￥

補助金活用で
もっと暮らしやすく

町では、町民の皆さんの暮らしをサポートするために、様々な補助金や手当等を
取り扱っています。該当すると思われるかたはお気軽にお問い合わせください。
ここでは、今年度新しく創設されたものの内２つを紹介します。
次のページには、その他の補助金等の一覧がありますので、活用してください。

明和町で働き、明和町に住もう！！

明和町 M ターン促進奨励金
町では、雇用促進および定住人口の増加をはかるために、町
内に移住・定住をして、町内企業に勤務・就農された場合に奨
励金を交付します。

また、上記のかたを雇用した企業にも奨励金が交付されます。
次のいずれかに該当するかた

① 新築住宅または中古住宅を購入し、平成３０年
対

象

4 月 1 日以降に転入した町内在勤・就農のかた

② 平成 30 年 4 月 1 日以降に転入した町内在勤・
就農のかた

③ ①および②のかたを雇用する事業者
問合せ先

産業振興課商工係（内線１２４）

J ターン

地方から大規模な都市へ移住したあと、
地方近くへ移住すること
U ターン

地方から都市へ移住したあと、再び地方
へ移住すること
I ターン

都市から地方へ移住すること
孫ターン

都会で生活する若い世代が、祖父母の暮
らす地方に移住すること
明和（MEIWA）の頭文字と、
JUI ターン＋孫ターンをかけると・・・
明和町独自の

２０周年を記念した事業を推進！

町制施行２０周年記念事業補助金支給
町では、町に関係する各種団体企業等が、町制２０周年を記
念した事業を自主的に企画、実施する場合、事業に必要な経費
に対し、補助金を支給します。

町内の団体企業等が、４月１日から平成３１年３月
対

象

３１日までの間で、町制施行２０周年を記念する目
的で自主的に企画、実施する事業。ただし以前から

実施している事業については、町制施行２０周年を
記念するために拡充した場合に限る。

金

額

問合せ先

補助対象経費の合計額（上限１０万円）

企画財政課企画政策係（内線２２３）

M ターン

■生活

支援金

４月１日以降に転入し、町内の介護サービス事業所へ介護職員として雇用されたか
たに支給（５万円、Ｍターン促進奨励金に上乗せ）

問

介護福祉課

ＮＥＷ 介護施設新規就労者

説明

介護保険係

名称

ＮＥＷ 新生児聴覚検査費用助成 新生児の聴覚検査費助成（１件３，０００円）
医師の診断を受けた不妊治療で、特定不妊治療（体外受精等）を除く検査費および
治療費、薬剤投与費（男性不妊も含む）の自己負担額の２分の１を補助（１年度上
限１０万円）要保健指導

不妊治療費助成事業
（特定不妊治療費）

特定不妊治療費（体外受精および顕微授精）の医療保険適用外の検査費および診療
費の自己負担額の２分の１を補助（１年度上限１５万円）要保健指導

不育症治療費助成事業

医師の診断を受けた不育症治療で自己負担額の２分の１を補助（１年度上限３０万
円）要保健指導

妊婦健康診査支援事業

町に妊娠届書を提出したかたを対象に妊婦健康診査受診票を交付（１４回分）

健康づくり課 健康づくり係

不妊治療費助成事業
（一般不妊治療費）

子どものインフルエン １歳～１５歳（中学生）の子どもがインフルエンザ予防接種を受けた場合、１回に
ザ予防接種費用助成
つき費用の２分の１を助成（上限２, ０００円）※最大２回まで助成
先天性風しん症候群の発生予防のため、次のいずれかに該当する町民①妊娠を希望
風しん予防接種費（任 する女性②妊娠を希望する女性の配偶者③妊婦の配偶者
意）助成
※ただし、予防接種を２回以上受けていないかた、または抗体価の低いかた。風し
ん単独ワクチン（１件３, ０００円）、麻しん風しん混合ワクチン（１件５, ０００円）
公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・抹消血幹細胞提供あっせん事業において、
骨髄移植ドナー助成事 骨髄・抹消血幹細胞の提供を行ったかた。または最終同意後に骨髄等の提供が中止
業
になったかたの提供に係る通院。入院または面談の日数に２万円を乗じた額を助成
（１回の提供につき１４万円を限度）

国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者が、人間ドックを受診した場合助成（上
人間ドック等検診費助 限日帰り１万５, ０００円、１泊２日３万円、脳ドック単独１万５, ０００円、日帰
成金
り＋脳ドック３万円）※ただし、特定健康診査等を受けたかたや国民健康保険税ま
たは、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は除く
出産祝金支給事業

健康づくり課
保険年金係

後期高齢者肺炎球菌ワ 町に住民登録のある７５歳以上（接種当日）のかたで、肺炎球菌予防接種を受けた
クチン予防接種費用の 場合、接種費用の一部（２, ０００円）を助成※ただし、過去に肺炎球菌予防接種を
一部助成
受けたかたは除く

出産前に、１年以上町に居住し、かつ町税を滞納していないかた。また、出産時に
１年に満たないかたでも、町民となって１年を経過すれば申請可。それぞれ６０日
以内の申請が必要（第１子１０万円・第２子２０万円・第３子以降３０万円）をそ
れぞれ３回（出生時・３歳・６歳）に分けて支給

ひとり親家庭等の児童の入進学時等に支度金を支給。こども園（町外の幼稚園・保
ひとり親家庭等の児童
育園含む。再入園は除く）入園時１万円・小学校入学時１万２, ０００円・中学校進
の入進学等支度金
学時１万５, ０００円・中学校卒業時２万円
町民で義務教育終了前の児童が、交通遺児となった場合（４・７・１０・１月の４
回支給。乳幼児１, ５００円・小学生２, ５００円・中学生３, ０００円いずれも月額）
支給

福祉タクシー利用料金
助成事業

身体障害者手帳の１・２級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受
けているかた、７０歳以上のみの世帯、７０歳以上のかたと６５歳以上のかたで構
成する２人暮らし世帯、母子家庭世帯等で車のないかたを対象に基本料金分を補助

介護福祉課

交通遺児手当

福祉係

特定医療費（指定難病）在宅で生活される特定医療費（指定難病）受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者
等受給者見舞金支給事業 証をお持ちのかた、人工肛門装着患者、人工透析療法対象者に月額３, ０００円支給
在宅で生活される重度心身障害者（身体障害者手帳１級および療育手帳Ａ重、Ａ１、
在宅重度心身障害者
Ａ２）※介護保険法の施設入所者、障害者総合支援法の施設入所者は該当になりま
（児）見舞金支給事業
せん。年間２万円
難聴児補聴器購入支援 軽・中度の難聴児童に対し、購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援
事業
します。補聴器購入費用または基準額のいずれか低い額の３分の２を補助
高齢者住宅改造補修費 ６５歳以上の高齢者のみの世帯で（非課税世帯）バリアフリー化に係る住宅改造補
補助
修費補助（上限５０万円）

身体障害者手帳の上肢障害１・２級、下肢・体幹機能障害１・２級（重複可）
、視覚
重 度 身 体 障 害 者（ 児 ）障害１級の障害者、障害児がいる世帯が玄関、台所等を改造するための費用について、
住宅改造費補助金
改造費の６分の５（５０万円まで）を補助※ただし、町民税（所得割）額が１６万
円未満の世帯
身体障害者の下肢障害１・２級、体幹障害１・２級、下肢・体幹機能障害１・２級（重
介護用車両購入費用等
複可）のかたを同乗させて使用する車いす仕様等の介護用車両について、一部補助（上
補助金
限１０万円）
介護福祉課

町内在住で身体、精神上の障害のため在宅の要介護４または５相当の高齢者を１年
以上継続して介護している６５歳以上のかたに支給（一人当たり年８万円または
１０万円）

介護保険係

介護慰労金支給事業

■環境
名称

説明

雨水浸透枡設置費補助金 雨水浸透枡１基につき６，０００円（上限 1 住宅６万円）
ごみ減量化器具購入費
購入費用の２分の１（年に 1 基まで、上限 3 万円）
助成金

住民環境課
環境保全係

住宅用太陽光発電シス 住宅用太陽光発電システムを設置した町民。１ｋｗあたり２万円（上限１０万円）
テム設置整備事業補助金 ※申請は、１世帯につき１件限り

問

■生活
名称

説明

高齢者運転免許自主返 ７０歳以上のかたで運転免許証を自主的に返納される町民にタクシー利用券
納支援事業
（５００円×２４枚）を交付

※手術前に申請

町民の火葬費用に対し、支払った費用を支給（火葬から１年以内に申請）
（上限１２歳以上６万円、１２歳未満４万円、死産児２万円）

福祉係

火葬費用交付金

１頭につき犬 1 万円・猫８，０００円
１頭につき犬５，０００円・猫３，０００円

都市建設課

浄化槽設置整備事業費 ５ 人 槽 ２ ２ 万 ４，０ ０ ０ 円、 ６ ～ ７ 人 槽 ２ ８ 万 ８，０ ０ ０ 円、 ８ ～ １ ０ 人 槽
補助金
３８万２，
０００円（下水道認可区域は除く）※工事を開始する前に申請
単独浄化槽廃止転換費 単独浄化槽やし尿汲み取り槽から合併浄化槽に転換する場合、１０万円
補助金
（下水道認可区域は除く）
単独浄化槽等から合併浄化槽に転換する場合にさらに県から１０万円が上乗せされ
る補助金（下水道認可区域は除く）※申請は町へ

浄化槽廃止補助金

下水道に接続するために浄化槽を廃止する場合、１件 3 万円

水洗便所改造費補助金

生活扶助世帯のかたが下水道に接続するための工事費の補助（全額）

早期接続特別奨励金

新たに下水道供用開始された区域のかたで 1 年以内に接続する場合、5 万円

民間建築物アスベスト 民間建築物の壁等に吹き付けられたアスベスト等の含有調査を実施する場合、補助
含有調査事業費補助金 金を交付（上限２５万円）※１０月３１日まで先着１件

都市建設課
都市開発係

昭和５６年５月３１日以前に在来軸組工法で建築された戸建て住宅または併用住宅
木造住宅耐震診断者派
に対して、無料で耐震診断者を派遣し、耐震診断を行う。
遣事業
（診断者の交通費１，
０００円の実費負担有り）※１０月３１日まで先着５件

下水道係

浄化槽（エコ補助金）

住民環境課 介護福祉課

犬および猫の避妊等手 避妊手術
術費補助金
断種手術

環境保全係

乳幼児用補助装置購入
チャイルドシート購入時の費用を 2 分の１補助（上限 1 万５，０００円）
費補助金

総務課
安全安心係

先進安全自動車購入費 町が指定する先進安全自動車を自ら使用するために購入した６５歳以上の町民に
補助金
5 万円

問

町内在住（１年以上）で、町内の業者を利用して住宅の修繕等を行った場合、経費
の一部を補助※工事金額が２０万円以上（税抜き）で、工事費の５％（上限１０万円）

商工係

住宅リフォーム補助金

産業振興課

木造住宅耐震改修補助 耐震診断の結果改修の必要があると診断された住宅の改修を実施する場合、補助金
事業補助金
を交付（上限８０万円）※１０月３１日まで先着１件

■商工業
説明

事業用運転資金・設備資金の貸付（上限１，２５０万円）

中小企業設備近代化資金

中小企業対象の店舗増改築・近代化のための機械設備・公害防止設備資金の貸付（上
限５００万円）保証料の２分の１および利子の３分の１を町が補助

ぐんま新技術・新製品
開発推進補助金

中小企業の新製品・新商品の考案及び開発事業に要する経費への補助（上限８０万円）

問
産業振興課
商工係

小口資金

名称

■教育
問

学校教育課

平和研修事業補助金

説明

広島・長崎・沖縄の平和施設への研修が計画されている場合、町内在住の小学生（上
限２万円）
、中学生・高校生（上限４万円）を補助

総務係

名称

■まちづくり
町内の団体等が自主的に行うまちづくりを支援
スタート部門…まちづくり団体の設立に対しての助成（上限２０万円）
チャレンジ部門…具体的なまちづくり事業実施に係る助成（上額１００万円）

問

企画財政課

元気な華の里づくり
支援事業助成金

説明

企画政策係

名称

