
令和３年度　県・市町村による住宅建設等への支援制度調査票

地方公共
団体名

担当課
（連絡先）

支援制度名 ホームページＵＲＬ 支援区分 支援方法 支援内容 対象要件

福島県
土木部
建築指導課
（024-521-7528）

「住んでふくしま」空き家対策総合
支援事業

https://www.pref.fukushim
a.lg.jp/sec/41065b/

住宅関係 補助金

【補助額】
○改修　最大250万円
 ・基礎額　改修工事費の1/2、最大150万円（二地域居住者は、最大80万円）
○加算額　空き家バンクを利用した場合   20万円
誘導居住面積水準を満たす場合 10万円／人（最大5人）
○清掃費　最大30万円※既居住者は、補助加算及び清掃費補助の対象外
○除却　解体工事費の1/2、最大80万円（現地建替の場合に限る）
○状況調査　調査費の1/2、最大3.75万円

【対象者】
被災者・避難者、移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、既居住者（１年以内）

【対象住宅】
・空き家バンクに３ヶ月以上登録されている建物
・３ヶ月以上居住等で使用されていない建物

【対象工事等】
・空き家の改修･清掃、除却、状況調査

二本松市
総務部
秘書政策課
（0243-24-7120）

二本松市空き家改修助成金
https://www.city.nihonmatsu.
lg.jp/page/page001080.html

住宅関係 補助金

改修に要する費用が20万円以上の工事（台所、浴室、便所、内装、屋根等）に要す
る費用の2分の1の額（最大50万円）を助成します。

主な要件
①申請日に20歳以上であること。
②空家の売買契約締結した日から起算して１年以内に申請すること。
③売買契約日から起算して1年前より後に本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者又は
予定の者で、定住した日から起算して２年前までに、本市の区域内に住所を有していないこと。
④空き家の所有者の３親等以内の親族でないこと。

伊達市
未来政策部
協働まちづくり課

伊達市空き家改修等支援事業
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/11/29946.h
tml

住宅関係 補助金

空き家バンク物件の改修経費で補助対象経費の総額が20万円以上のもの。補助額
は補助対象経費の1/2以内で50万円を上限とする。

空き家バンク物件利用者で、次の要件全てを満たす者
①伊達市に５年以上定住する見込みがある。
②自ら居住するために購入するものである。
③３親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない。
④市区町村税等※を滞納していない。※地方税法第５条に規定する市町村税、保険料、負担
金等、市が個人から徴収すべきもの。⑤暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。

本宮市
総務政策部
政策推進課
(0243-24-5323)

本宮市多世代ファミリーなかよし奨励
金制度

https://www.city.motomiya.lg.
jp/site/teijyu/tasedai-
family.html

住宅関係 その他

市内で新たに多世代で同居又は近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改
築をした方を対象に、奨励金を交付
①交付基本額：30万円
②市内事業者加算額：10万円
③空き家バンク登録物件取得加算額：10万円

（対象住宅）
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得した住宅又は増改築工事を完了した住宅
（対象者）
対象住宅を新規取得または増改築をした方で、次の要件に該当する方
①対象住宅に居住していること
②対象者と同居・近居する世帯員（対象世帯員）が、それぞれ同居・近居する住宅の所在地に住民登
録していること
③対象世帯員に市税等の滞納がないこと
④交付後、10年以上継続して対象住宅に居住する意思があること
⑤対象世帯員に暴力団員がいないこと
⑥過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
⑦過去に本宮市マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと

大玉村
建設課
（0243-24-8112）

大玉村空き家改修等支援事業
https://www.vill.otama.fukush
ima.jp/kurashi/teijyuusien/ak
iya_hojyo/

同居対応 補助金

空き家バンクの利活用を促進し、移住の推進及び地域の活性化を図るため、移住
者等が定住を目的として行う空き家の改修等に要する経費の一部を助成する。
【改修の補助金額】※税込20万円以上の工事を対象とする
①移住者：補助対象経費の２分の１（限度額１００万円）
②地域おこし協力隊：補助対象経費の１０分の１０（限度額２００万円）
【家財処分等の補助金額】
①移住者：補助対象経費の２分の１（限度額１０万円）
②地域おこし協力隊：補助対象経費の１０分の１０（限度額２０万円）

①村外からの移住者で、空き家に５年以上定住すること
②移住者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者
③市区町村税等の滞納がない方
④暴力団関係者でない方
⑤大玉村空き家バンク登録物件であること
⑥売買契約又は賃貸契約が締結された物件
⑦年度内に改修及び実績報告が完了すること
⑧居住部分に係る一般的な改修工事であること
⑨居住部分のクリーニングおよび家財処分であること

田村市
総務部
経営戦略室
（0247-81-2117）

田村市空き家改修支援事業補助
金

https://www.city.tamura.lg.jp
/soshiki/1/souseikurashi.htm
l

住宅関係 補助金

移住者が自ら居住するために行う空き家（田村市空き家・空き地情報バンクに登録
されている空き家）の改修に補助金を交付する。

空き家の改修に要する経費の５分の１。上限60万円。

（主な要件）
①補助事業者等が自ら居住するため、平成28年４月１日以降に購入又は賃借した空き家（田
村市空き家・空き地情報バンクに登録されている空き家）であること。
②空き家の前所有者（賃借の場合は空き家の所有者）が、補助事業者等の３親等内の親族で
ないこと。
③空き家の改修は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する
こと。
④補助事業者等は、補助金の実績報告を行う日までに、対象住宅に住民票を異動すること。
⑤空き家を賃借する場合は、改修の実施について、補助金の交付申請の前に所有者の承諾
を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
⑥改修を行った住宅を、この補助金を交付した日から５年以内に取り壊し、若しくは売却し、又
は当該住宅から転居しないこと。
⑦生活保護法による保護を受けていない世帯であること。
⑧世帯の全員が、暴力団員でないこと。
⑨世帯の全員に過去に、この補助金の交付を受けた者がいないこと。

鏡石町

総務課
まちづくり調整ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ
(0248-62-2117)

空き家対策事業
http://www.town.kagamiishi.f
ukushima.jp/

住宅関係 補助金

空き家の有効活用及び移住定住につなげるため空き家に定住する方が行う改修工
事及び空き家に残された家財道具当の処分費用を一部助成する。
【空き家改修費】
①家屋につき最大４０万円（基本額２０万円・加算額２０万円）※補助対象経費の２
分の１
【家財道具処分費】
①家屋につき最大５万円※補助対象経費の２分の１

①空き家定住者（５年以上居住すること）
②町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方
③町税等に滞納がない方
④鏡石町空き家バンク登録物件であること
⑤売買契約又は賃貸契約が締結された物件
⑥年度内に改修及び実績報告が完了すること
⑦居住部分に係る改修工事であること
⑧居住部分の家財道具の処分であること

天栄村 建設課 天栄村空き家改修事業等補助金
http://www.vill.tenei.fukushim
a.jp/site/iju/iju-
akiyabank2019.html

住宅関係 補助金

改修工事：費用の２分の１以内、または１５０万円のうちいずれか少ない額。村外業
者施工の場合は５分の３以内。
家財処分：費用の２分の１以内、または１０万円のうちいずれか少ない額。

（１）空き家バンク登録者又は利用登録者であること
（２）３親等以内の親族間での売買もしくは賃貸または無償での使用ではないこと
（３）交付要綱および空き家バンク実施要綱に規定する事項を遵守すること
（４）各種税金等滞納のないこと
（５）地域活性化の推進に協力する意思を有していること
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玉川村
地域整備課
（(247-57-4626)

玉川村特定空家等解体事業 住宅関係 補助金
特定空家等（法律による）の解体等に要する費用の２分の１の額
（上限50万円）

１　玉川村が指定（認定）した特定空家等に該当する建物であること
　（一部除却は対象としない）
２　敷地を適正に管理する制約を要する

玉川村
企画政策課
(0247-57-4628)

玉川村空き家・空き地バンク利活
用事業費補助事業

住宅関係 補助金

玉川村空き家・空き地バンク利活用促進を図ることを目的として補助金を交付
①補助対象物件の所有者　上限5万円
②　　〃　　　　　の購入者　上限10万円

対象者
１　補助対象物件である空き地を購入し、その土地に住宅を新築し当該住宅に3年以上居住す
る意思がある者
２　補助対象物件である空き家を購入し、当該物件に3年以上居住する意思がある者
３　補助対象物件である空き家・空き地の所有者

三春町
建設課
（0247－62－2113）

三春町空き家改修等及び空き家
除却事業

https://www.town.miharu.fuk
ushima.jp

住宅関係 補助金

空き家の改修等を行い移住又は定住する方及び空き家を除却後に住宅を新築し移
住又は定住する方に対し、その経費の一部を補助する。
（1）空き家を改修する工事
　対象費用の2分の１の額以内　上限は150万円
（2）空き家の改修に併せて実施するﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等
　対象費用の2分の１の額以内　上限は２0万円
（3）空き家を除却する工事（除却後の住宅建築が条件となります）
　町が算定した補助単価に空き家の床面積を乗じて得た額以内。ただし、実際の費
用が補助単価を下回る場合はその額。上限は１００万円

（1）三春町内の事業者が改修工事を行うものであること。
（2）三春町内の方は、自己所有の住宅に居住していないこと。
（3）定住、移住につながる事業であること。
（4）市町村民税等の滞納がないこと。
（5）改修又は除却後新築した住宅に5年以上居住する方。

棚倉町
地域創生課
（0247-33-2112）

棚倉町定住促進空き家取得補助
事業

http://www.town.tanagura.fuk
ushima.jp/page/page001646.
html

住宅関係 補助金
補助対象経費の1/2（上限50万円。ただし、福島県の「来て ふくしま住宅支援事業の
補助金額を含む。）を補助する。

空き家を取得して自ら居住しようとする県外からの移住者に対し補助金を交付する。

棚倉町
地域創生課
（0247-33-2112）

棚倉町定住促進空き家改修補助
事業

http://www.town.tanagura.fuk
ushima.jp/page/page001123.
html

住宅関係 補助金
補助対象経費の1/2（上限25万円）を補助する。 空き家を改修して自ら居住しようとする被災者又は県外からの移住者に対し補助金を交付す

る。

湯川村
産業建設課
建設係
（0241-27-8850）

湯川村空家解体事業補助金 その他 補助金

【補助額】
補助対象経費の1/3以内の額（上限30万円）

【対象者】
次の全てに該当する者。
①空家の所有者。
②市町村税等の滞納のない者
③当該空家の解体に際し、他の制度による補助金の交付を受けない者

【対象空家】
次の全てに該当する空家。
①個人が所有するもの
②利活用の見込みのないもの
③長期間放置することにより倒壊等のおそれのあるもの

【補助対象経費】
解体撤去工事費。ただし、次の費用は含まない。
①仮設トイレ等の設置費用
②残置されていた一般廃棄物の処理費用

湯川村
産業建設課
建設係
（0241-27-8850）

湯川村空家改修事業補助金 その他 補助金

【補助額】
補助対象経費の2/3以内の額（上限100万円）

【対象者】
次の全てに該当する者。
①成年に達している者。
②空家を購入又は賃借した者、若しくは２親等以内の者が購入したことにより居住する権利を
得た者。
③村内に住所を有しない者、又は村内に住所を有して１年を経過しない者。
④５年以上定住する者。
⑤市町村税等の滞納のない者

【補助対象経費】
改修工事費。ただし、次の費用は含まない。
①備品購入費
②仮設トイレ等の設置費用

柳津町
みらい創生課
みらい創生係
（0241-42-2447）

柳津町空き家除却支援事業
http://www.town.yanaizu.fuku
shima.jp/docs/201507210003
7/

住宅関係 補助金

空き家の除却工事について、補助対象事業費の1/2を補助（上限50万円）補助対象
となる費用は、解体工事の工事費及び解体工事により生じた廃材等の収集運搬費
と処分費。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、家
財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は補助対象外。

対象となる空き家については、以下に該当する物件。①現に使用されておらず、かつ、今後も
居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地
元行政区等へ10年以上無償貸与される場合。②住宅地区改良法施行規則（昭和35年建設省
令第10号）第１条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定
された不良住宅※②に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限不要。上記の物
件に該当する場合、補助を受けられる者は以下に該当する者。
①補助対象建築物の登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産
税納税通知書）に所有者として登録されている者
②上記①に規定する者の相続人
③上記①②に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者（※委任
状が必要）
※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有
者や権利者の同意が得られない場合は対象外。なお、町税等の滞納がないこと。
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柳津町
みらい創生課
みらい創生係
（0241-42-2447）

空き家改修等支援事業
http://www.town.yanaizu.fuku
shima.jp/docs/201507230001
7/

住宅関係 補助金

空き家の改修工事について、補助対象事業費の1/2を補助（上限100万円）補助対
象となるものは、建物の機能の回復または向上のために行う改修工事であり、以下
を対象とする。
①台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事
②内装、外壁、屋根等の改修工事

町内に本・支店等の事業所を置く事業者または町内に住所を有する個人事業者に工事を依頼
すること。
また、その他以下の要件をすべて満たす者。
①柳津町で空き家を購入または賃借された者。　　　　　　　　　　　　　　　②現に町内に住所を
有していない者、または町内に住所を有して1年を経過しない者。
③補助金に係る改修工事を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から1年以内に入居し、引
き続き5年以上定住する意思のある者。
なお、町税等の滞納がない方。

柳津町
みらい創生課
みらい創生係
（0241-42-2447）

空き家家財道具等処分費補助
事業

http://www.town.yanaiz
u.fukushima.jp/docs/2016051
900013/

住宅関係 補助金

空き家に残存する家財道具等の処分・搬出に要する費用（ごみの処理手数料、収
集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分業者に委託して家財を
処分する場合における委託費等）の１０分の１０を補助（上限１０万）。

以下の条件をすべて満たすもの。
①買収契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約等による居住又は利活用を目的とした空き
家の所有者又は当該空き家の賃貸借。
②納期が到来している徴税等の滞納がない者

三島町
地域政策課
（0241-48-5533）

三島町空き家・住宅取得改修費
等補助金

http://www.town.mishima.fuk
ushima.jp/chiiki_seisakuka/23
557

その他 補助金

移住・定住（町外人口流出抑制に資する場合を含む）に伴い、5年以上定住するため
の住宅の新築
【対象者】住宅の施工主※町税、使用料等の滞納がないもの。
【補助内容】補助対象経費の3分の2以内（千円未満の端数切捨て）上限100万円
※町内の事業者を利用した新築工事の場合上限150万円

①町内に自ら移住・定住するための新築住宅。
②事業着手前に申請するもの。
③年度内に事業が完了するもの。
④入居に当たり当該住所に住民票を移すこと。

金山町
復興観光課
(0241-54-5203)

空き家・住宅対策支援事業
（空き家改修）

その他 補助金

補助対象額の３/４以内で１世帯につき１，５００，０００円を上限として補助を行う。 ・空き家を購入、取得又は賃貸契約（５年以上）を締結し、改修に係る所有者からの承諾を得て
いる方。
・対象住宅に定住の意思（５年以上）がある方。
・町内の事業者を利用できる方。

金山町
復興観光課
(0241-54-5203)

空き家・住宅対策支援事業
（既存住宅改修）

同居対応 補助金
補助対象額の２/３以内で１世帯につき１，０００，０００円を上限として補助を行う。 ・建築後５年以上経過した既存住宅の所有者で、世帯員の増加に伴う住宅の改修を行う方。

・対象住宅に定住の意思（５年以上）がある方。
・町内の事業者を利用できる方。

会津美里町
建設水道課
（0242-55-1181）

特定空家等除却推進事業補助金 その他 補助金
特定空家等の除却費用
除却費用の50％　限度額50万円

特定空家として町が認めた空家で、公共事業等による移転、建替え等の対象となっていないも
の

会津美里町
政策財政課
人口減少対策係
（0242-55-1171）

住宅取得支援事業
http://www.town.aizumisat
o.fukushima.jp/s043/TS04
0/20180410164219.html

その他 補助金

移住定住の促進を図るため、町外から町内の住宅（新築・中古）を取得した者に対
し、その経費の一部を補助する。
※中古住宅については、町空き家バンク登録物件に限る。
【補助額】
住宅取得費の1/2で最大100万円（補助基本額+加算額）
福島県の要件に該当する場合、最大100万円加算
【補助基本額と加算額】
・補助基本額：70万円
・加算要件と加算額（各10万円）
　①住宅取得の契約日において40歳未満の世帯（夫婦の場合はいずれかが40歳未
満）：10万円
　②世帯内の方が町内事業所に従事する場合：10万円
　③町内建築事業者が施工した住宅の場合：10万円
福島県の「来て　ふくしま　住宅取得支援事業」の要件に該当する場合は、補助基本
額と加算額がそれぞれ2倍になります。

【補助対象者】①～③全てに該当する方
①平成30年4月1日以降に住宅取得の契約を締結し、移住する方
②契約日の前日から1年間町内に住民登録がなく、住宅取得年度の翌年度から3年間取得し
た住宅に定住する方
③世帯全員に町税等の滞納がなく、暴力団員等でない方
【対象対象経費】
住宅の取得費
※土地取得費や外構工事費などは対象外
【その他】
福島県の加算を受けるには、県外からの移住者、住宅の面積要件、中古住宅の耐震診断の
実施要件などがあります。

会津美里町
政策財政課
人口減少対策係
（0242-55-1171）

空き家改修補助金
http://www.town.aizumisat
o.fukushima.jp/s043/banku
/20170322115118.html

その他 補助金

空き家の有効活用を図り、移住による地域の活性化を促進するため、住宅の改修に
要する経費の一部を補助する。
【補助額】
工事費の1/2（上限50万円）

【対象物件】
空き家・空き地バンクに登録された住宅で、売買または賃貸の契約が成立したもの
【補助対象者】
①購入または賃借する空き家・空き地バンク利用登録者
②売買または賃貸する空き家・空き地バンク物件登録者
【対象工事等】
①台所、トイレ、浴室または洗面所等の水回りの改修
②屋根、外壁または内装等の改修
③家財処分
【工事費】
対象工事の工事費が50万円以上のもの

会津美里町
政策財政課
人口減少対策係
（0242-55-1171）

若者定住住宅取得支援事業
http://www.town.aizumisat
o.fukushima.jp/s043/TS04
0/20190326170649.html

その他 補助金

若者の定住促進を図るため、町内に住宅（新築・中古）を取得する若者に対し、その
経費の一部を補助する。
※中古住宅については、町空き家バンク登録物件に限る。

【補助額】
住宅取得の1/2以内で最大80万円（補助基本額+加算額）

【補助基本額と加算額】
・補助基本額：70万円
・加算要件と加算額
　町内建築事業者が施工した住宅の場合：10万円

【補助対象者】
①平成31年4月1日以降に住宅取得の契約を締結した方
②町内に居住している40歳未満の方（夫婦の場合はいずれかが40歳未満）
③取得した住宅に10年以上居住意思がある方

【補助対象経費】
住宅の取得費
※土地取得費や外構工事費などは対象外
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会津美里町
産業振興課
（0242-55-1191）

活力ある商店街等支援事業

https://www.town.aizumisa
to.fukushima.jp/s023/010/
SO010/010/010/001/SO0
1/20180323115515.html

その他 補助金

【家賃補助】
　商店街などの空き店舗を活用し、魅力向上に寄与する場合の空き店舗賃借料に
対して、福島県の活力ある商店街支援事業への上乗せ補助を行う
・中心市街地等
　新規創業者　　　　　　　　一般
　　　　1年目　5/12　　　　　4/12
　　　　2年目　3.5/12　　　　3/12
　　　　3年目　2/12　　　　　2/12
　限度額　1,500千円　　　　1,200千円
・その他地域
　新規創業者　　　　　　　　一般
　　　　1年目　3/12　　　　　3/12
　　　　2年目　2/12　　　　　2/12
　　　　3年目　1/12　　　　　1/12
　限度額　900千円　　　　900千円
【空き店舗改修】
　空き店舗を活用し、営業するために必要最低限の改修及び設備に関する費用へ
の補助を行う
　　補助率：改修及び設備費用の1/3以内
　　限度額：800,000円

【事業内容】
　商店街の空き店舗を店舗、その他商店街の魅力向上に寄与する
【事業実施団体】
　商工会、街づくり会社、NPO

喜多方市
建設部
都市整備課
（0241-24-5267）

老朽危険空き家等解体撤去補助
金

http://www.city.kitakata.fuku
shima.jp/soshiki/toshiseibi/1
6510.html

住宅関係 補助金

市が危険と判断した個人が所有する老朽危険空き家等の解体撤去費用1/3で上限
50万円補助

・登記事項証明書に記載されている者またはその相続人
・未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書に記載されている者ま
たはその相続人
・1年以上使用されていないもの

喜多方市
建設部
都市整備課
（0241-24-5267）

空き家等解体撤去促進補助金
http://www.city.kitakata.fuku
shima.jp/soshiki/toshiseibi/1
6510.html

住宅関係 補助金

市が市空き家等対策計画に基づく判定においてＢ判定となった個人が所有する空き
家等の解体撤去費用1/10で上限15万円補助

・登記事項証明書に記載されている者またはその相続人
・未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書に記載されている者ま
たはその相続人
・1年以上使用されていないもの

喜多方市
建設部
都市整備課
（0241-24-5267）

空き家改修支援事業補助金
http://www.city.kitakata.fuku
shima.jp/soshiki/toshiseibi/1
6510.html

住宅関係 補助金
空き家バンクを通じて購入または賃借した住宅の改修補助
市外からの転入者は改修費の1/2で上限50万円等
市民は改修費の1/2で上限25万円等

・市に定住する目的で空き家バンクで購入または賃貸した住宅を自ら改修するもの
・改修した住宅に5年以上定住することを誓約するもの

喜多方市
建設部
都市整備課
（0241-24-5267）

空き家等相続登記支援補助金
http://www.city.kitakata.fuku
shima.jp/soshiki/toshiseibi/1
6510.html

住宅関係 補助金
相続したい空き家等の相続登記費用の1/2で上限5万円を補助 ・1年以上使用されていない空き家

・補助対象者が非課税である者または空き家バンク登録が目的で相続登記を行う者

西会津町
商工観光課
（0241-45-2213）

空き家整備費補助事業
https://www.town.nishiaizu.fu
kushima.jp/site/iju/3442.html

その他 補助金

【補助金】
〇改修　最大100万円
　・基礎額　対象事業費の50％

〇登記相続等事業　最大40万円
　・基礎額　対象事業費の50％

〇清掃事業　最大20万円
　・基礎額　対象事業費の50％

【対象者】
空き家の管理人

【対象住宅】
空き家利活用台帳に登録し、2年以上利活用できる物件として提供する空き家

下郷町
総合政策課
企画政策係
（0241-69-1144）

下郷町住宅取得支援事業
https://www.town.shimogo.fu
kushima.jp/life/sumai/1319.h
tml

住宅関係 補助金

移住定住の促進を図るため、町外から転入する者が新築住宅及び中古住宅（空き
家バンク登録物件に限る）を取得し、町に定住しようとする場合に費用の一部を補助
する。

【補助額】
住宅取得に要した経費の1/2で最大140万円（補助基本額+加算額）

以下の全てを満たす者
①町外から本町に転入後3年以内の者又は転入しようとする者
②転入日の前3年間において本町に住民登録がない者
③取得する住宅に自ら居住し、5年以上定住する者
④基準日から10ヶ月以内に居住する者
⑤町税等の滞納がなく暴力団員等でない者

南会津町
総合政策課
（0241-62-6210）

定住促進すまいる補助金
https://www.town.minamiaizu
.lg.jp/

住宅関係 補助金

定住促進と空き家の利活用を促進するため、住宅の取得等の経費を補助する事業
①定住住宅取得事業
新築（土地を除き2000万以上）中古住宅(500万以上)
【補助率:1/4　限度額:50万円】
②空き家バンク利用事業
空き家バンクに登録された建物の取得(200万円以上)及び改修(50万以上)
【補助率:1/2　限度額50万円】
③帰郷住宅改修等事業
三親等以内の直系尊属が現在、若しくは過去に移住していた住居に移住するため
の住宅の建替(2000万円以上)または増改築(50万円以上)
【補助率:1/2　限度額50万円】

①申請者または申請者の配偶者の年齢が満45歳以下であること
②対象住宅の登記簿の名義になる方である、定住する意思があること
③町税等の滞納がないこと
上記のほか、事業補との個別要件があります。詳しくは担当部署へお問い合わせください。

飯舘村
村づくり推進課
定住交流係
（0244-42-1622）

飯舘村移住定住支援事業
http://www.vill.iitate.fukushi
ma.jp/soshiki/1/3782.html

住宅関係 補助金

村内への移住者向けの補助事業
①住宅新築時　最大５００万円補助
②空き家等購入時　最大２００万円補助
③住宅修繕費用（リフォーム）　最大１００万円補助

次の①～③の要件をすべて満たしている方
①平成23年3月11日時点で飯舘村に住民票がない方
②平成29年3月31日以降に飯舘村に住民票を移した方
③村に定住する意思のある方（転勤等で一時的に村に居住する方は対象外）
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いわき市
都市建設部
住まい政策課
（0246-22-1178）

いわき市空き家バンク活用支援事
業

http://www.city.iwaki.lg.jp/ww
w/contents/1617932535562
/index.html

住宅関係 補助金

「空き家バンクいわき」の利用促進による空き家の解消を図るため、空き家バック登
録に必要な「登記手続き等」に要する費用と、空き家バンクを通じて購入等をした建
物の「改修」に要する費用の一部を補助。

〇「登記手続等」に係る補助
　補助対象経費の1/2、上限5万円

〇「改修」に係る補助
　補助対象経費の1/2、上限50万円

〇登記手続等の支援
【対象空き家】
「空き家バンクいわき」への登録を予定している空き家で、個人が所有しているもの
【補助対象者】
補助対象空き家の所有者又はその相続人
【補助対象経費】
補助対象空き家の不動産登記に係る登記手数料相当額及び司法書士等への委託料

〇改修の支援
【対象空き家】
「空き家バンクいわき」に登録されている空き家
【補助対象者】
自らが居住するために令和3年4月1日以降に購入又は賃借する方
【補助対象経費】
補助対象空き家の内外装、玄関、居室、台所、浴室、便所等を対象とした改修に係る費用

いわき市
都市建設部
都市計画課

（0246-22-7513）

”フラシティいわきへ”まちなか定
住促進事業

http://www.city.iwaki.lg.jp/ww
w/contents/1583129993474
/index.html

住宅関係 補助金

いわき市外から、いわき市立地適正化計画に定める「まちなか居住区域」に一戸建ての住宅、併用
住宅、共同住宅（マンション）を取得（新築住宅又は中古住宅）し、移住する方を対象として住宅取得
経費の一部の補助を行うもの。
①　補助対象経費
　　住宅取得（工事請負契約又は売買契約）に係る経　　費。但し、次に掲げる経費は補助対象外と
する。
・　土地取得費
・　外構工事等の居住に用を供する建築物の建築及び購入以外に要する経費
・　併用住宅における住宅部分以外の経費
・　国又は地方公共団体が行う補助金を活用する場合の当該対象経費
②　補助額
基本額(A)+加算額(B+C+D)=限度額150万円
※(A+B+C+D)の合計は対象経費の1/2を超えてはならない。
(A)　いわき市外から「まちなか居住区域」に定住する世帯：110万円　※福島県内（本市を除く）から
の移住世帯については90万円
(B)　18-39歳を含む世帯：15万円
(C)　いわき市内に本社を置く工務店を利用して住宅を新築する場合：15万円
(D)　空き家購入者（「空き家バンクいわき」に登録された建築物の購入者）又は低未利用地取得者：
10万円

補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす者。
①　県外移住者又は市外移住者で、まちなか定住区域に定住すること。
②　補助対象住宅の所有者は持ち分1/2以上であること。
③　補助金交付年度の翌年度から３年以上継続して定住すること。
④　補助金交付年度内に本市への移住が完了していること。
⑤　定住する直前の住所がある市町村の住民基本台帳に、住宅取得日以前の期間が１年以上記録されている
こと。ただし、住宅取得前に移住準備等のため、市内に居住した場合は、転入の届日から住宅取得までの期間
が１年未満であり、かつ、居住する直前の住所がある市町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が１
年以上記録されていること。
⑥　世帯全員が市税等を完納していること。
⑦　国等から補助対象となる経費について補助金の交付を受けていないこと。
⑧　暴力団関係者でないこと。

いわき市
都市建設部
都市整備課
（0246-22-1138）

いわき市浜まち宅地再生支援事
業（空き地バンク登録物件活用支
援金）

http://www.city.iwaki.lg.jp/ww
w/contents/1614810588973
/index.html

住宅関係 補助金

震災復興土地区画整理事業を実施したいわき市沿岸５地区（久之浜・薄磯・豊間・
小浜・岩間）内の未利用地のうち、空き地バンクに登録された土地を取得（又は賃
借）し、かつ、当該土地に住宅を新築または新築の住宅を購入した方に対して、建築
費や購入費の一部の補助を行うもの。
【補助額】上限50万円
住宅の新築又は購入に係る経費の２分の１又は次の①～③の合計額のうち低い額
　①基本額　30万円
　②若年世帯加算額　10万円
　③市外移住世帯加算額　10万円
【補助対象経費】住宅の新築又は購入に係る経費。ただし、以下を除く。
　・土地（空き地）の取得に要した経費
　・居住の用に供する建築物以外の、建築又は購入に要する経費（外構工事等）
　・併用住宅における住宅部分以外の経費
　・消費税及び地方消費税
【募集期間】令和３年６月３０日まで
　※募集枠に達しなかった場合は随時受付
【併用できるその他制度の例】
　・住宅金融支援機構（フラット35）による住宅ローン当初５年間の金利引き下げ
　・いわき市UIJターン支援事業（移住支援金/最大100万円）

次の全ての要件を満たすこと
①空き地バンクに登録されている土地を、令和３年４月１日以降に取得（又は賃借）した方
②当該土地に、自ら居住する目的で住宅を新築又は新築住宅を購入した方
③当該住宅の所有者であること。共同所有の場合は持ち分２分の１以上の者（持ち分が２分の
１ずつである場合はいずれか一方に限る）
④住戸専用面積が福島県住生活基本計画に基づく、誘導居住面積水準を満たすこと
⑤申請年度の３月末までに居住を開始し、かつ、必要書類（補助金等交付申請書、建物登記
簿の全部事項証明書ほか）を提出すること。また、居住を開始する年度の翌年度から起算して
３年以上継続して居住すること
⑥同一世帯全員が補助金の申請日において市税に滞納がないこと（転入前の所在地において
課税される市町村税や特別区税を含む）
⑦国、地方公共団体その他公的団体から補助対象経費について同様の補助金等の交付また
は、交付の決定を受けていないこと（市の三世代同居・近居支援事業、県の同種事業などとの
併用不可）
⑧いわき市暴力団排除条例（平成24年いわき市条例第41号）第２条第１号に規定する暴力
団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第７号に規定する社会的非難関係者でない方
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