島市外の方も申込み可能です（受付は各会場のみ）。
・一般住宅の他、子育て世帯を対象とした住宅や、地域活性化を目的とした住宅もあります。
１ 入居者資格
・現在住宅に困っていることが明らかな方。
・持ち家及び貸家を所有していない方。
・現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。（単身者向け住宅を除く）
※単身者の場合、60歳以上や障害者であることなどの条件があります。
・申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内であること。
２ 収入基準
・公営住宅
月収額 １５８，０００円以下
・公営住宅（裁量階層）
月収額 ２１４，０００円以下
・改良・更新住宅
月収額 １１４，０００円以下
・改良更新住宅（裁量階層） 月収額 １３９，０００円以下
※裁量階層とは、小学生以下の子どもがいる世帯や障害者のいる世帯など。
３ 特定目的住宅
・心身障害者世帯向け住宅、子育て世帯向住宅、既存集落活性化住宅、
地域活性化住宅など、条件を満たした方だけが申込みできる住宅もあります。

鹿児島市 住宅

市有地の売却

★ 鹿児島市が所有している宅地等を売却中です。
物件の所在地などの詳細につきましては、鹿児島市ホームページをご覧ください。
鹿児島市ホームページ→「市政情報」→「市有地売却・未利用地情報」→「市有地の売却物件」
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
鹿児島市 住宅
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定期借地権設定によ ★ 鹿児島市が所有している宅地の一部について、定期借地権設定による貸付をしています。
る市有地貸付事業
定期借地権制度は、鹿児島市が所有している土地を借りて住宅建築を行うものですので、土地
を購入する必要がないことから、住宅取得時の初期費用が少なく、家の建築費用と土地の賃借料
のみで家を所有することができます。
１．対象地域
西別府町
２．貸付期間
５２年間
３．経費等
毎月の賃料のほかに、保証金及び敷金が必要
※定期借地契約満了時に建物を解体して土地を返還する必要があります。

鹿児島市 住宅

浄化槽設置補助制
度

★ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽
から合併処理浄化槽へ設置換えする際に、その費用の一部を助成します。
１ 対象の地域
公共下水道事業計画区域以外の地域（七ツ島二丁目を除く）
２ 対象の建物
既存の住宅、既存の併設住宅（住宅部分の処理対象人員が１／２以上であること）等
※新築（建替えを含む）の建物は補助対象外です。
３ 補助金の額
５人槽
７２２，０００円
６～ ７人槽
８０４，０００円
８～１０人槽
９３８，０００円
１１～２０人槽 １，０１７，０００円
２１～３０人槽 １，３７１，０００円
３１～５０人槽 １，７４８，０００円
※上記の金額は、限度額です。

鹿屋市

住宅

空き家バンク制度(関 ★ 鹿屋市空き家バンクにより、市外からの移住希望者に対して空き家情報を提供します。
連補助制度)
また、空き家バンクに登録された物件を改修する場合などに、その費用を助成します。
①家具等処分支援補助
・空き家バンクへの物件登録推進を図るため、登録にあたっての障害となる空き家内の
家財道具等の処理費用について助成します。
（補助率３分の２ 補助限度額5万円）
②改修費補助
・空き家バンク登録物件について、賃貸借契約が成立し当該物件を改修する場合、改修
費用について助成します。
（補助率２分の１ 補助限度額50万円・・・業者の場合）
（補助率２分の１ 補助限度額30万円・・・ＤＩＹの場合）
③引っ越し費用補助
・県外からの移住者が、空き家バンク登録物件を購入又は賃借し、入居する場合、引っ
越し費用について助成します。
(補助率２分の１ 補助限度額5万円)

鹿屋市

住宅

かのや暮らし就業活 ★ 鹿屋市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う方に対して、助成金を交付しま
動等助成金
す。
〇対象者基準
・鹿屋市が指定する居住体験住宅に滞在し、本市への移住を目的として以下の活動を行う方
①市内で住居又は仕事を探す活動
②市内の地域情報を収集する活動
〇助成額等
・居住体験住宅利用料→1人当たり1泊1,000円とし、14泊分を限度とする。
・レンタカー賃借料→賃借料の2分の1以内とし、25,000円を限度とする。
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令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事
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等
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象

者

・

内
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鹿屋市

住宅

定住促進住宅用地 ★ 鹿屋市への定住化促進を図り，地域の活性化を推進するため，定住促進住宅用地の貸付け及び
貸付け及び分譲事業
分譲を行います。
○対象者基準
・市外から転入し，定住促進住宅用地に永住しようとする方で，住所を移すことができる方
・市内に居住する方で，定住促進住宅用地に永住しようとする方
・年間所得が１２０万円以上ある方
・年齢が１８歳以上６０歳未満である方
・家族構成が本人を含め２人以上である方
（６ヶ月以内に婚姻予定の方を含みます）
・貸付け及び分譲決定後，２年以内に居住用の住宅建築に着手することが確約できる方

鹿屋市

住宅

小型浄化槽設置整
備事業補助金

★ 住宅に小型浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
１ 対象の地域
公共下水道処理区域及び農業集落排水整備事業実施区域以外に住んでいる方
２ 対象の建物
既存の住宅、既存の併設住宅（住宅部分が２分の１以上であること）
３ 補助金の額(単独処理浄化槽からの転換の場合)
５人槽
382,000円
７人槽
464,000円
10人槽
598,000円
※汲取り便槽からの転換の場合は、上記＋50,000円
※単独浄化槽からの転換で、単独浄化槽を撤去する場合、さらに撤去費として
100,000円を上限に加算

枕崎市

住宅

移住者住宅確保支
援補助金

★ 助成要件を満たす方が行う住宅の新築，新築住宅の購入，中古住宅の購入，自己所有の住宅の
リフォームに要する経費に対し補助を行います。
①新築住宅取得
【基本額】
住宅を新築又は新築住宅（建築してから購入までの期間が２年未満の住宅）を購入した場合 70
万円
【加算額】
市内建築業者と工事請負契約をした場合 30万円
②中古住宅取得
建築してから２年以上経過した中古住宅（土地購入費を除く購入金額が200万円以上の住宅）を購
入した場合 50万円
③住宅改修
自己所有の住宅をリフォームした場合（市内建築業者が行う施工に限る。） 補助率1/2（上限20万
円）

枕崎市

住宅

空き家バンク

枕崎市

住宅

浄化槽設置整備補
助金制度

空き家の有効活用を通して移住・定住等を促進し，地域活性化を図るため，空き家情報の提供を
行っています。
【ＵＲＬ】 http://www.city.makurazaki.lg.jp/site/ijyu/7875.html
★ 生活排水対策に積極的に参加協力していただくために、合併処理浄化槽の設置費用に合併処理
浄化槽設置補助金を交付しています。
・建物の用途
専用住宅
・補助金の金額
５人槽
332,000円
６～７人槽
414,000円
10人槽
548,000円
単独浄化槽の撤去
90,000円（単独浄化槽を撤去し，合併浄化槽を設置した場合の補助）
宅内配管工事
上限300,000円(流入管，ます及び放流管を設置した場合の補助)
※建築物の建て替えと併せて合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽の撤去を行う場合に
ついては，宅内配管工事費は対象となりません。
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令和元年８月１日現在
市町村名 項目
阿久根市 住宅

事

業

名

等

移住定住促進補助
金

対

象

者

・

内

容

等

★ 定住を目的として市外から転入し，住宅を新築，新規購入又は増改築をされる方に補助金を交付
します。
1 補助対象の要件（すべてに該当）
・平成24年4月1日から令和2年年3月31日までに本市に移住定住される方
・平成24年4月1日から令和2年年3月31日までに住宅の新築，購入又は増改築をされる方で
それにかかる費用が200万円以上
・市外に5年以上継続して居住されていた方
・自治会に加入される方
・市税等の滞納がない方
2 補助金額
50万円
3 子育て加算
18歳未満の子どもがいる場合，1人につき10万円を加算（限度額50万円）

阿久根市 住宅

木造住宅建築補助
金

★ 市内の建築業者と契約し，定住を目的として木造住宅（補助対象者が所有し，自ら居住する住宅）
を新築又は増改築される方に補助金を交付します。
※住宅の工事着工前に申請する必要があります。
1 補助対象の要件（すべてに該当）
・本市の住民基本台帳に記録されている方
・居住地の自治会に加入される方
・市税等の滞納がない方
・市内の建築業者を利用して行う新築又は工事の総額が200万円以上の増改築工事
2 補助金額
・新 築：30万円
・増改築：対象経費の15％に相当する額（限度額15万円）
3 対象となる工事費
建築工事にかかる資材の購入費等のうち，市内事業所からの購入費等が次のとおりである
こと
・新 築：300万円以上
・増改築：50万円以上

阿久根市 住宅

地域支え合い補助金 ★ 父母等（祖父母を含む）が居住する区に，住宅を新築，新規購入又は増改築される方，父母等と
同居されている方で新築，新規購入又は増改築をされる方に補助金を交付します。
1 補助対象の要件（すべてに該当）
・平成27年4月1日から令和2年3月31日までに「移住定住促進補助金」又は「木造住宅建築
補助金」を利用される方
・父母等（祖父母を含む）と同居又は父母等が居住する区に住宅を新築，新規購入又は
増改築をされる方
2 補助金額
・父母等と同居又は同一区に居住する場合：15万円
・父母等の居住地から1キロメートルの範囲内に居住する場合：7万5千円
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
阿久根市 住宅

事

業

名

等

小型合併処理浄化
槽設置整備事業補
助金

対

象

者

・

内

容

等

★ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため，専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置
される方に補助金を交付します。
※工事着工前に申請する必要があります。
1 補助対象の要件（すべてに該当）
・専用住宅（居住の用に供する建物又は延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する建物で事業
活動に伴って生じる汚濁水を排出しない建物）に小型合併処理浄化槽を設置される方
・設置から1年以内に浄化槽を使用される方
・市税等の滞納がない方
2 補助金額
5人槽：332,000円
7人槽：414,000円
10人槽：548,000円
⑴ 小型合併処理浄化槽の設置に伴い，単独処理浄化槽の撤去に要する費用が生じた場合に
は，９万円を上限として加算できる。
⑵ 単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽への転換に伴い，宅内配管の設置工事に要する
費用が生じる場合には，１５万円を上限として加算できる。

出水市

住宅

定住促進事業（住宅 ★ 平成２６年４月１日から令和２年３月３１日までに、市外から出水市に転入され、定住を目的とした
取得補助金）
住宅を取得された方に、３年間補助金を交付します。
１ 補助対象者
次の要件のいずれにも該当する者
・平成２６年４月１日から令和２年３月３１日までにの間に定住のため転入した者(１年以内の再転
入を除く）
・平成２６年４月１日から令和２年３月３１日までの間に住宅の新築又は新規購入した者
（住宅に係る工事費又は購入費が３００万円以上のものに限る。）
・市税等の滞納がない者
・自治会に加入した者
２ 補助金額
3年間で現金、商品券合わせて50万円（中学生以下の子がいる世帯の場合、さらに50万円加算）
※ 住宅取得日又は転入日のうちいずれか遅い日から６箇月以内に申請する必要があります。

出水市

住宅

定住促進事業（リ
フォーム補助金）

★ 平成２９年４月１日から令和２年３月３１日までの間に、市外から定住のため出水市内に転入し、
本人名義の住宅を増築又は改築された方に、補助金を交付します。
１ 補助対象者
次の要件のいずれにも該当する者
・平成２９年４月１日から令和２年３月３１日までの間に定住のため転入した者（１年以内の再転入
を除く）
・平成２９年４月１日から令和２年３月３１日までの間に自己の所有する住宅をリフォーム（住宅に
係る工事費が20万円以上のものに限る）した者
・市税等の滞納がない者
・自治会に加入した者
２ 補助金額
工事費の15%を助成（上限15万円）
※ リフォームした日又は転入日のうちいずれか遅い日から１年以内に申請する必要があります。
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令和元年８月１日現在
市町村名 項目
出水市

住宅

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

いきいき自治会定住 ★ 補助対象自治会に市外から転入、市内から転居される方又は当該自治会内の住宅を新築、増改
支援事業
築、大規模改修される方に補助金を交付します。
※「いきいき自治会」とは、出水市住民基本台帳に登録された自治会加入人口で、６５歳以上が５
割以上かつ加入世帯が概ね３０世帯以内で構成された自治会の総称です。平成３１年度の指定
自治会は４３自治会あります。
１ 定住補助
いきいき自治会に市外から転入、市内から転居された方に５年間で最高６０万円を交付します。
さらに、転入・転居世帯内に18歳未満の子がいる場合は、1人につき10万円（初年度のみ）を交付
します。
２ 住宅補助
いきいき自治会内の住宅を新築、増改築、大規模改修された方に、30万円の補助金を交付しま
す。（1回のみ）（工事費１００万円以上）

出水市

住宅

子育て世帯定住促進 ★ 平成２７年４月１日から令和２年３月３１日までの期間に、市外から出水市に転入され、民間賃貸
家賃補助事業
住宅にお住まいの子育て世帯の方に家賃の一部を補助します。
１ 補助対象住宅
市内の「民間賃貸住宅」を補助対象とします。市営住宅などの公的賃貸住宅や、社宅・寮などの
事業主の給与住宅、補助対象児童（未就学児）の２親等以内の親族が所有している住宅は補助
対象となりません。
２ 補助対象世帯
以下の①～⑨の全てを満たす必要があります。
①平成２７年４月１日以後に新たに出水市に転入した世帯であること。
②出水市内に永住する意思を持っていること。
③転入時に中学生以下の子がいる世帯又は転入後に新たに子が生まれた世帯であり、同一
世帯として住民基本台帳に記録されていること。
④新たに民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結して出水市に転入し、居住を開始した者（転勤等
により市外への転出が想定される者を除く。）。
⑤転入時中学生以下の子と同一世帯に属する２親等以内の親族又は中学生以下の子と同一
世帯に属しており、これを監護し、その生計を維持する者が民間賃貸住宅の賃貸借契約を
締結していること。
⑥生活保護法の住宅扶助などの公的家賃補助等を受けていないこと。
⑦家賃及び市税等を滞納していないこと。
⑧自治会に加入していること。
⑨世帯員に暴力団員がいないこと。
※ 転入日（転入後に新たに子が生まれた世帯にあっては、当該日）から６箇月以内に申請
する必要があります。
３ 補助金の計算方法
（月額家賃－（住宅手当、共益費、駐車場使用料等の額））× １／２
※月額上限は２万円です。※最大で３６か月分（７２万円）を補助します。

出水市

住宅

小型合併処理浄化
槽整備事業補助事
業

★ 美しい川や海の環境を保全し、市民の健康と快適な生活環境を確保するために建物から排出さ
れる家庭雑排水（台所、風呂、洗濯等）と、し尿を併せて処理する浄化槽（合併処理）を設置する場
合に補助金を交付します。
※補助対象は、専用住宅となります。
１ 対象区域
公共下水道計画区域、農業集落排水整備計画区域を除く市内全域。
２ 受付期間
平成３１年４月３日（火）から令和２年１月３１日（金）まで
ただし、期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。
３ 補助限度額及び交付予定、申請基数
○補助金額
5人槽432,000円，7人槽514,000円，10人槽648,000円・・・・市内業者施工の場合
5人槽332,000円，7人槽414,000円，10人槽548,000円・・・・市外業者施工の場合
※単独浄化槽を撤去する場合は，上記金額に90,000円加算
○交付予定基数
5人槽・・・60基，7人槽・・・13基，10人槽・・・2基
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
指宿市

住宅

事

業

名

等

指宿市定住促進事
業

対

象

者

・

内

容

等

★ 市外居住者（Iターン）が、指宿市に移住して1年以内に住居を新築又は、購入した場合、費用の一
部を助成する制度です。
次に掲げる要件のすべてに該当する世帯責任者が、転入日の翌日から1年以内に申請した場合、
対象となります。（平成32年3月31日までの転入者が対象です。）
【要件１】
世帯員全員が本市（合併前の旧市町を含む）の住民基本台帳に一度も記録されたことがないこ
と。
【要件２】
市内に床面積５０㎡以上の住宅を新築又は床面積５０㎡以上の住宅を購入した方。
※世帯責任者：主として世帯の生計を維持しており、転入日時点で65歳以下の方です。

指宿市

住宅

浄化槽設置事業

指宿市

住宅

宅地分譲事業

指宿市

住宅

生ごみ処理機器購入 ★ 家庭用生ごみ処理機器購入された方に対し、購入価格の３分の１を補助します。
補助金
※上限金額については、以下のとおりです。
家庭用：上限30,000円

西之表市 住宅

地域活性化住宅

★ 既存住宅の単独浄化槽若しくは汲み取り便槽を合併浄化槽に設置換えする方に補助金を交付し
ます。
※ 下水道地域は対象外です。
○ ５人槽：432,000円 ○ ６・７人槽：514,000円 ○ ８～10人槽：648,000円
★ 温泉付き宅地分譲中
○ いぶすき菜の花団地 残り６区画

★ 市街地から大字地域への人の流れを促すことで、大字地域の活性化を図ることを目的とし、大字
地域に地域活性化住宅５戸を整備しています。
○ 家賃及び敷金
家賃 25,000円
敷金 75,000円(家賃の3ヶ月分)
※家賃については、同居する親族のうち、扶養義務のある高校生以下の子供一人について、月額
5,000円（ただし、15,000円を限度とする。）を控除した額とする。
○ 入居資格者
1. ５年以上居住し、当該地区の集落組織に加盟をして、地域活動に参加する意思のある者
2. 入居の申込時において、世帯主又は同居する親族（婚姻や親子の届出をしないが事実上婚姻
又は親子関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）が45歳以下であること。
3. 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。

西之表市 住宅

島元気郷たねがしま ★ 市での居住期間が３年以内又は市に転入しようとする方を対象に住宅をあっせんします。
定住促進支援事業
① 西之表市街地近辺に6戸(１７坪＋100㎡菜園)の住宅を建設し、定住を望むUI ターン希望者
へ貸し出しています。地域活動への参加と交流を望む方で、地域貢献を期待するため、50代
60代のシニアを優先します。
② 西之表市の空き家を市が借り上げ、改修しUIターン希望者へ貸し出しています。平成19年度
から21年度の3年間で13戸整備。20歳～69歳が対象となっています。平均25坪程度、菜園が
提供できる物件もあります。
〇 対象となる移住者
(１) 入居の申込時において70歳未満であること。
(２) 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。
(３) 入居の申込時において自活する能力があり、今後とも自活能力があると認められること。
(４) 現に住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住所を市に有し、又は入居後、市に
移すことが確実であること。
(５) 市に定住し、地域との交流を行い、地域振興に貢献する意思をもっていること。
※ 入居期間は基本的に５年間です。
※ 室内でペットを飼うことはできません。
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
西之表市 住宅

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

地域を支える定住促 ★ 西之表市では市外や指定地域外（主に市街地）から指定地域内（主に大字地域）に居住する人に対して家
賃・住宅リフォーム・住宅建築補助金を交付します。
進事業
○ 補助期間
平成27年４月１日～平成30年３月３１日 （３ヵ年継続事業）

○ 補助対象者
【転入者の場合】
1. 西之表市外から新たに指定地域内（主に大字地域）に定住しようとする満65歳以下の夫婦世帯（父子家
庭、母子家庭、婚姻予定者含む。）ただし、住宅リフォーム補助は満45歳以下の夫婦世帯
2. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
3. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
４. 居住地の自治会に加入する者。
【転居者の場合】
1. 指定地域外（主に市街地）から新たに指定地域内（主に大字地域）に定住しようとする満45歳以下の夫
婦世帯（父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。）
2. 指定地域内（主に大字地域）に居住する満45歳以下の夫婦世帯（父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含
む。）で新たに住居を構え引き続き、指定地域に定住しようとする者。（建替えは対象外）
3. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
4. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
5. 居住地の自治会に加入している（する）者。
○ 指定地域とは
榕城校区の一部（小牧野・竹鶴・今年川・桃園・岳之田・平田・牧之峯・本立）、下西校区の一部（下石寺・鞍
勇）、上西校区、国上校区、伊関校区、安納校区、現和校区、古田校区、住吉校区、安城校区、立山校区、
中割校区の区域をいいます。
○ 補助の要件の主な要件
1. 市税等を世帯員全員が滞納していないこと。
2. 新築または購入した、消費税を除く住宅建物価格が500万円以上であること。（建て替えは対象外。）
3. リフォームの場合、住宅所有者は対象外。消費税を除く工事代金が30万円以上で、所有者の同意が必
要。
4. 家賃補助の場合、独立生計を営み、家賃を支払う能力があること。
〇具体的支援
・家賃補助
1．民間賃貸住宅(管理費、共益費、駐車場代は含まない)の月家賃の1/2とし、限度額は2万円とする。
2．最長36か月(登録した月の翌月)が算定期間となる。
3．勤務先から住宅手当を受けているときは、家賃月額から当該額を差し引いた額の1/2となる。
4．日割算定分の家賃は対象とならない。
5．子ども加算額はなし。
・住宅リフォーム補助
リフォームに要した工事費(30万円以上消費税は除く)の50%以内を補助する。ただし、限度額を超える場合
は限度額となる。なお、地域によって補助限度が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本位、下石寺、鞍勇
限度額:50万
上西、国上、遺跡、安納、現和、古田、住吉校区
限度額:75万
安城、立山、中割校区
限度額:100万
・住宅建築補助
建築経費額または購入契約額(土地購入費含む。消費税は除く。)の10%以内を補助する。ただし、限度額を
超える場合は限度額となる。なお、指定地域によって補助限度額が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本位、下石寺、鞍勇
限度額:50万
上西、国上、遺跡、安納、現和、古田、住吉校区
限度額:100万
安城、立山、中割校区
限度額:150万
※別途、子育て加算として、中学生以下の子ども一人につき5万円が加算される(最高限度額:15万円)
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
西之表市 住宅

事

業

名

等

合併処理浄化槽設
置費補助金

対

象

者

・

内

容

等

★ 川や海などの公共用水域の水質を保全し快適な生活を確保するために浄化槽による排水の処理
を促進しており、専用住宅又は建物の延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅等
に合併処理浄化槽（10人槽以下）を設置する方に補助金を交付しています。
〇 補助金の額
５人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 432,000円
上記以外の場合（新築） 249,000円
６～７人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 514,000円
上記以外の場合（新築） 311,000円
８～10人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 648,000円
上記以外の場合（新築） 411,000円
単独処理浄化槽の撤去費限度額 100,000円
注：単独処理浄化槽の撤去費は、単独処理浄化槽を撤去した敷地内に合併処理浄化槽を設置
する場合のみが対象となります。
〇 補助金の交付申請の方法等
・合併処理浄化槽を設置する前に補助金交付申請書を提出していただき、交付の決定後に
工事に着手することになります。（既に工事に着手している場合や工事が完了している場
合はこの事業の対象となりません。）
・補助事業が完了したときは、実績報告書を提出していただきます。その提出期限は補助事
業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早
い日までです。

垂水市

住宅

定住促進住宅事業

★

雇用促進住宅を購入（平成19年７月）し、定住促進住宅として活用します。
錦江町定住促進住宅 79戸
水之上定住促進住宅 80戸
１ 家賃
錦江町定住促進住宅 35,750円（共益費込）
水之上定住促進住宅 34,750円（共益費込）
２ 駐車場料金
１区画 1,000円

垂水市

住宅

住宅取得費等助成
事業

★ 転入者で平成26年４月以降に住宅を取得した方に対し、取得費の一部を助成します。
※住宅取得費用が500万円以上のもの。
1．対象者（①～③を全ての要件を満たす方）
①H26.4.1以降に、市内で自ら居住するために一戸建て住宅を建設又は購入し、引き渡しを
受けた方
②引き渡しを受けた時点で、本市に転入してから２年以内の方
（住宅に居住する世帯員全員が該当する場合のみ。）
③市税を滞納していない方
2．助成内容
①転入者・・・100万円
②子育て転入世帯・・・150万円
＋オプションメニュー（通勤費補助他選択）16万円上限
※助成額のうち10万円は市内商品券で助成
※子育て転入世帯とは、転入者のうち、申請書を提出する時点において、世帯内に中学生以下の
子どもがいる世帯又は妊婦のいる世帯とします。
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
垂水市

住宅

事

業

名

等

小型合併浄化槽設
置整備事業補助金

対

象

者

・

内

容

等

★ 小型合併浄化槽の普及を図り、設置する人に補助金を交付します(一部地域を除く)。
1 対象住宅
専用住宅
主に居住の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、事
業活動に伴って生ずる汚濁水を排出しない建物。
2 要件
垂水市潮彩町2丁目、3丁目の区域及び垂水市大字牛根境の一部（川下、下芦戸、
上芦戸、田村、中村、大園、中園、上園集落）区域を除く市内全域において、専用住宅
に小型合併処理浄化槽を設置する者。
3 助成内容
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円
単独処理浄化槽撤去及び汲取り式からの切替の場合
上記金額に90,000円上乗せ
市内業者で施工した場合、上記金額に50,000円上乗せ

垂水市

住宅

民間賃貸住宅家賃
助成事業

★ 垂水市内で婚姻により新居を構える若年夫婦世帯及び垂水市外からの転入者の民間賃貸住宅
物件への入居について、家賃の一部を補助します。
１ 対象者
以下の全てに該当する世帯とする。
①平成29年４月１日以降に、本市に住民登録し、その日から６か月を経過していない世帯又
は婚姻を契機として平成29年４月１日以降に市内へ転居し、その日から６か月を経過して
いない若年夫婦世帯
②民間賃貸住宅を借り上げて家賃から住宅手当を差し引いた額が月額４万円以上の者。
ただし、単身世帯については、月額３万円以上支払う者とする
③公的制度による家賃補助を受けていないこと
④世帯員全員が市税を滞納していないこと
⑤世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
第２条第６号に規定する暴力団員でないこと
⑥世帯員全員が過去に本補助金の交付を受けていないこと
２ 交付額・・・次の世帯の区分に応じて定める金額
①垂水市内で婚姻により新居を構える若年夫婦世帯
月額15,000円
②０歳から中学校卒業（満15歳になった日以後の最初の3月31日まで）までの子どもが２人
以上いる転入世帯
月額15,000円
③市外からの単身者転入世帯
月額5,000円
④ ②③を除く市外からの転入世帯
月額10,000円
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
垂水市

住宅

事

業

名

等

結婚新生活支援事
業

対

象

者

・

内

容

等

★ 垂水市で婚姻し新居を構える若年夫婦世帯に対して、住居費及び引っ越し費用の一部について、
補助金を交付するものです。
１ 対象者
以下の全てに該当する新婚世帯とする。
①婚姻日現在において、申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届の受理された時点で50歳
未満の新婚世帯であること
②夫婦ともに、申請時に、取得し、又は賃借した垂水市の住宅に現に居住し、その居住先が
住民基本台帳に住所として記録されていること。
③公的制度による家賃補助を受けていないこと
④世帯員全員に市税の滞納が無いこと
⑤家賃を滞納していないこと
⑥世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
第２条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと
⑦世帯員全員が過去に本補助金の交付を受けていないこと
２ 補助額
①夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下、かつ、世帯の所得が340万円未満の新婚
世帯
・・・住居費と引っ越し費用をあわせた額とし、１世帯あたり30万円を上限とする。
（千円未満切捨て）
②夫婦ともに婚姻日における年齢が50歳以下の新婚世帯
・・・新生活準備にかかる費用で、１世帯あたり15万円を上限とする。（千円未満切捨て）

薩摩川内 住宅
市

定住住宅取得補助

★ 平成29年4月から令和2年3月末までの間に転入し、定住のための住宅を市内の補助対象地域に
新築又は購入し、5年以上定住する者に対して、補助金を支給します。
◎補助額 100万円または150万円 （地域により異なります）
下記の①～⑥の要件をすべて満たし、本市に転入した日から1年以内に申請できる方が対象とな
ります。
①平成29年4月から平成32年3月末の転入者（1年以内に再転入した場合を除きます）
②市内業者を利用して、市内の補助対象地域に住宅を新築又は購入した方
③新築又は購入した住宅建物の価格が400万円以上の方
（購入の場合で家屋価格を明示されない場合は土地・建物の固定資産税評価額比率により
建物価額を算出します）
④新築又は購入した住宅建物に5年以上定住する方
⑤自治会に加入した方
⑥市税等の滞納がない方

薩摩川内 住宅
市

定住住宅リフォーム
補助

★ 平成29年4月から令和2年3月末までの間に転入し、定住のために本市内の補助対象地域内にあ
る住宅をリフォームし、5年以上定住する者に対して、補助金を支給します。
◎補助額 リフォームに要した費用の2分の1の額
ただし、地域により上限額を設定されています（70万円または100万円）
下記の①～⑥の要件をすべて満たし、本市に転入した日から1年以内に申請できる方が対象とな
ります。
①平成29年4月から平成32年3月末までの転入者
②市内業者を利用して、市内の補助対象地域にある住宅をリフォームした方
③リフォームした工事代金が30万円以上の方【アパート等の賃貸の集合住宅は対象外です】
④リフォームした住宅建物に5年以上定住する方
⑤自治会に加入した方
⑥市税等の滞納がない方

薩摩川内 住宅
市

空き家情報登録制度 ★ 市内にある空き家を登録し、市外から転入予定の方を対象とした住宅紹介
（空き家バンク）
薩摩川内市以外から本市へ転入予定の方に対して、空き家の賃貸・購入を媒介いたします。
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

薩摩川内 住宅
市

小型合併処理浄化
槽設置整備補助

薩摩川内 住宅
市

地球にやさしい環境 ★ 次世代エネルギーの利用促進、温室効果ガス排出量削減のため、地球にやさしい環境の整備と
整備事業
して以下の機器等の導入に対する補助金を交付
○住宅用太陽光発電設備導入に係る補助【補助限度額：15万円】
補助対象者：自らの住宅(既存・新築)に、市内の施工業者により住宅用太陽光発電設備を設置
予定、または、設置済みの建売住宅を購入した方
補助額：太陽電池モジュール最大出力1kW当たりに3万円をかけた額(上限15万円)
○家庭用燃料電池システム導入に係る補助
補助対象者：平成25年4月1日以後に国の補助に申請し、自らの住宅(既築・新築)に市内の施工
業者により家庭用燃料電池システムを設置、または設置済みの建売住宅を購入した方で、国の補
助金交付決定を受けた方
補助額：対象設備1基につき20万円
○蓄電池システム導入に係る補助
補助対象者：自らの住宅（既築・新築）に市内施工業者により蓄電池を設置予定、または設置済
みの建売住宅を購入した方。
補助額：蓄電池容量1kWh当たり3万円をかけた額(上限30万円)
○HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)導入に係る補助
補助対象者：自らの住宅(既存・新築)に市内の施工業者によりHEMSと補助対象設備(太陽光・
蓄電システムなど)にあわせてHEMSを導入予定の方。
補助額：HEMS設置に加えて設置した補助対象設備の導入数に応じて
1設備 3万円、2設備 5万円、3設備 10万円
○ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の建築に係る補助
補助対象者：国のＺＥＨ支援事業補助金に該当する住宅を建築、または購入した方で、国の補助
金交付決定を受けた方
補助金額：ＺＥＨに係る国補助金額の1/2（上限35万円）に、（蓄電システムを導入した場合)蓄電
システムに係る補助金交付額の１/2（上限15万円）を加えた額
○電気自動車等充電設備
補助対象者：平成25年4月1日以後に国の補助制度に申請し、交付決定を受けた、市内に住所
を有する方。ただし、市内の施工業者により設置されていることが条件。
補助金額：国の補助金額の1/2(上限50万円)
○電動アシスト自転車
補助対象者：市内の販売店で電動アシスト自転車を購入し、車の運転免許をお持ちの方
結婚新生活支援補 ★ 結婚に伴う新生活のスタートに係る新居住居費及び引越費用を助成します。
助金
対象者 以下の要件をすべて満たす方
①平成31年1月1日から令和2年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
②婚姻時に夫婦ともに34歳以下
③平成30年の夫婦の合計所得が340万円未満
（奨学金の返済額を控除可／離職した方は別途計算）
④平成31年1月1日以降、市内の住宅を新たに取得または新たに賃借して住んでいる
⑤夫婦ともに市税等の滞納がない

薩摩川内 住宅
市

★ 公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄
化槽の設置に対し、補助金を支給します。
補助額
新築①
新築以外②
５人槽
２２１，０００円
３３２，０００円
７人槽
２７６，０００円
４１４，０００円
１０人槽 ３６５，０００円
５４８，０００円
※特に、単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合は、上記②の金額に１０万円
を上乗せして補助します。

補助額 住宅の取得費または賃借費（家賃1か月分、敷金、礼金、共益費、仲介手数料）、
引越費用 （上限30万円）

日置市

住宅

宅地分譲事業

★ 住環境良好な宅地分譲の実施（市外からの転入者、子育て世代に割引制度あり）
地域
〇吹上地域 湯之元住宅団地（残り１区画）
〇吹上地域 緑ヶ丘住宅団地（残り２区画）

日置市

住宅

吹上町ミニ住宅団地 ★ 吹上地域の貸付を分譲地として販売する。
分譲事業
〇下田尻ミニ住宅団地（残り４区画）
〇上和田ミニ住宅団地（残り１区画）
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

日置市

住宅

移住促進対策事業
費補助金

★ 過疎地域の移住定住促進を図るため、日置市に転入し、過疎地域（補助対象地域）で住宅を新築
又は購入、空き家となった実家等を改修される一定の要件を満たす方へ補助金を交付します。
①平成29年４月から令和2年３月までの市外からの転入者で、補助対象地域において住宅を新築
又は購入、空き家となっていた実家等を改修した方。（ただし、56歳以上65歳以下は、生計を同じく
する配偶者又は18歳以下の扶養者を有していること。55歳以下は単身者も対象。）
②住宅の新築等に要する経費の合算額3分の2で、指定された区域・扶養状況で算出した上限額
以内を補助額とする。（ただし、浄化槽設置及び用地の整備に係る経費は除く。）
③自治会に加入すること。
④市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
⑤住宅を取得した日から５年以上居住すること。
⑥本市を転出してから１年以内の本市への再転入者でないこと。
（補助金額）
１件当たり50～100万円（18歳以下の扶養者を有する場合は、１人当たり10万円を加算）
※56歳以上65歳以下の対象者は、算出された上限額の50％が上限額となります。

日置市

住宅

三世代同居住宅改
修事業

★ 現に、三世代で居住している又は、これから三世代で同居する、所有住宅をリフォームする方で一
定の要件を満たした方を対象に補助金を交付します。
①リフォーム経費が20万円以上であること。
②リフォームを行う住宅に自ら居住していること。
③市税等に滞納のないこと。
（補助金額） 三世代同居世帯 経費の30/100 上限50万円

日置市

住宅

空き家改修補助金

日置市

住宅

日置市

住宅

空き家バンク事業

★ 空き家を利活用したい方が登録をして購入又は賃貸する。宅建協会が媒介を必ず実施。現在117
件登録。

曽於市

住宅

宅地分譲事業

★ 良好な住環境を提供するため，宅地分譲を実施しています。
○末吉町柳迫地区（残り1区画）
○大隅町坂元地区（残り7区画）
詳しくは，お問い合わせください。
問合せ先 曽於市役所 企画課 定住推進係 ０９８６－７６－８８０２

曽於市

住宅

定住促進事業

★ 曽於市住宅取得祝金支給
○定住促進を図るため，住宅を新築または購入した方に対し，お祝いとして市が発行する商品券
および現金を支給します。
1（基本の祝金等）
住宅を新築又は購入した者 商品券５万円分＋現金５万円＝計１０万円分
2（転入者加算）
上記の対象者で，転入して１年以内の方に対し
商品券10万円分＋現金10万円＝計2０万円分を加算
※注）本市から他の市町村へ転出し，転出後３年以内の再転入は対象外とする。
3（子ども加算）
上記1（基本の祝金等）と2（転入者加算）の両方の対象者であり, 18歳に達する日以後の最初の３
月31日までの子どもを有する場合，
子ども1人つき 商品券５万円分＋現金５万を加算
ただし,子ども加算は最大商品券10万円分＋現金10万円までとする。

★ 空き家を「購入し居住する方」又は「居住用賃貸物件として活用する方」「借りて居住する方」「簡易
宿所として活用する方」「社宅として活用する企業」が改修し、一定要件を満たす場合、補助金を交
付します。
①１年以上空き家であり、築年数が２０年以上の建物。
②改修してから５年以上居住すること。
③自治会に加入すること。
④市税等に滞納のないこと。
（補助金額） 改修費用の２分の１以内 上限５０万円
空き家家財道具処分 ★ 空き家バンク登録物件及び地区公民館による空き家利活用物件において、市内企業の協力を得
事業
て、5万円までの処分費を市が負担します。

詳しくは，お問い合わせください。
６ 問合せ先 曽於市役所 企画課 定住推進係 ０９８６－７６－８８０２
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
曽於市

住宅

事

業

名

等

市有地活用定住促
進補助金

対

象

者

・

内

容

等

★ 市の所有する土地を購入し，住宅を建築する際に購入費用の一部を補助します。
○補助対象者 平成28年4月1日以降に市の土地を購入し，土地譲渡契約後1年以内に住宅の
所有権保存登記をしていること。また，購入した市有地に建設した住宅に居住
していること。
○補助金額

土地取得価格の10% （市外からの転入者：最高50万円）
(市在住者：最高30万円)

曽於市

住宅

住宅リフォーム促進
事業補助

★ 市民が居住する住宅のリフォーム工事を，市内業者が行う場合，その経費の一部を補助する。
○対象工事費 20万円以上
○補助金額
対象工事費の10%（最高15万円）
○対象外工事 住宅設備備品だけの経費，車庫の設置，既成テラスのみの工事，塀や門扉など
の外構工事。

曽於市

住宅

空き家バンク登録住 ★ 空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事費用の一部を補助します。
宅改修補助金
○補助対象建物 市内に存在する空き家バンク制度に登録された空き家。
○補助対象者 補助対象改修工事について，その他の制度による助成を受けていないこと。
リフォーム後３年間は，空き家の転売や処分を行わないこと。
○対象工事 市内登録業者が行う20万円以上の工事
○対象外工事 電化製品及び家具等の取付工事，堀や門扉等の外構工事
○補助金額 対象工事費のの30% （最高50万円）

曽於市

住宅

浄化槽設置補助

霧島市

住宅

霧島市ふるさと創生 ★ 霧島市では、中山間地域の活性化及び市内の空き家の有効活用を図ることを目的に、市外から
移住定住促進事業
の転入及び市街地からの転居による移住定住を促進するため、補助金を支給する制度を設けて
います。この制度は、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに市の中山間地域（国分・隼人の
市街地を除く区域）に住宅を新築、購入又は増改築した移住者、または、同じく中山間地域の貸家
（一戸建て住宅）に入居した移住者（転入定住者のみ）及び国分・隼人の市街地に、中古住宅を購
入または増改築した移住者へ補助金を交付する制度です。
【対象者】
・転入定住者＝基準日（平成28年4月1日）以後令和2年3月31日までの間に、市外から定住の意
思をもって本市に転入し、本市に生活の本拠がある者（ただし、本市から転出後１年に満たない間
に再転入した者を除く）
・転居定住者＝基準日（平成28年4月1日）以後に令和2年3月31日までの間に、本市の市街地から
定住の意思をもって中山間地域に転居し生活の本拠がある者（ただし、市街地に居住していた期
間が１年に満たない者を除く）

★ ※し尿及び生活排水の浄化をすることにより，自然環境の汚染を防ぎ，住みよい生活環境を目
指します。
この事業は，末吉地区及び大隅地区の全域が対象です。ただし，末吉地区内の公共下水道認
可区域は対象外です。
①浄化槽設置整備事業補助金
・補助基本額
５人槽１基当たり３３２，０００円
７人槽１基当たり４１４，０００円
１０人槽１基当たり５４８，０００円
②浄化槽設置推進助成金
一定額を超えた金額のうち，１０万円を限度に助成
③単独浄化槽撤去費補助金
単独浄化槽から合併浄化槽へ切り替えた際，単独浄化槽撤去にかかった費用に対し
限度額９万として補助金を交付します。
財部地区全域を対象とする事業は，市が浄化槽の設置・整備や適正な維持管理を行い，住民に
工事分担金や使用料を負担していただく事業です。
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霧島市

住宅

定住促進用分譲地
販売事業

★ （国分地区）
①塚脇団地（残２４区画） 面積：120坪程度 坪単価：19,000円程度
（隼人地区）
①浜之市宅地分譲地（残１区画） 面積：73坪 坪単価：72,000円程度
②姫城地区宅地分譲地（残１区画） 面積：75坪程度 坪単価：84,000円程度
（溝辺地区）
①溝辺宅地分譲地（残２２区画） 面積：75坪～173坪程度 坪単価：50,000円～62,000円程度
（横川地区）
①丸山前団地（残１２区画） 面積：100坪程度 坪単価：36,000円程度
②赤水団地（残３区画） 面積：120坪程度 坪単価：26,000円程度
③第二赤水団地（残６区画） 面積：120坪程度 坪単価：28,000円程度
（牧園地区）
①牧園中央団地（残３区画） 面積：100坪程度 坪単価：75,000程度
②万膳団地（残2区画） 面積：110坪程度 坪単価：17,500円程度
③中津川団地（残1区画） 面積：91坪 坪単価：22,000円
（霧島地区）
①戸崎団地（残1区画） 面積：100坪 坪単価：37,710円
（福山地区）
①牧之原高原団地（残１１区画） 面積：63坪～81坪 坪単価：25,000円～34,000円

霧島市

住宅

定住促進用分譲地
購入特典制度

霧島市土地開発公社の分譲地の購入希望者に対して、条件に応じて最大５０％の土地価格の
値下げを行います。
（国分地区）
①塚脇団地（残２４区画） 面積：120坪程度 坪単価：19,000円程度
（隼人地区）
①浜之市宅地分譲地（残１区画） 面積：73坪 坪単価：72,000円程度
②姫城地区宅地分譲地（残１区画） 面積：75坪程度 坪単価：84,000円程度
（福山地区）
①牧之原高原団地（残１１区画） 面積：63坪～81坪 坪単価：25,000円～34,000円
（要件及び割引率）
上記の分譲地の購入希望者で、次のような条件の方が対象となります。
１、子育て支援制度
・18歳未満のお子様がいらっしゃる方
（妊娠中の方も含みます）
⇒土地価格の10％引き（対象の子が２人以上２０％）
２、シニア支援制度
・購入した土地に建てる住宅に55歳以上の方が入居（同居）する世帯
⇒土地価格の10％引き（対象者が２人以上２０％）
３、複数区画購入割引制度
・同一団地（塚脇・牧之原高原）内で2区画以上購入する方または親子・兄弟姉妹等で
複数区画を購入する方
⇒土地価格の10％引き

霧島市

住宅

霧島市空き家バンク
制度

空き家を『売りたい』、『貸したい』とお考えの所有者及び管理者と、居住等するために空き家を活
用したい利用希望者とのマッチングを支援する制度です。空き家の情報を、市のホームページな
どで広く情報公開します。
空き家の有効活用を通して、移住定住を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。

いちき串 住宅
木野市

定住奨励金
★ ○義務教育終了前までの子ども一人につき30万円（上限90万円）を補助します。
（ただし、定住促進分
○定住促進分譲団地に住宅を新築し定住する方で、かつ義務教育終了前まで（中学生以下）の子
譲団地のみ）
供のいる方が対象です。
○該当する分譲団地は、ウッドタウン串木野住宅団地・羽島矢倉団地・小城団地・羽島松尾団地・
芹ヶ野団地です。

いちき串 住宅
木野市

住宅建築（購入）補 ★ ○住宅の建築費・購入資金の５％（上限50万円）を補助します。
助金
○いちき串木野市外からの転入者で、市の定める定住促進分譲団地に住居を新築・取得した方
（ただし、定住促進分
が対象です。
譲団地のみ）
○該当する分譲団地は、ウッドタウン串木野住宅団地・羽島矢倉団地・小城団地・羽島松尾団地・
芹ヶ野団地です。ただし、羽島矢倉団地・羽島松尾団地・芹ヶ野団地については、中学生以下の
子を持つ方の場合、市内居住者も補助の対象となります。
○夫婦のいずれかが40歳未満の場合20万円を補助します。
○市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合20万円を補助します。
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いちき串 住宅
木野市

土地購入補助金
★ ○土地購入費の10％（上限100万円）を補助します。
（ただし、定住促進分
○定住促進分譲団地に定住する方で、自宅の新築及び購入に付随する土地の購入をした方が対
譲団地のみ）
象です。
○該当する分譲団地は、ウッドタウン串木野住宅団地・羽島矢倉団地・小城団地・羽島松尾団地・
芹ヶ野団地です。

いちき串 住宅
木野市

転入者住宅建設等
補助金

★ ○住宅の建築費・購入資金の５％（上限50万円）を補助します。
※ただし、市内中心部においては上限30万円です。
○夫婦いずれかが40歳未満の場合は10万円を補助します
○市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合10万円を補助します。
○義務教育終了前までの子ども一人につき10万円（上限30万円）を補助します。

いちき串 住宅
木野市

定住促進住宅事業

★ ○酔之尾東団地を定住促進住宅（子育て支援住宅）として利用できます。
○18歳以下のお子様１人につき、1,000円の家賃減額助成があります。

いちき串 住宅
木野市

住宅リフォーム事業
補助

★ ○20万円以上の工事に対して、15％の補助をします。（限度額：15万円）
※令和元年10月以降は、10%の補助（限度額：10万円）となります。
○自宅のリフォーム工事等を、市内業者（本社が市内）が行うことが条件となります。
○外構工事・倉庫・車庫の増築及び設備機器等の購入で改修工事が伴わないものは対象外で
す。
○工事が令和２年３月までに完了することが条件になります。

いちき串 住宅
木野市

空き家バンク制度

★ 空き家を【売りたい・貸したい】人（所有者等）と、居住するために空き家を【買いたい・借りたい】人
（利用希望者）とをつなぐための制度であり、空き家の再利用や有効活用を図ることで、いちき串
木野市の定住促進及び地域の活性化を目指します。

いちき串 住宅
木野市

住宅用太陽光発電シ ★ ○市内に居住（又は居住予定）し、住宅の太陽光発電システムを設置する方に対して補助をしま
ステム設置事業補助
す。
金
※令和元年９月までに事前の補助金申込を行った方のみが対象です。
《市内業者からの購入もしくは設置》 上限額６万円（１kwあたり２万円）
《それ以外の場合》
上限額３万円（１kwあたり１万円）

いちき串 住宅
木野市

結婚新生活支援事
業

★ 市では、結婚に伴う新生活に係る費用（居住費・引っ越し費用）を補助し、婚姻に伴う経済的負担
をサポートしています。
【対象となる方】
以下の全てを満たすことが必要です。
(1)平成31年１月１日から令和２年２月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)平成31年１月１日から令和２年２月28日までの間に結婚を機に本市に住居を新たに購入・
賃借し、当該住宅の住所に居住している世帯
(3)平成30年中の世帯所得が340万円未満であり、夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下
の世帯
(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと（個人負担部分が対象）
【補助の対象となる経費】
(1)結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
・駐車場代、土地代、光熱費、旧住宅の解体撤去費、設備購入費等は対象外
(2)結婚を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用
・賃料、敷金、礼金（保証金などこれらに類する費用を含む）、共済費、仲介手数料が対象
・勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外
(3)結婚に伴う引っ越しの費用
・引っ越し業者または運送業者への支払いその他の引っ越しにかかる実費が対象です。
・不用品の処分費、自らレンタカーで引越した場合や、友人等に頼んで引越した場合の費用
は対象外です。
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いちき串 住宅
木野市

㈱いちき串木野電力 ★ 市では、市が51%を出資して㈱いちき串木野電力を設立しました。
公共施設、市内事業所、一般家庭の電気料金をこれまでよりも安く提供し、収益の一部を子育て
支援や地域福祉の向上に役立てる環境維新のまちづくりを推進しています。
【いちき串木野電力の３つの特徴】
《その１．おトク》
・【しみん応援プラン】により、今までの電力会社より安く提供でき、家庭の毎月の電気料金を削減
できます。
（既存の電気契約や電気の使用状況等によっては、削減できない場合があります。）
《その２．あんしん》
・これまでと同じ送配電設備を使用しているため、電気の品質は変わりません。
《その３．みぢか》
・【はぐくみ応援プラン】により、基本料金が供給開始日から24ヶ月間無料になります。
（２歳未満のお子様がいる家庭が対象です。）

南さつま 住宅
市

移住者住宅取得補
助金

★ 南さつま市へ移住し、新たに住宅を取得した方に補助金を交付します。
１ 補助対象要件
（１）本市を離れて５年以上経過後に転入し、かつ転入後５年を越えない移住者であること
（※2019年10月1日申請より、各３年に変更）
（２）申請者が補助対象となる住宅の名義を２分の１以上所有していること
（※2019年10月1日申請より適用）
（３）居住地の自治会に加入し、補助対象となる住宅に５年以上定住すること
（４）市町村民税に滞納のないこと
（５）以上の要件を充たし、補助対象となる住宅を取得後１年以内に申請すること
２ 補助対象となる住宅（※プレハブ等簡易な住宅は除く）
自ら定住するため、次のいずれかの方法で取得した床面積40㎡以上の住宅であること
①新築住宅の建築又は購入 ②中古住宅の購入
３ 補助金額
【基本額】
○新築住宅の建築又は新築住宅を購入した場合
50万円
○中古住宅を購入した場合
30万円
【加算額】
○加算区域内で新築・住宅の購入をする場合
20万円
○中学生以下の被扶養者がいる場合
１人当たり20万円
（世帯員として住民基本台帳等に記録等されている者。）
○本市内の建築業者と工事請負契約を締結した場合
30万円
（市内の建築業者とは、本制度の適用を受けるため、本市に申請し登録された業者をいう。）
※ なお、交付限度額は140万円となります。

南さつま 住宅
市

移住者住宅リフォー
ム補助金

★ 本市へ移住する方が、快適な生活を営むことができるように補助金を交付します。
１ 補助対象要件
（１）本市を離れて５年以上経過後に転入し、かつ転入後５年を越えない移住者であること
（※2019年10月1日申請より、各３年に変更）
（２）リフォームする住宅の所有者であること
（３）市内業者として登録された業者が請け負った工事であり、その代金が30万円以上であること
（４）リフォームについて他の本市補助金、国等の公的補助金を受けていないこと
（５）リフォーム後、居住地の自治会に加入し、補助対象となる住宅に５年以上定住すること
（６）市町村民税に滞納のないこと
２ 補助対象となるリフォーム工事について
住宅の機能又は性能を維持又は向上させるための住宅の修繕等の改装・増築・改築
３ 補助金額
○移住者が加算区域内でリフォーム工事を行った場合
補助対象経費の２／３に相当する額とし、50万円を限度とする。
○移住者が加算区域外でリフォーム工事を行った工事
補助対象経費の２／３に相当する額とし、30万円を限度とする。
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南さつま 住宅
市

移住定住促進補助
金

★ 南さつま市では、市が分譲した宅地の売却促進と移住定住の促進を図るとともに、市内経済の活
性化を図るため、市が定める対象地を購入し、住宅を新築した移住定住希望の方に補助金を交付
します。
1.補助対象要件
（１）移住者の場合は、本市を離れて５年以上経過後に転入し、かつ転入後５年を越えないこと
（※2019年10月1日申請より、各３年に変更）
（２）補助対象となる対象地の住宅以外に、本市に住宅を所有していないこと
（３）居住地の自治会に加入し、５年以上定住すること
（４）市町村民税に滞納のないこと
（５）申請者が対象地及び補助対象となる住宅の名義を２分の１以上所有していること
（※2019年10月1日申請より適用）
（６）以上の要件を充たし、住宅を取得後１年以内に申請すること
ただし、本市内における公共工事を伴う移転による対象地購入・住宅新築の方は除きます。
2.補助金額
【基本額】
○移住者である場合 100万円
初回は40万円を交付し、残りは次年度以後４年間において各年度ごとに15万円を交付する。
○定住者である場合 50万円
初回は20万円を交付し、残りは次年度以後４年間において各年度ごとに７万５千円を交付する。
【加算額】
○加算区域内の対象地を購入する場合 100万円
初回は４０万円を交付し、残りは次年度以降４年間において各年度ごとに１５万円を交付する。
○被扶養者がいる場合
１人当たり２０万円
（世帯員として住民基本台帳等に記載等がされている者のうち、１５歳に達する日の属する年度の
３月３１日までの間にあるものをいう。）
初回に全額交付する。
○南さつま市内の建築業者と工事請負契約を締結した場合 ３０万円
（市内の建築業者とは、本制度の適用を受けるため、本市に登録された業者をいう。）
初回に全額交付する。

南さつま 住宅
市

浄化槽設置整備事
業補助金

★ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた
め、浄化槽を設置する方へ補助金を交付します。
1.補助対象者
漁業集落排水事業、農業集落排水事業等の対象区域及び下水道事業の予定処理区域を除く市
内全域において、専用住宅に浄化槽（10人槽以下）を設置する方です。
2.補助内容
5人槽： 332,000円 、6～7人槽： 414,000円、8～10人槽： 548,000円
※新設の場合、上記金額の半額となります。
※単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽に変更する場合、
上記金額に9万円を加算します。

南さつま 住宅
市

空き家バンク

★ 空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために、空き家情報の
提供を行うものです。http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/akiyabank/

志布志市 住宅

定住促進住宅用地
分譲事業

★ 住環境良好な宅地の分譲を実施します。
１ 対象者
ア 志布志市に定住する意志をもち、土地購入後３年以内に自ら居住する住宅を建築し、居住さ
れる方。
イ 契約者は18歳以上で、同居される親族がおられる方。
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令和元年８月１日現在
市町村名 項目
志布志市 住宅

事

業

名

等

民間賃貸住宅雇用
促進家賃助成事業

対

象

者

・

内

容

等

★ 本市内にある民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。
【補助】対象期間：12月以内
１ 助成対象者
ア 企業立地促進補助金の申請日の属する年度から３年の間にある事業所等に採用になった
者。
イ 採用を機に本市に転入し移住者となった方で本市に5年以上居住する意思があること。
ウ 就職日の年齢が18歳以上の方で、世帯員すべての住民票の住所及び現住所が本市にあ
ること。
エ 申請者及び世帯員すべてに市税等の滞納がなく、生活保護法の規定による保護を受けて
いないこと。
オ 社宅、官舎、社員寮等の事業主から貸与されている住宅、市営住宅、県営住宅、公社・公
団住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅でないこと。
カ ２親等以内の親族が所有する住宅及び賃貸住宅でないこと。
２ 補助率（限度額）：補助対象経費の１／２（最大２万円／月）

志布志市 住宅

空き家バンク

★ 空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図ることを目的として、市が
空き家情報の提供を行うものです。
利用希望者から取引の申し出があれば、所有者に連絡いたします。その後は、双方または登録事
業者による仲介での交渉となります。
http://www.city.shibushi.lg.jp/akiya/akiya-bank.html

志布志市 住宅

移住定住促進事業
補助金

★ 本市の補助対象地区へ本市外から移住する方を対象に、土地の購入に係る取得経費及び住宅
の新築又は購入に係る取得経費の総額の５分の１（上限あり）を助成します。
１ 住宅取得補助金
（１） 基準日以後に補助対象地区に住宅を新築し、又は築後３年未満の建売住宅を購入した
場合転入日において満50歳以下の方は、最大100万円を助成します。
（２） 基準日以後に補助対象地区に存する築後３年以上の建売住宅又は中古住宅を購入した
場合転入日において満50歳以下の方は、最大50万円を助成します。
２ 子ども補助金
中学生以下の子どもがいる場合、子ども一人当たり1０万円を助成します。

志布志市 住宅

住宅リフォーム助成
事業

★ 個人住宅の修繕、改修、増築に対して、助成対象工事費の１５％に相当する額（上限１５万円）を
助成します。
１ 助成対象者
ア 市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する方。
イ 市税等を滞納していない方。
ウ 耐震診断及び耐震改修工事においては、木造住宅の所有者。
エ 過去に市から同様の助成金の交付を受けていない方。

志布志市 住宅

空き家リフォーム助
成事業

★ 志布志市において新たな定住者を確保し、健全なコミュニティの保持、地域づくり及び空き家の有
効活用を図るため、空き家の修繕、補修、改築、増築及び家財道具等の処分についてかかる費用
の一部を助成いたします。
１ 助成対象者
ア 市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する方。
イ 市税等を滞納していない方。
ウ 耐震診断及び耐震改修工事においては、木造住宅の所有者。
エ 過去に市から同様の助成金の交付を受けていない方。

奄美市

定住促進支援事業

★ 地域の活性化と地域コミュニティの育成を目的として、その担い手となる方々（島外からの移住者）
に提供する定住促進住宅を整備しています。
入居にあたっては、次のことが条件となります。
(1)地域活性化の担い手となる者
(2)現に同居し、又は同居しようとする親族（婚約者も含む）があること。
(3)入居の申込時において住所を有する市町村の税金等の滞納がないこと。
(4)住所を本市に有し、又は入居後、本市に移すことが確実であること。
(5)入居者及び同居者が暴力団員でないこと。
(6)住宅への入居期間が、最大で10年間(定期借家契約)であることを承諾すること。

住宅
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
奄美市

住宅

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

移住・定住住宅購入 ★ ●移住・定住住宅購入費助成
費・リフォーム助成金
移住者が新築・中古住宅を購入する際に最大100万円助成
★ ●移住定住促進住宅リフォーム助成金
・空き家の所有者が移住者に貸し出すことを目的に、戸建て住宅をリフォームする費用の１／２
を助成（最大100万円）
・奄美市内の戸建て住宅を借りる移住者が所有者の了解を得てリフォームする場合、その費用
の１／２を助成（最大100万円）

南九州市 住宅

移住定住促進対策 ★ 本市に移住定住を希望する者の住宅希求に対応し，定住化の促進，自治会及び市内経済の活
補助金
性化を図るため，本市に移住定住することを目的として住宅の取得等（新築・建売購入，中古住宅
（新築・中古住宅取
購入，リフォーム）を行う者に対して補助を行うものです。
得，リフォームに対す
る補助）
【補助額】
〔基本額〕20万円
〔加算額〕次のとおり
○ 市内に本社がある建築業者と，新築・建売購入又はリフォームの契約をした場合20万円
○ 市外居住者が分譲団地を購入した場合 100万円
○ 市外居住者が新築・建売購入又は中古住宅購入した場合 土地代の1/5（50万円上限）
○ 市外居住者がリフォームした場合 住宅及び土地代の1/5（20万円上限）
※上記補助金額もしくは，住宅取得経費及び土地取得経費の合計額の１割のいずれか低い
額を交付。
【交付要件】
(１) 自治会に加入し，自治会活動に協力しようとする者
(２) 住宅の取得又はリフォーム後，速やかに当該住宅に入居し，引き続き５年以上居住しよ
うとする者
(３) 現に本市内において，維持管理を行っている住宅を所有していない者
ただし，市外居住者が転入し，リフォームを行う場合を除く。
(４) 住宅の移転補助又は移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしよう
とするものでない者
(５) 住宅の取得に係る経費（土地代は除く。）又はリフォームに係る経費（以下「住宅取得経
費等」という。）が，200万円以上であること。
(６) 市内居住者が補助金を申請する場合は，当該申請者は補助金交付申請日において50
歳未満の者とする。
(７)市内居住者が，出身自治会内の現に居住する住宅をリフォームした場合は，補助対象外
とする。

南九州市 住宅

空き家情報提供「空 ★ 南九州市への移住（または定住）を検討している方に，空き家バンク登録物件をホームページ上
き家バンク」
で公開し情報提供するものです。
【南九州市ホームページ】
http://www.city.minamikyushu.lg.jp/
→「移住定住」→「住まい・空き家バンク」

南九州市 住宅

住宅団地の分譲

★

南九州市 住宅

浄化槽設置整備事
業補助

★ し尿の他に，台所・洗濯・風呂などの生活雑排水を合わせて処理する「合併処理浄化槽」を設置す
る方に補助金を交付しています。
【対象者】専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
【対象地域】公共下水道事業計画区域及び農業集落排水整備事業実施区域以外の市内全域
合併処理浄化槽の設置に要する経費
（新規設置の場合）
５人槽 166,000円 ６人槽～７人槽 207,000円 ８人槽～10人槽 274,000円
（単独処理浄化槽からの設置換えの場合）
５人槽 482,000円 ６人槽～７人槽 564,000円 ８人槽～10人槽 698,000円
（くみ取り便槽からの設置換えの場合）
５人槽 432,000円 ６人槽～７人槽 514,000円 ８人槽～10人槽 648,000円

定住促進により地域活性化を推進するため，住宅用地を整備し分譲しています。
【分譲中の区画】
①南野元住宅団地（南九州市川辺町）
②知覧みずほ団地（南九州市知覧町）
③上山田有木住宅団地（南九州市川辺町）

※ 単独処理浄化槽を撤去した場合は，その経費（上限９万円）を上記金額に加算した額を補助し
ます。
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

南九州市 住宅

働く若者定住促進事 ★ 南九州市の市営住宅に入居し勤務する30歳未満の単身者に対し家賃の一部を助成するもので
業補助
す。
【補助額】
月額上限8,000円×最長36カ月（家賃手当等を控除した額×1/2）
【対象者】
①平成30年３月１日以降に新たに市の一般住宅（単身向）に入居する者
②平成30年４月１日以降に新たに勤務する者（勤務，雇用形態は問わない）

伊佐市

住宅

移住・住み替え促進 ★ 移住促進又は集落再生・活性化若しくは子育て環境の改善に資する移住・住み替えによる住宅の
事業補助金
新築又は空き家の増改築に必要な費用に対し補助金を交付します。※着工前の申請が必要で
す。
【対象】
・市内に住所を有する世帯主（移住者を含む）
・市内の建築業者を利用し、100万円以上の建築工事であること
【対象工事】
新築工事：移住者、子育て世帯（15歳以下の子と同居）、若者世帯（夫婦ともに40歳以下）が行
う工事
増改築工事：空き家を居住用に整備するための工事
【基本額】
補助対象経費の1/5（上限50万円）
【加算額】※補助対象経費が250万円を超える場合
・移住者加算 20万円
・子育て世帯加算 5万円
・若者世帯加算 5万円
・小規模集落加算 5万円（※対象物件が大口小学校区以外）

伊佐市

住宅

合併浄化槽設置補
助

★ 生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、農業集落排水事業の処理対象区域を除く個
人の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する人（新築及び単独処理浄化槽または汲み取り式から
合併処理浄化槽へ切り替えをする人）なお、市内に事業者を置いている業者が施工したものに限
り上乗せ補助を実施します。
※必ず着工前にご相談ください。
【補助金の額】
５人槽：332,000円

７人槽：414,000円

10人槽：548,000円

【上乗せ補助】
○汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換した場合：100,000円
○単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換した場合：70,000円
【単独処理浄化槽からの切り替え補助】
単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽を設置した場合、別途最大９万円補助されます。
姶良市

住宅

空き家バンク制度

★ 姶良市における空き家の情報を提供することにより、空き家の有効活用を図り、定住の促進及び
地域活性化に活かすことを目的としたものです。
【事業の流れ】
①賃貸・売却物件の登録
賃貸・売却物件の登録希望者は、市へ登録申込書を提出する。
②現地調査
市の担当者と担当業者が現地の物件を確認。所有者も同行。（代理も可）
③空き家バンク登録・情報提供
調査後、物件台帳へ登録し、市のホームページ及び窓口で広く情報を提供する。
④物件の交渉・契約
入居希望の申し出があれば、所有者へ連絡する。契約交渉は、仲介業者・所有者・利用希望者
の３者で行う。
【登録できる物件】
・姶良市内にある、個人が居住を目的として建築した戸建て住宅で、空き家となっているもの（予定
も含む）。
【登録できる人】
・空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる方。
※交渉・契約の仲介業者は、姶良市が協定を結んでいる宅建協会・全日本不動産協会の会員が
行う。
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市町村名 項目
姶良市

住宅

事

業

名

等

空き家リフォーム事
業補助金

対

象

者

・

内

容

等

★ 姶良市内に存在する空き家の有効活用を図るため、空き家の「リフォーム」及び「家財道具等の処
理・撤去」に対して補助を行います。
①空き家リフォーム
空き家の修繕、補修、更新等にかかる費用について補助。（対象工事の費用が30万円以上であ
ること）
補助金額は、補助対象経費の30％。ただし、限度額30万円。
②家財道具等の撤去
空き家を利用するための不要物の撤去にかかる費用について補助。（対象工事の費用が10万
円以上であること）
補助金額は、補助対象経費の30％。ただし、限度額10万円。
【対象となる物件】
・市内に存在する、個人が自己の居住等を目的として建築された戸建ての住宅。
・入居予定者がおり、売買契約又は賃貸契約が締結された物件。
・既に入居者がいて申請する場合、売買契約又は賃貸契約が締結されて、３ヶ月以内の物件。
【対象となる方】
空き家の所有者又は利用者であって、次の条件をすべて満たす方。
・３親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸等でないこと。
・補助金の交付を受けようとする者に市税等の滞納がないこと。
・地域の活性化の推進に協力する意思を有していること。
【要件】
・市内の施行業者がリフォームを行うこと。
・リフォーム後３年間は、空き家の転売及び処分を行わないこと。
・事前に申請し、補助金交付決定後に着工すること。
・補助金の申請年度内にリフォーム等及び実績報告が完了すること。

姶良市

住宅

合併処理浄化槽設
置費補助制度

★ 川や海をきれいにするために、生活排水対策として、トイレの汚水だけでなく、台所や洗濯などの
雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽（新設を除く。）を設置する場合に、予算の範囲内で補
助金を交付します。
※補助金交付申請は、必ず浄化槽設置前に行わなければなりません。設置後の申請は、認めら
れません。
【交付対象者】
地域下水処理区域や農業集落排水処理区域を除いた地域で、専用住宅または併用住宅（延床面
積の2分の1以上が居住用の建物）に10人槽以下の合併処理浄化槽（新設を除く。）を設置しようと
する個人の方（販売を目的とするものなど、条件により対象外となるものがあります）。
【対象となる浄化槽】
生物化学的酸素要求量（BOD）除去率90％以上、放流水のBOD20mg/リットル以下の機能を有す
るもの。その他、姶良市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する機能を有する
もの。
【補助金の限度額】
①単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換
5人槽：387,000円 6～7人槽：469,000円 8～10人槽：603,000円
②合併処理浄化槽の設置替え
5人槽：210,000円 6～7人槽：270,000円 8～10人槽：330,000円
※単独処理浄化槽からの転換で、既存を撤去した場合、90,000円を加算
※単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換を市内業者が施工した場合、30,000円を加算

姶良市

住宅

定住促進住宅

★ 姶良市では、北山地区、山田地区、漆地区、西浦地区、小山田地区に定住促進住宅があります。
それぞれ入居の条件や家賃、募集の時期等が異なりますので詳細は建築住宅課へお問合せくだ
さい。
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ふるさと移住定住促 ★ 姶良市の中山間地域における、市外からの転入者、市内からの転居者に対し補助を行います。
進事業
① 補助対象地区に新築又は築後3年未満の建売住宅を購入した場合
・住宅取得補助金
50歳以下の場合200万円、50歳超65歳未満の場合100万円
（土地購入経費及び、新築又は購入に係る取得費の1/2）
・引越費用補助金
市外からの転入の場合10万円、市内からの転居の場合5万円
（引越しに要した経費の1/2 ただし、その経費が5万円以上）
・子ども補助金
小学生以下の被扶養者1人あたり30万円（限度額100万円）
②補助対象地区の築後3年以上の建売住宅又は中古住宅（2新等以内の所有物件を除く）を購
入した場合
・住宅取得補助金
50歳以下の場合100万円、50歳超65歳未満の場合50万円
（購入に係る取得費の1/2）
・住宅増改築等補助金 50歳以下の場合100万円、50歳超65歳未満の場合50万円
(増改築に要した経費の1/2ただし、その経費が50万円以上)
・引越費用補助金
市外からの転入の場合10万円、市内からの転居の場合5万円
（引越しに要した経費の1/2 ただし、その経費が5万円以上）
・子ども補助金
小学生以下の被扶養者1人あたり30万円（限度額100万円）
③補助対象地区内の賃貸住宅を借用した場合
・家賃補助金
1月1万円とし、24月まで補助する（月額賃料の1/2）
・住宅増改築等補助金 50万円（増改築に要した経費1/2 ただし、その経費が30万円以
上）
・引越費用補助金
市外からの転入の場合10万円、市内からの転居の場合5万円
（引越しに要した経費の1/2 ただし、その経費が5万円以上）
※ ①、②については5年以上継続して居住すること、③については3年以上継続して居住する
ことを交付条件としています。

三島村

住宅

定住促進住宅建設 ★ ＵＪＩターン者を入居させるための住宅建設
事業
定住促進住宅（村営 ★ 村営住宅（村が新規で建設した住宅）
住宅）
（1）家賃
Ⅰ型住宅（世帯用） 月8,000円
Ⅱ型住宅（単身用） 月6,000円
（2）敷金
Ⅰ型住宅（60㎡以上）15万円
それ以外、5万円
犬・猫のペットを飼う場合10万円プラス
所得及び居住年数による使用料の割増あり

十島村

住宅

十島村

住宅

定住促進住宅（空き ★ 村営住宅（村が空家を改修した住宅）
家住宅）
（1）家賃 月5,000円
（2）敷金 50,000円
※犬・猫のペットを飼う場合10万円プラス
所得及び居住年数による使用料の割増あり

十島村

住宅

住宅貸付資金

★ ○住宅を新築または住宅の購入に必要な資金（１，５００万円以内）
○住宅の改築及び増築に必要な資金（３００万円以内）
○民宿を経営する目的で新・増築に必要な資金（２，２５０万円以内）
＊貸付条件…貸付利率：無利子
貸付期間：２５年以内
償還方法：年賦償還
延滞利息：延滞元利金につき年１４．６％
貸付金の償還が７５歳迄に終了すること
本村に住所を有するもので住所を定めてから１年以上経過している者

十島村

住宅

定住促進資金交付
事業（住宅等対策）

★ 本村に住所を定めてから１年以上経過している者で転入の日から１０年を経過していない者
○住宅を新築または取得した者に対して，１００万円または取得に要した費用のいずれか少な い
方の額を交付する。
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目
十島村

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

住宅

浄化槽設備修繕費
補助金

★ ○十島村内に住民票を有する方の住居用の建物に設置されている合併処理浄化槽の本体およ
びブロワー又は排水ポンプ等を修繕した管理者に、予算に応じてその修繕に要した費用の一部を
補助します。
・補助金額は30万円を上限とし、世帯主が70歳以上の場合修繕に要した額の3分の2、それ以外
は2分の1に相当する額（1,000円未満の端数は切り捨てる）とします。

さつま町 住宅

移住定住促進補助
金

★ さつま町に転入した際や町内間で転居する場合において，住宅を建設又は購入した場合，最高
170万円＋子育て加算（中学生以下１人につき10万円）の補助金を支給します。
下記（１），（２）のいずれかの条件に当てはまり，（３），（４）の条件を満たす方が対象となります。
（1）さつま町に定住する際に，住宅の建設又は購入する場合。
（2）さつま町内間で転居し，住宅の建設や購入を行う場合。
（3）公民会へ加入すること。
（4）町税等の滞納がないこと。
※対象条件や加算については，担当窓口へお尋ねください。
問合せ先 さつま町役場 ふるさと振興課 移住定住係 （電話）0996-53-1111

さつま町 住宅

若者定住促進家賃
補助金

さつま町へ転入した若者や新婚世帯に対して，正規雇用されるなど条件を満たすことにより最高
月額１万円の補助金を最長３年間支給します。
（1）平成３０年１月１日以降に転入・婚姻した世帯等で企業に正規雇用されていること
（2）申請日において町内に居住し，さつま町に住民登録していること
（3）さつま町の税金等に未納がないこと
など
※対象条件や補助金の算出方法などについては，担当窓口へお尋ねください。
問合せ先 さつま町役場 ふるさと振興課 移住定住係 （電話）0996-53-1111

さつま町 住宅

空き家情報バンク制 ★ さつま町にある空き家の所有者と賃貸・売買を希望する者のマッチングを図り，空き家の利活用を
度
図る制度です。
（空き家の管理については，所有者が自ら行う「直接型」と，町内不動産事業者が仲介を行う「間
接型」の２種類があります）
・空き家の賃貸及び売買を希望する方は，空き家利用希望登録申込書の提出が必要です。

さつま町 住宅

小型合併処理浄化
槽設置整備補助

長島町

住宅

空き家改修費補助金 ★ 空き家を改修する際に，家主もしくは借主に対して改修等に要する経費を補助する。
事業
１ 対象住宅
長島町空き家バンクに登録した空き家
２ 要件
５年以上住宅として使用する。
３ 助成内容
対象事業経費の３分の２を助成します。限度額は３３３万円です。

長島町

住宅

空き家バンク制度

★ 長島町における空き家の有効活用を通して，町内への移住・定住の促進を図り，また，Ｕターン・Ｉ
ターンのほか，町内ニーズにも柔軟に対応できる支援を実施するシステム

湧水町

住宅

宅地分譲事業

★ 住環境良好な宅地分譲の実施
○塔之原第２ニュータウン（残り1区画）
○上場地区分譲地（残り3区画）

★ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた
め，合併処理浄化槽を設置する方へ補助金を交付します。
（時吉地区広瀬地区田原地区のうち農業集落排水施設整備区域は補助対象外となります。）
＜新築の場合の補助額＞
＜改造の場合の補助額＞
５人槽 ２２１，０００円
５人槽 ３３２，０００円
７人槽 ２７６，０００円
７人槽 ４１４，０００円
１０人槽 ３６５，０００円 １０人槽 ５４８，０００円
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

湧水町

住宅

浄化槽設置整備事
業補助金

★ 【補助目的】
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため，合併処理浄化槽の設置者へ補助金を
交付する。
【補助対象】
町内において，専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して，予算の範囲内
で補助金を交付する。
【補助金額】
５人槽
３３２，０００円
６～７人槽
４１４，０００円
８～１０人槽
５４８，０００円
【その他】
既設の単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽に更新する(建築物の建て替えによる場合を
除く。)者には，上記金額に９０，０００円を加えた額を上限とする。

湧水町

住宅

空家空地バンク制度 ★ 町内における空家・空地の賃貸や売却を希望される所有者等から物件の情報を利用希望者へ提
供する制度です。

湧水町

住宅

空家リフォーム支援
事業

大崎町

住宅

空き家等バンク制度 ★ 町内の空き家や空き地の情報をホームページ等掲載し，利用したい人に紹介する制度です。
１ 対象物件
町内に点在する空き家、空き地(※)
(※)空き地とは，住宅などの建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある土地をいいます。
農地は対象となりません。
２ 要件
申請者は，所有者など所有権その他の権利を有し，物件の売買若しくは賃貸を行うことができる
方に限ります。
３ 対象期間
大崎町ホームページにおける情報公開期間は，登録日より２年間です。
（ただし，改めて登録申し込みを行うことにより再登録することができます。）

★ 空家・空地バンクに登録した物件のうち，賃貸借が決定した物件に対して，対象物件の改修工事
に要した費用，対象物件を利用するための家財道具撤去及び処理に要した費用について補助金
を交付します。
【補助対象者】
補助金の交付を受けることのできる者は，次に掲げる要件を全て満たす者。
（１）補助金の交付対象となる空家の所有者であること。
（２）入居予定者との賃貸借契約が締結されていること。
（３）入居予定者が，入居後湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。
（４）町内に主たる事業所を有する施工業者を利用すること。
（５）リフォーム後3年間以上，補助対象空家を湧水町空家・空地バンクに登録すること。
（６）親族間（３親等以内）の賃貸借ではないこと。
（７）町税等を未納していない者であること。
（補助対象空家）
補助対象空家は，湧水町空家・空地バンクに登録されている物件で，入居予定者が決定し賃貸借
契約が締結された物件。
【補助対象工事等】
補助の対象となる改修工事は，当該工事に要した費用が30万円以上で，要綱に定めるもの。
空家を利用するための家財道具撤去及び処理については，撤去及び処理に要した費用が5万円
以上であるもの。
【補助金の額】
補助金の額は，別表で定めた補助対象工事に要した費用に100分の30を乗じて得た額とし，50万
円を限度とする。
空家を利用するための家財道具撤去及び処理については，撤去及び処理に要した費用に100分
の50を乗じて得た額とし，5万円を限度とする。

25

鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

大崎町

住宅

空き家リフォーム促
進事業

★ 町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を助成しま
す。
１ 補助対象
（1）個人が自ら居住することを目的に建築した住宅
（2）１年以上継続して居住していない住宅
（3）築１０年以上経過した住宅
※アパート、マンションや賃貸住宅として利用されていたものは対象となりません。
２ 補助対象者
（1）賃貸または売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
（2）居住目的で使用賃貸または賃貸借した空き家を改修する方
３ 補助要件（次に掲げる要件全てに該当する方）
（1）市区町村民税等に滞納がないこと。
（2）町内の建築業者等（個人事業主を含む）に空き家の改修を発注すること。
（3）申請年度内に工事が完了すること。
（4）改修に要する経費が３０万円以上であること。
（5）町、県および国が行う他の補助制度の対象とならないこと。
（6）改修後、賃貸や売却のほか自己または親族等が居住するなど活用すること。
→賃貸や売却に当たっては、「空き家等バンク制度」に登録すること。
４ 補助対象経費
（1）住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
※直接居住に要しない部分（倉庫や外構、店舗部分など）の改修や備品の購入等は対象と
なりません。
（2）家財道具等の運搬及び廃棄に要する経費。
５ 補助金額
補助対象経費の２分の１以内で５０万円を上限とします。なお、補助金額の千円未満の端数
は切り捨てるものとします。
６ 申請上の注意
改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修中、改修後の
申請については受理できません。

大崎町

住宅

定住促進賃貸住宅
家賃補助事業

★ 転入世帯および新婚世帯が町内の賃貸住宅に入居した場合、家賃の一部を助成します。
１ 補助対象者
転入世帯または新婚世帯の世帯主で、次に掲げる要件すべてに該当する方
（1）世帯全員が大崎町に住所を有する者
（2）町内の賃貸住宅に新たに入居する者
（3）３万円を超える賃貸住宅の家賃を支払っている者
（4）世帯全員が市区町村民税等を滞納していない者
※転入世帯…転入の日から賃貸住宅に入居した日までの期間が１年未満の者かつ転入の日
前３年間において町内に住所を有していなかった者の属する世帯
※新婚世帯…婚姻届出後２年未満で、かつ申請年度の末日において夫婦いずれもが４０歳未
満である世帯
２ 補助期間
補助要件を具備した月（月の途中入居等の場合は、その翌月）から起算して２４月間
３ 補助金額
毎月の家賃から住宅手当等を減じて得た額の２分の１の額（千円未満の端数は切り捨て）と
なります。ただし、次の世帯主の区分に応じて定める金額を上限とします。
（1）転入世帯の世帯主
月額１万円（公的住宅の場合 月額５千円）
（2）新婚世帯の世帯主
月額１万円（公的住宅の場合 月額５千円）
（3）転入世帯かつ新婚世帯の世帯主
月額２万円（公的住宅の場合 月額１万円）
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鹿児島県内 市町村の移住・交流 支援策一覧表
令和元年８月１日現在
市町村名 項目

事

業

名

等

対

象

者

・

内

容

等

大崎町

住宅

定住住宅取得補助
事業

★ 町内に定住するために住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を助成しま
す。
１ 補助対象者
（1）転入日前の２年間において町内に住所を有しておらず、転入後２年以内に住宅を取得した
６５歳未満の世帯責任者
（2）義務教育終了前の子を扶養している世帯責任者
（3）夫婦どちらかが４０歳未満の世帯責任者
２ 補助要件（次に掲げる要件全てを満たす必要があります）
（1）申請日前の１年以内に住宅を新築または購入（中古住宅を含む）すること
（2）新築または購入した住宅に引き続き５年以上定住すること
（3）居住地の自治公民館に加入すること
（4）市区町村民税等に滞納がないこと
※建て替えとみなされる場合は対象外となります。
３ 補助金額
住宅の取得経費の総額の５分の１を助成します。ただし，補助限度額は下記のとおりです。
・補助基本額
１世帯につき
２０万円
・転入者加算金
１世帯につき
５０万円（転入者のみ対象）
・子育て世帯加算金 義務教育終了前の子が１人の世帯
１０万円
義務教育終了前の子が２人以上の世帯 ２０万円
・地域活性化加算金
１０万円
※下記の地区に住宅を取得した場合は，地域活性化加算金が補助されます。
【持留地区】
…横内，黒石，上・中・下・西持留，大佐土原，下原，永吉集落
【釜ヶ宇都地区】…桜野，釜ヶ宇都，篠段，池段集落
【水之谷地区】 …若松，上・中・下・東水之谷，籠谷，東川，上別府，馬場下集落
４ 対象期間
住宅を新築または購入の日（登記完了後）から１年以内

大崎町

住宅

合併処理浄化槽補
助事業

★ 合併処理浄化槽を新たに設置する場合，経費の一部を助成します。
１ 対象者
公共下水道区域外で合併処理浄化槽を新たに設置する方
２ 補助金額
【新設または汲取りから合併処理浄化槽に変更する場合】
（1）５人槽（専用住宅130㎡以内）
332,000円
（2）６～７人槽（専用住宅130㎡以上）
414,000円
（3）８～10人槽（併用住宅、２世帯住宅など）
548,000円
【既存の単独浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合】
（1）～（3）補助金額に90,000円を限度として加算
（1）５人槽（専用住宅130㎡以内）
422,000円
（2）６～７人槽（専用住宅130㎡以上）
504,000円
（3）８～10人槽（併用住宅、２世帯住宅など）
638,000円
３ 申請上の注意
（1）申請に係る書類作成や提出等は，設置業者が代行しますので，申請者本人が手続きする必
要はありません。
（2）設置工事着工前に申請し，町より交付決定を受けてください。設置中，設置後の申請について
は受理できません。
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東串良町 住宅

合併浄化槽補助金
制度

★ 補助金の交付対象となる経費は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、補助金の額は
別表第２の１欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の２欄に定める額とする。
２ 既存の単独浄化槽を撤去し、合併浄化槽を設置する場合は、それぞれ同表の３欄に定める額
とする。
１ 人槽区分
２ 補助額
３ 補助額
（新築）
（改造）
５人槽
221,000円（271,000円）
422,000円（472,000円）
７人槽
276,000円（326,000円）
504,000円（554,000円）
10人槽
365,000円（415,000円）
638,000円（688,000円）
（ ）内は、町内の施工業者に発注した場合の額
【対象・条件等】
１ 町長は、地域内において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の
範囲内で補助金を交付する。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付し
ない。
(１) 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和25年法律第201
号）第６条第１項に基づく確認を受けずに、小型合併処理浄化槽を設置する者
(２) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(３) 国、県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設で小型合併処理浄化槽を設置する者

東串良町 住宅

移住促進事業

★ 町外から定住の意思をもって平成29年1月1日以後に本町に転入し、東串良町に住民票がある方
で、次の要件をすべて満たしている方を対象とします。ただし、町外に3年以上住民票があった方
に限ります。
①町内に住宅を新築もしくは購入し、当該住宅に居住している。
②当該住宅に引き続き5年以上居住する意思がある。
③配偶者もしくは義務教育終了に満たない者を扶養している。
④本町における居住地の振興会（自治会）に加入している。
⑤過去3年度のわたり市町村民税の滞納がないこと。
補助額・・・（新築の場合） 基本額15万円（最大115万円）
※基本額に次の要件でそれぞれ加算されます
○扶養している義務教育終了未満の者1人につき 10万円（最大30万円）
○町内の設計業者と契約した場合 10万円
○町内の建築業者と契約した場合 50万円
○柏原小学校校区に建築した場合 10万円
（購入の場合） 基本額15万円（最大55万円）
※基本額に次の要件で加算されます。
○扶養している義務教育終了未満の者1人につき 10万円（最大30万円）
○柏原小学校区の住宅を購入した場合 10万円
住宅を取得してから1年以内に申請

東串良町 住宅

空き家改修事業

★ 定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資するため、本町の空き家バ
ンクに登録した物件に対し改修に係る費用の一部を補助金として交付します。(予算の範囲内)
【補助対象者】
（１） ３親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用でないこと。
（２） 改修工事完了日から起算して５年間、空き家の転売及び処分を行わないこと宣誓
すること。
（３） 町税等の滞納がないこと
（４） 地域の活性化の推進に協力する意思を有していること。
【補助対象事業】
（１） 町内の施工業者が施工する改修であり、当該年度内に完了すること。
（２） 所有者が行う改修については、空き家バンクに登録しており、改修後５年間は
継続して貸与すること。
（３） 移住者が行う改修については、自ら定住する目的で購入又は賃借した空き家の
改修であること。
【補助対象経費及び補助率】
この補助金の交付対象となる経費は、住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善に要する
経費とし、補助率を２分の１以内とする。ただし、１件当たりの補助金は５０万円を限度とし同一物
件に対し１回限り。
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錦江町

住宅

定住促進住宅事業

★ 高校生以下の子どもを扶養している方が、控除対象住宅（定住促進住宅）に入居された場合、家
賃を控除します。
１．対象住宅････定住促進住宅
２．要件････・・・・高校生以下の子どもを扶養していること
３．助成内容････対象子ども1人につき、5,000円控除。ただし、10,000円を下回る家賃は無いも
のとする。

錦江町

住宅

空き家リフォーム支
援事業

★ 錦江町の空き家をリフォームする場合、一部を補助します。
１．対象空き家 錦江町空き家バンクに登録されている物件
２．要件 ①補助対象の空き家の所有者であること
②入居予定者が入居後、錦江町内に住民登録を行うこと
③施工者が町内の業者であること
④町税等の滞納がないこと
３．助成内容 対象工事費の20％ 最高30万円を補助
※家財道具撤去及び処理のみの場合は最高10万円

錦江町

住宅

空き家バンク制度

★ 錦江町に存する空き家の登録並びに，錦江町に定住することを目的とした空き家の利用を希望す
る者の登録及び希望者に対し，空き家の紹介を行う制度
※空き家バンクを介して取得した住宅をリフォームする場合、対象工事費の20％ 最高60万円を
補助します。 詳しくは町ホームページをご覧ください。
「錦江町ホームページ トップ→［空き家バンクバナー] 」

錦江町

住宅

住宅リフォーム促進
事業

★ 自己が居住する住宅を改修する場合、その経費の一部を助成します。
１．対象者 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている方
２．要件
①.町税等の滞納がないこと
②.自己所有し、現に居住している住宅であること
③.工事経費が20万円以上の工事であること
④.施工者は町内の業者であること
３．助成内容
①.一般世帯 対象工事費の10％ 最高15万円を補助
②.子育て世帯 対象工事費の20％ 最高30万円を補助
（高校生以下の子どもが同居している世帯）
③.高齢者等世帯 対象工事費の20％ 最高30万円を補助
（65歳以上の高齢者又は4級以上の身体障害者手帳若しくは2級以の精神保健福祉手帳の交付
を受けている方が居住している世帯）

錦江町

住宅

錦江町合併浄化槽
設置整備事業

★ 合併浄化処理槽を新たに設置する場合、費用の一部を補助金として交付します。なお、町内業者と町
外業者では、補助金が異なります。
【補助金額】
人槽区分
町内業者の施工
町外業者の施工
5人槽
432,000円（532,000円）
382,000円 （482,000円）
6～7人槽
514,000円（614,000円）
464,000円 （564,000円）
8～10人槽 648,000円（748,000円）
598,000円 （698,000円）
※（）は、単独浄化槽を撤去して、合併処理浄化槽に入れ替える場合の補助金額

錦江町

住宅

固定資産税減免制
度

★ 錦江町内の法人及び個人の建築業者と請負契約がなされ、新築された住宅について固定資産税を減
免します。
１．対象住宅
①.平成19年1月2日～平成31年1月1日に新築された住宅
②.錦江町内の法人及び個人の建築業者と請負契約がなされた新築住宅
２．減免の期間
3年間
３．助成内容
①.50平方メートル以上120平方メートル以下、地方税法の減額と合わせて全額減免
②.120平方メートル以上280平方メートル以下、地方税法の減額と合わせて120平方メートルまで
の税額が全額減免
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南大隅町 住宅

定住促進住宅取得
資金補助金

南大隅町 住宅

空き家・空き地バンク ★ 「空き家・空き地バンク」とは、住宅の所有者管理者から住宅の空き室家・空き家地に関する情報
提供を受け、移住・交流者向けの物件情報を公開するとともに、必要に応じて仲介支援を行うこと
で、移住・交流者や希望者の円滑な住宅確保を支援するものです。ただし、双方の必要な連絡調
整は行いますが、空き家に関する条件等の交渉、契約については関与しません。

肝付町

住宅取得促進助成・ ★ ■住宅取得促進助成
住宅リフォーム支援
人口減少を抑制するとともに定住化を図り，活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資す
事業
ることを目的として、住宅を取得し定住する者に対して，助成金を交付します。
【実施年度】H29～31
○町内における住宅取得
新築住宅又は建売住宅を取得した場合 ２０万円
中古住宅を取得した場合 １０万円
○上記に対する加算
転入 単身者・夫婦で転入した場合 １０万円加算
単身者・夫婦以外に構成員がいる場合 ２０万円加算
子育て・新婚 同一世帯に高校生以下の子どもがいる場合 １０万円加算（商品券）
婚姻から３年以内で、子どもがいない世帯 １０万円加算（商品券）
施工業者 新築住宅の施工が町内業者である場合 １０万円加算

住宅

★ 町外から移住し、住宅を建築または購入に対して最大100万円を補助し、また、空き家を賃貸希望
者が確実にいる場合の改修費に対して最大25万円を補助します。
（新築・購入）
・年齢要件 70歳未満の定住希望者
・補助金
契約額の10％以内上限100万円
・加算金
地域加算・家族構成・年齢特例加算あり
（改修）
・空き家を賃貸希望者が確実にいる場合、所有者に補助
・補助金
契約額の1/2、上限25万円

■住宅リフォーム支援事業
肝付町では、住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者を
利用して、住宅のリフォームを行う場合に、予算の範囲内でその経費の一部を助成します。
【助成額】
助成対象経費の15%（上限15万円）
【加算金】
ア 同一住宅に、親と子と孫の３世代以上の親族で居住するもの
イ 高校生以下の子供が同居する子育て世帯
ウ 65歳以上の高齢者又は４級以上の身体障害者手帳、３級以上の精神保健福祉手帳、
Ｂ１以上の療育手帳の交付を受けている方が同居する高齢者等世帯
エ ２年以上の居住実績のない住宅で、現在空き家バンクに登録してあるか、改修後、空き家
バンクに登録するもの
※ア～ウの加算金は、助成対象経費の10パーセントに相当する額とする。（上限10万円）
エの加算金は、助成対象経費の20パーセントに相当する額とする。（上限20万円）
【助成対象要件】
・助成金交付の対象となる経費（消費税を含む）が20万円以上であること
★ ・町内業者等が施工すること
空き家の有効活用を通して，定住促進による地域活性化を図るために，町が空き家の情報の提
供を行います。
空き家を貸したい方に空き家の情報を登録していただき，空き家を借りたい方に空き家の情報を
町のホームページや窓口で提供します。

肝付町

住宅

空き家バンク制度

肝付町

住宅

空き家バンク登録推 ★ 空き家バンク制度への空き家の登録を促進、肝付町内にある使える空き家の利活用を促し，空き
進助成金
家の増加防止を図ることを目的として，空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して、助成金
を交付し、移住者が住環境を選択する際に選択肢が増えるよう、空き家バンク制度の登録促進を
図ります。
【実施年度】H29～31年度
○登録する空き家に係る家屋に対して賦課された固定資産税額に相当する額とし、上限が5万円
で5千円以下であるときは、5千円を助成金の額とする。

肝付町

住宅

空き家成約助成金

★ 町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンク
に登録した空き家を移住希望者又は町内在住者が利活用し，成約した場合において所有者に対
して、助成金を交付します。
【実施年度】H29～31年度
○助成金の額は5万円。
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肝付町

住宅

空き家家財道具等処 ★ １．対象者
分補助金
空き家バンク登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した所有者または入居者
２．対象経費
上記物件の残存する家財道具等の処分・拠出に要する経費
３．補助金額
対象経費の１／２（１０万円上限）
※ この補助金は事前（処分等を行う前）に申請が必要となります。
※ この補助金の運用期間は平成33年3月31日までになります。

肝付町

住宅

合併浄化槽補助金
制度

★ 町内全域において専用住宅に国庫補助指針に適合する小型合併処理浄化槽を設置する方に対
して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
■新築
５人槽
110,000円
６～７人槽 138,000円
８～10人槽 182,000円
■単独浄化槽から転換
５人槽
432,000円
６～７人槽 514,000円
８～10人槽 648,000円
※町内業者で設置工事をした場合50,000円加算
■くみ取りから転換
５人槽
332,000円
６～７人槽 414,000円
８～10人槽 548,000円
※町内業者で設置工事をした場合50,000円加算

肝付町

住宅

エコキュート設置費
補助

★

省エネ・低ＣＯ2排出なライフスタイルを実践していただくために、台所やお風呂への給湯機のな
かで特にエネルギー効率が高く環境にやさしい自然冷媒ヒートポンプ給湯機『エコキュート』を設置
した方に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
■対象者
・町内に住所のある方
・町税等の滞納がないこと
■補助額
エコキュート1台の導入につき40,000円

肝付町

住宅

住宅用太陽光発電
設備の設置補助

★

地域の温暖化防止およびクリーンエネルギー導入の普及を図るため、住宅用太陽光発電システ
ムを設置した方に、その費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
■対象の設備
太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）に登録されている最大出力10kw未満のシステムで、国
の住宅用太陽光発電導入支援対策費の対象となっていた太陽光発電システム
■対象者
・町内に住所のある方
・町税等の滞納がないこと
■補助金
1kwあたり35,000円（補助上限額140,000円）

肝付町

住宅

ホームエネルギーマ ★ ホームエネルギーマネージメントシステムの普及を促進することにより、省エネを通じた環境保全
ネジメントシステム
やスマートコミュニティの構築を推進し、環境にやさしく住みやすいまちづくりに取り組みます。
（HEMS）の設置費補
■対象者
助金
町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
町税等に滞納がない者 他
■助成額
補助対象経費の２分の１（上限は５万円）
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肝付町

住宅

住宅用リチウムイオ ★ 住宅用太陽光発電システムで創生した電力の地産地消及び災害等による停電時における独立電
ン蓄電池の設置費補
源設備の普及を促進することにより、エネルギーの自給率の向上及び災害に強い地域づくりに取
助金
り組みます。
■対象者
町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
町税等に滞納がない者 他
■助成額
１基あたり８万円

肝付町

住宅

住宅用燃料電池(エ ★ 地球資源の保全や温暖化防止に大きく貢献できる住宅用燃料電池の設置者を支援し、電力の地
ネファーム)の設置費
産地消及び災害等による停電時における独立電源設備の普及を促進することにより、エネルギー
補助金
の自給率の向上及び災害に強い地域づくりに取り組みます。
■対象者
町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
町税等に滞納がない者 他
■助成額
１基あたり８万円

中種子町 住宅

空き家バンク制度

★

空き家の有効活用を通して，定住促進による地域活性化を図るために，町が空き家の情報の提
供を行います。
空き家を貸したい方に空き家の情報を登録していただき，空き家を借りたい方に空き家の情報を
町のホームページや窓口で提供します。
http://town.nakatane.kagoshima.jp/nakatane10/nakatane02.html

中種子町 住宅

地域定住支援事業

★ 市街地校区を除く指定地域（星原校区，納官校区，増田校区，油久校区，南界校区，岩岡校区）に
住宅を新築，購入又は改修して定住する人に対して，助成金を助成します。
１ 指定地域
・星原校区，納官校区，増田校区，油久校区，南界校区，岩岡校区
２ 要件等
・満５０歳以下の夫婦若しくは夫婦と子からなる世帯又は配偶者のいない満５０歳以下の女子
で現に満２０歳に満たない者を扶養している母子家庭若しくはこれに準ずる父子家庭の世帯。
・指定地域に５年以上継続して定住する意思のある者。
・居住地の自治会に加入する者。
・自ら居住することを目的として，指定地域に住宅建築，住宅購入，住宅改修を行おうとする
者。
３ 助成内容
・住宅建築・・・住宅建築費用が５００万円以上，補助率１０％
・住宅購入・・・住宅購入費用が２００万円以上，補助率１０％
・住宅改修・・・住宅回収費用が２００万円以上，補助率２０％
※ いずれも限度額は１００万円
・同一世帯内に義務教育終了前の者がいる場合は，１人につき１０万円の加算金（限度額３０
万円とする）がある。

中種子町 住宅

定住促進住宅整備
事業

★ I・Uターン者及び地域後継者に貸し付ける住宅として，町内建築業者等により概ね６０㎡以上の空
き家の改修を行った者に対し，補助金を交付する。
１ 補助を受けるための条件等
・補助を受けた住宅を改修終了月から少なくとも３年間は，I・Uターン
者及び地域後継者のために確保することを確約すること。
・入居予定者が所有者等と２親等以内の血族・姻族でないこと。
・貸家業を営む方でないこと。
・対象となる改修費用が１０万円以上であること。
２ 対象となる改修費用
・家屋本体・畳・電気・水道・トイレ・ガス・風呂・流し台などの改修
にかかった費用。ただし，器具類については補助対象となりません。
３ 補助内容
・対象費用の３分の２で，３０万円を限度とする。ただし，１千円未満
の額については，切り捨てとする。
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南種子町 住宅

空き家バンク制度

★ 空き家の情報提供を行います。
空き家の売買、賃貸を希望する空き家の所有者から申し込みを受けた情報を、南種子町への定
住を希望する方に対して情報提供します。

南種子町 住宅

移住定住促進補助
金

★ 本町に移住や定住をする方の住環境を整備するため、住宅購入や空き家改修費用の助成を行い
ます。
【対象者】
・本町に移住を希望する者
・本町にお住まいで、上中地区を除く地区に定住を希望する者。
・南種子町空き家バンク登録物件の所有者、居住者。
【補助金額】（補助限度額200万円）
①上中地区を除く地区の新築費用の20%
②中古物件購入費用の20%（上中地区については移住者のみで補助率10%）
③空き家バンク登録物件の改修等費用の50%
④上中地区を除く地区で①～③の事業を行った物件に同居する中学生以下の子ども１人につい
て20万円を加算（※補助限度額を上限とする）
【その他】
詳細についてはお問い合わせ下さい。
※この事業は今年の10月1日から開始されました。

屋久島町 住宅

口永良部島定住促
進住宅

★ 口永良部島における移住者の定住を促進するための公営住宅を設置しています。
①家賃 月10,000円
②使用期間 7年間を限度とする。
③入居資格
(１) 口永良部島に定住を希望し、島の活性化に意欲的に取り組むことができる者であること。
(２) 家賃等を支払う能力を有する者であること。
(３) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の
事情にある者その他の婚姻の予定者を含む。）があること。
(４) 入居しようとする者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３
年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者

屋久島町 住宅

島内産材需要拡大
対策事業

★ 屋久島で産出される木材を使用した木造住宅等を建築する大工・工務店等（緑のパートナー工務
店）に対して補助を行っています。
屋久島で産出される木材を使用した木造住宅等について
○新築住宅の構造材に認証材を80％以上使用すると、認証材使用全量に対し15,000円／㎥の補
助
○増改築で５㎥以上使用に対し、15,000円／㎥の補助
但し、１件につき40万円を上限とする。

屋久島町 住宅

春田定住団地分譲

★ 定住環境の整備を目的として、屋久島町安房春田地区に住宅用地を造成し、購入される方を募集
しています。

屋久島町 住宅

小型合併処理浄化
槽設置整備事業補
助金

★ 町内全域において、建築物に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助
金を交付します。
〇既存の専用住宅５人槽 604,000円
〇既存の専用住宅６人槽から７人槽まで 681,000円
〇既存の専用住宅８人槽から10人槽まで 836,000円
〇新築の専用住宅５人槽 423,000円
〇新築の専用住宅６人槽から７人槽まで 502,000円
〇新築の専用住宅８人槽から10人槽まで 647,000円
○専用住宅11人槽以上 100,000円
○専用住宅以外の建築物 100,000円
小型合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽の撤去に要する費用が生じた場合には、上
記の補助金に９万円を上限として加算できます。

大和村

住宅

住宅改修助成金

★ 大和村では，村民の居住環境の改善を促進することで，人口減少に歯止めを掛け，定住人口の
増加を図るため，空き家及び現在居住している住宅の改修等に要する経費に対し，予算の範囲内
で助成金を交付します。
助成金の額は，助成対象工事に要する経費の１／２の額とし，５０万円を上限に助成します。

宇検村

住宅

新築住宅助成金

★ １住宅当たり新築費用の１０パーセント以内、上限価格を１００万円支給を支給します。
・定住及びIターン、Uターン者
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宇検村

住宅

中古住宅購入助成
金

★ １住宅当たり新築費用の１０パーセント以内、上限価格を５０万円支給を支給します。
・定住及びIターン、Uターン者

宇検村

住宅

住宅改修費助成金

★ １住宅当たり住宅改修費用の２０パーセント以内、上限価格を３０万円支給を支給します。
・定住及びIターン、Uターン者

宇検村

住宅

村営住宅料助成金

宇検村

住宅

合併処理浄化槽設
置整備補助金制度

★ １世帯月額５千円助成（期間は、1年間）
・18歳以下の者と同居し、その者を扶養する世帯。
・Iターン、Uターン者
・１８歳以下の者と同居
★ 生活排水による公共区域の水質汚濁を防止することを目的に、合併処理浄化槽を設置する際に
かかる費用の一部を補助しています。

瀬戸内町 住宅

新築住宅助成金

★ 町外から定住の目的で，町内に住宅を新築された方へ、助成金を支給します。
1 対象者 町外から定住の目的で，町内に住宅を新築された方
２ 助成額 上限２００万円

瀬戸内町 住宅

中古住宅購入助成
金

★ 町外から定住の目的で，町内の中古住宅を購入された方へ、助成金を支給します。
1 対象者 町外から定住の目的で，町内中古住宅を購入された方
２ 助成額 上限５０万円

瀬戸内町 住宅

住宅リフォーム等助
成金

★ 町内業者を活用して住宅をリフォームされる方に助成金を支給します。
1 対象者 町内に住民登録し、居住かつ住宅を所有している方
（申請者が借家人でもOK）
（借家人が申請する場合，所有者の承諾が必要です。）
２ 助成額 ５０万円以上の工事１件につき２０万円

瀬戸内町 住宅

空き家バンク

★ 町内の空き家をホームページに掲載し、利用を希望される方々へ紹介しています。
町は物件利用希望者と不動産業者等の仲介をいたしますが、交渉・契約に関する仲介行為は行
いません。

瀬戸内町 住宅

定住促進住宅

★ 町内の空き家を町が12年間借上げ、改修し移住希望者へ貸し出します。12年間の固定資産税は
町が支払ます。
入居には審査が必要となります。

瀬戸内町 住宅

合併処理浄化槽設
置整備補助金制度

★ 生活排水による公共区域の水質汚濁を防止することを目的に、合併処理浄化槽を設置する際に
かかる費用の一部を補助しています。

龍郷町

住宅

合併処理浄化槽設
置補助

★

龍郷町では浄化槽の設置からその後の維持管理までを町が主体となって行う「市町村設置型」
制度を行っています。浄化槽本体を設置するために必要な工事費用の個人負担は約１割です。
ただし、この工事負担金のほかに宅内や宅外の配管工事等が必要になりますが、これらの費用
については全額個人負担になります。

龍郷町

住宅

荒波校区活性化対
策賃貸住宅家賃補
助金

★

龍郷町の中でも人口減少と高齢化が著しい東シナ海側に位置する荒波校区の児童生徒の減少
への対策の一つとして、小中学生の児童生徒を持つ世帯で、校区外からの転入者に対して、月額
上限３万円の家賃補助を行っています。
【補助対象者】
１.同一世帯に小学生及び中学生の子供がいる者
２.荒波地区内に住所を移し、かつ、居住する者 ただし同地区内の住居者を除く
３.前住所地及び龍郷町に納付納入すべき税及び使用料等を滞納していない者
４住宅手当の支給を受けている者がいないこと
※その他要綱に定めていること

喜界町

住宅

浄化槽設置補助

★ 合併浄化槽設置の助成（下水道対象外の地域）

喜界町

住宅

喜界町空き家バンク ★ 賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、喜界町
で住宅等をお探しの方に情報を提供するための制度です。
喜界町空き家バンク：https://www.town.kikai.lg.jp/kankou/kanko-iju/iju4.html
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徳之島町 住宅

定住促進住宅

★ 定住促進及び地域の活性化を図るため、町北部の金見集落で民間の物件を町が借り上げ改修し
「定住促進住宅」として移住希望者に転貸しています。期間は2年未満。
(１) 集落の活性化の担い手となる者
(２) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
(３) 住所を本町に有し、又は入居後、本町に移すことが確実であること。
(４) 入居有資格者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条
第６号に規定する暴力団員でないこと。
(５) 居住地の町税及び使用料を滞納していないこと。
※群島外より移住希望の方、若しくは群島外より本町に移住して一年未満の方であること。

徳之島町 住宅

合併浄化槽設置の
助成

★ 合併処理浄化槽設置者に対して補助金を支給。

徳之島町 住宅

公共下水道への接
続工事費の補助制
度
民間住宅リフｵーム
助成

★ 公共下水道への加入促進を図るため接続工事費の補助制度。

徳之島町 住宅

★ 町内の施工業者を利用して、個人住宅のリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。

天城町

住宅

空き家バンク

★ 賃貸を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し天城町で住宅
等をお探しの方に情報を提供するための制度です。

天城町

住宅

浄化槽設置補助

★ 天城町全域において専用住宅に小型合併浄化槽を設置するものに対して、予算の範囲内で補助
金を交付する。
○5人槽 332千円 ○6～7人槽 414千円 ○8～10人槽 548千円
なお、単独浄化槽から合併浄化槽への取り替え費用については、撤去費90千円を補助し，さら
に、単独浄化槽及び汲み取りから合併浄化槽への取り替えの場合は、100千円を上乗せ補助（町
単独補助）

天城町

住宅

家庭用生ごみ処理機 ★ 家庭から排出される生ごみの減量化・資源化を推進するため、家庭用生ごみ処理機の購入額の７
購入費助成事業
０％以内、限度額５万円を助成します。

伊仙町

住宅

空き家バンク制度

★ 大学との業務提携のうえ、町内にある空き家のあっせんを行っております。
伊仙町公式ホームページ http://www.town.isen.kagoshima.jp/

伊仙町

住宅

浄化槽設置補助

★ 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併浄化槽設置に関する費用の一部を補
助する制度です。
【対象者】
・主に居住の用に供する建物又は、延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供する建物で事業
活動に伴って生じる汚濁水を排出しない建物をいう。
【助成額】
・５人槽→332.000円まで。
・６～７人槽→414.000円まで。
・８～10人槽→548.000円まで。
・単独浄化槽撤去90,000円

和泊町

住宅

空き家バンク

★ 賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、和泊町
で住宅等をお探しの方に情報を提供するための制度です。
条件や対象はありません。
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等

和泊町

住宅

和泊町定住促進住 ★ 和泊町定住促進住宅用地は，定住促進や地域活性化のため，また，町有地の有効活用という視
宅用地の貸付及び譲
点で，遊休町有地を住宅用地として定住希望者に一定期間貸し付け，その貸付期間の経過後，
渡
借受者に土地を無償譲渡等するものです。
【貸付期間及び譲渡】
定住促進住宅用地の貸付期間は15年とし，この期間が経過した後，借受人に無償で譲渡するこ
ととします。
【貸付対象者】
定住促進住宅用地に永住することを前提として，町外から和泊町に住所を移すことができる者又
は過去１０年以内に和泊町に転入し居住した者
年間所得が120万円以上ある者
賃貸借契約締結の日から３年以内に居住用の住宅の建築に着手することが確約できる者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定す
る暴力団員でない者
前各号に規定するもののほか，町長が必要と認める基準に該当する者

知名町

住宅

「空き家バンク」空き ★ 賃貸・売却を希望する空き家等の所有者から、対象物件の情報を基に町が物件を登録し、知名町
家等情報登録事業
で住宅等をお探しの方に情報を提供するための制度です。
条件や対象はありません。

知名町

住宅

知名町空き家利活用 ★ 知名町に永く居住する意思をもって町外から転入される方を対象に「定住促進住宅」を７戸設置し
事業（定住促進住
ています。
宅）
＜家賃＞
１年目、月額5千円／2年目、月額2万円／3年目、月額3万円
＜預託金＞
2万円
＜入居期間＞
３年未満
＜入居要件＞
・知名町に永く居住する意思をもって町外から転入しようとする者であること。
・自ら居住するための住宅を必要とする者若しくは自ら居住するための住宅を必要とする者のうち
現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。以下「同居親族」という。）がある者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号第2条第6号に規定する
暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。
・同居親族が暴力団員でないこと。
・申込時において住所を有する市町村の税等を滞納していないこと。

与論町

住宅

合併浄化槽設置費
用の補助

★ 合併処理浄化槽設置者に対して予算の範囲内において補助金を支給。
町に対し，事前の申込が必要。

与論町

住宅

定住促進住宅

★ 与論町に居住しようとする者で、住宅に困窮している者に対して住宅を貸与することにより、定住
の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅を設置。
【入居者資格】
(１)与論町に移住を希望する町外在住の方
(２)災害等により住宅を失った島内の方
(３)ふるさと留学生
【入居可能期間】
原則２年間（ふるさと留学生は高校卒業まで）
【家賃・共益費等】
・敷金 70,000円
・家賃 35,000円
・共益費 2,000円
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